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はじめに
「はじめに」で説明する内容は、次のとおりです。
• 対象読者, xi ページ
• 関連資料, xi ページ
• 表記法, xi ページ
• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート, xiii ページ

対象読者
このマニュアルは、セキュリティ インフラストラクチャをインストール、設定、展開、および管
理するネットワーク担当者およびセキュリティ担当者を対象とします。

関連資料
次のマニュアル ロード マップを使用して関連資料を見つけてください。
• 『Finding ASA CX and Cisco Prime Security Manager Documentation』
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asacx/roadmap/asacxprsmroadmap.html
• 『Navigating the Cisco ASA 5500 Series Documentation』
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/roadmap/asaroadmap.html

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。
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はじめに
表記法

表記法

用途

コマンド
[Menu] > [Menu Item]

コマンド、キーワード、フィールド名、およびユーザ入
力テキストは、Bold で示しています。 メニューベース
コマンドの場合は、メニュー項目を [ ] で囲み、コマンド
のフル パスを示しています。

variable

ユーザが値を指定する変数は、Italic 体で示しています。
Italic 体は、マニュアル タイトルと一般的な強調にも使用
されています。

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワー
ドは、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x | y | z]

どれか1つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッ
コで囲み、縦棒で区切って示しています。

courier フォント

システムが表示するターミナル セッションおよび情報
は、courier フォントで示しています。

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲
んで示しています。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角
カッコで囲んで示しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）があ
る場合には、コメント行であることを示します。

読者への警告の表記法
このマニュアルでは、読者への警告に次の表記法を使用しています。

（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。

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。
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注意

「要注意」の意味です。 機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述され
ています。

ワンポイント アドバイス

時間を節約する方法です。 ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。

警告

「警告」の意味です。 人身事故を予防するための注意事項が記述されています。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎
月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リー
ダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ
ともできます。 RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポー
トしています。
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1

章

概要
Cisco ASA CX Context-Aware Security は、ネットワークを通過するトラフィックについて、ネッ
トワークに接続するユーザ、使用されているデバイス、およびアクセスするアプリケーションや
Web サイトなどの可視性と制御をセキュリティ管理者に提供します。 従来の IP アドレスとサー
ビス（プロトコル/ポート）に加えて、アプリケーションの使用、ユーザ ID、Web アドレス、
ユーザ エージェント、およびユーザの場所に基づいてアクセスを制御できます。
Cisco Prime Security Manager（PRSM）は、ASA デバイスと CX デバイスにマルチデバイス管理を
提供します。
• コンテキスト対応セキュリティと PRSM：全体像, 1 ページ
• 製品とマニュアルの概要, 3 ページ
• サポートされるデバイスとソフトウェア バージョン, 6 ページ

コンテキスト対応セキュリティと PRSM：全体像
ファイアウォールは、長い間、企業の防御の支柱でした。 今日の脅威を撃退するには、ファイア
ウォールを「コンテキスト認識」にする必要があります。つまり、ユーザやアプリケーションの
身元確認、アクセスの発生元およびアクセスに使用されているデバイスのタイプを抽出し、これ
らの属性に基づき、設定済みポリシーに従ってアクセスを許可または拒否する必要があります。
加えて、ファイアウォールは新たに発生する脅威を検出し、そのような脅威から守ることができ
なければなりません。
これらはコンテキスト対応セキュリティが提供する機能です。 ASA CX などのコンテキスト対応
デバイス（CX デバイス）を使用することで、状況の完全なコンテキストに基づいてセキュリティ
を適用できます。 このコンテキストには、ユーザのアイデンティティ（誰が）、ユーザがアクセ
スを試みているアプリケーションまたはWebサイト（何を）、アクセス試行の発生元（どこで）、
アクセス試行の時間（いつ）、およびアクセスに使用されているデバイスのプロパティ（どのよ
うに）が含まれます。 ASA CX では、フローの完全なコンテキストを抽出し、Facebook へのアク
セスを許可するが Facebook でのゲームへのアクセスは拒否する、あるいは企業の機密データベー
スへの財務担当者によるアクセスを許可するが他の社員には同じことを拒否するなど、きめ細か
いポリシーを実施できます。
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ファイアウォールは、ネットワークを通過するトラフィックのフル コンテキストを取得する最適
な場所です。 すでにファイアウォールは、企業ネットワークと世界全体の間の信頼境界を越える
すべてのトラフィックを認識しています。
次の図に示すように、CX デバイスは、自分のネットワークと保護が必要なインターネットまたは
その他のネットワークとの間の境界に位置します。 このデバイスが Cisco Security Intelligence
Operations センターから定期的にアプリケーションおよび URL カテゴリのシグニチャ更新をダウ
ンロードし、ユーザ アイデンティティに Active Directory や OpenLDAP のディレクトリを使用し
ます。 必要に応じて Cisco AD エージェントを使用してユーザ識別を強化できます（図示されて
いません）。 デバイスを設定するには、Web ブラウザ（ポリシー設定時）あるいは SSH または
コンソールクライアント（デバイス設定時または基本的なシステムトラブルシューティング時）
を使用してデバイスにログインします。
図 1：ネットワークでのコンテキスト対応セキュリティ

Cisco Prime Security Manager（PRSM）は、複数の CX デバイスを管理する場合に向いています。
CX デバイスを PRSM インベントリに追加することにより、一貫したポリシーをデバイス間に適
用できます。 PRSM の Web インターフェイスおよび CLI インターフェイスは、単一の CX デバイ
スの各インターフェイスとよく似ていて、マルチデバイス管理機能が加わったものであるため、
単一デバイス管理について学んだ内容を複数のデバイスにすぐに適用できます。
次の図に示すように、複数のデバイスを PRSM で管理する場合には、個々のデバイスではなく
PRSM にログインします。 すべての設定を PRSM により行って管理対象デバイスに展開し、管理
対象デバイスによって生成されるすべてのイベントが PRSM に表示されます。 また、CX デバイ
スと PRSM はどちらもアプリケーションおよび URL カテゴリのシグニチャを Cisco Security
Intelligence Operations センターからダウンロードし、AD/LDAP ディレクトリと必要に応じて AD
エージェント（図示されていません）と対話します。 その状態でも CX CLI が使用可能であるた
め、基本的なデバイスレベルのトラブルシューティングを行うことができますが、先に PRSM イ
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ンベントリからデバイスを削除しなければ、CX Web インターフェイスを使用してデバイス設定
を変更することはできません。
図 2：ネットワーク内の PRSM と CX

製品とマニュアルの概要
ASA CX、Cisco Prime Security Manager（PRSM、「プリズム」と発音）は、密接に関連していま
す。 同じユーザ インターフェイスを共有するため、CX デバイスを直接管理したときの経験は、
Cisco Prime Security Manager でのマルチ デバイスの管理に応用できます。
そのため、このマニュアルでは、CX プラットフォームおよび Cisco Prime Security Manager デバイ
ス管理ソフトウェアの両方と、ASA がサポートされる範囲の ASA デバイス設定を扱います。 マ
ニュアルを読む際は、次の点に注意してください。
• PRSM マルチ デバイス モードとは、マルチデバイス管理アプリケーションのことです。この
アプリケーションを使用して複数の CX デバイスおよび ASA を管理できます。 機能がこの
プラットフォームのみに当てはまる場合は、マルチ デバイス モード用であることを明示的
に記載します。
• ASA CXのみ、シングル デバイス モード、または PRSM シングル デバイス モードとは、CX
デバイス自体にホストされている管理アプリケーションを指します。 このアプリケーション
を使用して、その単一デバイスのみを設定できます。 したがって、デバイス インベントリ
など、複数デバイスの管理に関係する機能は示してありません。
以降のトピックでは、製品についてさらに詳しく説明します。
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ASA CX の機能
ASA CX は、Cisco ASA 5500 シリーズ適応型セキュリティ アプライアンスの一部のモデルで利用
可能な Security Services Processor（SSP）です。 SSP は 5585-X のようなハードウェア モジュール
でも、5545-X のようなソフトウェア モジュールでもかまいません。 親 ASA を設定して、トラ
フィックが ASA CX SSP にリダイレクトされるようにします。リダイレクト先でポリシーが適用
されます。

ヒント

Cisco ASA 5585-X CX Security Services Processor にはギガビット イーサネット ネットワーク イ
ンターフェイスが含まれていますが、これらのインターフェイスは、ASA SSP によって制御さ
れ、ASA に論理的に属します。 ASA CX SSP は、これらのインターフェイスを通過するトラ
フィックを直接処理しません。 ASA CX SSP によって直接管理されるのはコンソール ポート
および 2 つの管理インターフェイスのみです。
ASA CX ソフトウェア には、次の機能があります。
• ポリシー設定用の Web インターフェイス。 CLI を使用してポリシーを設定することはでき
ません。CLI が提供するのは基本的な設定とトラブルシューティングの機能のみです。
• アドレスを使用するすべてのポリシーにおける IPv4 アドレスと IPv6 アドレス両方のサポー
ト。 Web レピュテーションなどいくつかの機能では、IPv4 がインターネットでより広く使
用されているというだけの理由により、IPv6 に使用可能なサービスが IPv4 に使用可能なサー
ビスよりも相当に数が少ない可能性があることに注意してください。
• アイデンティティと認証、復号化、およびアクセス コントロールを提供するコンテキスト認
識ファイアウォール ポリシー。 IP アドレス、プロトコル、およびポート（5 タプル）の従来
のトラフィック一致基準に加えて、次の一致基準を定義できます。
• Active Directory および OpenLDAP を含む LDAP AAA サーバに定義されているユーザ名
とユーザ グループ。
• トラフィック フローに使用されるポートにかかわらず特定のアプリケーションに関係す
るトラフィックを識別できるアプリケーション シグニチャ。
• 個々の URL に加えて Web サイトのタイプに基づいてポリシーを定義できる URL カテ
ゴリ（たとえば、ギャンブル）。
• Web サイトのアクセスに使用されるユーザ エージェント。
• ネットワークとのリモート アクセス VPN 接続を行うために使用されるクライアント タ
イプ。

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
4

OL-28138-01-J

概要
ASA CX の機能

（注）

特別な処理を提供する対象トラフィックを正確に識別するため、トラフィッ
ク照合提案は非常に複雑になる可能性があります。 ほとんどのポリシー オブ
ジェクトに、包含リストおよび除外リストの両方があります。除外リストは、
包含リストに指定されている項目に対する例外を定義するために使用します。
送信元オブジェクト グループ、宛先オブジェクト グループ、またはアプリ
ケーション サービス オブジェクトなど、特定のポリシー オブジェクトを使用
する場合は、対象とするトラフィックを正確に定義するために、AND 演算を
行った条件の OR リストを作成できます。

同様に、コンテキスト認識アクセス ポリシーは、許可するトラフィック フローをきめ細か
く制御します。 許可するトラフィック フローでは、次の内容に基づいてトラフィック フロー
の一部を選択的に拒否できます。
• Web レピュテーション スコア。 Web サイトのカテゴリに関係なく、Web サイトのパブ
リック レピュテーションに基づいて Web トラフィック フローを選択的に制御できま
す。 たとえば、高レピュテーション送信元からのアドバタイズメントを許可しながら、
低レピュテーション送信元からのものを遮断できます。 レピュテーション スコアの範
囲は -10（最低）から 10（最高）です。
• ファイルのアップロード、ダウンロード。 ファイルの MIME タイプに基づいて、ファ
イルのアップロードまたはダウンロードを選択的に拒否できます。
• アプリケーション動作。 Facebook や LinkedIn などいくつかのアプリケーション タイプ
には、別々に制御可能な複数のアプリケーション動作があります。 そのアプリケーショ
ン タイプを全般的に許可しながら、不要な動作を許可しないことができます。 たとえ
ば、Facebook への投稿をユーザに許可する一方で、Facebook メッセージへの添付ファ
イルのアップロードは許可しない場合があります。
• 提案基準を定義できるポリシー オブジェクト。同じ基準を異なるポリシーで簡単に再利用で
きるようになります。 ポリシー オブジェクトを更新すると、そのオブジェクトを使用する
すべてのポリシーが自動的に更新されます。
• HTTP トラフィックの自動ディープ インスペクション。アクセス ルールを定義するときに
ディープ基準を使用できるようになります。 アクセスでインスペクションを区別する別個の
インスペクション ポリシーは存在しないため、アクセス ポリシーの設定が簡略化されます。
• ユーザ、Web レピュテーション、ポリシー、URL カテゴリ、Web サイト DNS 名（ドメイ
ン）、アプリケーション、およびリモート アクセス VPN クライアントのオペレーティング
システムなど、多数の基準で情報を表示できるダッシュボード。
• トラフィック フローおよびシステム イベントを表示する Event Viewer。
• アプリケーション、Web カテゴリ、および Web レピュテーションの動的に更新されたシグ
ニチャ。 これらの更新に時間枠を設定できます。
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Cisco Prime Security Manager の機能
PRSM はネットワーク セキュリティ管理アプリケーションです。 これを使用すると、次のことが
可能になります。
• 複数の ASA デバイスと ASA CX デバイスを管理する。
• 管理対象デバイスのシステム ヘルスおよびパフォーマンスを監視する。
• 管理対象デバイスによって生成されるトラフィック イベントを監視する。
• 共有ポリシー（デバイス グループと呼ばれる）のテンプレートを作成してデバイスに適用
し、ネットワーク内で同じロールを実行するデバイスに単純で一貫したポリシーを約束す
る。
• すべての CX 機能を設定する。
• CX ポリシーで ASA に定義されているネットワーク、ネットワーク グループ、サービス、お
よびサービス グループのオブジェクトを再利用する。
• 次の機能を ASA デバイスに設定する。
• ASA CX へのトラフィック リダイレクション。
• ロギングや syslog サーバなどの各種プラットフォーム ポリシー。
• ユーザを定義し、ロールベース アクセス コントロール（RBAC）と呼ばれるセキュリティ
ロールを関連付けることによって、PRSM へのアクセスを制御する。

サポートされるデバイスとソフトウェア バージョン
PRSM マルチ デバイス モードを使用して、次の表にリストされているデバイスおよび最低ソフト
ウェア バージョンを管理できます。
すべての ASA デバイスとソフトウェア バージョンが次の制限を受けます。
• サポートされる設定は、シングル コンテキスト モード（ルーテッドまたはトランスペアレ
ント）だけです。 マルチ コンテキスト モードは使用できません。
• デバイスに、ASA CX モジュールを含める必要があります。
• Auto Update Server または Configuration Engine を使用してデバイスへの設定の展開を管理する
ことはできません。
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デバイス タイプ

サポートされるソフト
サポートされるモデル ウェア バージョン

Cisco ASA-5500 シリーズ適応型セキュリティ ア 5585-X（SSP-10、
プライアンス
SSP-20）

ASA ソフトウェア リ
リース 9.1(1)

5512-X
5515-X
5525-X
5545-X
5555-X
Cisco ASA 5585-X CX Security Services Processor CX SSP-10、CX SSP-20 ASA CX ソフトウェア
9.1(1)
Cisco ASA 5500-X CX Security Services Processor ASA 5512-X CX SSP
ASA 5515-X CX SSP

ASA CX ソフトウェア
9.1(1)

ASA 5525-X CX SSP
ASA 5545-X CX SSP
ASA 5555-X CX SSP
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章

CX デバイスの準備
CX デバイスを使用する前に、いくつかの基本的な設定を実行し、デバイスにトラフィックをリ
ダイレクトする必要があります。
• ASA CX の初期設定, 9 ページ
• ASA CX SSP にトラフィックを送信する ASA の設定, 17 ページ

ASA CX の初期設定
ASA CX を使用する前、またはそれを Cisco Prime Security Manager で管理する前に、ネットワーク
に設置して初期設定を完了する必要があります。 次の手順では、全体的なプロセスについて説明
します。

はじめる前に
トランスペアレント モードで動作するように ASA と ASA CX を設定できますが、ASA インライ
ンをネットワークに入れる必要があります。 スパン モードで動作しているスイッチ ポートに ASA
を接続しないでください。
また、ASA がASA CX に関する ASA 設定の制限事項, （11 ページ）に説明されている要件を満
たすようにしてください。

手順
ステップ 1

ASA CX SSP を ASA に設置し、ASA をネットワークに設置します。
ASA CX ソフトウェア モジュール の場合、ハード ドライブを必要に応じてインストールします。
ASA CX SSP に付属のマニュアル、および次のマニュアルに従います。
• 『Cisco ASA CX Module Quick Start Guide』（http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/
quick_start/cx/cx_qsg.html）。
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• 『Cisco ASA 5585-X Adaptive Security Appliance Hardware Installation Guide』（http://
www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/hw/maintenance/5585guide/5585Xhw.html）。
• 『Cisco ASA 5500-X Hardware Installation Guide』（http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/
hw/maintenance/5500xguide/5500xhw.html）。
• 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco ASA 5585-X Adaptive Security
Appliance』（http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/hw/regulatory/compliance/asa5585_
rcsi.html）。
• 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco ASA 5500-X Series Appliances and the
Intrusion Prevention System 4300 Series Appliances』（http://www.cisco.com/en/US/docs/security/
asa/hw/regulatory/compliance/asa5500x_rcsi.html）。
• すべての ASA マニュアルのリストについては、マニュアル ロードマップ（http://www.cisco.com/
en/US/docs/security/asa/roadmap/asaroadmap.html）を参照してください。
ステップ 2

ネットワークに管理インターフェイスを接続します。
ASA 5585-X の ASA CX SSP などのハードウェア プラットフォームでは、ポートは（ASA SSP で
はなく）ASA CX SSP の Management1/0 です。 ASA CX SSP ソフトウェア モジュールの場合、ASA
管理ポートが接続されていることを確認します。
Web インターフェイスを使用してデバイスを設定するには、ASA CX SSP 管理インターフェイス
への接続を使用します。
また、初期設定とトラブルシューティングに使用する最小限の CLI もあります。 コンソール ポー
トまたは管理アドレスへの SSH 接続を使用して CLI にアクセスできます。 ASA CX ソフトウェア
モジュール の場合、ASA CLI で session cxsc console コマンドを使用して、コンソール セッション
を開くことができます。
デフォルトの管理 IP アドレスは 192.168.8.8/24 で、ゲートウェイは 192.168.8.1 です。 このアドレ
スは設定時に変更できます。
ASA CX SSP に割り当てることができる、管理ネットワーク上で使用可能であるスタティック IP
アドレスを決定します。 ASA CX ソフトウェア モジュール の場合、アドレスが ASA 管理アドレ
スと同じサブネットにある必要があります。 ハードウェア プラットフォームについては、RJ-45
コネクタがある標準のカテゴリ 6 ケーブルを使用してネットワークに Management1/0 を接続しま
す。

ステップ 3

ASA CX ソフトウェアの設定, （11 ページ）に説明されているようにソフトウェアを設定します。
ASA CX ソフトウェア モジュール の場合、ハード ドライブにプレインストールされたイメージが
見つからない場合は、ソフトウェアを設定する前にシステム イメージを再作成する必要がありま
す。 設定を含む詳細については、ASA CX ソフトウェア モジュールのイメージの再作成, （377
ページ）を参照してください。

ステップ 4

ASA CX SSP 用の ASA 設定のアラート, （15 ページ）に説明されているように ASA ファイア
ウォール設定を変更します。
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次の作業
続いて、次の手順を実行します。
• ASA CX を直接管理する場合：
• ASA CX 管理アドレスが開かれた Web ブラウザを使用して、ASA CX ポリシーを設定し
ます。
• ASDM または ASA CLI を使用して、トラフィックを ASA CX にリダイレクトします。
• ASA CX を Cisco Prime Security Manager で管理する場合：
• ASA CX SSP を含んだ ASA をインベントリに追加します。
• Cisco Prime Security Manager が開かれた Web ブラウザを使用して、ASA CX ポリシーを
設定します。
• Cisco Prime Security Manager を使用して、トラフィックを ASA CX にリダイレクトしま
す。

ASA CX に関する ASA 設定の制限事項
次の ASA 機能は、ASA を ASA CX で使用する際には設定できません。
• Cisco Ironport Web セキュリティ アプライアンス（WSA） mus コマンドは、WSA アプライア
ンスとの関係を定義します。このアプライアンスは、同様の機能を実行する ASA CX と同時
には使用できません。
• マルチ セキュリティ コンテキスト設定

ASA CX ソフトウェアの設定
ASA CX ソフトウェアの設定は次の方法のいずれかを使用して実行できます。
• コンソール ポートに接続して setup コマンドを実行します。 ASA 製品に付属のコンソール
ケーブルを使用し、9600 ボー、8 データ ビット、パリティなし、1 ストップ ビット、フロー
制御なしに設定されたターミナル エミュレータを用いて PC をコンソールに接続します。 コ
ンソール ケーブルの詳細については、ASA のハードウェア ガイドを参照してください。
• ASA CX ソフトウェア モジュール の場合、ASA CLI で session cxsc console コマンドを使用し
てコンソール セッションを開き、setup コマンドを実行できます。
• SSH クライアントを使用して ASA CX 管理アドレスへの接続を確立して、setup コマンドを
実行します。 ユーザ名 admin、デフォルトのパスワード Admin123 を使用してログインしま
す。このパスワードは、ここで説明する手順に従って変更してください。
192.168.8.8 が有効なアドレスとなっているネットワークに Management1/0 を接続しなかった場合
は、初期設定にコンソール ポートを使用します。 それ以降、SSH セッションから setup コマンド

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
OL-28138-01-J

11

CX デバイスの準備
ASA CX ソフトウェアの設定

を再実行できます。 方法は同等ですが、SSH セッション中に IP アドレスを変更した場合は、変
更の保存後に接続が失われます（新しい IP アドレスとの接続を再確立してください）。

ヒント

CLI で使用可能なコマンドについては、help または ? を入力してください。

はじめる前に
setup コマンドは必要な情報の入力を求めるウィザードです。 ウィザードを開始する前に、次の
値に対する正しい入力内容を必ず確定してください。
• システムのホスト名。 ホスト名は 65 文字以内で、文字、数字、ハイフンのみが使用できま
す。 先頭と末尾の文字は英字または数字にする必要があり、ホスト名をすべて数字にするこ
とはできません。
• 管理 IP アドレスに使用するアドレス指定のタイプ。 スタティック IPv4、IPv4 用 DHCP、ス
タティック IPv6、IPv6 ステートレス自動設定のいずれかのアドレス タイプを設定できます。
ASA CX ソフトウェア モジュール では、ASA 管理アドレスと同じサブネット上にアドレス
があることが必要で、ASA の管理インターフェイスがアップ状態で、使用可能でなければな
りません。 IPv4 と IPv6 の両方のアドレス指定の設定が可能です。 次の手順を実行します。
• IPv4 スタティック アドレス：IPv4 管理 IP アドレス、サブネット マスク、ゲートウェイ
を指定します。
• DHCP：管理ネットワークで応答する DHCP サーバが必要です。

（注）

DHCP は推奨されません。 DHCP がリースの満了やその他の理由により割り
当てたアドレスを変更した場合、システムは正常に機能しなくなります。 代
わりにスタティック アドレスの使用を推奨します。

• IPv6 スタティック アドレス：IPv6 管理 IP アドレス、プレフィックス長、ゲートウェイ
を指定します。
• IPv6 ステートレス自動設定：IPv6 ステートレス自動設定は、デバイスが存在するリン
クで使用するグローバルな IPv6 プレフィックスのアドバタイズメントなどの、IPv6 サー
ビスを提供するようにルータが設定されている場合に限り、グローバルな IPv6 アドレ
スを生成します。 IPv6 ルーティング サービスがリンクで使用できない場合、リンク
ローカルな IPv6 アドレスのみが取得され、そのデバイスが属すネットワーク リンクの
外部にアクセスできません。

（注）

IPv6 ステートレス自動設定では、ネットワーク プレフィックスおよびデバイ
ス ID に基づいてグローバル アドレスが割り当てられます。 このアドレスが
変化することはほとんどなく、変化するとシステムは正常に機能しなくなり
ます。 代わりにスタティック アドレスの使用を推奨します。
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• DHCP を使用しない場合は、プライマリおよび任意でセカンダリの IP アドレス（IPv4 または
IPv6）、DNS サーバ、ローカル ドメイン名。 IPv4 と IPv6 の両方の管理アドレスを設定する
と、このいずれか、または両方の形式で DNS アドレスを入力できます。この設定を行わな
い場合は、管理アドレスの形式に合わせる必要があります。
検索ドメインのカンマ区切りリストを入力することもできます。検索ドメインは、名前から
IP アドレスへの解決の中で、完全修飾ではないホスト名に順番に付加されます。 たとえば、
検索ドメイン リストにより、www.example.com などの完全修飾名ではなく、www への ping
が可能になります。
• システム時刻に Network Time Protocol（NTP）を設定するかどうか、および NTP を使用する
場合は NTP サーバの名前または IPv4 アドレス。 すべてのシステムで同じ NTP サーバを使用
することを推奨します。

手順
ステップ 1

コンソール セッションを開くか、管理 IP アドレスへの SSH 接続を確立してから、ユーザ名 admin
を使用してログインします。

ステップ 2

setup コマンドを入力してセットアップ ウィザードを開始します。
例：
asacx> setup
Welcome to Cisco Prime Security Manager Setup
[hit Ctrl-C to abort]
Default values are inside [ ]

セットアップウィザードでは入力が求められます。次の例は、ウィザードでの一般的な順序を示
しています。プロンプトで N ではなく Y を入力した場合、上記で述べた追加設定のいくつかを行
うことができます。 太字のテキストは入力する値を示し、これらのサンプル値は実際の値に置き
換えてください。 場合によっては、明確にするため入力する値がデフォルト値と同じになってい
ます。値を何も入力しないで、代わりに Enter を押すだけでもかまいません。
次に、IPv4 および IPv6 両方のスタティック アドレスの設定例を示します。 スタティック IPv6 ア
ドレスを設定するときのプロンプトで N と応答することで、IPv6 ステートレス自動設定にするこ
とができます。 IPv4 を設定するときのプロンプトで N と応答した場合は、設定されるアドレスが
IPv6 のみになります。
Enter a hostname [asacx]: asa-cx-host
Do you want to configure IPv4 address on management interface?(y/n) [Y]: Y
Do you want to enable DHCP for IPv4 address assignment on management interface? (y/n) [N]:
N
Enter an IPv4 address [192.168.8.8]: 10.89.31.65
Enter the netmask [255.255.255.0]: 255.255.255.0
Enter the gateway [192.168.8.1]: 10.89.31.1
Do you want to configure static IPv6 address on management interface?(y/n) [N]: Y
Enter an IPv6 address: 2001:DB8:0:CD30::1234/64
Enter the gateway: 2001:DB8:0:CD30::1
Enter the primary DNS server IP address [ ]: 10.89.47.11
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Do you want to configure Secondary DNS Server? (y/n) [N]: N
Do you want to configure Local Domain Name? (y/n) [N] Y
Enter the local domain name: example.com
Do you want to configure Search domains? (y/n) [N] Y
Enter the comma separated list for search domains: example.com
Do you want to enable the NTP service?(y/n) [N]: Y
Enter the NTP servers separated by commas: 1.ntp.example.com, 2.ntp.example.com

ステップ 3

最後のプロンプトが完了すると、設定のサマリーが示されます。 サマリーに目を通して値が正し
いことを確認し、変更した設定を適用するには Y を入力します。 変更をキャンセルするには N を
入力します。
例：
Apply the changes?(y,n) [Y]: Y
Configuration saved successfully!
Applying...
Done.
Generating self-signed certificate, the web server will be restarted after that
...
Done.
Press ENTER to continue...
asacx>

（注）

ステップ 4

ホスト名を変更した場合は、ログアウトして再びログインするまでプロンプトに新しい
名前は表示されません。

NTP を使用しない場合は、時刻を設定します。
show time コマンドを使用すると、現在の日時とシステムのタイムゾーンを確認できます。 デフォ
ルトでは UTC タイムゾーンが使用されます。
時間設定を変更するには、次のコマンドを使用できます。
• config timezone で、タイムゾーンを変更します。
• config time で、ローカルの日時を設定します。

ステップ 5

（任意） admin パスワードを変更します。
admin ユーザのパスワードをまだ変更していない場合は、config passwd コマンドを使用して今す
ぐ変更してください。 コマンド出力にパスワード要件が説明されています。
例：

次に、admin パスワードの変更例を示します。
asacx> config passwd
The password must be at least 8 characters long and must contain
at least one uppercase letter (A-Z), at least one lowercase letter
(a-z) and at least one digit (0-9).
Enter password: (type password)
Confirm password: (retype password)
SUCCESS: Password changed for user admin

ステップ 6

exit コマンドを入力してログアウトします。
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次の作業
これでデバイスの使用準備が完了しました。 Web インターフェイスへのログイン, （24 ページ）
に説明されているように、ブラウザを使用して Web インターフェイスを開きます。

ASA CX SSP 用の ASA 設定のアラート
ASA CX SSPは ASA のモジュールです。 すべてのトラフィックは、ASA CX SSP にリダイレクト
される前に、ASA に入力される必要があります。 そして、ASA CX SSP が処理した後で、トラ
フィックは ASA に戻されてさらに処理や次の宛先へのルーティングが行われます。
そのため、正しく ASA を設定することが ASA CX SSP の動作に不可欠です。
ASA CX SSP を追加する際に ASA で調整する必要がある 2 つの基本ポリシーとして、アクセス
ルールとインスペクション ルールがあります。
• アクセス ルールは、グローバル ルールであっても、特定のインターフェイスに適用される
ものであっても、トラフィックが ASA CX SSP にリダイレクトされる前に常に適用されま
す。 そのため、ASA CX SSP はすでに許可されているトラフィックのみを認識し、ASA への
入口でドロップされたトラフィックを処理しません。 ASA CX SSP で処理するすべてのトラ
フィックを許可するようにルールを調整する必要が生じることがあります。
• インスペクション ルールによって、トラフィックが検査されるかどうかを決定します。 ASA
CX SSP は ASA で検査済みのトラフィックを検査しません。 したがって、ASA CX SSP で検
査する予定のトラフィックを、自分で検査してはいけません。 具体的には、HTTPトラフィッ
クを検査しないでください。HTTP インスペクションは ASA CX SSP の中核機能の 1 つになっ
ているからです。 ASA のデフォルトのインスペクション ルールに HTTP インスペクション
は含まれないため、HTTP ルールを追加した場合にのみお使いのインスペクション ルールを
変更する必要がります。
以降のトピックでは、ASA CX SSP にトラフィックをリダイレクトする方法と検討すべきことに
ついて説明します。

ASA CX 用の ASA アクセス ルールの設定
ASAでは、すべてのインターフェイスにグローバルにアクセスルールを適用することも、あるい
は 1 つ以上のインターフェイスに個別にアクセス ルールを適用することもできます。 これらの
ルールによって、デバイスを通過することが許可されるトラフィックと、即座にドロップされる
トラフィックが決まります。
インターフェイスにアクセス ルールを作成する必要があるか、あるいはすべてのインターフェイ
スに適用するグローバル アクセス ルールを作成する必要があるかを判断してください。 ASA ア
クセス ルールは、トラフィックを ASA CX にリダイレクトする前に、事前にフィルタリングする
ために使用します。 絶対に渡さないトラフィック クラスがあるとわかっている場合は、ASA に
入力された後すぐにドロップすると効率的です。
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ヒント

アクセス ルールで ASA CX 管理アドレスのポート 443 への HTTPS アクセスを許可するように
します。 PRSM マルチ デバイス モード もインストールする場合は、HTTPS トラフィックが
ASA CX、ASA、PRSM の間で許可されていることを確認します。
ASA のデフォルトのアクセス ルールは、次のサービスを提供します。
• セキュリティの高いインターフェイスからセキュリティの低いインターフェイスに流れるす
べてのトラフィックが許可されます。 たとえば、inside インターフェイス（セキュリティ レ
ベル 100）に入ったすべてのトラフィックは outside インターフェイス（セキュリティ レベル
0）から出ることを許可されます。
• セキュリティの低いインターフェイスからセキュリティの高いインターフェイスへ進む場合
でも、許可されたトラフィック フローのすべての戻りトラフィックも許可されます。 たと
えば、outside インターフェイス経由でインターネットに進む inside インターフェイス上の
ユーザからの Web 要求は結果として戻りトラフィックになります（つまり、ページが存在し
Web サイトへのルートが存在すると仮定すると、要求された Web ページがユーザのブラウ
ザに表示されます）。
• セキュリティの低いインターフェイスからセキュリティの高いインターフェイスへのトラ
フィックは、すべてドロップされます。
すでにアクセス ルールがある場合、変更する必要はありません。 ただし、アクセス ルールでド
ロップしている特定のタイプのトラフィックを ASA CX で処理するために、緩めることが必要か
どうかを評価する必要があります。

ASA CX 用の ASA インスペクション ルールの設定
ASA はサービス ポリシー ルールを使用してアプリケーション層プロトコル インスペクションを
定義します。 インスペクションは、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。
TCP ベースのトラフィックの ASA インスペクションは、ASA CX インスペクションと互換性があ
りません。 したがって、ASA CX は ASA によってすでに検査された TCP トラフィックを検査し
ません。

ヒント

HTTP トラフィックを ASA CX に送信する場合には、ASA 上で HTTP トラフィックを検査しな
いでください。 多くの ASA CX 機能は HTTP トラフィック用に設計されています。 少なくと
も、HTTP トラフィックが ASA CX にリダイレクトされることを確認し、ASA でトラフィック
を検査しないでください。
検査された HTTP トラフィックを ASA CX に送信する場合、アプリケーション ベースのアクセス
コントロールや URL フィルタリングなどいくつかの拡張機能は、ASA CX で実行できません。 そ
のため、これらの機能を使用すると予想される結果が得られない場合があります。
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HTTP インスペクションは ASA のデフォルト インスペクション ルールの一部ではないため、HTTP
インスペクションを追加した場合にだけインスペクションルールを変更する必要があります。次
の選択肢があります。
• すべての HTTP インスペクション ルールを ASA から削除します。
• 検査済みの HTTP トラフィック ストリームを含まないよう、ASA CX に送信されるトラフィッ
クを制限します。 この方法は、サブネットまたはその他のトラフィック一致基準に基づい
て、特定のインターフェイスまたは特定のトラフィック クラスについて ASA で HTTP イン
スペクションを実行する場合のオプションです。

ASA CX SSP にトラフィックを送信する ASA の設定
すべてのトラフィックは最初に ASA に入り、ASA がアクセス ルールをトラフィックに適用しま
す。 次に、これらのルールに合格したすべてのトラフィックを ASA CX SSP にリダイレクトでき
ます。リダイレクト先でポリシーがトラフィックに適用され、許可されたトラフィックがASAに
戻されて最終的な宛先に送信されます。
サービス ポリシー ルールを使用してトラフィックを ASA CX SSP にリダイレクトします。 通常
は、すべてのパケットを ASA CX SSP にリダイレクトします。 ポリシーをトラフィックに適用し
てから、ASA CX SSP は、さらに処理や次の宛先へのルーティングが行われるように許可された
トラフィックを ASA に戻します。

（注）

ASA CX SSP にトラフィックをリダイレクトする前に、ASA はインターフェイス固有のアクセ
ス ルールとグローバル アクセス ルールを適用します。 そのため、すべてのトラフィックをリ
ダイレクトするサービス ポリシー ルールは、実際には ASA によって流入を許可されたトラ
フィックだけをリダイレクトしています。
トラフィックをリダイレクトするように ASA を設定するには、ASA CLI、ASDM または PRSM マ
ルチ デバイス モード を使用します。 次のトピックで、ASA CLI および PRSM での設定について
説明します。

ASA CLI を使用した ASA CX へのトラフィックのリダイレクト
この手順では、ASA CLI を使用してトラフィックを ASA CX SSP にリダイレクトする方法につい
て説明します。 手順では、たとえばネットワーク トラフィックがデバイスを通過できるよう、
ASAインターフェイスが設定されているなど、ASAがすでに設定済みで動作することを前提とし
ています。 通常は、少なくとも 1 つのインターフェイスがインターネット側にあり、1 つが内部
ネットワーク側にあります。
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手順
ステップ 1

コンソール ポートまたは SSH を管理 IP アドレスに対して使用し、ASA にログインします。

ステップ 2

enable を入力して、特権 EXEC モードにアクセスするために必要なイネーブル パスワードを入力
します。

ステップ 3

config t を入力してコンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4

トラフィックをリダイレクトするサービス ポリシー ルールを作成します。
クラス マップ コマンドは次のとおりです。
cxsc {fail-open| fail-close} [auth-proxy]
値は次のとおりです。
• fail-open は、ASA CX SSP が何らかの理由で失敗した場合に、失敗しなければ ASA CX SSP
にリダイレクトされるトラフィックを、ASA が引き続き通過させることを指定します。
• fail-close は、ASA CX SSP が失敗した場合に、失敗しなければ ASA CX SSP にリダイレクト
されるすべてのトラフィックを、ASA がドロップすることを指定します。
• auth-proxy は認証プロキシを有効にします。このプロキシはアクティブ認証を ASA CX SSP
でのアイデンティティ ポリシーに使用する場合に必要です。 このキーワードを含めなかっ
た場合は、パッシブ認証のみを実行できます。

例：

次に、すべてのインターフェイスについてリダイレクションを含めるようにデフォルトのグロー
バル ポリシーを更新する例を示します。認証プロキシを有効にして、SSP が失敗した場合にトラ
フィックが ASA を通過することを許可しています。 このコマンド シーケンスでは、デフォルト
のインスペクション ポリシーを含む、他のサービス ポリシー ルールが変更されることがありま
せん。リダイレクションを特定のインターフェイスまたはトラフィックフローに制限する場合に
は、リダイレクトするフローを定義したクラス マップで新しいポリシーを作成します（クラス
マップの設定に関する詳細については、ASA のマニュアルを参照してください）。
asa(config)# policy-map global_policy
asa(config-pmap)# class class-default
asa(config-pmap-c)# cxsc fail-open auth-proxy
asa(config-pmap-c)# exit
asa(config-pmap)# exit
asa(config)#

ステップ 5

ポリシー マップがまだアクティブ サービス ポリシーでない場合は、service-policy コマンドを使
用してイネーブルにする必要があります。
必要な場合、コマンドの no 形式を使用して、既存のサービス ポリシーを削除します。 たとえば、
次のコマンドによって、ユーザ定義のグローバル ポリシーが削除され、デフォルトのグローバル
ポリシーに置き換えられます。
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ヒント

IPS モジュールにトラフィックをリダイレクトするアクティブ サービス ポリシーがある
場合、そのポリシーを削除する必要があります。 たとえば、ポリシーがグローバル ポ
リシーの場合、noservice-policy ips_policyglobal を使用します。

例：
asa(config)# no service-policy existing_global_policy global
asa(config)# service-policy global_policy global
asa(config)#

ステップ 6

認証プロキシを有効にした場合に、デフォルト以外のポートをアクティブ認証に使用するには、
認証プロキシ ポートを設定します。
認証プロキシ ポート コマンドは次のとおりです。
cxsc auth-proxy port number
ここで、ポート番号は 1024 よりも大きくします。 デフォルトの認証プロキシ TCP ポートは 885
です。 ユーザに認証クレデンシャルの入力を求める必要がある場合、プロンプト要求はこのポー
トを通じて行われます。 show run all cxsc コマンドを使用すると、現在設定されているポートを
表示できます。
例：

次に例を示します。
asa(config)# cxsc auth-proxy port 1025
asa(config)#

ステップ 7

write memory と入力して、変更を実行コンフィギュレーションに保存します。

PRSM を使用した ASA CX へのトラフィックのリダイレクト
この手順では、PRSM マルチ デバイス モードを使用してトラフィックを ASA CX SSP にリダイレ
クトする方法について説明します。手順では、たとえばネットワークトラフィックがデバイスを
通過できるよう、ASAインターフェイスが設定されているなど、ASAがすでに設定済みで動作す
ることを前提としています。 通常は、少なくとも 1 つのインターフェイスがインターネット側に
あり、1 つが内部ネットワーク側にあります。

（注）

PRSM では、常に fail-open auth-proxy キーワードを使用してリダイレクションを設定します。
fail open は、ASA CX SSP が何らかの理由で失敗した場合に、失敗しなければリダイレクトさ
れるトラフィックが、代わりに ASA ポリシーのみに基づいて ASA を通過することを意味しま
す。 auth-proxy（認証プロキシ）キーワードを使用すると、アクティブ認証を設定できるよう
になります。 fail-close を使用するか、auth-proxy キーワードを省略した場合は、ASDM また
は ASA CLI を使用してリダイレクションを設定する必要があります。
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はじめる前に
ポリシーが設定されたデバイス グループがすでにある場合に、これらのグループの 1 つにデバイ
スを追加する予定があるときは、そのデバイスをグループに割り当てるだけで済みます。 変更を
保存すると、そのグループに定義されているトラフィックリダイレクションポリシーがデバイス
に適用されます。 [Device Groups] ページからグループにデバイスを割り当てることができます。
この手順は、設定するデバイスが含まれたデバイス グループでリダイレクションをイネーブルに
し、設定する必要があることを前提としています。

手順
ステップ 1

次のいずれかを実行して、トラフィックリダイレクションポリシーを設定するデバイスを含むデ
バイス グループを開きます。
• デバイスをインベントリに追加するとき、デバイスにアクティブ リダイレクション ポリシー
がなければ、その事実が通知されます。リンクをクリックして、ディスカバリ中にデバイス
に作成されたデバイス グループに進むことができます。
• デバイスがすでにインベントリにあるときは、[Policies] > [Device Groups]を選択して、デバ
イスを含むデバイス グループを選択します。
トラフィックのリダイレクト設定セクションに、設定が PRSM で管理されないというメッセージ
が含まれている場合、このグループの 1 つ以上のデバイスに、PRSM がサポートしない機能を使
用して PRSM の外部で設定されたトラフィックのリダイレクト ポリシーがあることを示します。
管理対象ではないリダイレクト ポリシーのあるデバイスは、グループから除外される可能性があ
りますが、グループのリダイレクトポリシーは永続的にディセーブルになります。リダイレクト
ポリシーを設定または変更するには、ASA CLI または ASDM を使用する必要があります。

ステップ 2

[Traffic Redirection Settings] グループで次のプロパティを設定します。
• [Traffic Redirection: Enable] を選択します。
• [TCP/UDP Ports] では、すべてのタイプのトラフィックをリダイレクトする場合、フィールド
をブランクのままにします。 tcp/80 または udp/80 のようなプロトコル/ポート形式でポート
を指定することによって、特定の TCP/UDP ポートにリダイレクションを制限することもで
きます。 ハイフンを使用してポート範囲を入力できます（たとえば、tcp/1-100、udp/1-100）。
いずれかのポートを入力した場合、リダイレクションはそのプロトコルおよびポートに制限
されます。TCP/UDP 以外のトラフィックはリダイレクトされません。
• [Interfaces] では、デバイス上の任意のインターフェイスを通過するトラフィックをリダイレ
クトする場合、フィールドをブランクのままにします。 特定のインターフェイスを選択した
場合、グループの各デバイスからのインターフェイスがインターフェイスのリストに示され
ている必要があります。
例として、次の 3 つのデバイスとそのインターフェイスについて考えてみます。
• ASA-1：inside、outside、DMZ
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• ASA-2：inside、outside
• ASA-3：GE1、GE2、GE3
この場合、「inside、DMZ」という選択はできません。ASA-3 のインターフェイスがリストに含ま
れないからです。 選択されたインターフェイスが ASA-1 には 2 つあるのに対して、ASA-2 には 1
つしかないということは重要ではなく、ASA-1 の 2 つのインターフェイスでリダイレクションが
行われることを意味しています。 このグループを保存するためには、GE1、GE2、および GE3 イ
ンターフェイスのうち少なくとも 1 つを選択して、ASA-3 が示されるようにする必要があります。
ステップ 3

[Save Device Group] をクリックして変更を保存します。

PRSM のトラフィック リダイレクション ポリシーのトラブルシュー
ティング
PRSM で設定できるトラフィック リダイレクション ポリシーには、ASA CLI または ASDM で使
用可能なすべてのオプションが含まれるわけではありません。 また、PRSM は、CLI または ASDM
によって ASA 設定に加えられた変更を認識しません。 そのため、リダイレクションを PRSM に
よって設定するときに次の問題が発生することがあります。
• サポートされないリダイレクション ポリシー：ASA を PRSM インベントリに追加する前に、
CLI または ASDM を使用してリダイレクション ポリシーを設定できるため、PRSM が管理で
きないポリシーを設定してしまう可能性があります。 たとえば、ポリシーの照合条件として
ACL を使用する場合、PRSM は設定をインポートしません。 代わりに、そのデバイスのトラ
フィック リダイレクション ポリシーは管理対象外と見なされます。 管理対象外のトラフィッ
ク リダイレクション ポリシーを持つ ASA を含むすべてのデバイス グループに対して、トラ
フィック リダイレクション ポリシーを設定できなくなります。
PRSM は、次のコマンドをトラフィック リダイレクション CLI の一部としてサポートしま
す。
• クラス マップ：class-default または match port コマンド。
• サービス ポリシー コマンド：global または interface 指定。
• サポートされないリダイレクション キーワード：リダイレクション ポリシーはキーワード
fail-open、fail-close、auth-proxy を含むことができます。 ディスカバリ中、これらのキーワー
ドは無視され、fail-open auth-proxy が常に設定されます。 そのため、fail-close キーワードで
リダイレクション ポリシーを設定した場合、または意図的に auth-proxy キーワードを省略
した場合、ディスカバリと導入後にポリシーが変更されます。
前述のように、リダイレクション ポリシーにサポートされないクラス マップが含まれる場
合は、そのポリシーは検出されず、キーワードは変更されません。
• デバイス グループ メンバーシップ：デバイス グループは、管理対象または管理対象外いず
れかのトラフィック リダイレクション ポリシーを持ちます。 管理対象外のリダイレクショ
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ン ポリシーを持つグループにデバイスを追加した場合、そのポリシーはデバイス グループ
で管理対象外になります。 デバイス グループのリダイレクション ポリシーが管理対象外に
なった場合は、管理対象外ポリシーを持つすべてのデバイスを削除しても常に管理対象外で
す。 管理対象外ポリシーを持つデバイスを、管理対象ポリシーを持つグループに追加しよう
とすると必ず警告されます。

（注）

管理対象外ポリシーを持つデバイスを、管理対象ポリシーを持つグループに
追加するときに、グループに他のデバイスがある場合、それらのデバイスの
ポリシーも管理対象外になります。 ASDM または ASA CLI を使用して、それ
らのデバイスのリダイレクション設定に変更を加える必要があります。 PRSM
は、それらのデバイスのリダイレクション ポリシーに対する変更を認識しな
くなります。

• インターフェイス変更：デバイスを PRSM インベントリに追加すると、PRSM はその時点で
設定されているインターフェイスを検出します。 インターフェイスの追加、削除、または名
前変更をした場合、PRSM はそれらを認識しません。 そのため、リダイレクション ポリシー
にインターフェイスを明示的に指定した場合に、PRSM は、ディスカバリのときに存在した
インターフェイスにのみポリシーを設定します。
たとえば、デバイスを PRSM に追加するときに DMZ という名前のインターフェイスが ASA-5
に定義されていなかった場合を考えてみます。 次に ASA-5 を、DMZ がインターフェイスの
1 つとしてリダイレクション ポリシーに含まれているデバイス グループに割り当てました。
その後、ASDM を使用して ASA-5 のインターフェイス DMZ に名前を付けます。 この時点
で、PRSM は ASA-5 の DMZ インターフェイスにリダイレクションを設定するように見えま
す。 ただし、DMZ はディスカバリのときにデバイスに定義されていなかったため、PRSM
はそれが ASA-5 に存在することを認識しません。
この問題を回避するには、ASA-5 を PRSM インベントリから削除し、再び追加する必要があ
ります。 この処理によって ASA 設定が再検出され、PRSM はここで DMZ インターフェイス
を認識するようになります。 その後、ASA-5 をデバイス グループに追加し直すと期待する
設定が得られます。
• ポート制限：ポートを明示的に指定した場合、それらのポート上の TCP または UDP トラ
フィックのみが ASA CX によって処理されます。 ASA CX ポリシーは TCP/UDP 以外のトラ
フィックに適用できるため、リダイレクトされたトラフィックの制限が原因で適用されるこ
とのない ASA CX ポリシーを作成してしまう可能性があります。 たとえば、ポートをデバイ
スのデバイス グループに指定した場合に、ICMP トラフィックのポリシーはデバイスと照合
されることはありません。
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章

スタートアップ ガイド
次のトピックでは、コンテキスト対応セキュリティおよび PRSM の使用を開始する方法について
説明します。
• ブラウザ要件, 23 ページ
• システムへのログイン, 24 ページ
• Web インターフェイスの基礎, 27 ページ
• 変更のコミットまたは破棄, 35 ページ

ブラウザ要件
Web インターフェイスにアクセスするには、ブラウザが JavaScript および Cookie をサポートし、
受け入れがイネーブルになっている必要があります。 また、Cascading Style Sheet（CSS）を含む
HTML ページをレンダリングできる必要があります。
次のリストに、Windows 7 用にサポートされる最小ブラウザ バージョンを示します。 多くの場
合、より新しいバージョン、または別のオペレーティング システムを使用できる可能性がありま
す。ただし、それらのバージョンおよびオペレーティング システムは、このアプリケーションで
テストされていない可能性があり、したがっていくつかの機能の動作が異なるか、またはまった
く動作しない可能性があります。
• Mozilla Firefox 11

（注）

IPv6 アドレスを使用するために使用可能な最小リリースは、Firefox 11 となり
ます。

• Google Chrome Frame を導入した Windows Internet Explorer 8
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（注）

Google Chrome Frame が導入されていない Internet Explorer を使用した Web イ
ンターフェイスでログインしようとすると、アドオンをインストールするよ
うに要求されます。 これは、必要なアプリケーションを取得する簡単な方法
です。

• Google Chrome 17
いくつかのボタンおよびリンクで追加のウィンドウが開きます。 したがって、少なくともアプリ
ケーションのホスト デバイスからのポップアップを許可するには、ブラウザのポップアップ ブ
ロックの設定が必要になることがあります。

システムへのログイン
PRSM 製品と CX 製品には、次の 2 つのインターフェイスがあります。
Web インターフェイス
この製品に対するメイン インターフェイスは Web ブラウザ上で動作します。 マルチ デバ
イス モードを使用して複数のデバイスを管理している場合でも、シングル デバイス モード
を使用して CX デバイスに直接ログインする場合でも、この Web インターフェイスは Cisco
Prime Security Manager（PRSM）と呼ばれます。 マルチ デバイス モード インターフェイス
および シングル デバイス モード インターフェイスは、一方のモードで得た操作スキルを他
方のモードでもすぐに使用できるように、互いに同一の外観を備えています。 両者の相違
は、デバイス インベントリのような複数のデバイスの管理に関連する機能のアベイラビリ
ティに関連するものです。
ASA CX を含む ASA をPRSM マルチ デバイス モード インベントリに追加する場合、、PRSM
マルチ デバイス モードで設定すべきポリシーをデバイス上で誤って直接設定できないよう
にするために、管理対象デバイスの Web インターフェイスが制限されます。 Web インター
フェイスには、デバイスを管理している PRSM サーバのアドレスを含めて、デバイスが管
理対象モードであることが明確に示されます。
コマンドライン インターフェイス（CLI、コンソール）
最初のシステム セットアップおよびトラブルシューティングには、CLI を使用します。 シ
ステムを設定して正しく動作するようになれば、CLI の使用が必要になることはほとんどあ
りません。 CLI コンソールにログインする方法は、PRSM のモードに基づいて異なります。
次のトピックで、これらのインターフェイスへのログイン方法を説明します。

Web インターフェイスへのログイン
Web インターフェイスを使用して、ポリシー、設定、および他のプロパティの設定を行います。
ログインするには、Web ブラウザを使用してサイトを開いてから、ユーザ名とパスワードでログ
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インします。 ブラウザで設定可能な機能を、コマンドライン インターフェイス（CLI）で設定す
ることはできません。セキュリティ ポリシーを実装するには、Web インターフェイスを使用する
必要があります。
シングル デバイス モード および マルチ デバイス モード の Web インターフェイスでのログイン
手順は同じです。単に別の Web サイトを開くだけです。
現在 PRSM サーバで管理されている CX デバイスにログインすると、そのデバイスが管理対象モー
ドであることがホームページに示され、その管理を実行している PRSM サーバのアドレスが示さ
れます。 管理対象モードでは、CX デバイスの大部分の Web インターフェイスがディセーブルに
なります。

はじめる前に
Web インターフェイスにログインする前に、初期システム セットアップを完了し、システムを
ネットワークに接続する必要があります。

手順
ステップ 1

ブラウザを使用して、システムのホームページ（https://cx.example.com など）を開きます。
設定済みのものであれば、IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、または DNS 名を使用できます。 シス
テム セットアップで設定した管理アドレスを使用します。
ヒント

ステップ 2

ブラウザがサーバ証明書を認識するように設定されていない場合、信頼されていない証
明書に関する警告が表示されます。 証明書を例外として受け入れるか、または信頼さ
れたルート証明書ストアのものを受け入れます。 IPv6 アドレスを使用して接続する場
合、いくつかのバージョンの Firefox では、例外の作成が許可されません。 この場合に
は、サポートされている別のブラウザを使用するか、またはブラウザが信頼する証明書
でシステムを設定します。

CX デバイスまたは PRSM について定義されているユーザ名とパスワードを入力し、[Login] をク
リックします。
事前定義されたユーザであるユーザ名 admin を使用できます。 CX デバイスのデフォルトの admin
パスワードは Admin123 です。 PRSM マルチ デバイス モード にデフォルトのパスワードはありま
せん。初期システム セットアップ中にパスワードの設定を要求されます。
管理者が CX デバイスまたは PRSM のユーザ名として通常のディレクトリ ユーザ名を定義してい
る場合は、DOMAIN\username（たとえば EXAMPLE\user1）、username@domain（たとえば
user1@example.com）、または単にユーザ名でログインできます。
初めてログインする場合、またはインベントリにデバイスが存在しない PRSM サーバにログイン
する場合は、システムへの導入を支援する導入モジュールが提示されます。 ページの右上にある
[Welcome] リンクをクリックすると、いつでもこの初期画面に戻ることができます。
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ASA CX CLI へのログイン
ASA CX コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用してシステムのセットアップを行い、
基本的なシステムのトラブルシューティングを行います。 CLI セッションからポリシーを設定す
ることはできません。
ASA CX CLI にログインするには、次のいずれかを実行します。
• ASA 製品に付属のコンソール ケーブルを使用し、9600 ボー、8 データ ビット、パリティな
し、1 ストップ ビット、フロー制御なしに設定されたターミナル エミュレータを用いて PC
をコンソールに接続します。 コンソール ケーブルの詳細については、ASA のハードウェア
ガイドを参照してください。
• ASA CX ソフトウェア モジュール では、ASA CLI で session cxsc console コマンドを使用して
コンソール セッションを開きます。
• SSH クライアントを使用して、管理 IP アドレスに接続します。 admin ユーザ名（デフォル
トのパスワードは Admin123 です）を使用してログインします。
ログインした後、CLI で使用可能なコマンドを確認するには、help または ? を入力してください。

PRSM CLI へのログイン
PRSM マルチ デバイス モード コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用してシステムの
セットアップを行い、基本的なシステムのトラブルシューティングを行います。 CLI セッション
からポリシーを設定することはできません。
PRSM CLI にアクセスするには、SSH クライアントを使用するか、または PRSM 仮想マシン（VM）
用の VMware vSphere コンソールを使用します。 コンソールの使用方法の詳細については、vSphere
のヘルプを参照してください。
次の手順では、両方の方法について説明します。

手順
ステップ 1

SSH クライアントを使用するには、管理 IP アドレスに接続し、admin ユーザ名とパスワードを使
用してログインします。

ステップ 2

VMware vSphere コンソールを使用するには、次を実行します。
a) vSphere クライアントにログインし、ユーザが PRSM VM を実行している vCenter サーバに接続
します。
b) サーバ上の VM のリストから PRSM VM を選択し、右側のパネルまたは別のウィンドウとして
VM コンソールを開きます（ツールバーの [Launch Virtual Machine Console] ボタンをクリック
するか、または [Inventory] > [Virtual Machine] > [Open Console] を選択します）。
c) コンソール ウィンドウ内をダブルクリックしてコンソールに入り、次に admin ユーザ名とパ
スワードを使用してログインします。
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admin パスワードを回復するため、またはシステムを出荷時の初期状態にリセットするために
コンソールにログインする場合には、recovery ユーザ名を使用してログインします。 リカバリ
ユーザとしてログインするには、コンソールを使用する必要があります。SSH クライアントは
使用できません。
ステップ 3

ログインした後、CLI で使用可能なコマンドを確認するには、help または ? を入力してください。

Web インターフェイスの基礎
ここでは、ASA CX/PRSM Web インターフェイスの使用方法について概要を説明します。

ユーザ ロールで表示および実行可能な対象の制御
ユーザ名はロールに割り当てられ、ユーザ インターフェイスで何を実行できるか、また何を表示
できるかがユーザロールによって決まります。ある機能を使用する権限がない場合は、その機能
にアクセスするためのメニューが表示されません。読み取り専用アクセス権を持つ場合は、変更
を行うためのボタンまたはコントローラが表示されません。
したがって、オンライン ヘルプやその他のマニュアルには、表示できない機能または使用できな
い機能が記載されている場合があります。
ロールを判断するには、[Administration] > [Users] を選択してアカウントを確認してください。
可能なロールとそれらの権限の詳細については、ユーザのロールと権限, （332 ページ）を参照し
てください。

ヒント

CLI にログインできるのは、admin ユーザに限られます。

メニュー
Web インターフェイスの上部には、アプリケーションのメイン ページにアクセスするためのメイ
ン メニューがあります。 また、右上には重要なリンクがあります。 シングル デバイス モードと
マルチ デバイス モードのメニューはほぼ同一ですが、マルチ デバイス モードには追加のコマン
ドがあります。
図 3：PRSM メニュー
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次に、メニュー バーのメイン メニューと機能について説明します。
• [Dashboard]：[Dashboard] メニューには、プライマリ ランディング ページ、ネットワークの
概要、および利用可能な各ダッシュボードへのリンクがあります。 これらの機能を使用し
て、デバイスやポリシーなどのパフォーマンスを監視および評価します。
• [Events]：[Events] メニューから Event Viewer を開くことができます。 Event Viewer を使用し
て、トラフィックおよびシステム イベントの表示と分析を行います。 これらのイベントは、
ユーザ アクセスまたはシステム パフォーマンスと動作に関する問題の識別と解決に役立ち
ます。
• [Policies]：[Policies] メニューには、セキュリティ ポリシーを定義するための中核機能があり
ます。 このメニューからポリシー、ポリシー オブジェクト、およびデバイス グループを作
成できます。 また、Application Visibility and Control エンジンが識別できるアプリケーション
を表示できます。
• [Device]：[Device] メニューには、デバイス設定に関連する機能があります。 マルチ デバイ
ス モードでは、デバイス インベントリの検索、デバイスの追加、およびその他のデバイス
固有の機能の設定もできます。
• [Administration]：[Administration] メニューには、ユーザ アカウント管理やライセンシングな
ど、システムの管理に関連する機能があります。
• [License Alerts]：メニュー バーで [Administration] メニューの横の領域には、製品ライセンス
に関して現在または保留中の問題がある場合に、ライセンス アラートが表示されます。 ア
ラートは問題または潜在的な問題を示します。 アラートをクリックして [Licenses] ページに
移動し、操作を行うことができます。
• [Changes Pending]/[No Changes Pending]：メニュー バーの右端のリンクは常に表示され、
[Commit and Deploy Changes]ページに移動します。 リンクのテキストは、データベースにコ
ミットしてデバイスに展開する必要がある変更があるかどうかを示します。 ポリシーを変更
した場合は、変更を保存して有効にする必要があります。
• 右上のコマンド：右上のコマンドは次のとおりです。
• [Welcome]：概要情報およびビデオを提供する [Welcome] ページを開きます。
• [Help]：オンライン ヘルプを開きます。
• [Username]：現在ログインしているユーザ名を表示します。 これはリンクではありませ
んが、複数のユーザ アカウントがある場合、ログインに使用したユーザ名を確認するの
に役立ちます。
• [Logout]：Web インターフェイスからログアウトします。

リストおよびテーブル
[Policy] または [Policy Objects] ページのようなリスト、および Event Viewer およびダッシュボード
などのテーブルは、連続してスクロールします。 つまり、リストまたはテーブルの終端に向かっ
てスクロール ダウンすると、新しいエントリが取得され、ビューに追加されます。
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項目が取得され、追加されるときに、通常、遅延が発生します。
非常に大きなリストおよびテーブルを処理するときは、興味のある項目を見つけやすくするため
に内容を絞り込むフィルタリング機能を使用します。
リストとテーブルを使用する次のヒントを考慮してください。
• [Policy Objects] リストをフィルタリングする場合、特定のオブジェクト タイプを対象とする
ために [Object Type] リストを使用します。
• Event Viewer には、イベントのフィルタリング, （205 ページ）で説明している独自のフィル
タリング機能があります。
• カラム ヘッダーをクリックしてダッシュボードのテーブルをソートできます。 ヘッダーを
クリックすると、そのカラムのソート順序が昇順または降順に切り替わります。
• タイムスタンプが記載されたデータがテーブル示されているリストまたはテーブルは、時間
範囲によってフィルタリングできます。 変更履歴に関しては、ユーザ名によってもフィルタ
リングできます。

ポリシー、リスト、およびアラートのアイコン
[Policies] ページには、ポリシーまたはポリシー セットのいくつかのアイコンが表示される場合が
あります。 これらのアイコンのいくつかは、Web インターフェイス内に表示されることがありま
す。 アイコンをマウスでポイントすると、アイコンの詳細が表示されるツールチップが開きま
す。これらの詳細は、コンテキストによって変化します。
次の図に、理解しておく必要がある基本的なアイコンを示します。
図 4：ポリシー（およびアラート）アイコン

アイコンには次のものがあります。
• 1、2、3：これらのライセンスされた機能は、ポリシー セットで使用できます。 通常、アイ
コンは黒で表示されます。 背景が赤で表示されている場合は、機能に必要なライセンスに問
題があることを示します。アイコンの上にマウスを置くと、問題の詳細が表示されます。 ア
イコンは、次の機能を表しています。

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
OL-28138-01-J

29

スタートアップ ガイド
リスト項目にマウスを置いてコマンドを表示

• 1：そのポリシー セットに関して [Application filtering] がイネーブルになっています。
• 2：そのポリシー セットに関して [URL filtering] がイネーブルになっています。
• 3：そのポリシー セットに関して [Web reputation filtering] がイネーブルになっています。
• 4：[Alert] を示しています。 赤い「!」 が付いた三角形は、何らかのタイプの問題が存在して
いることを示す一般的なアラート アイコンです。 ポリシー リストでは、ライセンスの問題
が発生していることを示します。 ダッシュボードまたは PRSM デバイス インベントリでは、
デバイス到達不能などのデバイスの問題が発生していることを示します。また、具体的なア
ラートがアイコンの横にテキストで表示されます。 ポリシー リストでは、アイコンをマウ
スでポイントすることによってアラートの理由を判断します。
• 5：[Pending Changes] を示しています。 [Pending Changes] アイコンは、最も頻繁に表示され
るアイコンです。 これは、この項目が変更されていることを示します。 編集されたバージョ
ンのポリシー、オブジェクト、または他の設定を有効にする前に、変更をコミットする必要
があります。
• 6：[Packet Capture] を示しています。 このアイコンは、このポリシーに関してパケット キャ
プチャがオンになっていることを示しています。

リスト項目にマウスを置いてコマンドを表示
リスト内の項目に作用するコマンドは、項目の上にマウスを置いたときにのみ表示されます。 マ
ウスを置く動作は Event Viewer のイベントなど他の機能でも必要になることがあります。そのた
め、一般的に、そのページで行う作業がよくわからない場合は、項目の上にマウスを置いてコマ
ンドが表示されるかどうかを確認することができます。
次の例では、最初のアクセス ポリシーにマウスを置いたことで、[Delete Policy]、[Edit Policy] な
どポリシーに関連する複数のコマンドが表示されています。 この画像では、ポリシー 2 に関連す
るコマンドは非表示になっています。また、ポリシー セットに対して非表示になっているコマン
ドが存在し、[Access] ヘッダー行にマウスを置くと表示されます。
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項目の選択
多くのフィールドでは、情報を入力するか、またはリストから項目を選択できます。 多くの場
合、複数の項目を選択でき、また異なるタイプの項目も選択できます。 たとえば、ASA CX アク
セス ポリシーの [Source] フィールドでは、複数のネットワーク、ID、ユーザ エージェント、セ
キュア モビリティ、およびセキュア ポリシー オブジェクトを選択できます。 チケット ID の入力
時には、リストから既存の項目を選択するだけでなく、複数の項目を入力できます。
次の図に、項目選択フィールドを示します。項目選択は従来のコンボボックスに似ていますが、
複数の項目を選択できる点が独特で、また項目選択には 2 つの個別のドロップダウン リストを含
めることができます。
図 5：オブジェクトおよびオブジェクト タイプ リストでの項目ピッカー

1

オブジェクト リスト。

2

オブジェクト タイプ フィルタ。

項目タイプを選択すると、そのタイプのオブジェクトのみ表示されるように項目リストがフィル
タリングされます。 たとえば、[Source] フィールドにフィルタ リストから [Identity Object] を選択
した場合、項目リストに ID オブジェクトのみ表示されます。 フィルタ リストからタイプを選択
しても、フィールドに入力できる内容は制限されません。その代わり、リストに表示される内容
が限定されるため、選択する項目を簡単に検索できるようになります。
項目選択の内部をクリックして入力を開始すると、項目リストが自動的にフィルタリングされ、
項目名内のいずれかの位置にその文字列を含む項目だけが表示されます（項目名の先頭からの必
要はありません）。 リストから項目を選択し、Enter を押して項目選択ボックスに追加します。
図 6：入力内容に従ったフィルタリング
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ヒント

どのオブジェクトを選択するか確信が持てない場合には、リスト内のオブジェクトをマウスで
ポイントし、右側の [View Details] リンクをクリックします。 入力フォームの右に詳細が表示
されます。
項目選択で複数の項目を選択すると、次の図に示すように、項目がスペースで区切られます。 項
目にマウスを置くと、右側の詳細ペインに表示できます。 詳細ペインで [Edit Object] をクリック
して、このフォームからオブジェクトの内容を編集できます（事前定義されたシステム オブジェ
クトに関しては [View Object] ）。
図 7：選択した項目にマウスを置いて詳細を表示

項目を削除する場合には、その項目の上にマウスを置き、項目名の右の [X] をクリックします。
別の項目を追加するには、最後の項目の右の空スペースをクリックします。
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無効なエントリを作成すると、問題のエントリが強調表示され、フィールドの横に [Errors] リンク
が表示されます。 リンクをクリックすると、エラーに関する詳細が表示されます。[Hide Errors]
をクリックすると、メッセージが閉じます。
図 8：項目選択エラー

求める項目がリストになく、項目の作成が許可されている場合は、フィールドの下の [Create New
Object] または [Create New Profile] リンクをクリックします。 リストの右に必要なフォームが開き
ます。 オブジェクト プロパティを入力し、[Save Object] をクリックします。

ヘルプの表示
オンライン ヘルプは製品に付属しています。 ヘルプは、Web インターフェイスを対象とするだけ
でなく、CLI で使用できるコマンドの参照も含みます。 ヘルプは シングル デバイス モードと マ
ルチデバイスモードの両方をカバーしているため、現在のインターフェイスでは使用できない機
能が表示される可能性があります。
ヘルプを開くには、Web インターフェイスの右上端の [Help] リンクをクリックします。 このリン
クでは、通常、現在表示しているアプリケーション ページに関連するページが開きます。
フォームに入力するとき（たとえば、ポリシーを作成しているとき）、通常、入力フォームの右
上隅に [Help] リンクがあります。 フォームの詳細については、このリンクをクリックします。
オンライン ヘルプは、アプリケーションとは別のウィンドウで開きます。 ヘルプ システムが開
いているときは、目次または索引を使用して詳細を検索できます。 また、[Search] を使用して、
ヘルプ システム内の情報を検索できます。

ヒント

また、詳細情報とマニュアルを、Cisco.com の http://www.cisco.com/go/asacx または http://
www.cisco.com/en/US/products/ps12521/tsd_products_support_series_home.html で検索できます。

基本的なシステム情報の表示
[Administration] > [About PRSM] を選択すると、システムに関する基本的な情報を表示できます。
このページに表示される情報には、次の項目が含まれます。
• PRSM サーバ名：CLI の setup コマンドを使用して定義された、このシステムのホスト名。
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• バージョン：システム上で実行されているソフトウェアのバージョン。
• PID：製品 ID。
• シリアル番号：システムのシリアル番号。
• デバイス モード：CX デバイス（シングル デバイス モード）または PRSM サーバ（マルチ
デバイス モード）に直接ログインするかどうか。
• 最後のアップグレードの試行：システム ソフトウェアのアップグレードを最後に試行した日
付。
• 最終のアップグレードのステータス：システム ソフトウェアのアップグレードを最後に試行
した結果。

Web インターフェイスに問題がある場合のトラブルシューティング
Web インターフェイスの使用で問題が発生した場合は、サポートされているブラウザを使用して
いるかを最初に確認してください（ブラウザ要件, （23 ページ）を参照）。
次に、Web インターフェイスの使用時に発生する可能性のある問題、およびその解決策を示しま
す。
値エラーまたはその他の javascript エラーが発生した。
ログアウトし、キャッシュをクリアしてみてください。 古いバージョンのアプリケーショ
ンの失効したキャッシュ エントリが問題になっている可能性があります。
ブラウザのポップアップにスクリプトの実行に時間がかかっていると表示される。
スクリプトの実行を待つようにするオプションを選択する必要があります。
単純な動作が停止しているように見える。
メニューを選択したか、またはボタンをクリックした場合で、非常に長い時間（30 秒以上）
待機していることがブラウザまたはインターフェイスに示された場合は、ブラウザとデバイ
ス間の通信に影響を及ぼす何らかの変更を、他のユーザが行った可能性があります。 たと
えば、他のユーザが、Web インターフェイスで使用する証明書を変更したか、または CLI
で setup コマンドを使用して重要な設定を変更した可能性があります。 ブラウザ ページを
リフレッシュしてみるか、またはログアウトして、ログインし直してください。 ポリシー
やオブジェクトの長いリストを表示するページをロードする場合など、操作によっては長時
間かかる場合があることに注意し、通信の問題と見なさず待つようにしてください。
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アイデンティティ オブジェクトまたはユーザ フォームにユーザ名を入力しても、ユーザがディ
レクトリに表示されない。
たとえば、PRSM 用の ID オブジェクトを作成する場合やリモート（ディレクトリ）ユーザ
アカウントを定義する場合には、ディレクトリ ベースの項目に対するユーザ名を入力する
ときに、ドロップダウン リストに AD/LDAP ディレクトリから取得したオートコンプリート
入力提案が示されます。 この問題は、DNS サーバの設定が誤っているため、ディレクトリ
の DNS 名が誤った IP アドレスに解決される場合に発生しますが、システムとディレクトリ
間の通信に別の問題がある場合、またはディレクトリ設定に別の問題がある場合にも発生す
る可能性があります。 これらのオートコンプリート入力提案が表示されない場合は、次の
点を確認してください。
• AD レルムに対して、[Device] > [Directory Realm] を選択し、レルムにマウスを置いて
[Edit Realm] をクリックし、次に [Test Domain Join] リンクをクリックします。 ドメイ
ンの参加が失敗する場合、問題を修正します。
• [Device] > [Directory Realm] を選択し、次に各ディレクトリにマウスを置いて [Edit
Directory] をクリックします。 [Test Connection] リンクをクリックして、ディレクトリ
との通信を確認します。 発生する問題をすべて修正します。
• 各ディレクトリに関して、[User Search Base] 値と [Group Search Base] 値が正しいことを
確認します。 AD/LDAP 設定を評価して、ユーザ エントリを検証する必要があります。

変更のコミットまたは破棄
Web インターフェイスでポリシーまたは設定を更新した場合、変更がすぐにはデバイスに適用さ
れません。 設定の変更には、次の 2 つの手順を実行します。
• 変更を行います。
• 変更を保存します。
この 2 ステップの手順により、デバイスを「部分的に設定された」状態で実行することなく、関
連する変更のグループ化を行えるようになります。たとえば、ディレクトリレルムを追加する場
合、レルムの ID ポリシーも追加する必要があり、また新しいアクセス ポリシーを作成するか、
または新しいレルムを使用するよう既存のポリシーを変更する場合もあります。
目的の変更を完了した後、次の手順を使用して変更をコミットします。

手順
ステップ 1

メニュー バーの [Changes Pending] リンクをクリックし、[Commit and Deploy Changes] ページを開
きます。
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（注）

このリンクには、保留中の変更の数が含まれています。 最後のコミット以降に変更が
行われていない場合、このリンクには [No Pending Changes] というラベルが付きます。
その状態でも、展開ステータスを確認する場合などに、リンクをクリックして [Commit
and Deploy Changes] ページを表示できます。 また、ポリシー オブジェクトやポリシー
など、変更された項目に表示される [Pending Change] アイコンをクリックすることでも
ページを表示できます。

ステップ 2

保留中の変更リストを評価し、その変更を本当に適用することを確認します。
最後にコミットしてから行われたすべての変更は、展開/縮小したフォルダの [Pending Changes] タ
ブに表示されます。 タブは、シングル デバイス モードでは明示的にラベル付けされません。

ステップ 3

[Commit] をクリックし、デバイス設定を更新します。

管理対象デバイスは、次のように更新されます。
• CX デバイス、シングル デバイス モード：変更はただちに適用されます。 ページには、展開
の進行状況が表示されます。
• CX デバイス、PRSM マルチ デバイス モード：CX デバイスに変更が通知されます。 影響を
受ける各デバイスは変更を取得し、それらを適用します。 これは、ポーリング モデルです。
• ASA：変更は ASA に送信（プッシュ）され、ASA 設定に適用されます。
ヒント

ステップ 4

変更をコミットしない場合は、[Discard] をクリックします。 最後のコミット以降に設
定されたすべてのポリシーまたは設定が消去されます。変更のグループから 1 つの変更
を選択して元に戻す、または破棄することはできません。

（PRSM マルチ デバイス モード のみ）。変更の展開ステータスを追跡するため、[Deployment
Status] タブに自動的に移動します。
ジョブの進行状況を追跡するため、メッセージおよびステータスインジケータを確認します。正
常に完了したジョブは、ページを終了するまでページに残されます。 完了したジョブをあとから
確認するには、このタブの [View Historic Changes] リンクをクリックするか、[Administration] >
[Change History] を選択します。
その他のアクティブな展開ジョブがある場合は、それらもこのタブに表示されます。
今回のジョブまたは以前のジョブの展開に問題がある場合は、注意を必要とするデバイスがセク
ションに表示されます。 再展開ジョブに含めるデバイスを選択（[Redeploy/Do Not Redeploy] トグ
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ルを使用）し、[Redeploy] ボタンをクリックすることにより、これらのデバイスに変更の再展開
を試みることができます。

[Commit and Deploy Changes] ページ
変更をデータベースに保存して、該当するすべてのデバイスに変更を展開するには、[Commit and
Deploy Changes] ページを使用します。
ページの外見は、PRSM のモードによって大きく異なります。
• シングル デバイス モード：CX デバイスを直接設定する場合、ページでは単に変更をコミッ
トまたは廃棄することだけができます。
• マルチデバイスモード：このモードでは、すべての機能がページに含まれており、Deployment
Manager とも呼ばれます。 このページは、現在の変更を表示するタブと、現在の展開ジョブ
とそれらの変更およびステータスの一覧を表示するタブに分割されています。
[Commit and Deploy Changes] ページ（Deployment Manager）を開くには、メニュー バーの右端に
あるリンクをクリックします。 リンクの名前は、次のようにさまざまなものがあります。
• [Changes Pending (number)]：このリンク名は、コミットする必要のある未処理の変更がある
ことを示します。 コミットされていない変更の数が表示されます。
• [No Pending Changes]：このリンク名は、コミットできる未処理の変更がないことを示しま
す。
PRSM マルチ デバイス モードでは、[Commit and Deploy Changes] ページが個別のタブに分かれて
います。 シングル デバイス モードでは、[Pending Changes] タブは表示されますが、タブとしては
表示されません。
• [Pending Changes] タブ：このタブをクリックすると、コミットする必要がある未処理の変更
が表示されます。 現在ログインしているユーザのすべての変更が表示されます。各変更は、
既存の項目の変更か、または新しい項目の作成のいずれかを示します。 別のユーザの変更は
表示できません。 次のボタンを使用できます。
• [Commit]：このボタンをクリックすると、データベースへの変更がコミットされ、展開
ジョブが開始されます。 データベース コミットが実行されている間、少し待つ必要が
あります。 マルチ デバイス モードで、次に、ジョブの結果を追跡できる [Deployment
Status] タブに移動します。
• [Discard]：このボタンをクリックすると、リストされているすべての変更が消去されま
す。 変更を 1 つだけ選択して削除することはできません。 いずれかの変更を破棄する
には、すべての変更を破棄する必要があります。 したがって、大量の変更がリストされ
ている中から少数の変更を削除するだけの場合は、該当するページに戻り、必要に応じ
て項目を削除または変更します。
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• [Deployment Status] タブ：（マルチ デバイス モードのみ）。このタブをクリックすると、現
在の展開ジョブの結果が表示されます。 ジョブのリストは、最近のジョブから古いジョブへ
という順番で表示されます。
各展開ジョブには番号が付いているため、ジョブの相対順序を確認できます。番号が大きい
ほど最近の展開ジョブであることを示します。 ジョブの詳細が表示されていない場合は、
バージョンの見出しをクリックして詳細を開きます。 ジョブ情報には、ジョブの日付と時
刻、ジョブによって影響を受けるデバイスの名前とアドレス、全体的なジョブ ステータス、
ジョブ内の各デバイスの展開ステータス、および変更をコミットしているユーザが含まれま
す。 変更の種類がリストされます。変更によっては、新しい変更（INSERT）であるか、ま
たは既存の設定への変更（UPDATE）であるかも示されています。
[Deployment Status] タブには、次のコントロールが含まれています。
• [View Historic Changes]：このリンクをクリックすると、[Change History] ページが開きま
す。ここでは、以前の展開ジョブ、およびアクティブになっていないコミットされた
バージョンを確認できます。 また、[Administration] > [Change History] を選択しても
[Change History] ページを表示できます。
• [Devices Require Your Attention]：このセクションは、1 つ以上のデバイスで展開ジョブ
が失敗した場合に表示されます。 このセクションには、失敗したデバイスの一覧が表示
されます。 再展開を試行するには、まず各デバイスの [Redeploy/Do Not Redeploy] トグ
ルを変更して再展開ジョブに含まれる必要があるデバイスを示し、[Redeploy] ボタンを
クリックします。
再展開を実行する前に [Change History] ページを確認して、デバイスに永続的な問題（た
とえば、複数の展開ジョブが失敗）が存在するかどうかの確認が必要になる場合があり
ます。 変更履歴ログのデバイスのステータスでデバイスが利用不可であることが示され
ている場合は、PRSM サーバとデバイス間のネットワーク接続を確認します。

展開ジョブの管理
PRSM マルチ デバイス モードの展開ジョブでは、一連の変更が、その変更の影響を受けるデバイ
スに適用されます。 デバイスへの変更をコミットするたびに、変更は適用可能なデバイスに展開
されます。 Deployment Manager を使用して変更をコミットし、現在の展開ジョブの結果を表示し
ます。 一度に 1 つの展開ジョブを実行できます。
PRSM シングル デバイス モードでは、変更をコミットすると、変更が即座に適用されます。
次の手順では、展開ジョブを管理する際に実行可能なさまざまな内容を説明します。

ヒント

シングル デバイス モードでは、[Commit and Deploy Changes] ページがタブに分割されません。
タブは常にアクティブであり、命名されていないため、この手順で [Pending Changes] タブをク
リックする指示がある場合、何も実行する必要はありません。
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手順
ステップ 1

メニュー バーの右端にあるリンクをクリックし、[Commit and Deploy Changes] ページを開きます。
リンクの名前は、次のようにさまざまなものがあります。
• [Changes Pending (number)]：このリンク名は、コミットする必要のある未処理の変更がある
ことを示します。 コミットされていない変更の数が表示されます。
• [No Pending Changes]：このリンク名は、コミットできる未処理の変更がないことを示しま
す。

ステップ 2

次のいずれかを実行します。
• 現在の変更の表示：（すべてのモード）。最後に変更がコミットされてから行われた変更を
表示するには、[Pending Changes] タブを選択します。 ポリシー、オブジェクト、設定および
その他の変更は、展開/縮小フォルダに表示されます。 これらの変更は表示のみであるため、
このビューから変更を修正することはできません。
• 変更のコミット：（すべてのモード）。行った変更をコミットして適用可能なすべてのデバ
イスに展開するには、[Pending Changes] タブを選択して [Commit] をクリックします。 シン
グル デバイス モードでは、変更が即座に展開されます。 マルチ デバイス モードでは、展開
の進行状況を追跡できる [Deployment Status] タブに移動します。
• 変更の破棄：（すべてのモード）。実装しない変更を破棄するには、[Pending Changes] タブ
を選択して [Discard] をクリックします。 前回のコミット後に行われたすべての変更が破棄
されます。変更のサブセットを選択して破棄することはできません。
• 現在アクティブなジョブの表示：（マルチ デバイス モードのみ）。現在のアクティブなジョ
ブを表示するには、[Deployment Status] タブを選択します。 リストには、ジョブ ステータ
ス、ジョブの日付と時刻および変更をコミットしたユーザの情報を含めて、すべてのアク
ティブ ジョブが表示されます。 バージョンの見出しをクリックして開き、コミットされた
変更、影響を受けるデバイスおよび各デバイスの展開結果を表示します。 展開が完了する
と、そのジョブはこのページからなくなります。 完了したジョブを確認するには、[View
Historic Changes] リンクをクリックします。
• 失敗したデバイスへの変更の再展開：（マルチ デバイス モードのみ）。1 つ以上のデバイス
への展開に失敗した場合は、注意を必要とするデバイスがこのページのセクションに表示さ
れます。 再展開ジョブに含めるデバイスを選択（[Redeploy/Do Not Redeploy] トグルを使用）
し、[Redeploy] ボタンをクリックすることにより、これらのデバイスに変更の再展開を試み
ることができます。

変更履歴の表示
[Change History] ページには、展開ジョブの履歴またはその他のコミットされた変更が表示されま
す。 [Commit and Deploy Changes] ページの [Commit] をクリックするごとに、変更履歴バージョン
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が作成されます。 デバイス設定の変更に関係するバージョンも、PRSM マルチ デバイス モードで
は展開ジョブと呼ばれます。
各バージョンには番号が付いているため、ジョブの相対順序を確認できます。番号が大きいほど
最近の展開ジョブであることを示します。
変更履歴リストを使用して、展開ジョブのステータス、変更者、変更の種類を含めて、過去の変
更を確認します。 これらのバージョンは、内部的な追跡のために使用できる監査情報を提供しま
す。

手順
ステップ 1

[Administration] > [Change History] を選択します。
リストは、最初は 1 日前にコミットされたバージョンのみを表示するようにフィルタリングされ
ています。
ヒント

ステップ 2

PRSM マルチ デバイス モードでは、[Commit and Deploy Changes] ページの [Deployment
Status] タブにある [View Historic Changes] リンクをクリックしても、[Change History] ペー
ジを表示できます。

レコードの表示を制限するフィルタ条件を設定します。 次の基準を使用できます。
• [Device]：（PRSM マルチ デバイス モードのみ）。 デバイスの IP アドレスまたはホスト名
と部分一致するフィルタ文字列を入力し、[Filter] をクリックします。 ドロップダウン リス
トからフィルタリングする基準を選択できます。
• [Time Range]：リストの時間制限を選択します。 直前の 30 分、1 時間、24 時間、7 日間、ま
たは 30 日間を選択するか、[Custom Date Range] を選択して開始時刻と終了時刻（最小値は
30 分）を指定することもできます。 時刻はご使用のワークステーションで設定されている
タイムゾーンではなく、デバイスで定義されているゾーンに基づいたものになります。
• [Users]：変更をコミットしたユーザを選択します。 特定のユーザにリストを制限しない場合
は、[All Users]（デフォルト）を選択します。

ステップ 3

バージョン レコードを分析および評価します。
バージョンは、最近のバージョンから古いバージョンへと順番に表示されます。 [Version] 見出し
には、バージョン番号、日付と時刻および変更をコミットしたユーザを含む、ジョブの概要が示
されます。
PRSM マルチ デバイス モードでは、デバイス展開に関係する各バージョンには、ジョブによって
影響を受けるデバイスの名前とアドレス、全体的なジョブ ステータス、およびジョブ内の各デバ
イスの展開ステータスが含まれます。 インベントリから削除されたデバイスにジョブが展開され
た場合は、デバイス名と IP アドレスがジョブ情報から削除され、デバイスは削除済みとして示さ
れます。
バージョン レコードでは、次の操作を実行できます。
• [Version] 見出しをクリックしてレコードを開き、そのバージョンに対してコミットされた変
更を表示します。 そのバージョンに多数の変更が含まれている場合は、変更のサブセットの

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
40

OL-28138-01-J

スタートアップ ガイド
設定変更がアクティブになるタイミング

みが表示されます。 初期ビューの下部には、バージョンに含まれているレコード数の概要と
ともに、ビューの拡大に使用する [Show More] ボタンと [Show All] ボタンがあります。
設定のアクションが INSERT になっている場合、設定は新しい（データベースに挿入され
た）設定です。 UPDATE アクションは、既存の設定への変更を示します。
• PRSM マルチ デバイス モードでは、失敗したデバイスがジョブに含まれている場合は、バー
ジョンの見出しに赤いアイコンが含まれ、ジョブ レコードが縮小されている場合でも失敗し
たデバイスのリストが表示されます。 また、エラーの履歴も表示されます。
メニュー バーの [Pending Changes/No Pending Changes] リンクをクリックして [Deployment
Status] タブを選択すると、これらの失敗したデバイスに再展開を試みることができます。 デ
バイスは、注意が必要なデバイスとしてタブに表示されます。 各デバイスで再展開するかど
うかを選択し、[Redeploy] ボタンをクリックして同じバージョンを展開するための別の試行
を開始します。

設定変更がアクティブになるタイミング
変更をデバイスに展開すると、変更は、デバイスが変更を適用するとすぐにデバイス設定の一部
となります。 ただし、そのデバイスを通過して送信されるトラフィックを処理する方法に関係す
る変更の場合、その変更は必ずしも既存の接続に影響を与えるわけではありません。
したがって、以前は許可されていた特定タイプのトラフィックを拒否するようポリシーを変更し
た場合は、有効になるまで遅延が発生する可能性があります。
• ポリシー コミットの後に開始した接続は、新しいルールに従って処理されます。
• HTTP には、シングル トラフィック フローで多数の個別トランザクションを伝送できること
を意味する、「永続的な接続」という概念があります。 新しい Web ページにナビゲートす
る際に、ブラウザは必ずしも永続的な接続を閉じるわけではありません。 ブラウザは、どこ
か新しい場所に移動する場合は、まず宛先への接続がすでに開かれているかどうかを確認し
ます。接続が存在する場合、可能であれば接続を再使用します。
したがって、ポリシーの変更によって特定のサイトのページをユーザが閲覧できないように
する場合、サイトへの既存の接続を持つユーザは、不定の期間（通常は数分間）、新しい
ページへのブラウズを継続できる可能性があります。 この動作は、ポリシーを個別にトラン
ザクションに適用する Web プロキシの通常の動作によって異なります。

展開ジョブとデバイス ステータス
各展開ジョブおよびジョブ内に含まれているデバイスには、ジョブの結果を示す独自のステータ
スがあります。 ここでは、ジョブとデバイスで可能性のある展開ステータスについて説明しま
す。
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展開ジョブ ステータス
次に、可能性のある展開ジョブステータスを示します。これらのステータスは、全体としてジョ
ブに適用されます。
• [Queued]：ジョブの準備が完了し、展開キューで開始まで待機しています。
• [Deploying]：ジョブが実行中で、変更が該当するデバイスに展開されています。
[Deploying] 状態のジョブは、CX デバイスからの応答を待っている間にタイムアウトする可
能性があるため、複数の [Deploying] 状態のジョブが存在する可能性があります。 PRSM が
アクティブに変更を送信するのではなく、CX デバイスが PRSM サーバから設定変更をプル
するため、デバイスは、更新が正常に行われたことを PRSM サーバに通知する必要がありま
す。 最終的に、[Deploying] ステータスのジョブは、[Deployed] または [Deploy Failed] に変化
します。 応答が受信されない場合、ジョブは失敗したと見なされます。
• [Deployed]：ジョブは、該当するすべてのデバイスに正常に変更を展開しました。
• [Partial Deploy]：ジョブは、いくつかのデバイスに正常に変更を展開しましたが、該当するす
べてのデバイスではありません。
• [Deploy Failed]：ジョブは、該当するデバイスに変更を展開できませんでした。
デバイス ステータス
各デバイスは、個別のステータスを持っています。 展開ジョブに含まれている場合、ステータス
はそのデバイスでの展開の結果に基づいたものになります。 場合によっては、特定の問題を識別
するために役立つ、詳細なメッセージを利用できます。ステータス メッセージの横に [+] が表示
されている場合は、クリックして詳細なメッセージを表示します。
次に、設定の展開と、デバイス検出に関連するステータスを含む各種ステータスを示します。
• [Discovering]：PRSM は、現在、デバイス設定をデータベースにロードしています。
• [Discovered]：PRSM は正常にデバイスを検出しました。 展開に使用できます。
• [Discover Failed]：PRSM がデバイスを検出中に、エラーが発生しました。 デバイスを削除
し、インベントリへの追加を再試行する必要があります。 この状態のデバイスには、操作を
行うことができません。
• [Deleting]：ユーザがデバイスを削除し、PRSM がデータベースからすべてのデバイス情報を
削除している途中です。
• [Delete Failed]：PRSM が、デバイスをインベントリから削除できませんでした。 もう一度試
行します。
• [Queued]：デバイスはキュー内にあり、変更を展開する準備が整っています。
• [Deploying]：PRSM は、現在、変更をデバイスに展開しています。 CX デバイスでは、PRSM
が変更を取得するようにデバイスに通知したことを示します。
• [Deployed]：変更が、デバイスに正しく展開されました。
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• [Deploy Failed]：変更をデバイスに展開できませんでした。 最も可能性の高い問題は次のと
おりです。
• デバイスへの接続に失敗。ユーザ名またはパスワードが無効：エラーにユーザ名とパス
ワードが無効なことが示されている場合、通常は、デバイスをインベントリに追加した
ときに指定されたユーザのパスワードが変更されたことを意味しています。 デバイスを
インポート後のパスワード変更は許可されていません。 問題を解決するには、パスワー
ドを変更して元のパスワードに戻すか、またはデバイスをインベントリから削除して、
追加し直します。
• デバイスの展開がタイムアウト：デバイスが、一定の時間内に応答しませんでした。 デ
バイスがオンラインで、使用可能であり、また重大な遅延を発生させるネットワークの
問題が存在しないことを確認します。
• CX デバイスから、展開された変更を受信した確認応答がない：デバイスが、更新され
た設定の受信を確認応答しませんでした。 ネットワークの問題が存在しないことを確認
し、展開を再試行します。
• [Unavailable]：デバイスに到達できません。 一般的なメッセージには次のものがあります。
• Device is unavailable (not reachable)：PRSM サーバとデバイス間にネットワーク パスの問
題がないこと、およびデバイスが電源オンされて機能していることを確認し、展開ジョ
ブを再試行します。
• Certificate for device is out of date：PRSM 内のデバイスの TLS/SSL 証明書が最新ではあり
ません。 最新の証明書を取得するには、[Device] > [Devices] を選択し、インベントリ内
のデバイス行にマウスを置き、[Refresh Certificate] を選択します。 その後、ジョブを再
展開します。
• Device is unavailable (not reachable) for unknown reason：問題を判定しやすいよう、詳細な
メッセージが表示されます。
• [Not Allowed] ：デバイスの現在の状態では展開が許可されません。 展開先にできるデバイス
は、正しく検出されたデバイス、展開されたデバイス、展開に失敗したデバイス、または現
在の状態が不明なデバイスです。 現在検出中のデバイス、検出が失敗したデバイス、展開中
のデバイス、またはインベントリから削除したデバイスには展開できません。
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章

ASA CX の使用例
ここでは、ASA CX で実行する共通のタスクについていくつか説明します。
• ASA CX をトランスペアレント モードで設定する方法, 45 ページ
• ハイ アベイラビリティの管理, 48 ページ
• ネットワーク トラフィックを調べる方法, 50 ページ
• アプリケーションの使用を制御する方法, 57 ページ
• パッシブ認証の使用方法, 60 ページ
• AD/LDAP ユーザ グループに提供されるアクセス ポリシーの作成方法, 63 ページ
• アクセプタブル ユース ポリシー（URL フィルタリング）の実装方法, 67 ページ
• Web レピュテーションを使用してマルウェアをブロックする方法, 69 ページ
• AnyConnect Secure Mobility デバイスをモニタおよび制御する方法, 72 ページ

ASA CX をトランスペアレント モードで設定する方法
従来、ファイアウォールはルーテッド ホップであり、保護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。 これに対し、トランスペアレント ファ
イアウォールは、「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 ホップとしては認識されませ
ん。 代わりに ASA はインターフェイス間で同じネットワークを接続します。
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次の図に、トランスペアレント ファイアウォールの一般的な例を示します。 ブリッジ グループ
インターフェイスを設定して、同じネットワークに接続するインターフェイスをグループ化しま
す。
図 9：トランスペアレント ファイアウォール ネットワーク

トランスペアレント 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。 トランスペアレント モードで動作するように ASA を設定すると、
ASA CX は自動的にトランスペアレント モードで動作します。
次の手順は、ASA をトランスペアレント モードで設定する基本的な例を示しています。 ASA CLI
を使用してモードを設定します。 トランスペアレント モードの設定の広範な情報は、ASA コン
フィギュレーション ガイドのいずれか（http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa84/
configuration/guide/mode_fw.html など）のトランスペアレント モードの章を参照してください。

はじめる前に
この例では、すでに ASA CX ネットワークがASA CX ソフトウェアの設定, （11 ページ）の説明
に従って設定されていることを前提としています。 ただし、この手順を完了した後で、基本的な
設定を行うことができます。

手順
ステップ 1

コンソール ポートを使用して ASA CLI にログインします。
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SSH クライアントを使用しているときにファイアウォール モードを変更すると、コンフィギュ
レーションがクリアされるときに切断されるので、いずれにしてもコンソール ポートを使用して
ASA に再接続する必要があります。
ステップ 2

設定モードを開始し、ファイアウォール モードをトランスペアレントに設定します。
例：
ciscoasa# conf t
ciscoasa(config)# firewall transparent
INFO: UC proxy will be limited to maximum of 2 sessions by the UC Proxy license on the
device

ステップ 3

インターフェイスとブリッジ グループを設定します。
例：

次の例で、内部インターフェイスと外部インターフェイスを作成し、これらをブリッジ グループ
1 に追加して、ブリッジ グループに管理 IP アドレスを割り当てる方法を示します。 この例では、
以前のインターフェイス設定があることを前提としており、show コマンドを使用して入力を確認
します。
ciscoasa(config)# int g0/0
ciscoasa(config-if)# no shut
ciscoasa(config-if)# nameif inside
INFO: Security level for "inside" set to 100 by default.
ciscoasa(config-if)# bridge-group 1
ciscoasa(config-if)# int g0/1
ciscoasa(config-if)# nameif outside
INFO: Security level for "outside" set to 0 by default.
ciscoasa(config-if)# no shut
ciscoasa(config-if)# bridge-group 1
ciscoasa(config-if)# int BVI1
ciscoasa(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)# sh run int g0/0
!
interface GigabitEthernet0/0
nameif inside
bridge-group 1
security-level 100
ciscoasa(config-if)# sh run int g0/1
!
interface GigabitEthernet0/1
nameif outside
bridge-group 1
security-level 0
ciscoasa(config-if)# sh run int BVI1
!
interface BVI1
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)# exit
ciscoasa(config)#

ステップ 4

トラフィック リダイレクション ポリシーを設定します。
例：

次の例で、アクティブな認証ポリシーをサポートするように認証プロキシをイネーブルにして、
すべてのトラフィックを ASA CX にリダイレクトする例を示します。 何らかの理由で ASA CX が
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利用できない場合、トラフィックは ASA セキュリティ ポリシー（フェール オープン）に基づい
て ASA を通過します。
asa(config)# policy-map global_policy
asa(config-pmap)# class class-default
asa(config-pmap-c)# cxsc fail-open auth-proxy
asa(config-pmap-c)# exit
asa(config-pmap)# exit
asa(config)#

ステップ 5

ポリシー マップがまだアクティブ サービス ポリシーでない場合は、service-policy コマンドを使
用してイネーブルにする必要があります。
必要な場合、コマンドの no 形式を使用して、既存のサービス ポリシーを削除します。 たとえば、
次のコマンドによって、ユーザ定義のグローバル ポリシーが削除され、デフォルトのグローバル
ポリシーに置き換えられます。
例：
asa(config)# no service-policy existing_global_policy global
asa(config)# service-policy global_policy global
asa(config)#

ステップ 6

write memory と入力して、変更を実行コンフィギュレーションに保存します。

次の作業
これで、ASA CX セキュリティ ポリシーを設定し、ASA CX Web インターフェイスを使用してト
ラフィックをモニタできるようになります。

ハイ アベイラビリティの管理
Cisco HA（ハイ アベイラビリティ）により、ネットワークのどの場所でも発生する障害からの高
速回復が可能になり、ネットワーク規模での保護が実現されます。 Cisco HA を使用すると、ネッ
トワークのハードウェアおよびソフトウェアが連携し、中断からの高速回復が可能となるため、
ユーザおよびネットワーク アプリケーションへの障害の透過性が保証されます。
ASA CX デバイスのハイ アベイラビリティの設定には、専用フェールオーバー リンクを介して互
いに接続されている 2 台の同じユニットが必要で、一方はトラフィックを渡すアクティブ ユニッ
ト、もう一方はスタンバイ状態で待機するユニットにする必要があります。アクティブユニット
およびインターフェイスの状態は、特定のフェールオーバー条件に一致しているかどうかを確認
するためにモニタされます。 これらの条件に一致すると、フェールオーバーが発生し、スタンバ
イ ユニットがトラフィックの処理を開始します。
2 台の ASA CX デバイスをハイ アベイラビリティ用に設定するには、次の条件が満たされている
必要があります。
• 両方のユニットが同じモデルで、インターフェイスの数と種類が同じで、搭載されている
RAM の容量が同じである必要があります。
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• 両方のユニットが同じモード（ルーテッドまたはトランスペアレント、シングル コンテキス
トまたはマルチ コンテキスト）で動作している必要があります。 ソフトウェア バージョン
は、メジャー（最初の番号）およびマイナー（2 番目の番号）ともに同じである必要があり
ます。
• 各 ASA CX に、適切なライセンスが必要です。
ASA CX のフェールオーバーに関しては、次の点に注意してください。
シナリオ

注意点と解決法

ステートフル フェール トランザクションのステートフル フェールオーバーは、CX-1 を通りま
オーバー
せん。
• 進行中のセッションは、ASA-2によって正常に処理されます（CX-2
に送信されません）。
• 新しいセッションは CX-2 に送信されます。
イベント

イベントは、両方のシステムから表示されますが、集約されません。

CX ユーザ認証

進行中のトランザクションの CX ユーザ認証はフェールオーバーしませ
ん。

復号化

復号化されたトラフィックの場合、ユーザはブラウザのキャッシュをク
リアして、ページをリロードする必要があります。

Cisco Prime Security Manager（PRSM）を使用して、アクティブ/スタンバイ フェールオーバー モー
ドで動作している ASA CX デバイスのペアを管理およびモニタできます。 デバイスのペアがフェー
ルオーバー用に正しく設定され、PRSM でモニタリングできることを確認するには、次の手順を
使用します。

手順
ステップ 1

Adaptive Security Device Manager（ASDM）またはコマンドライン インターフェイス（CLI）を使
用して、アクティブ/スタンバイ フェールオーバー用に ASA CX デバイスのペアを設定し、HTTP
レプリケーションをイネーブルにします。
ASDM を使用して 2 台のデバイスを設定する方法は、http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/
asa90/asdm70/configuration_guide/ha_active_standby.html で説明されています。
CLI を使用して 2 台のデバイスを設定する方法は、http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa90/
configuration/guide/ha_active_standby.html で説明されています。
重要

フェールオーバーの設定中は、HTTP レプリケーションをイネーブルにしてください。 こ
れによって、HTTP 接続がデバイス間のステート情報のレプリケーションに含まれ、ユー
ザはフェールオーバー中に中断することなくファイルの参照、ストリーミング、およびダ
ウンロードができます。
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ASDM を使用してアクティブ デバイスで HTTP レプリケーションをイネーブルにするには、
[Configuration] > [Device Management] > [Failover] > [Setup] タブに移動し、[Enable HTTP Replication]
チェックボックスを選択し、[Apply] をクリックします。
CLI を使用してアクティブ デバイスで HTTP レプリケーションをイネーブルにするには、グロー
バル コンフィギュレーション モードで failover replication http コマンドを入力します。
ステップ 2

1 つずつ PRSM でペアを検出します。
プライマリ デバイスから開始します。 インベントリにプライマリ ユニットを追加すると、CX
サービスが再起動されるため、失敗します。 サービスが復旧するまで待ち、ASDM または CLI を
手動で使用してユニットを再度アクティブにします。
PRSM インベントリにセカンダリ デバイスを追加します。
PRSM でデバイスを検出する方法については、デバイス検出の概要およびデバイス インベントリ
の管理を参照してください。

ステップ 3

設定およびポリシーを同期させるには、両方のデバイスを同じ PRSM デバイス グループのメン
バーにします。
新しいデバイス グループを作成してアクティブ/スタンバイ ペアを割り当てることも、単純にプ
ライマリ デバイス グループにセカンダリ デバイスを割り当てることもできます。 詳細について
は、デバイス グループへのデバイスの割り当てを参照してください。

ネットワーク トラフィックを調べる方法
ポリシーを ASA CX に実装する前に、ネットワークで実際に発生しているトラフィックを調べる
と役立ちます。 トラフィックを禁止せずに、すべてのトラフィックを処理するように ASA CX を
設定できます。 ASA 上の既存のファイアウォール ルールをそのままにすると、現在のセキュリ
ティ レベルを下げずに、ASA CX のモニタリング機能を使用してネットワーク トラフィックを分
析できます。
ASA CX レポートによって、次のことがわかります。
• ネットワークの用途
• 最も多くネットワークを使用しているユーザ
• ユーザの接続先
• ユーザが使用しているデバイス
• 最もヒットしているポリシー
ASA CX の暗黙のアクセス ポリシーによる動作は、すべてのトラフィックの許可です。 ダッシュ
ボードで「Implicit Allow」という名前の、このポリシーを使用できますが、すべてのトラフィッ
クを許可する明示的なポリシーも作成できます。 このルールで十分な量のトラフィック分析デー
タが提供されますが、次のように、さらにデータを提供する追加のポリシーが必要です。
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• ダッシュボードでユーザ ベースの情報を取得するには、アイデンティティ ポリシーが必要
です。
• TLS/SSL（HTTPS）トラフィックを調査するには、復号化ポリシーが必要です。
次の手順で、ASA CX をモニタリング モードで設定する方法を説明し、設定ポリシーおよびモニ
タリング ポリシーのエンドツーエンド プロセスの概要を示します。

手順
ステップ 1

ASA からのすべてのトラフィックを ASA CX にリダイレクトします。
リダイレクション ポリシーを定義するときに、ポリシーを特定のインターフェイスまたはポート
に制限しないでください。 代わりに、ダッシュボードがすべてのトラフィックを反映するよう
に、単純にすべてのトラフィックを ASA CX に送信します。 ASA アクセス ルールによって着信
インターフェイスでトラフィックがドロップされると、そのトラフィックは ASA CX に送信され
ません。
トラフィック リダイレクションの詳細については、ASA CX SSP にトラフィックを送信する ASA
の設定, （17 ページ）を参照してください。

ステップ 2

（任意） 明示的な Allow All Traffic アクセス ポリシーを設定します。
a) [Policies] > [Policies] を選択します。
b) アクセス ポリシーのセットの上にマウスを置き、[Add New Policy] をクリックします。

c) アクセス ポリシーのプロパティで、ポリシーの名前（「Allow All Traffic」など）を入力し、
すべてのトラフィック照合フィールドをデフォルトの [Any] のままにして、[Save Policy] をク
リックします。
ポリシー リストに新しいポリシーが表示されます。 ポリシーの右側にある時計アイコンは、
変更が保留されていることを示します。ポリシーは、変更が保存されるまで、アクティブにな
りません。
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ステップ 3

（任意） ユーザの動作を調べるには、トラフィック フローに関連付けられているユーザを識別
するアイデンティティ ポリシーを設定する必要があります。
ユーザ情報を取得する、相互排他ではない 2 つのオプションがあります。
• アクティブ認証を使用します。この場合、NTLM または Kerberos を使用して透過的に認証す
るか、ユーザが ASA CX を通じてネットワーク接続を行ったときに、認証プロンプトに応答
するように要求します。 アクティブ認証の利点として、ユーザ ID を取得できる点がありま
す。 ただし、ユーザは、ネットワークにログインした後、最初に HTTP 接続試行を行う場合
にだけ認証されます。 したがって、ログインからユーザのトラフィックのユーザ ID を取得
するまでに遅延が発生し、ID ベースのポリシーの値に影響を与える可能性があります。
• Active Directory（AD）ログインに基づいてパッシブにユーザと IP アドレスのマッピングを
取得するように、AD エージェントを設定します。 AD エージェントを使用する利点として、
ユーザのログイン時にユーザ ID が取得されるため、ユーザが HTTP 接続をする前にアイデ
ンティティ ベースのポリシーを適用できる点があります。
次の手順で、アクティブ認証を使用する方法を説明します。ディレクトリレルムを作成し、ディ
レクトリをレルムに追加して、アイデンティティ ポリシーを設定する必要があります。
a) [Device] > [Directory Realm] を選択します。
b) [I Want To] > [Add Realm] を選択します。
c) [Add Realm] フォームで、レルムの名前を入力し、ディレクトリ タイプを選択します。 Active
Directory を選択する場合は、プライマリ ドメイン名と、ドメインに参加できるユーザ名およ
びパスワードも入力する必要があります。
詳細については、ディレクトリ レルムの設定, （241 ページ）を参照してください。 [Test Domain
Join] リンクをクリックして、AD ドメインにデバイスが参加できることを確認します。 次の図
は、AD レルムの設定例です。
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d) [Save] をクリックしてディレクトリ レルムを作成し、レルムのリストに戻ります。 直接 ASA
CX を（シングル デバイス モードで）設定していて、これが最初のレルムである場合、レルム
のアイデンティティ ポリシーが自動的に作成されます。
e) 作成したレルムの上にマウスを置き、[Add New Directory] をクリックします。

f) [Add Directory] フォームで、ディレクトリの DNS 名または IP アドレスを入力し、ディレクト
リからユーザおよびグループの情報を取得するために必要なその他の属性を入力します。
各フィールドの詳細については、ディレクトリのプロパティ, （243 ページ）を参照してくださ
い。 [Test Connection] リンクをクリックして、入力した値を確認します。 次の図は、AD ディ
レクトリの設定例です。 [Save] ボタンの横のテスト結果メッセージに注意してください。
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g) [Save] をクリックして、ディレクトリをレルムに追加します。
次の図に、完了したレルムを示します。 変更保留中の時計アイコンに注意してください。これ
は、アクティブな設定の一部にするには、変更を保存する必要があることを示しています。

h) [Policies] > [Policies] を選択します。
i) 次のいずれかを実行して、アイデンティティ ポリシーを設定します。
• レルムを追加したときに、自動的にアイデンティティ ポリシーが作成された場合は、ポ
リシーの上にマウスを置き、[Edit Policy] をクリックします。
• それ以外の場合は、アイデンティティ ポリシーのセットの上にマウスを置き、[Add New
Policy] をクリックします。
j) アクションとして [Get Identity via Active Authentication] を選択し、必要に応じて他のポリシー
設定を調整します。
AD を使用する場合は、実行する認証のタイプを選択できます。 [Advanced] を選択すると、AD
ディレクトリ サーバおよびクライアントでサポートされる最も強力な方式でデバイスのネゴシ
エートができます。 ポリシー名も調整できます。また、ポリシーをすべての送信元および宛先
に適用するのではない場合は、送信元と宛先も調整できます。 その他のオプションの詳細につ
いては、アイデンティティ ポリシーのプロパティ, （248 ページ）を参照してください。
次の図に、ネゴシエートされた認証方式でアクティブ認証を設定するときのアクション設定を
示します。
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k) [Save Policy] をクリックします。
ステップ 4

（任意） HTTPS トラフィックを調べるには、復号化をイネーブルにして、復号化ポリシーを定
義します。
HTTPS トラフィックを復号化することによって、Web 宛先、Web カテゴリおよび Web レピュテー
ションについて調査できます。 復号化ポリシーによって（フローの初期分析後に）トラフィック
フローが復号化される場合、アプリケーションおよびアプリケーション タイプについても調査で
きます。
（注）

復号化を設定するときには注意が必要です。 ほとんどの金融サイトを含む多くのサイ
トは、復号化すると機能しなくなります。 そのため、最初はレピュテーションが低い
トラフィックのみを復号化するポリシーを作成し、製品に慣れるに従って、徐々に復号
化ポリシーを追加します。

a) [Device] > [Decryption] を選択します。
b) [Enable Decryption Policies: On] を選択します。
c) [Certificate Initialization Method] で、新しい CA 証明書を生成するか、既存の CA 証明書をイン
ポートするかを選択します。
このステップは、復号化と証明書要件についてよく理解している必要があるため、見た目以上
に複雑です。 証明書を設定する前に、復号化証明書の設定, （307 ページ）を参照してくださ
い。
d) [Save] をクリックします。
e) [Policies] > [Policies] を選択します。
f) 復号化ポリシーのセットの上にマウスを置き、[Add New Policy] を選択します。
g) ポリシー名にわかりやすい名前を付けます。ポリシーをすべての送信元および宛先に適用する
のではない場合は、送信元と宛先を調整します。
トラフィックが実際には復号化されないようにする場合は、宛先として example.com を指定す
る URL オブジェクトを設定します。 example.com は予約名であるため、実際の宛先サーバに
は決して適用されません。 宛先が一致するかどうかを判断するためにトラフィックを最初に復
号化する必要があるため、HTTPS トラフィック フローから有効なデータを収集できます。
h) 最初は、[Decrypt Potentially Malicious Traffic] を選択して、復号化をレピュテーションが低いト
ラフィックに制限します。
これによって、復号化を使用すると宛先が機能しなくなる場合でも、いずれにしてもユーザの
アクセスを制限したいようなレピュテーションが低いサイトに、アクセスの問題が隔離されま
す。 このオプションを選択する場合は、低いと判断されるレピュテーション値を定義する Web

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
OL-28138-01-J

55

ASA CX の使用例
ネットワーク トラフィックを調べる方法

レピュテーション プロファイルも選択する必要があります。 最初は、次の図で示すように、
事前定義されている [Default Reputation Profile] オブジェクトを選択します。

i) [Save Policy] をクリックします。
ステップ 5

変更を保存します。
ポリシーの変更は、すぐには適用されません。明示的に保存する必要があります。このステップ
によって、部分的に設定された状態でデバイスを動作させることなしに、密接に関連する複数の
変更を行うことができます。
a) メニュー バーの右側にある [Changes Pending] リンクをクリックします。

b) [Commit] をクリックして、変更を設定データベースに保存します。

ステップ 6

ダッシュボードと Event Viewer を使用して、トラフィックを分析します。
次の内容を表示できます。
• ネットワーク全体の使用状況。
• ユーザ、アプリケーション、宛先、ヒットしたポリシーの上位リスト。
• ローカル ポリシーと リモート（VPN）トラフィックの対比、上位のデバイス タイプ。
• 脅威に関する情報。
• デバイスの状態およびパフォーマンス。
また、詳細情報にドリルダウンしたり、リンクによって Event Viewer でイベントを表示したりで
きます。 Event Viewer では、発生したイベントをリアルタイムで表示したり、指定した時間に発
生したイベントを表示したりできます。
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次の作業
望ましくないアクティビティが特定された場合、新しいポリシーを作成するか、既存のポリシー
を修正して、アクセプタブル ユース ポリシーを実装します。
• アクセス ポリシーを使用して、アプリケーションおよび Web サイトの使用を制御します。
• アクセス ポリシーを使用して、レピュテーションが低い Web サイトへのトラフィックを選
択的にドロップします。
• アクセス ポリシーを使用して、ファイルのアップロードまたはダウンロードを選択的に禁止
します。
• 復号化ポリシーを調整して、追加のトラフィック フローを復号化するか、安全で許容される
HTTPS トラフィックの復号化を明示的にバイパスします。 たとえば、金融 Web カテゴリの
サイトへのトラフィックは復号化しないルールを作成できます。
• すべてのユーザについてアクティブな認証を必要としないようにする場合は、アイデンティ
ティ ポリシーを調整します。 たとえば、Active Directory を使用する場合は、AD エージェン
トを設定してユーザ情報をパッシブに取得できます。

アプリケーションの使用を制御する方法
Salesforce.com や Google Apps などのブラウザ ベースのアプリケーション プラットフォームか、ま
たは企業ネットワークの内部および外部で広く使用できる転送として Web プロトコルを使用する
Cisco WebEx などのリッチ メディア アプリケーションかにかかわらず、Web は企業内でアプリ
ケーションを配信するユビキタス プラットフォームになりました。
ASA CX には、Application Visibility and Control エンジン（AVC エンジン）が含まれており、特定
のアプリケーション タイプをより細かく制御できます。 AVC エンジンは Web トラフィックを検
査して、アプリケーションで使用される Web トラフィックをより詳しく理解し、制御します。 ア
プリケーション制御によって、たとえば URLフィルタリングのみを使用した場合と比較して、よ
り細かく Web トラフィックを制御できます。
AVC エンジンを使用すると、各アプリケーションの基盤技術を完全に理解しなくても、ネット
ワーク上でのアプリケーション アクティビティを制御するアクセス ポリシーを作成できます。
アプリケーション制御によって、次のアプリケーション タイプをより細かく制御できます。
• 回避アプリケーション（アノニマイザや暗号化トンネルなど）。
• コラボレーション アプリケーション（Cisco WebEx、インスタント メッセージなど）。
• リソースを大量消費するアプリケーション（ストリーミング メディアなど）。
AVC エンジンを使用して、アプリケーション タイプごとに、または特定のアプリケーションをブ
ロックまたは許可できます。また、特定のアプリケーションタイプをより細かく制御できます。
たとえば、インスタントメッセージのトラフィックを許可し、インスタントメッセンジャを使用
したファイルの共有を禁止できます。
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AVC エンジンは、シスコの更新サーバから動的に新しいアプリケーションおよびアプリケーショ
ン タイプのサポートなどの更新を受信できます。

（注）

アプリケーションが暗号化されたトラフィック フロー（TLS/SSL）を使用する場合は、アプリ
ケーションのアクセス ポリシーとトラフィック フローを復号化する復号化ポリシーを組み合
わせる必要があります。 アクセス ポリシーがアプリケーションを認識および操作するために、
トラフィック フローを復号化する必要があります。 ただし、多くのアプリケーションは復号
化されると動作しないことに注意してください。一部の TLS/SSL アプリケーションを制御す
るには、URL フィルタリングを使用しなければならない可能性があります。
次の例で、すべての IM アプリケーション（Yahoo Messenger、Google Talk、AOL Instant Messenger
など）を許可し、IM アプリケーションを通じたすべてのファイル転送をブロックする方法を示し
ます。

手順
ステップ 1

[Policies] > [Policies] を選択します。

ステップ 2

アクセス ポリシーのセットの上にマウスを置き、[Add New Policy] をクリックします。
または、ポリシーを配置する位置のすぐ下にあるポリシーの上にマウスを置き、[Add Above] をク
リックします。

ステップ 3

特定のネットワークにポリシーを制限する場合は、ポリシーの名前を入力し、送信元および宛先
フィールドを変更します。 ネットワーク上のすべての IM アプリケーションの使用に関するポリ
シーを作成する場合は、送信元および宛先を Any のままにします。
アクションは [Allow] のままにします。

ステップ 4

[Application/Service] フィールドで、[Instant Messaging] （アプリケーション タイプ）を選択しま
す。
アプリケーションまたはアプリケーション タイプを選択したときに、アプリケーションに設定可
能な動作が含まれていると、[Application] フィールドの下に動作が表示されます。 たとえば、
Yahoo Messenger および MSN Messenger には [File Transfer] の動作があります。 動作はアプリケー
ションで使用可能なアクティビティを細かく制御できますが、すべてのアプリケーションで明示
的に動作が示されるわけではありません。
この例では、IM アプリケーションによるすべてのファイル転送をブロックするために、[File
Transfer] の動作のアクションとして [Deny] を選択しています。
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ステップ 5

設定できる詳細な動作がない IM アプリケーションについては、ファイル転送をブロックするた
めにファイル フィルタ プロファイルを使用する必要があります。 ファイル フィルタ プロファイ
ルを設定するには、次の操作を実行します。
a) [File Filtering Action Profile] フィールドの下の [Create New Profile] リンクをクリックします。
ページの右側に [Add File Filter Profile] フォームが開きます。
b) プロファイル名を入力します（Block All File Transfers など）。
c) [Block File Downloads] フィールドと [Block File Uploads] フィールドの両方に、*/* と入力しま
す。 アスタリスク ワイルドカードは、すべてのメディア（MIME）タイプを示します。

d) [Save Object] をクリックします。
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e) アクセス ポリシーの [File Filtering Action Profile] フィールドで、新しいオブジェクトを選択し
ます。
ステップ 6

[Save Policy] をクリックします。

ステップ 7

必要に応じて、ポリシー リスト内の適切な場所にポリシーを移動します。

ステップ 8

変更を保存します。

パッシブ認証の使用方法
ユーザベースの情報をダッシュボードに表示したり、ユーザベースのポリシーを実装したりする
には、トラフィック フローに関連付けられているユーザの ID が認識される必要があります。 そ
のため、ユーザはネットワークに接続するときに、ID を入力する必要があります。
ユーザ ID を取得する 2 つのオプションがあります。 Active Directory（AD）を通じてユーザがネッ
トワーク ドメインにログインしたときに、ユーザの ID をキャプチャするパッシブ認証を使用で
きます。または、ユーザに対してアクティブに認証を要求するプロンプトを表示できます。
OpenLDAP を使用する場合、使用できる方式はアクティブ認証だけです。 次の表は、これらの方
式を比較したものです。
表 1：パッシブ認証とアクティブ認証の比較

パッシブ認証

アクティブ認証

ドメインにログインするときに、ユーザ名と
ユーザのワークステーションの IP アドレスと
のマッピングが取得されます。 マッピングは
Cisco AD エージェントで収集され、ASA CX に
送信されます。 サポートされるのは AD だけで
す。

LDAP および AD の基本認証がサポートされま
す。AD 対応の NTLM および Kerberos もサポー
トされます。

ベストエフォートでのユーザ ID であって、実
際の認証ではありません。

実際の認証です。

アクティブ認証をサポートしないアプリケー
ションおよびクライアントに有用です。

ネットワークへのアクセスに使用するクライア
ントは、アクティブ認証をサポートする必要が
あります。つまり、認証情報を提供できるか、
ユーザに提供を要求できます。

ユーザが HTTP 接続を試行したときにだけ、認
証が発生します。
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パッシブ認証

アクティブ認証

ユーザに対して完全に透過的です

NTLM および Kerberos は、通常、透過的です
が、基本認証ではユーザ名とパスワードを取得
するためにポップアップが表示されます。

AD エージェントが必要です。 AD エージェン エージェントは必要ありません。
トは独立したソフトウェアで、ネットワークに
あるサーバ上にインストールして設定する必要
があります。 AD サーバおよび ASA CX と通信
します。

ASA CX は、Cisco AD エージェント ソフトウェアを使用して、ネットワークでユーザのパッシブ
認証情報を取得します。 ユーザが Active Directory にログインすると、ユーザの IP アドレス マッ
ピングが AD エージェントに送信されてから、そのマッピングが ASA CX に伝達されます。
ユーザ グループのメンバーシップは、AD または LDAP サーバから直接取得されます。ASA CX
は、この情報については AD エージェントを使用しません。
次の手順で、AD エージェントを設定して ASA CX で使用できるように設定する方法を説明しま
す。

はじめる前に
• AD エージェント ソフトウェアは ASA CX とは別になっています。 次の URL を使用するか、
Cisco.com で検索して、AD エージェント アプリケーションをダウンロードします。
http://www.cisco.com/cisco/software/release.html?
mdfid=281191384&flowid=4378&softwareid=280775065
&release=AD_Agent&rellifecycle=&relind=AVAILABLE&reltype=all
• AD エージェントのインストール、設定、使用の詳細については、http://www.cisco.com/en/US/
docs/security/ibf/setup_guide/ad_agent_setup_guide.html を参照してください。
• AD エージェントの設定はオプションです。 パッシブ マッピングをサポートする場合にのみ
設定します。 パッシブ マッピングをサポートしない場合は、認証ルールでアクティブ認証
を強制する必要があります。そうしない場合、アクセス コントロールにユーザ名を使用でき
ず、イベントおよびダッシュボードにユーザ情報が含まれません。
• ネットワーク アクセスに、認証の成功は必要ありません。 ユーザがパッシブまたはアクティ
ブな認証に失敗した場合、これは、単純にユーザのトラフィック フローでユーザ ID を使用
できないという意味になります。

手順
ステップ 1

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/ibf/setup_guide/ibf10_install.html で説明されている手順に
従って、AD エージェントをインストールして設定します。
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クライアントの設定まで進んだら、ASA CX をクライアントとして設定します（まず、IDF\CLI に
cd で移動します）。
adacfg client create-n ASA-CX-nickname-ip ASA-CX_mgmt_IP-secret RADIUS_secret
値は次のとおりです。
• ASA-CX-nickname は、AD エージェントが ASA CX クライアントを参照するために使用する
名前です。
• ASA-CX_mgmt_IP は、ASA CX 管理インターフェイスの IP アドレス、またはアドレスが含ま
れるサブネットです（10.100.10.1 または 10.100.10.0/24 など）。
• RADIUS_secret は、ASA CX でも設定する RADIUS 共有秘密です。 これによって、ASA CX
と AD エージェントの通信が暗号化され、保護されます。
ヒント：
設定の確認またはトラブルシューティングには、次の AD エージェント コマンドが役に立ちます。
• adacfg dc list。AD エージェントと AD サーバの接続を確認します。
• adacfg cache list。エージェントがユーザと IP のマッピングを取得していることを確認しま
す。
• adacfg client list。AD エージェントが現在サービスを行っているクライアントのリストを表
示します。
ステップ 2

PRSM（シングル デバイス モードまたはマルチ デバイス モード）で、AD エージェントを識別し
ます。
a) [Device] > [AD Agent] を選択します。
b) AD エージェントの DNS ホスト名を入力します。
c) [Password] に、RADIUS 共有秘密を入力します。
d) [Save] をクリックします。

ステップ 3

AD レルムを作成していない場合は、AD エージェントがログイン情報を収集する対象の AD サー
バを識別するディレクトリ レルムを作成します。
a) [Device] > [Directory Realm] を選択します。
b) [I Want To] > [Add Realm] を選択します。
c) [Add Realm] フォームで、レルムの名前を入力し、ディレクトリ タイプとして [Active Directory]
を選択し、プライマリ ドメイン名と、ドメインに参加できるユーザ名およびパスワードを入力
します。
[Test Domain Join] リンクをクリックして、AD ドメインにデバイスが参加できることを確認し
ます。 詳細については、ディレクトリ レルムの設定, （241 ページ）を参照してください
d) [Save] をクリックしてディレクトリ レルムを作成し、レルムのリストに戻ります。 直接 ASA
CX を（シングル デバイス モードで）設定していて、これが最初のレルムである場合、レルム
のアイデンティティ ポリシーが自動的に作成されます。
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e) ディレクトリ レルムの上にマウスを置き、[Add New Directory] をクリックします。 プライマ
リ AD サーバの情報を入力し、[Save] をクリックします。
プロセスを繰り返して、ドメインのすべての AD サーバを追加します。 必要な場合、プライオ
リティ順に並べ替えます。 ディレクトリ プロパティの詳細については、ディレクトリのプロ
パティ, （243 ページ）を参照してください。
ステップ 4

[Policies] > [Policies] を選択して、目的のサービスを提供するように、レルムのアイデンティティ
ポリシーを作成または編集します。
AD エージェントから取得したパッシブ マッピングを使用するには、AD レルムのアイデンティ
ティ ポリシーで [Get Identity Using AD Agent] アクションを使用する必要があります。
オプションで、アクティブ認証の質問で [Yes] を選択すると、ユーザの IP アドレスのパッシブ
マッピングがない場合にアクティブ認証をイネーブルにできます。 目的の認証タイプも選択しま
す。 詳細については、アイデンティティ ポリシーのプロパティ, （248 ページ）を参照してくだ
さい。

ステップ 5

[Save Policy] をクリックします。
アイデンティティ ポリシーは、最初に一致したものが適用されることに注意してください。ルー
ルに source = any と destination = any が含まれていると、それ以降のすべてのルールが照合されま
せん。 必要な場合、ポリシー セットの適切な場所にポリシーを移動します。

ステップ 6

メニュー バーの [Changes Pending] リンクをクリックして、[Uncommitted Changes] ページを開きま
す。

ステップ 7

[Commit] をクリックして、変更を設定データベースに保存します。

AD/LDAP ユーザグループに提供されるアクセス ポリシー
の作成方法
ユーザごとに異なるアクセスレベルを付与するポリシーを作成することがあります。たとえば、
特定の従業員だけがパートナー サイトにアクセスできる契約をパートナーと結ぶことがありま

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
OL-28138-01-J

63

ASA CX の使用例
AD/LDAP ユーザ グループに提供されるアクセス ポリシーの作成方法

す。 パートナーが、許可されるユーザのアカウントを作成してサーバでアクセスを制御すること
ができない、またはこのような制御を望まない場合、ディレクトリ サーバ（Active Directory な
ど）で定義されたグループ名を指定するユーザベースのアカウントポリシーを使用して、ファイ
アウォールでアクセスをブロックできます。
次の手順で、宛先へのアクセスを制御するアクセス ポリシーのペアを作成し、特定のユーザ グ
ループのメンバだけを許可する方法を示します。 この手順では、次のことが前提になります。
• ContractTeam というユーザ グループが、すでに Active Directory で作成されている。
• Active Directory のディレクトリ レルムが PRSM で定義されている。
• アクティブ認証を要求または許可するアイデンティティ ポリシーが設定されている。 オプ
ションで、AD エージェントを使用してユーザ ID を取得できます。
• パートナー サイトは Web サイトである。 パートナー サイトが Web サイトでない場合は、
この例で示す URL オブジェクトの代わりに、ネットワーク グループ オブジェクトを使用し
て IP アドレスを指定します。

手順
ステップ 1

[Policies] > [Policies] を選択します。

ステップ 2

パートナー サイトへのすべてのアクセスをブロックするポリシーを作成します。
a) アクセス ポリシーのセットの上にマウスを置き、[Add New Policy] をクリックします。
または、ポリシーを配置する位置のすぐ下にあるポリシーの上にマウスを置き、[Add Above]
をクリックします。
b) ポリシーの名前を入力します。
c) [Policy Action: Deny] を選択します。
d) トラフィックの送信元は [Any] のままにします。
e) [Destination] フィールドの下にある [Create New Object] リンクをクリックして、パートナー サ
イトを識別する URL オブジェクトを作成します。
ポリシー プロパティの右側に、[Create Object] フォームが開きます。
f) オブジェクトの名前を入力します（Partner A Site など）。
g) [Object Type] で [URL Object] を選択します。
h) [Include] リストの [URL] フィールドで、パートナー サイトの DNS 名（contractAserver.example.com
など）を [URL] フィールドに入力します。

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
64

OL-28138-01-J

ASA CX の使用例
AD/LDAP ユーザ グループに提供されるアクセス ポリシーの作成方法

i) [Save Object] をクリックしてオブジェクトを保存し、[Destination] フィールドに追加します。

j) [Save Policy] をクリックします。
ポリシーがポリシー セットに追加されます。 ポリシーが正しく並んでいない場合は、目的の
位置に移動します。
ステップ 3

特定のユーザグループのメンバーであるユーザに対して、パートナーサイトへのアクセスを許可
するポリシーを作成します。
a) 作成した拒否ポリシーの上にマウスを置き、[Add Above] をクリックします。
b) ポリシーの名前を入力します。
c) [Policy Action: Allow] は、そのままにします。
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d) [Source] フィールドの下にある [Create New Object] リンクをクリックして、ユーザ グループを
識別するアイデンティティ オブジェクトを作成します。
e) オブジェクトの名前を入力します（Partner A Contract Team など）。
f) [Object Type] で [Identity] を選択します。
g) [Include] リストの [Groups] フィールドに、Realm_Name\group_name 形式（たとえば、Our AD
Realm\ContractTeam）でユーザ グループ名を入力します。 入力に応じて、ディレクトリで定義
されている一致する名前がドロップダウン リストに表示されます。利用可能になったら、リス
トからグループを選択します。

h) [Save Object] をクリックしてオブジェクトを保存し、[source] フィールドに追加します。
i) [Destination] フィールドで、上で作成した URL オブジェクトを選択します。
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j) [Save Policy] をクリックします。
ポリシーが、ポリシー セットで拒否ポリシーの上に追加されます。

ステップ 4

変更を保存します。
これで、グループのメンバになっているユーザだけが、パートナー サイトに接続できます。 グ
ループメンバだけがパートナーサイトにアクセスできるため、ユーザはネットワークで特定され
る必要があります。特定されない場合、拒否エントリになります。 したがって、グループのメン
バーがネットワークに接続しても、アイデンティティ ポリシーで ID を要求されないユーザは、
このポリシーに一致せず、パートナー サイトにアクセスできません。

アクセプタブル ユース ポリシー（URL フィルタリング）
の実装方法
ネットワークのアクセプタブル ユース ポリシーを設定できます。 アクセプタブル ユース ポリ
シーは、組織で適切とされるネットワーク アクティビティと、不適切とされるアクティビティを
区別します。 通常、これらのポリシーはインターネットの使用に注目し、生産性の維持、法的責
任の回避（敵対的でない作業場所の維持など）、Web トラフィックの制御を目的としています。
URL フィルタリングを使用して、アクセス ポリシーと共にアクセプタブル ユース ポリシーを定
義できます。 広範なカテゴリ（ギャンブルなど）でフィルタリングできるため、ブロックする
Web サイトを個別に識別する必要はありません。 Cisco の URL データベースでは、世界中にある
60 を超える言語の 2000 万を超える Web サイトが分類されており、5 分ごとに自動的に更新され
ます。
次の手順で、URL フィルタリングを使用してアクセプタブル ユース ポリシーを実装する方法に
ついて説明します。 この例の目的として、ギャンブル、ゲーム、ポルノのカテゴリと、未分類サ
イトの badsite.example.com をブロックします。
カテゴリ ベースの URL フィルタリングを使用するには、Web Security Essentials ライセンスが必
要です。

手順
ステップ 1

[Policies] > [Policies] を選択します。

ステップ 2

アクセス ポリシーのセットの上にマウスを置き、[Add New Policy] をクリックします。

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
OL-28138-01-J

67

ASA CX の使用例
アクセプタブル ユース ポリシー（URL フィルタリング）の実装方法

または、ポリシーを配置する位置のすぐ下にあるポリシーの上にマウスを置き、[Add Above] をク
リックします。
ステップ 3

ポリシーの名前を入力します（たとえば、Block Bad Sites）。

ステップ 4

[Policy Action: Deny] を選択します。

ステップ 5

トラフィックの送信元は [Any] のままにします。

ステップ 6

ユーザのアクセスが許可されない宛先を定義する URL オブジェクトを作成します。
a) [Destination] フィールドの下にある [Create New Object] リンクをクリックして、好ましくない
カテゴリとサイトを識別する URL オブジェクトを作成します。
ポリシー プロパティの右側に、[Create Object] フォームが開きます。
b) オブジェクトの名前（Bad Sites など）を入力します。
c) [Object Type] で [URL Object] を選択します。
d) [Include: URL] フィールドに、望ましくないサイトの DNS 名を入力します。この例では
badsite.example.com です。
e) [Include: Web Category] フィールドで [Gambling] を選択します。
f) [Include: Web Category] フィールドで [Games] を選択します。
g) [Include: Web Category] フィールドで [Pornography] を選択します。

h) [Save Object] をクリックしてオブジェクトを保存し、[Destination] フィールドに追加します。
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ステップ 7

[Save Policy] をクリックします。
ポリシーがポリシーセットに追加されます。ポリシーが正しく並んでいない場合は、目的の位置
に移動します。

ステップ 8

変更を保存します。
以後、他のサイトを Bad Sites リストに追加する場合は、サイトまたはカテゴリを URL オブジェ
クトに追加するだけです。新しいポリシーを作成する必要はありません。

Web レピュテーションを使用してマルウェアをブロック
する方法
ユーザは常に、インターネットサイトからマルウェアを取得するリスクにさらされています。信
頼されるサイトでも、ハイジャックされて、無警戒なユーザにマルウェアを配布することがあり
ます。 下に示すように、Web ページには、別の送信元からのオブジェクトを含めることができま
す。 このオブジェクトには、イメージ、実行可能ファイル、Javascript、広告などがあります。 改
ざんされた Web サイトには、しばしば、外部の送信元でホストされているオブジェクトが組み込
まれます。 真のセキュリティとは、最初の要求だけではなく、各オブジェクトを個別に調べるこ
とです。
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Cisco Threat Operations Center は、動的な更新と、ASA、IPS、電子メール セキュリティ アプライ
アンス、Web セキュリティ アプライアンス、およびシステム管理者から取得したアクション可能
な知識を使用して、Web サイトの Web レピュテーション スコアを計算します。 Web レピュテー
ションは、コンテキストおよび過去の動作に基づいた統計的な評価で、重要度が異なる多くの要
素を組み合わせて 1 つの関連付けられたメトリックにするものです。 個人の信用スコアと同様
に、Web レピュテーションは、-10 ～ 10 の段階的なスケールに沿った連続値です。 低レピュテー
ション ゾーンを定義することで、ユーザにマルウェアを提供する可能性が高い、低レピュテー
ション サイトに対して予防的なゼロデイ保護を実装できます。
以下は、Web レピュテーション スコアの一般的なガイドラインです。
• -10 ～ -6：レピュテーションが最も低いゾーンのサイトは、継続的にキー ロガー、ルートキッ
ト、およびその他のマルウェアを配布する専用サイト、またはハイジャックされたサイトで
す。 フィッシング サイト、ボット、ドライブバイ インストーラも含まれます。 このレピュ
テーション範囲のサイトは、ほぼ確実に悪意のあるサイトです。
事前定義されている Web レピュテーション プロファイルの Default Reputation Profile で、こ
のゾーンは低レピュテーション ゾーンとして定義されています。
• -6 ～ -3：このゾーンのサイトは、攻撃的な広告シンジケートおよびユーザ トラッキング ネッ
トワークの可能性があります。 これらのサイトは、悪意がある疑いがありますが、確実では
ありません。
• -3 ～ 3：このゾーンのサイトは、管理された信頼できるコンテンツ シンジケート ネットワー
クおよびユーザが生成したコンテンツ サイトの可能性があります。
• 0 ～ 5：このゾーンのサイトは、信頼できる動作の歴史がある、または第三者の検証を受け
たサイトです。
• 5 ～ 10：このゾーンのサイトは、信頼できる動作の長い歴史があり、トラフィック量が多
く、広くアクセスされているサイトです。

ヒント

サイトのレピュテーションを確認するには、http://www.senderbase.org/senderbase_queries/rep_
lookup にあるツールを使用できます。
レピュテーション ベースの処理を実装するには、次のタイプのポリシーに Web レピュテーション
プロファイルを適用します。
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• トラフィックを許可するアクセス ポリシー。 Web レピュテーション プロファイルを追加す
ることで、一致するトラフィックは全般的に許可され、低レピュテーション サイトからのト
ラフィックはすべてドロップされます。 [Allow] アクションがあるアクセス ポリシーの一部
またはすべてにプロファイルを適用できます。
• アクションが [Decrypt Potentially Malicious Traffic] の復号化ポリシー。 Web レピュテーショ
ン プロファイルを追加することで、ポリシーと一致する低レピュテーション サイトが復号
化され、アクセス ポリシーによってトラフィックの内容が認識されます。 その後、設定に
従って、アクセス ポリシーでトラフィックをドロップできます。 トラフィックをドロップ
する、一致するアクセス ポリシーがなくても、低レピュテーション トラフィックを復号化
することで、暗号化された TLS/SSL トラフィック フローでは利用できなかったデータがレ
ポートに提供されます。
次の手順では、-10 ～ -6 ゾーンのサイトのトラフィック フローをドロップまたは復号化するレピュ
テーション ベースの処理を実装する方法を示します。 この例では、アクセス ポリシーが定義さ
れていて、復号化がイネーブルとなり、[Do Not Decrypt] アクションを使用する復号化ポリシーが
いくつかある（または、復号化するトラフィックの量を減らしたいと考えている）ことを前提と
します。

手順
ステップ 1

[Policies] > [Policies] を選択します。

ステップ 2

目的のアクセス ポリシーに、Web レピュテーション プロファイルを追加します。
a) 修正する「Allow」アクセス ポリシーの上にマウスを置いて、[Edit Policy] をクリックします。
b) [Profile] セクションの [Web Reputation Action Profile] フィールドで、[Default Reputation Profile]
を選択します。

別の範囲でレピュテーションが低い範囲を定義するには、[Create New Profile] リンクをクリッ
クして、独自の Web レピュテーション プロファイルを作成します。 オブジェクトに名前を付
け、レピュテーションが低い範囲の上にあるスライダを移動させて、[Save Object] をクリック
します。
c) [Save Policy] をクリックします。
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修正するすべてのアクセス ポリシーに対して、この処理を繰り返します。
ステップ 3

目的の復号化ポリシーに、Web レピュテーション プロファイルを追加します。
プロファイルの指定が必要な、[Decrypt Potentially Malicious Traffic] アクションを使用している場
合にだけ、Web レピュテーション プロファイルを設定できます。 そのため、プロファイルを追加
するにはアクションも変更する必要があり、新しいポリシーを作成する必要があります。 [Do Not
Decrypt] アクションを使用するポリシーにプロファイルを追加するか、すべてを復号化する必要
をなくすために [Decrypt Everything] ポリシーに追加するかを検討してください。
a) 修正する復号化ポリシーの上にマウスを置いて、[Edit Policy] をクリックします。
b) [Action] セクションで、アクションを [Decrypt Potentially Malicious Traffic] に変更します。
c) [Web Reputation Action Profile] フィールドで、[Default Reputation Profile] または他のプロファイ
ルを選択します。

d) [Save Policy] をクリックします。

修正するすべての復号化ポリシーに対して、この処理を繰り返します。 ポリシーを追加する必
要がある場合は、復号化ポリシー セットにマウスを置き、[Add New Policy] を選択して、送信
元および宛先、アクション、プロファイル オプションを指定します。
ステップ 4

変更を保存します。

AnyConnect Secure Mobility デバイスをモニタおよび制御
する方法
親 ASA でリモート アクセス VPN を設定する場合は、ASA CX で、AnyConnect Secure Mobility ク
ライアントと接続するリモート VPN ユーザに関する情報を使用できます。 クライアントに関す
る情報はさまざまなダッシュボードで使用でき、ロケーションおよびクライアント タイプに基づ
いたアクセス ポリシーおよび復号化ポリシーを設定できます。 ユーザ ID 情報を収集するように
アイデンティティ ポリシーを設定すれば、ユーザ情報もダッシュボードやアクセス制御および復
号化制御に使用できます。

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
72

OL-28138-01-J

ASA CX の使用例
AnyConnect Secure Mobility デバイスをモニタおよび制御する方法

次のタイプのリモート アクセス VPN クライアントの制御を実装できます。
• Cisco IPsec VPN Client：IKEv1/IPSec 接続。
• Cisco AnyConnect Secure Mobility Client バージョン 2.5+：SSL VPN および IKEv2/IPsec 接続。

（注）

クライアントレス（ブラウザベース）SSL VPN はサポートされていません。 これらの接続タ
イプには、Secure Mobility ポリシーを適用できません。 ただし、他のアクセス ポリシーおよ
び復号化ポリシーを適用されます。 サイト間 VPN のトラフィックも、一致する Secure Mobility
オブジェクトとは見なされません。
次の手順で、ASA CX の AnyConnect Secure Mobility 機能を使用するために必要な作業を示します。

手順
ステップ 1

クライアント デバイスに、AnyConnect Secure Mobility クライアントをインストールします。
さまざまなデバイス用の AnyConnect クライアントがあります。 特定の手順については、次の情
報を確認してください。
• AnyConnect Secure Mobility リリース ノート：
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10884/prod_release_notes_list.html
• さまざまなクライアント タイプの AnyConnect Secure Mobility ユーザ ガイド：
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10884/products_user_guide_list.html

ステップ 2

リモート アクセス VPN をサポートするように、クライアントと ASA を設定します。
詳細については、『Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Administrator Guide』を参照してくださ
い。 次の場所で、AnyConnect の各バージョンのマニュアルを入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10884/products_installation_and_configuration_guides_list.html

ステップ 3

Secure Mobility クライアントの情報を表示するには、[Dashboard] > [User Devices] を選択します。
また、ネットワーク概要の [Top Sources] ダッシュボードでも、Secure Mobility クライアントの情
報を表示できます。[Dashboard] > [Network Overview]。

ステップ 4

（任意） アクセス ポリシーまたは復号化ポリシーを作成すると、選択的に Secure Mobility トラ
フィックが制御されます。
たとえば、帯域幅を消費するアプリケーションへのアクセスを拒否することで、Secure Mobility
クライアントが使用する帯域幅を制限できます。次の手順では、すべてのリモートユーザに対し
て、広帯域幅アプリケーションを拒否する例を示します。
a) [Policies] > [Policies] を選択します。
b) アクセス ポリシーのセットの上にマウスを置き、[Add New Policy] を選択します。
または、新規ポリシーを上に挿入したいポリシーの上にマウスを置き、[Add Above] をクリッ
クします。
c) [Create Policy] フォームで、次の手順を実行します。
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• ポリシーの名前（Control Secure Mobility Bandwidth など）を入力します。
• [Policy Action: Deny] を選択します。
• [Source] フィールドで、[All Remote Devices] Secure Mobility オブジェクトを選択します。
• [Destination] フィールドは、デフォルトの [Any] のままにします。
• [Application/Service] フィールドで、拒否するサービスを示すアプリケーション、アプリ
ケーション タイプ、またはオブジェクトを選択します。 たとえば、YouTube、Facebook
Photos、iTunes iPad、またはファイル共有アプリケーション タイプを選択すると、1 回の
選択でさまざまなアプリケーションがカバーされます。
（注）

意図しない結果に注意してください。 たとえば、YouTube には幅広いビデオが
あり、教育目的で使用されるものもあります。 アプリケーションの一部の使用
がネットワークにとって適切でない場合でも、そのアプリケーション全体を除
外すると、リモート アクセス ユーザのために組織が必要とするネットワーク使
用が妨げられることがあります。

d) [Save Policy] をクリックします。
目的の場所にポリシーを挿入しなかった場合は、そのポリシーをクリックして右にドラッグす
るか、ポリシーの上にマウスを置いて[Move Up]、[Move Down] リンクを使用します。
e) 変更を保存し、展開します。
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章

システム ライセンスの管理
CX デバイスと PRSM マルチ デバイス モード サーバの両方に、ライセンスが必要です。 ここで
は、ライセンス管理について説明します。
• CX 機能と PRSM ライセンス, 75 ページ
• 機能ライセンスの有効期限が切れた場合, 76 ページ
• [Licenses] ページの概要, 78 ページ
• システム ライセンスの設定, 79 ページ

CX 機能と PRSM ライセンス
CX 機能と PRSM マルチ デバイス モードは個別のライセンスを使用しますが、PRSM サーバを使
用して CX システム上で使用される機能ライセンスを管理できます。 ここでは、各タイプのライ
センスについて説明します。

機能ライセンス
CX デバイスの多くの機能は、特別なライセンスなしで利用できます。 ただし、ライセンスの対
象となるサービスを取得するには、次のライセンスをインストールする必要があります。
• Application Visibility and Control ライセンス：このサブスクリプション ベースのライセンスで
は、アプリケーション ベースでのアクセス制御の使用が許可されます。 具体的には、アプ
リケーションまたはアプリケーション サービス ポリシー オブジェクトを含めて、アプリケー
ションまたはアプリケーションのタイプに基づくアクセス ポリシーを作成する場合に、この
ライセンスが必要です。
• Web Security Essentials ライセンス：この登録ベースのライセンスによって、URL フィルタリ
ングおよび Web レピュテーション ベースのポリシーを使用できます。 具体的には、ポリシー
で URL オブジェクトまたは Web レピュテーション プロファイルを使用する場合に、このラ
イセンスが必要です。
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• K9 ライセンス：製品で使用される暗号化アルゴリズムの相対的な強度を決定します。 ライ
センスは（シリアル番号によって）ハードウェアに直接対応付けられ、永続的なライセンス
であるため更新が不要です。 ライセンスは無料ですが、輸出規制の法律によって制限される
ため、すべてのユーザが使用できるわけではありません。 K9 ライセンスをダウンロードで
きるかどうかを判断するには Cisco.com を参照してください。
ライセンスは、特定のデバイス モデルでのみ有効です。 使用しているデバイス モデルの正しい
ライセンスを購入する必要があります。
各 ASA CX デバイスには、60 日間有効な評価用 Application Visibility and Control ライセンスおよび
Web Security Essentials ライセンスが含まれています。 評価ライセンスは、1 回更新して期間を 60
日間延長できます。

（注）

サブスクリプション ベースのライセンスの有効期限が切れたが、そのライセンスが必要なオ
ブジェクトを指定したポリシーがあるという場合、そのポリシーは引き続き機能しますが、新
しいライセンスをアップロードするまで、そのオブジェクトを使用するポリシーを編集できま
せん。

Cisco Prime Security Manager のライセンス
Cisco Prime Security Manager マルチ デバイス モードにはライセンスが必要です。 ライセンスによ
り、PRSM サーバを使用して管理できるデバイス数が決まります。
PRSM には、新しい評価ライセンスを取得してアップロードすることによって一度更新できる、
デバイス数の制限がない 90 日間のライセンスが含まれます。 評価ライセンスを使用できる残り
期間は、[Pending Changes] リンクの横にあるメニュー バーに表示されます。
評価ライセンスが期限切れになると、変更をデバイスに展開できません。
十分なデバイス数のライセンスを購入し、アップロードするようにします。

機能ライセンスの有効期限が切れた場合
CX デバイスで使用されるサブスクリプション ライセンスには、有効期限があります。 使用して
いる機能に必要な、有効で期限切れしていないライセンスがあることを確認する必要があります。
ライセンスの期限切れが近づくと、期限が迫っていることを警告されます。また、期限切れ後に
は、新しいライセンスをアップロードするために 60 日間の猶予期間が与えられます。 [Pending
Changes] リンクの横にあるメニュー バーにリンクが表示され、期限切れライセンスの数が表示さ
れます。 評価ライセンスには猶予期間がありません、
次に、サブスクリプション ライセンスの期限切れについてさらに詳しく説明します。
• ポリシー セットには、セットに対してイネーブルになっている各機能のアイコンが含まれま
す。 アイコンの上にマウスを置くと、機能名とライセンスの残り日数、またはライセンスが
失効し、有効期限を過ぎているかどうかが表示されます。
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PRSM マルチ デバイス モードでは、ライセンスの失効日は、ポリシー セットを使用するデ
バイス グループのデバイスから取得されます。 複数のデバイス グループがポリシー セット
を使用している場合、失効日はさまざまなグループ内のデバイスが割り当てられているライ
センスのうち、最初に期限が切れるライセンスのものとなります。 つまり、期限切れの処理
は、最も有効期限が長いライセンスではなく、最も有効期限が短いライセンスを持つデバイ
スによって制御されます。
• ライセンスの期限が切れ、猶予期間を過ぎている場合は、ライセンスによって制御される機
能を使用するポリシーの編集、またその機能を使用する新しいポリシーの作成ができなくな
ります。 たとえば、Application Visibility and Control ライセンスが失効した場合は、アプリ
ケーション、アプリケーション タイプ、アプリケーション オブジェクト、またはアプリケー
ション サービス オブジェクトを指定するアクセス ポリシーを編集できなくなります。 ただ
し、これらのポリシーを削除することは可能です。 期限切れとなったライセンスを必要とす
るポリシーは、警告アイコンで示されます。

（注）

期限切れとなったライセンスを使用するポリシーは、引き続き機能します。
ただし、デバイスはその機能に関連する更新を受信しなくなります。 たとえ
ば、あるデバイス上で Web Security Essentials ライセンスが期限切れとなると、
そのデバイスは URL カテゴリ更新のダウンロードを停止します。 デバイスを
ライセンスなしで動作する期間が長いほど、ポリシーによって使用されるシ
グニチャと現在のシグニチャ状態との違いが大きくなります。

• ライセンスの期限が切れた猶予期間内は、そのライセンスを使用する既存のポリシーは編集
できますが、ライセンスを必要とする新しいポリシーを作成できません。
• PRSM マルチ デバイス モードで動作する際に、期限切れライセンスを持つデバイスを少なく
とも 1 つ含むデバイス グループにポリシー セットが割り当てられていることにより、ポリ
シーがロックされている状態の場合は、新しいライセンスを適用することによって最も簡単
に問題を解決できます。 新しいライセンスを適用できない場合は、次の一時的なオプション
を検討してください。
• デバイス グループ全体の問題の場合、つまり、グループ内のすべてのデバイスのライセ
ンスが期限切れとなった場合は、ポリシー セットのコピーを作成し、期限切れライセン
スを持つデバイス グループにそのコピーを割り当てます。 これにより、元のポリシー
セット内のポリシーを編集できます。 次に、有効なライセンスをデバイス グループに
適用するときに、元のポリシー セットを再割り当てすることができます。そして、デバ
イス グループ内のデバイスが、ポリシーに対する変更を取得します。
• デバイス グループ内の単一のデバイスが問題の場合は、有効なライセンスを適用できる
まで、そのデバイスをグループから削除します。 期限切れライセンスを持つデバイスを
含むデバイス グループを編集する場合は、有効期限が切れていないライセンスを持つデ
バイスのみを含むグループのコピーを作成するかどうか尋ねられます。 ポリシー セッ
トはアクティブなライセンスを持つデバイスがある新しいグループに移動され、期限切
れライセンスを持つデバイスは古いグループに隔離されます。 デバイス グループを編
集するには、[Policies] > [Device Groups] を選択します。

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
OL-28138-01-J

77

システム ライセンスの管理
[Licenses] ページの概要

• ある機能に対するライセンスを持たない場合、またはシングル デバイス モードで機能をグ
ローバルにディセーブルした場合や マルチ デバイス モードのすべてのデバイス グループで
機能をディセーブルにした場合は、その機能に対するシグニチャ更新が発生しません。 たと
えば、Application Visibility and Control ライセンスを持たない場合、システムはアプリケー
ション シグニチャを更新しません。 Web Security Essentials ライセンスを持たない場合、Web
カテゴリは更新されず、またカテゴリ ベースのフィルタリングでは最後にダウンロードされ
た分類が使用されます。
• ライセンスを削除する必要はありません。 ライセンスが期限切れとなった場合は、システム
から自動的に削除されます。 マルチ デバイス モードでは、期限切れライセンスが削除され
る前に、そのライセンスに割り当てられているすべてのデバイスを他のライセンスに割り当
てる必要があります。

[Licenses] ページの概要
ライセンスは、使用できる機能、または管理できるデバイスの数（PRSM マルチ デバイス モード
の場合）を決定します。 [Licenses] ページには、システムに現在インストールされているライセン
スが表示されます。 ライセンスごとに、対象とするデバイスの最大数、ライセンスを使用してい
るデバイスの数、およびライセンスの有効期限（存在する場合）が表示されます。 このページか
らライセンスをアップロードし、他のライセンス管理アクティビティを実行できます。
使用可能なライセンスの説明については、次のトピックを参照してください。
• 機能ライセンス, （75 ページ）
• Cisco Prime Security Manager のライセンス, （76 ページ）
[Licenses] ページを開くには、[Administration] > [Licenses] を選択します。 メニュー バーにあるラ
イセンス通知リンクをクリックすることによっても、このページを開くことができます。評価ラ
イセンスを使用している場合、またはライセンスが失効している場合、このリンクは [Pending
Changes] リンクの横に表示されます。
[Licenses] ページには、次の項目が含まれています。
• [I want to]：次のコマンドが含まれています。
• [Apply Licenses]：（マルチ デバイス モードのみ）ライセンスを必要とするデバイスに
未使用のライセンスを適用します。
• [Upload License File]：ライセンス ファイルを追加します。 シングル デバイス モードで
は、新しいライセンスの有効期限が現在使用しているライセンスよりも長い場合、ライ
センスをアップロードすると、そのライセンスが自動的にデバイスに適用されます。
• [Renew Evaluation Licenses]：すべての評価ライセンスを更新します。 新しいライセンス
を購入する前に、評価ライセンスを 1 回更新できます。 このコマンドは、すでにライセ
ンスが更新されている場合、またはすでに機能ライセンスがアップロードされている場
合（シングル デバイス モードの場合）は使用できません。
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• [Manage Licensed Features]：（シングル デバイス モードのみ）。ライセンスされた機能
を選択してイネーブルまたはディセーブルにします。 サブスクリプション ライセンス
を必要とする特定の機能を使用しない場合、ライセンスが必要なポリシーを誤って定義
できないようにするため、この機能をディセーブルにすることができます。
マルチ デバイス モードでは、各デバイス グループ用にライセンスされた機能を管理し
ます。 [Policies] > [Device Groups] を選択してグループを編集します。
• [List of Licenses]：システムで使用可能な各ライセンスを表示します。
（マルチ デバイス モードのみ）。各ライセンスには、そのライセンスを使用しているデバ
イスのリストも含まれています。 ライセンスまたはデバイスに関連するコマンドを表示する
には、ライセンスのヘッダーまたはデバイスの行にマウスを置きます。 使用可能なコマンド
は次のとおりです。
• [Renew License]：（ライセンス コマンド）。このライセンスを使用しているデバイス
に、新しい別のライセンスを割り当てます。 期限切れライセンスの場合は、猶予期間が
切れる前に、このコマンドを使用して新しいライセンスを割り当てたことを確認しま
す。 このコマンドは、そのライセンスを使用するデバイスが存在しない場合は表示され
ません。
• [Revoke License]：（デバイス コマンド）。このデバイスからライセンスを削除します。
ライセンスを取り消す前に、そのデバイスをライセンスを使用しないデバイス グループ
に移動する必要があります。 つまり、そのデバイスを含むデバイス グループは、ライ
センスの対象となる機能を使用するポリシーを含むポリシー セットを使用できません。
ライセンスを取り消す目的は、そのライセンスを解放して、別のデバイスで使用するこ
とです。

システム ライセンスの設定
ここでは、システム ライセンスの設定に関する基本的な手順について説明します。

評価ライセンスの使用
各 ASA CX デバイスおよび PRSM サーバには、Application Visibility and Control ライセンスおよび
Web Security Essentials ライセンスが含まれています。 評価ライセンスは、マルチ デバイス モー
ドでは 2 つのデバイスに適用され、シングル デバイス モードではそのデバイスだけに適用されま
す。 PRSM サーバには、サーバに対する追加の評価ライセンスが含まれており、無制限の数のデ
バイスを管理できます。
• Application Visibility and Control ライセンスおよび Web Security Essentials ライセンスは、60 日
間有効です。 評価ライセンスを 1 回更新して 60 日間追加できるため、合計 120 日間の評価
を行うことができます。 次の手順では、これらのライセンスを更新する方法について説明し
ます。
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• PRSM サーバ ライセンスは、90 日間有効です。 PRSM の評価ライセンスを更新するには、
Cisco.com から新しい評価ライセンスを取得し、[I want to] > [Upload License File] コマンドを
使用してファイルをアップロードします。

手順
ステップ 1

[Administration] > [Licenses] を選択します。

ステップ 2

[I want to] > [Renew Evaluation Licenses] を選択します。
更新の説明の入力を要求され、両方の評価ライセンスの更新を確認するよう求められます。

ステップ 3

[Yes] をクリックしてライセンスを更新します。

ライセンスが必要な機能の選択的なイネーブル化
デフォルトでは、サブスクリプション ライセンスを必要とするすべての機能がグローバルにイ
ネーブルになります。 現在、機能の使用を許可するライセンスを持っている場合でも、ある機能
を使用できないようにする場合は、その機能を選択してディセーブルにできます。

ヒント

すでにポリシーでその機能を使用している場合は、機能をディセーブルにできません。 たと
えば、アプリケーション オブジェクトを使用するアクセス ポリシーが設定されている場合は、
（ポリシーがディセーブルの場合でも）アプリケーション サービス機能をディセーブルにで
きません。 ポリシー オブジェクトは存在でき、新しいポリシーを作成できますが、そのオブ
ジェクトをポリシーで使用することはできません。
次の機能の使用を制御できます。
• [Application Services]：Application Visibility and Control ライセンスが必要です。 この機能は、
アクセス ポリシーにおけるアプリケーション、アプリケーション タイプ、アプリケーショ
ン オブジェクト、またはアプリケーション サービス オブジェクトの使用と、[Applications]
フィールドを制御します。
• [URL Filtering]：Web Security Essentials ライセンスが必要です。 この機能は URL オブジェク
トの使用を制御します。
• [Web Reputation]：Web Security Essentials ライセンスが必要です。 この機能は Web レピュテー
ション プロファイル オブジェクトの使用を制御します。
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注意

マルチ デバイス モードでデバイス グループの機能をディセーブルにすると、その機能はその
デバイス グループで使用する各ポリシー セットに対してディセーブルになります。 別のデバ
イス グループが同じポリシー セットを使用している場合、他のデバイス グループの機能が実
質的にディセーブルになります。 つまり、機能のイネーブル ステータスを変更すると、編集
しているデバイス グループだけでなく、他のデバイス グループにも影響を与えることがあり
ます。 機能をディセーブルにする前に、他のデバイス グループが影響を受けるかどうか十分
に注意して確認する必要があります。
機能をイネーブルまたはディセーブルにする方法は、次のように動作モードによって異なります。
• シングル デバイス モード：[Licensing] ページから機能を管理します。
1 [Administration] > [Licenses] を選択します。
2 [I want to] > [Manage Licensed Features] を選択します。
3 目的とする設定に応じて、各機能に対して [Enable] または [Disable] を選択します。
4 [Save Settings] をクリックします。
• マルチ デバイス モード：各デバイス グループの機能を管理します。
1 [Policies] > [Device Groups] を選択します。
2 デバイス グループを選択します。
3 [Manage Licensed Features] セクションで、目的とする設定に応じて、各機能に対して
[Enable] または [Disable] を選択します。
4 [Save Device Group] をクリックします。 ある機能をイネーブルにしたが、その機能で必要
とされるライセンスがグループのデバイスない場合は、ライセンスの適用を求められま
す。 必要に応じて、新しいライセンスをアップロードできます。
5 また、グループ内のすべてのデバイスに関して、ディセーブルにされた機能のライセンス
を取り消す必要があります。 影響を受けるデバイスをメモしておき、変更をコミットし
ます。 次に、[Administration] > [Licenses] を選択して、割り当てられた機能ライセンス内
の各デバイスの上にマウスを置き、[Revoke License] をクリックします。

ライセンス ファイルのアップロード
ライセンスを取得するときには、ファイル拡張子 .lic を持つライセンス ファイルを取得します。
そのファイルをシステムにアップロードする必要があります。 ライセンスのアップロード方法は
シングル デバイス モードとマルチ デバイス モードで同じですが、実行しているモードに基づい
て正しいタイプのライセンスをアップロードしていることを確認する必要があります。
ライセンスをアップロードする場所には、次の 2 つがあります。
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• [Administration] > [Licenses] ページ。 この方法が推奨され、その手順について以下で説明しま
す。
• （マルチ デバイス モードのみ）ライセンスの割り当て時、または更新時。 [Licenses] ページ
から、またはデバイス グループの編集時にライセンスを適用できます。

手順
ステップ 1

[Administration] > [Licenses] を選択します。

ステップ 2

[I want to] > [Upload License File] を選択します。

ステップ 3

[Upload License Files] ボックスにライセンス ファイルを追加します。
システムからボックスにファイルをドラッグするか、ボックスをクリックしてファイル セレクタ
を開きます。
そのライセンスがライセンスのリストに追加され、それ以降のアクションは、次のように実行し
ているモードに基づいたものになります。
• シングル デバイス モード：ライセンスはすぐに適用され、アクティブにされます。 変更を
保存する必要はありません。 あるタイプのライセンスが複数存在する場合、残りの有効期間
が最も長いライセンスが使用され、その他のライセンスは使用されません。 ライセンスが正
しいデバイス タイプ用である必要があります。 評価ライセンスはすべて削除されます。
• マルチ デバイス モード、CX ライセンス：ライセンスを使用できます。 デバイス グループ
にライセンスを適用する必要があります。
ただし、K9 ライセンスは該当するデバイスに自動的に適用されます。 K9 ライセンスは、シ
リアル番号に基づいて特定のデバイスと対応付けられています。正しいシリアル番号を持つ
デバイスがインベントリに存在する場合、ライセンスは自動的に適用されます。 正しいデバ
イスがインベントリに存在する必要があり、そうでない場合はアップロードがブロックされ
ます。
• マルチ デバイス モード、PRSM ライセンス：ライセンスはすぐにアクティブにされ、評価ラ
イセンスが存在する場合は、その評価ライセンスを置き換えます。 複数のライセンスをアッ
プロードした場合は、ライセンス数が加算されます（たとえば、5 デバイスのライセンスに
10 デバイスのライセンスを加算すると、15 デバイスのライセンスになります）。 これ以上
の操作は必要ありません。

ステップ 4

[Close] をクリックして、ライセンス リストに戻ります。

機能ライセンスの割り当て
サブスクリプション ベースの機能を使用する各デバイスには、その機能のライセンスが必要で
す。 CX デバイスにライセンス ファイルをアップロードすると、自動的に適用されます。 PRSM
マルチ デバイス モードでは、ライセンスをデバイスに明示的に割り当てる必要があります。
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機能ライセンスが期限切れになると、交換（ライセンスの「更新」と呼ばれます）しない限り、
ライセンスによって制御される機能を使用できません。 ライセンスを置き換えるための猶予期間
があります。
ライセンスを適用または更新するには、主に次の 2 つの方式があります。
• [Administration] > [Licenses] ページから。 シングル デバイス モードでは、ライセンスをアッ
プロードすると古いライセンスが置き換えられます。 マルチ デバイス モードでは、ライセ
ンスをアップロードした後、ライセンスがないデバイスに適用するか、現在割り当てられて
いるライセンスを更新します。
• マルチ デバイス モード の [Policies] > [Device Groups] ページから。 デバイス グループを編集
すると、次の場合にライセンスを適用または更新するように求められます。
• デバイスをグループに追加し、そのデバイスにはグループ内でイネーブルにされた機能
に対するライセンスが必要。
• イネーブルにされた機能に対するライセンスがないか、またはライセンスが失効してい
るデバイスがすでに存在するグループを編集した。
• グループで以前にディセーブルにした機能をイネーブルにしたが、グループ内のデバイ
スがその機能のライセンスをまだ持っていない。
次のトピックでは、[License] ページから PRSM マルチ デバイス モードの機能ライセンスを管理す
る方法について説明します。デバイスグループの編集時にライセンスを要求された場合も、同じ
ライセンス ウィンドウを使用します。

ライセンスの適用
（マルチデバイスモードのみ）次の手順で、現在ライセンスがないか、ライセンスの有効期限が
切れているデバイスに、未使用の機能ライセンスを適用する方法について説明します。
ライセンスがないデバイスを含む各デバイス グループについて、この手順を繰り返します。

手順
ステップ 1

[Administration] > [Licenses] を選択します。

ステップ 2

[I want to] > [Apply Licenses] を選択します。
[Apply Licenses] ウィンドウが開きます。 [Apply Licenses] ウィンドウの詳細については、[Apply
License] または [Renew License] ウィンドウ, （85 ページ）を参照してください。

ステップ 3

適用するライセンスのタイプと、ライセンスがない、またはライセンスが失効したデバイスを含
むデバイス グループを選択します。
デバイス グループのリストには、選択されたタイプのライセンスを必要とするデバイスを含むグ
ループだけが含まれています。
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ライセンスが十分でない場合、問題が通知され、デバイス モデルごとに必要なライセンスの数を
示すリストが表示されます。 数には、ライセンスがないデバイスとライセンスが期限切れになる
デバイスが含まれます。
これらの要件を満たす十分な数のライセンスをアップロードする必要があります。 システムから
[Upload License Files] ボックスにファイルをドラッグするか、ボックスをクリックしてファイル セ
レクタを開きます。
ステップ 4

[Apply] をクリックします。
システムは自動的に、有効期限が最も近いライセンスを、そのライセンスを必要とするデバイス
に適用し、適用されたライセンスのリストを表示します。 グループ内の他のデバイスは影響を受
けません。

ステップ 5

割り当てを完了するには、[OK] をクリックします。

ライセンスの更新
（マルチデバイスモードのみ）次の手順で、新しい未使用の機能ライセンスに置き換えることに
よって期限切れが近づいているライセンスを更新する方法について説明します。 ライセンスを更
新すると、選択したデバイス グループにある、そのライセンスを使用するすべてのデバイスのラ
イセンスが置き換えられます。
ライセンスを使用するデバイスが含まれている各デバイス グループに対してこの手順を繰り返す
必要があります。

手順
ステップ 1

[Administration] > [Licenses] を選択します。

ステップ 2

交換するライセンスの上にマウスを置き、[Renew License] を選択します。
これによって、ライセンスのタイプとデバイス モデルが表示される [Renew License] ウィンドウを
開きます。 [Select a Device Group] リストには、このライセンスを使用するデバイスがあるすべて
のデバイス グループが含まれています。 [Select Available License Files] リストには、ライセンスを
置き換えるために使用できるすべての未使用のライセンスが表示されます。使用可能なライセン
スがない場合、リストは表示されません。
[Renew Licenses] ウィンドウの詳細については、[Apply License] または [Renew License] ウィンド
ウ, （85 ページ）を参照してください。

ステップ 3

デバイス グループを選択します。

ステップ 4

十分な数のライセンスを選択するまで、適用するライセンスをクリックします。
選択したライセンスをクリックすると、選択が解除されます。
必要なライセンス数は、グループ内にある、そのライセンスを使用しているすべてのデバイスの
数です。適切なタイプおよびデバイスモデルのライセンスが十分でない場合、システムからボッ
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クスにファイルをドラッグするか、ボックスをクリックしてファイルセレクタを開きます。必要
な数のライセンスを選択するまで続行できません。
ステップ 5

[Renew] をクリックします。
選択したライセンスは、そのライセンスを使用していたデバイス上で「更新される」ライセンス
を置換します。グループ内で別のライセンスを使用するデバイスは変更されません。

[Apply License] または [Renew License] ウィンドウ
ライセンスを必要とするデバイスに機能ライセンスを割り当てるには、[Apply Licenses] または
[Renew Licenses] ポップアップ ウィンドウを使用します。 デバイス モデルを含めて適切なタイプ
のライセンスが十分に存在する場合は、システムが自動的に適用できます。 ただし、[Licenses]
ページからライセンスを更新する場合は、選択したライセンスの置換に使用するライセンスを選
択する必要があります。
ライセンスを選択するか、アップロードする必要がある場合、ウィンドウに必要なライセンスの
数が表示されます。 必要なライセンスの数と等しい、十分な数のライセンスを選択しない場合、
変更は保存できません。
• ライセンスの適用時には、ライセンスをまだ持っていないデバイス、およびライセンスが失
効しているデバイスが必要数として表示されます。 ライセンスは、グループ内の他のデバイ
スには適用されません。
• ライセンスを更新（置換）する場合、必要な数は、グループ内でライセンスを使用している
すべてのデバイス数です。 選択したライセンスは、そのライセンスを使用していたデバイス
上で「更新される」ライセンスを置換します。グループ内で別のライセンスを使用するデバ
イスは変更されません。
[Apply License] ウィンドウと [Renew Licenses] ウィンドウは類似しており、次のフィールドが含ま
れています。
(Select a) License Type
[Administration] > [Licenses] ページからライセンスを適用する場合、適用されるライセンス
のタイプを選択する必要があります。
ライセンスを更新するときに、このフィールドに、交換するライセンスのライセンス タイ
プおよびデバイス モデルが表示されます。
(Select a) Device Group
[Administration] > [Licenses] ページからライセンスを適用または更新する場合、ライセンス
のない、または期限切れライセンスのデバイスが含まれているデバイス グループを選択し
ます。
デバイス グループの編集中にライセンスを適用または更新する場合、このフィールドには
単純にデバイス グループの名前が表示されます。

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
OL-28138-01-J

85

システム ライセンスの管理
機能ライセンスの割り当て

Select Available Licenses
[Administration] > [Licenses] ページからライセンスを更新する場合は、置き換えるライセン
スを選択します。 リストには、まだ割り当てられていない、適切なタイプおよびデバイス
モデルのライセンスが表示されます。 選択または選択解除するライセンスをクリックしま
す。複数のライセンスを選択するには、複数の行をクリックします。 必要なライセンスの
数と等しい、十分な数のライセンスを選択しない場合、変更は保存できません。
License Files Needed
適切なタイプおよびデバイス モデルで使用可能なライセンス ファイルが十分でない場合、
このリストが表示され、何ライセンスが必要かを示します。 デバイス グループの編集中に
ライセンスを適用する場合は、ライセンスのタイプごとに別々のリストが表示されることが
あります。
Upload License Files
適切なタイプおよびデバイス モデルのライセンスが十分でない場合、システムからボック
スにファイルをドラッグするか、ボックスをクリックしてファイル セレクタを開きます。
進行中のアップロードはキャンセルできますが、完了後はキャンセルできません。
必要なライセンスの数と等しい、十分な数のライセンスをアップロードしない場合、変更は
保存できません。

ヒント

任意のタイプのライセンスをアップロードし、システムに追加して使
用できます。 ただし、必要なライセンスの数が影響を受けるのは、
アップロードが必要なライセンス タイプおよびデバイス モデル用の
ときだけです。

[Apply] または [Renew] ボタン
ライセンスを必要とするデバイスにライセンスを割り当てるには、このボタンをクリックし
ます。
デバイス グループの編集中にライセンスを適用または更新するときに、必要な数以上に使
用可能なライセンスがある場合、システムは最も近い有効期限のライセンスを最初に割り当
てます。
[Licenses] ページからライセンスを更新する場合は、選択したライセンスが適用されます。
ライセンス割り当ての確認ページが表示されます。 [OK] をクリックして作業を続行しま
す。

ナビゲーション
これらのウィンドウは、次のいずれかを実行すると開きます。
• [Administration] > [Licenses] を選択し、[I want to] > [Apply Licenses] を選択。
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• [Administration] > [Licenses] を選択し、ライセンスの上にマウスを置き、[Renew License] をク
リック。
• [Policies] > [Device Groups] ページでデバイス グループを編集しているときに、機能をイネー
ブルし、デバイスを追加するかグループに期限切れライセンスのデバイスを含めて、[Save
Group] をクリック。

ライセンスの取り消し
（マルチデバイスモードのみ）。ライセンスを取り消すことができるのは、デバイスがそのライ
センスを必要とする機能を使用しない場合だけです。たとえば、デバイスがデバイスグループに
属し、そのグループがアプリケーションベースのルールを含むポリシーセットを使用している場
合、Application Visibility and Control ライセンスを取り消すことはできません。
デバイス上でサブスクリプション ベースの機能を使用しない場合にのみ、ライセンスを取り消し
てください。 ベスト プラクティスは、デバイスを含むデバイス グループの機能もディセーブル
にすることです。 ライセンスを取り消すと、そのライセンスが解放され、他のデバイスで使用で
きるようになります。
K9 ライセンスを取り消すことはできません。

手順
ステップ 1

[Administration] > [Licenses] を選択します。

ステップ 2

取り消すライセンス内のデバイスの上にマウスを置き、[Revoke License] をクリックします。
ライセンスがデバイスから取り消されます。
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• ポリシーの管理, 107 ページ
• ポリシー オブジェクトの管理, 125 ページ

第

6

章

デバイスの管理
ヒン
ト

デバイス インベントリ管理は、マルチ デバイス モードの PRSM にのみ適用されます。 デバイ
スへの直接接続を使用して CX デバイスを設定する場合、設定のためにデバイスをインベント
リにデバイスを追加する必要はありません。 シングル デバイス モードでは、デバイス インベ
ントリ ページは表示されません。
デバイスをインベントリに追加することにより、管理するデバイスを識別する必要があります。
デバイス インベントリに追加すると、デバイス上で定義済みの設定を検出し、デバイス アクティ
ビティをモニタして設定に必要な変更を加え、設定の変更を展開してデバイスに戻すことができ
ます。
以降の各項では、デバイス インベントリの管理の基本内容を説明します。
• マルチ デバイス モードでの CX デバイスの管理, 91 ページ
• ASA デバイスを管理するための準備, 94 ページ
• デバイス検出の概要, 95 ページ
• アウトオブバンド変更の処理, 97 ページ
• デバイス インベントリの管理, 98 ページ
• デバイス通信のトラブルシューティング, 103 ページ

マルチ デバイス モードでの CX デバイスの管理
PRSM マルチ デバイス モードで CX デバイスを管理する場合、デバイスは管理対象モードになり
ます。
CX デバイスが管理対象モードになると、シングル デバイス モードで Web インターフェイスから
直接設定することができなくなります。 すべての設定とモニタリングは PRSM マルチ デバイス
モードで実行する必要があります。 唯一の例外は、ローカル CLI を使用できるという点であり、
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これを使用して、IP アドレス、DNS、NTP、およびパスワードなど、基本設定をトラブルシュー
ティングして、修正できます。
CX デバイスを管理対象モードにする
ASA CX を管理対象モードにするには、ASA CX SSP を含む ASA をデバイス インベントリに追加
します。
デバイス構成の検出が正常に実行されると、CX デバイスは管理対象モードになります。

ヒント

CX で、別の PRSM サーバによってそれがすでに管理されていると判断されると、単一の CX
デバイスを複数の PRSM サーバから管理することはできないため、検出は失敗します。 この
場合、CX Web インターフェイスにシングル デバイス モードでログインし、リンクをクリッ
クしてデバイスの管理解除を行います。 その後、インベントリにデバイスを追加してみます
（必要に応じて、先に削除しておきます）。

管理対象モードの影響
CX デバイスを管理対象モードにすると、次の影響があります。
• 設定のポリシー、ポリシー オブジェクト、ライセンス、および他の部分が検出され、PRSM
データベースに追加されます。 将来的には、PRSM マルチ デバイス モードを使用して、Web
インターフェイスから定義されているポリシー、オブジェクト、および他の設定を変更する
必要があります。 ただし、すべてのデバイス設定が検出されるわけではなく、検出されな
かった設定は現在データベースに定義されている設定に置き換えられます。
• CX デバイスは、どの PRSM サーバから管理されているかを認識し続けます。 別の PRSM
サーバから設定の変更をプッシュすることはできません。 ある PRSM サーバから別のサーバ
に CX デバイスの管理を移動する必要がある場合は、次の手順を実行します。
◦ 親 ASA を古いサーバから削除し、新しいサーバに追加します。 ASA を削除すると ASA
CX が削除され、削除されると ASA CX は非管理対象モードになります。 デバイスに現
在インストールされているライセンスは、削除されるか、非管理対象になっても維持さ
れます。
• イベントは自動的に PRSM サーバに転送されます。 適切なサーバに転送されたイベントを取
得するための設定はなく、自動的に実行されます。
• PRSM は、自動的にすべての管理対象 CX デバイスからダッシュボードのデータを収集しま
す。
• CX デバイスの Web インターフェイスをシングル デバイス モードで開くと、大部分のイン
ターフェイスは無効になりますが、デバイスが管理対象モードであることと、デバイスを管
理している PRSM サーバへのリンクがホーム ページに表示されます。 これにより、どのサー
バが特定の CX デバイスを管理しているかがわからなくなった場合は、Web インターフェイ
スを使用していつでも確認できます。
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• CX 管理インターフェイスから使用可能な CLI はアクティブのままとなり、完全な状態で機
能します。 これを使用してトラブルシューティングを行い、基本デバイス管理設定の保守を
行います。 CLI を使用して行った変更は、デバイスの管理対象モードに影響を及ぼしませ
ん。
非管理対象モードへの復帰
非管理対象モードに CX デバイスを戻す必要がある場合、2 種類の方法があります。
• 推奨方法：デバイスをデバイス インベントリから削除します。 この操作で、デバイスが非
管理対象モードに戻ります。
• 緊急時の方法：何らかの理由で PRSM を使用できない場合、CX デバイスの Web インター
フェイスをシングル デバイス モードで開き、リンクをクリックしてデバイスに対する管理
を解除できます。 これにより、PRSM サーバとの接続が切断され、ローカル Web インター
フェイスが有効になります。

注意

デバイスを シングル デバイス モード のインターフェイスから非管理対象に
し、デバイスがまだデバイス インベントリに残っている場合、そのデバイス
に展開しようとするとエラーが発生します。 この方法でデバイスを非管理対
象にした後、PRSM からデバイスを継続的に管理する場合は、インベントリか
らデバイスを削除してから、そのデバイスをインベントリに追加し直す必要
があります。 ローカル設定に何も変更を加えずに、デバイスを誤って非管理
対象にしてしまった場合でも、この手順をすべて行う必要があります。

管理対象モード ホーム ページから実行できる作業
管理対象モードで実行している CX デバイスにログインすると、ホーム ページから次を実行でき
ます。
• Cisco Prime Security Manager マルチ デバイス モードにリダイレクト：デバイスはどの PRSM
サーバから管理されているかを認識しているため、リンクをクリックして対象のサーバ情報
を取得できます。 アドレスが表示されます。
• ログのダウンロード：リンクをクリックしてシステム ログをダウンロードし、問題のトラブ
ルシューティングに役立てます。 各管理対象デバイスの [Device Configuration] ページから
PRSM サーバを介して各管理対象デバイスのログをダウンロードすることもできます。 デバ
イスのインベントリから [Device Configuration] ページにアクセスします。
• シングル デバイス モードに切り替え：PRSM サーバとの管理接続を切断します。 詳細につ
いては、上記を参照してください。
• すべての設定を Cisco Prime Security Manager から再同期：PRSM サーバでデータベースをリ
カバリした場合、PRSM サーバに保存されている設定と管理対象デバイスを一致させる必要
があります。このリンクをクリックすると、デバイスのデータベースを再度初期化し、PRSM
サーバに定義されている設定に戻すことができます。 設定の再同期が完了すると、サービス
は再起動されます。 サーバのアドレスが表示されます。
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ASA デバイスを管理するための準備
ASA デバイスを管理するには、PRSM がデバイスと通信して設定を検出でき、変更に基づいてそ
の設定を修正できることを確認する必要があります。 ASA モデルのハードウェア インストール
ガイドに記載されている手順に従って、ASDM またはデバイス CLI を使用し、基本設定を実行し
ます。
PRSM は SSL（HTTPS）を使用して ASA を管理します。 このため、次が設定されていることを確
認する必要があります。
• HTTP サーバがイネーブルになっていること。 コンフィギュレーション コマンドは、http
server enable です。 デフォルトの ASA 設定では、HTTP サーバがあらかじめイネーブルに
なっています。
• PRSM サーバの IP アドレスが HTTP サーバに接続できること。 サーバの特定の IP アドレス
を指定するか、サーバが置かれているサブネットを指定することができます。
ASA の HTTP サーバへのアクセスを有効にするコマンドは、http IP_address subnet_mask
interface_name です。ここで、各パラメータはサーバへのアクセスが許可された IP アドレス
またはネットワーク アドレス、そのサブネット マスク、および ASA インターフェイスであ
り、そのインターフェイスを介してアクセスが許可されます。 http 0.0.0.0 0.0.0.0 management
を指定して、管理インターフェイスを介したすべてのホストからの接続を許可し、ユーザ名
およびパスワードを使用して HTTP サーバへのアクセスを保護することができます。
http コマンドは、次の設定ではデフォルト設定に組み込まれています。 必要に応じて、設定
を調整します。
◦ ASA 5510 以降：http 192.168.1.0 255.255.255.0 management
Management 0/0 インターフェイスには、IP アドレス 192.168.1.1 が設定されます。 デフォ
ルト設定では、192.168.1.0/24 ネットワークは管理ネットワークです。
ヒント
• 上記に加えて、ASA がシングル コンテキスト ルーテッド モードまたはトランスペアレント
モードで設定されていることを確認する必要があります。 mode single コマンドはシングル
コンテキスト モードを設定しますが、設定には表示されません。show mode コマンドを使用
してファイアウォール モードを確認できます。 デフォルトの ASA 設定はシングル コンテキ
スト ルーテッド モードです。
• 通常、特権 EXEC モード用のイネーブル パスワードも作成します。 また、デバイスにログ
インするためのユーザ アカウントを作成することもできます。 ユーザ アカウントを作成し
てログインを制御する場合、そのアカウントに権限レベル 15 を割り当てます。
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デバイス検出の概要
デバイスを PRSM マルチ デバイス モードのインベントリに追加すると、デバイスに現在設定され
ているポリシーと設定が PRSM データベースに追加され、デバイスは PRSM サーバによって管理
されていると見なされます。 デバイスの設定を変更するには、PRSM 内で変更を行い、変更をデ
バイスに展開します。検出された各デバイスは、最初に一意のデバイスグループに割り当てられ
ます。このグループは、検出プロセスの中で作成されます。
検出の間に、検出されたオブジェクトと PRSM データベースにすでに存在するオブジェクトに名
前の競合があると、検出されたオブジェクトに任意のサフィックスを付けるように要求されます。
このため、すべての一意のオブジェクトが検出されますが、名前が変更されることがあります。
検出されたオブジェクトが、データベース内で同じ名前が付けられたオブジェクトと同じもので
ある場合、そのデータベースオブジェクトが単に再利用されます。システム定義されたオブジェ
クトは常に同一であるため、検出されることはありません。
次に説明するように、デバイス タイプに基づいて異なるデバイス検出の制限事項について理解す
ることが重要です。
ASA デバイス
PRSM がサポートするポリシーとその設定だけが検出されます。 他のデバイス ポリシーまたは設
定を変更する必要がある場合は、ASA CLI を使用するか、ASDM などの別の管理アプリケーショ
ンを使用します。 ただし、PRSM によって現在管理されているポリシーまたは設定を自らも所有
していると認識している管理アプリケーションは使用しないでください。 たとえば、PRSM と
Cisco Security Manager の両方を使用して、ASA syslog サーバ設定を管理しようとしないでくださ
い。
検出されたポリシーと設定の処理は、それらが管理対象であるかどうかによって異なります。
• 管理対象の場合：管理対象ポリシーまたは設定を変更して、変更を保存すると、変更は ASA
に展開されます。 管理対象ポリシーと設定には、トラフィック リダイレクション ポリシー、
syslog サーバ、およびロギング設定が含まれます。
• 非管理対象の場合：非管理対象ポリシーまたは設定は検出されますが、ASA に戻されて展開
されることはありません。 つまり、検出は一方向で行われます。設定を一度取り込みます
が、それ以降は、PRSM はポリシーまたは設定への変更を認識しません。 検出されても管理
されない設定には、インターフェイス リスト、ネットワーク、ネットワーク グループ、サー
ビス、およびサービス グループ オブジェクトなどがあります。 インターフェイスを編集す
ることはできませんが、検出後にオブジェクトを編集することはできます。 ただし、編集内
容を ASA 設定に反映する必要がある場合は、ASA CLI または ASDM を使用して変更を繰り
返す必要があります。
CX デバイス
すべてのポリシーとポリシー オブジェクトが検出されますが、他の設定の検出は制限されている
か、サポートされません。 次に、それぞれのポリシー以外の設定についての詳細を説明します。
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• ディレクトリ レルム：Active Directory（AD）のレルムは AD のレルムが PRSM マルチ デバ
イス モードで定義されていない場合にだけインポートされます。 AD レルムが CX デバイス
と PRSM サーバの両方で定義され、それらが同一でない場合は、CX デバイスをインベント
リに追加できません。 サーバまたはデバイスから AD レルムを削除するか、定義を同一にす
る必要があります。 異なる AD レルムがどうしても必要な場合は、この PRSM サーバを使用
してデバイスを管理することができないため、別の PRSM サーバが必要になります。

（注）

LDAP ディレクトリ レルムはインポートされます。すでに PRSM データベー
スに定義されているレルムと名前の競合がある場合、サフィックスを指定す
るよう求められます。

• 復号化設定：復号化ポリシーを定義するには、復号化ポリシーをイネーブルにする必要があ
ります。 復号化ポリシーがデバイスと PRSM マルチ デバイス モード でイネーブルになって
いるかどうかによって、インポート中の動作は異なります。
• デバイス上で復号化がイネーブルになっていない場合、デバイスのインポートは許可さ
れ、変更を保存するときに、PRSM マルチ デバイス モードに定義された設定（証明書
など）はデバイスに展開されます。
• デバイスでは復号化がイネーブルになっているが、PRSM マルチ デバイス モードでは
ディセーブルになっている場合、復号化は PRSM マルチ デバイス モードでイネーブル
になり、デバイスの復号化ポリシーと証明書がインポートされます。
• デバイスとサーバの両方で復号化がイネーブルになっている場合、証明書と証明書設定
は同一にする必要があります。同一ではない場合、デバイスの追加は行えません。 デバ
イスにログインして、PRSM マルチ デバイス モードの設定と同じように設定して、も
う一度インポートします。
• ライセンス：有効なライセンスがインポートされます。 無効なライセンス、または PRSM
データベースにすでに存在するものと同じライセンスは、PRSM データベースでコピーと置
き換えられます。 評価ライセンスはインポートされません。
インポートするすべてのデバイスに関して、PRSM サーバに十分なライセンスがすでにある
必要があります。 たとえば、インポートされたデバイスに、アプリケーション、URL フィ
ルタリング、または Web レピュテーションを使用するポリシーが含まれている場合、それら
の機能について使用可能なライセンスが十分に存在する必要があります。 ライセンスが存在
しない場合、ライセンスを PRSM サーバに追加するまで、デバイスをインポートできませ
ん。
• PRSM ログ設定：これらは検出され、デバイス構成に含まれます。 PRSM マルチ デバイス
モードログ設定は変更されません。このログ設定は、他と異なると見なされています。
• ユーザ：ユーザはインポートされません。 既存のユーザが削除されることはなく、ユーザが
サーバからインポートされることもありません。 ただし、admin ユーザ以外のすべての既存
ユーザは、管理対象デバイスにログインできなくなります。 admin ユーザのパスワードは変
更されません。
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（注）

CX デバイスを管理するために、PRSM マルチ デバイス モード を使用してい
る場合は、CX デバイスで管理ユーザのパスワードを変更しないでください。
パスワードを変更すると、PRSM はデバイスと通信できなくなります。 PRSM
インベントリからデバイスを削除し、それを追加し直して新しい管理パスワー
ドで PRSM を更新する必要があります。

• バックアップ スケジュール：バックアップ スケジュールは、PRSM サーバがデバイス設定の
真の送信元を保持しているため、インベントリにデバイスを追加するときに削除されます。
それでもデバイス設定をバックアップする場合は、CLI を使用できます。
• 次の設定は、インポートされません。 検出の後、変更を保存すると、設定は PRSM サーバに
定義されている設定に置き換えられます。 デバイスをインポートする前に、これらの設定が
どのように変更されるかについて、問題がないことを確認してください。
• AD エージェント
• 認証設定
• シグネチャの更新設定（頻度とプロキシの設定）
• パケット キャプチャ設定

アウトオブバンド変更の処理
アウトオブバンド変更とは、PRSM の制御外で生じる、管理対象 ASA デバイスの設定に対する変
更です。 これらの変更は、CLI や、ASDM などの他の管理アプリケーションから行われる可能性
があります。 PRSM は、PRSM で設定できる機能またはコマンドに対する変更である場合にのみ、
変更がアウトオブバンドであると見なします。つまり、非管理対象機能に対する変更の場合、ア
ウトオブバンド変更とは見なされません。
アウトオブバンド変更が認識されることはありません。 インベントリに追加した時点でのデバイ
スの構成が、PRSM でのデバイス構成の基準になります。 つまり、
• syslog サーバなどの管理対象設定を変更しても変更は認識されず、次に PRSM の設定を変更
して、変更を展開したときに、上書きされる可能性があります。
• インターフェイスの追加、削除、または名前変更など、インターフェイスに対する変更は認
識されません。 このため、トラフィックのリダイレクションや syslog サーバなどのインター
フェイス名を含む設定は、変更内容を反映したものになりません。 たとえば、デバイスが管
理対象になってから追加されたインターフェイスを選択することはできません。 そのイン
ターフェイス名を入力しても、PRSM はそれがデバイス上に存在することを認識せず、設定
を展開しません。
• ネットワーク オブジェクト、サービス オブジェクト、およびグループへの変更は認識され
ず、これらのオブジェクトの追加または削除も認識されません。 ASA オブジェクトを ASA
CX ポリシーで使用した場合、ASA 検出でのオブジェクトの内容は変化しません。 ただし、
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ASA からオブジェクトを削除しても、ASA CX の設定は現在実行されている ASA 設定と関
連付けられていないため、ASA CX ポリシーは影響を受けず、正常に機能します。

デバイス インベントリの管理
デバイスインベントリとは、管理しているデバイスの簡単なリストです。各デバイスにログイン
するための資格情報が正しいことを確認する必要があります。正しくない場合、PRSM はデバイ
スを管理できません。

デバイス インベントリの概要
現在の管理対象デバイスのリストを表示できます。 このリストから、デバイスを追加し、そのほ
かの基本のインベントリ管理タスクを実行できます。
デバイスごとに、インベントリ リストにデバイス名（PRSM でデバイスを参照する名前で、必ず
しもホスト名ではありません）、説明、動作モード（ルーテッドまたはトランスペアレント）、
管理 IP アドレス、デバイス タイプ、ソフトウェア バージョン、デバイスのシリアル番号、コン
フィギュレーション コミット バージョン、デバイスが属するデバイス グループなど、デバイス
情報の要約が表示されます。

ヒント

右端に警告アイコンがある場合は、アイコンをマウスでポイントすると、デバイスの現在のス
テータスに関する情報が表示されます。 このステータスには、進行中の検出など、現在の状
況が示されたり（デバイスを最初に追加した場合）、注意する必要のあるエラー状態が示され
る場合があります。 アラートの詳細については、デバイス アラートの解決, （170 ページ）を
参照してください。
デバイス インベントリを表示するには、[Device] > [Devices] を選択します。
デバイス インベントリには、次の項目が含まれています。
• [Filter]：リストをフィルタリングして、デバイスを見つけやすくすることができます。 1 つ
以上の文字列を入力し、[Filter] をクリックすると、文字列のうち少なくとも 1 つを含むデバ
イスだけが表示されます。 文字列がデバイス名の先頭に一致している必要はありません。
フィルタを削除するには、ボックスから削除し、[Filter] をクリックします。
• [I want to]：次のコマンドが含まれています。
• [Add New Device]：インベントリにデバイスを追加し、その設定を検出します。 ASA
CX SSP を追加するには、それを含む ASA デバイスを追加します。 ASA および ASA CX
デバイスの追加, （99 ページ）を参照してください。
• [List of devices]：現在インベントリにあるデバイス。 ASA CX SSP は、それを含む ASA の子
であると見なされます。
デバイスに関連するコマンドを表示するには、コンポーネント モジュールの行など、デバイ
スの行の上にマウスを置きます。 使用可能なコマンドは次のとおりです。
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• [Delete Device]：デバイスと、それに含まれているモジュールを削除します。 デバイス
の削除, （102 ページ）を参照してください。
• [Refresh Certificate]：デバイスに関連付けられている SSL 証明書を更新します。 証明書
は、デバイスとの通信に使用されます。 デバイス証明書の更新, （101 ページ）を参照
してください。
• [Device Configuration]：デバイスの設定を表示または変更します。 デバイス構成の使用,
（102 ページ）を参照してください。

ASA および ASA CX デバイスの追加
ASA デバイスまたは ASA CX SSP を管理するには、それをデバイス インベントリに追加する必要
があります。
ASA をインベントリに追加すると、デバイスに含まれている ASA CX SSP の設定として、そのデ
バイスの設定が検出されます。 ASA CX SSP ディレクトリは追加しません。
デバイスは、次の一般的な要件を満たす必要があります。詳細については、サポートされるデバ
イスとソフトウェア バージョン, （6 ページ）を参照してください。
• ASA デバイス：コンテキスト モード、ルーテッドまたはトランスペアレント モード。 デバ
イスで HTTP サーバをイネーブルにする必要があります（デフォルトでイネーブルになりま
す）。
• ASA CX：すべての設定がサポートされます。

はじめる前に
PRSM マルチ デバイス モードでは、保留中の変更をすべて保存するか破棄する必要があります。
メニュー バーに [Changes Pending] リンクが表示されている場合は、それをクリックして、リスト
されている変更の処理方法を決定します。

手順
ステップ 1

[Device] > [Devices] を選択してインベントリ リストを開きます。

ステップ 2

[I want to] > [Add New Device] を選択します。

ステップ 3

次の情報を入力して、ASA デバイスの通信プロパティを定義します。
• [Hardware Type]：デバイス タイプを表示します。 ASA を追加する必要があります。ASA CX
を直接追加することはできません。
• [Device Name]：デバイスが PRSM のセレクタに表示されるときの名前。通常、デバイスのホ
スト名と同じです。
• [Description]：デバイスの説明（任意）。
• [IP Address]：内部 HTTP サーバへのアクセスを許可する管理インターフェイスまたは別のイ
ンターフェイスの IP アドレス。
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• [Port]：内部 HTTP サーバへの HTTPS アクセスに使用されるポート番号。 デフォルトは 443
です。
• [Username]、[Password]：デバイスにログインするためのユーザ名とそのユーザのパスワー
ド。
ASA デバイスの場合、ユーザは権限レベル 15 が必要です。 デバイスがその設定のみにイ
ネーブル パスワードを必要としている場合、[Username] フィールドおよび [Password] フィー
ルドをブランクのままにできます。
ステップ 4

[Discover] をクリックして、デバイス設定の検出を開始します。
デバイスには、提供された資格情報を使用して接続されます。 接続が正常に行われると、デバイ
スから取得された証明書が表示されます。

ステップ 5

証明書を表示して確認した後、[Accept] をクリックします。
デバイスのモジュールが分析されます。

ステップ 6

ASA に ASA CX SSP が含まれている場合、通信プロパティの入力が要求されます。
このプロパティについては、上記に説明があります。 ASA CX のプロパティを入力するときは、
次の点に注意します。
• admin ユーザ名とパスワードが必要です。 admin は、デバイスの検出が許可される唯一の
ユーザ名です。
ヒント

インベントリに追加した後、デバイスで admin パスワードを変更しないでくださ
い。変更すると、デバイスとの通信が失敗します。 インベントリからデバイスを
削除し、それをもう一度追加して、新しいパスワードを使用する必要があります。

• ポート番号は 443 のままにします。
• デバイス名を変更することはできませんが、デフォルトの説明は変更できます。
• IP アドレスが親 ASA から検出されます。 IPv4 と IPv6 の両方の管理アドレスを設定した場
合、IPv4 のほうが使用されます。 必要に応じて、グローバル IPv6 アドレスに置き換えるこ
とができます。
• PRSM サーバとデバイスの間に NAT 境界がある場合、検出されるアドレスはデバイスの実際
の IP アドレスであることに注意してください。 検出を成功させるために、NAT アドレスに
変更する必要があります。
ステップ 7

[Discover] をクリックして、デバイス設定の検出を開始します。
デバイスには、提供された資格情報を使用して接続されます。 接続が正常に行われると、デバイ
スから取得された証明書が表示されます。

ステップ 8

証明書を表示して確認した後、[Accept] をクリックします。
設定を実行しているデバイスが分析され、アプリケーションに接続されます。
ヒント

少し待ちます。 デバイス検出には時間がかかる場合があります。また、検出の完了に
要する時間は、デバイス設定の規模に応じて増加します。 検出が完了したときに、検
出された項目と、データベースにすでに定義されている同等の項目の間に名前の競合が
ある場合は、その処理方法を尋ねられます。
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ステップ 9

名前に競合がある場合の処理方法を決定します。
検出された設定の項目が、データベースにすでに存在する項目と同じ名前の場合、項目の内容が
同一であれば、データベースの項目が使用され、検出された項目は置き換えられます。 たとえ
ば、2 つのネットワーク オブジェクトの名前が同じで、同じアドレスを定義している場合、名前
が競合しているとは見なされません。
名前の競合は、同じ名前の項目の内容が異なる場合に発生します。たとえば、同じ名前の 2 つの
ネットワークオブジェクトに異なるアドレスが含まれている場合などです。このタイプのすべて
の競合は、名前競合のテーブルにリスト表示されます。
競合を解決して、デバイスのインポートを完了するには、競合するすべての名前に追加するサ
フィックスを定義する必要があります。 デフォルトでは、検出されたデバイスのデバイス名が使
用されますが、名前が一意になるのであれば、どのようなサフィックスでも使用できます。 サ
フィックスを変更する場合は、[Preview] をクリックして更新された提案名を確認します。
選択したサフィックスに問題がなければ、[Rename] をクリックします。 この方法でオブジェクト
の名前を変更しない場合は、[Cancel] をクリックしてデバイスのインポートを中止します。 名前
変更の手順を踏まずにデバイスをインポートするには、データベースまたはデバイスでオブジェ
クトの名前を変更する必要があります。

ステップ 10

[Commit] をクリックして、インポートを完了します。
インポートを完了し、ASA CX を管理対象モードにするには、変更を保存する必要があります。
保存後、ASA CX SSP はインベントリに追加され、管理対象モードになります。
ASA デバイスの場合、サポートされるすべてのデバイス コンフィギュレーション コマンドまた
はポリシーはデータベースに追加され、PRSM マルチ デバイス モードを使用した変更に使用でき
ます。 その他のツールや技術を使用して、設定の検出された部分を変更しないでください。
一意のデバイス グループが ASA 用に作成されます。 他のデバイスと共有されているポリシーで
インポートされたポリシーを置き換える場合、別のデバイス グループにデバイスを移動できま
す。 また、他のデバイスを新しいデバイス グループに追加することもできます。

ステップ 11

ASA から ASA CX SSP へのトラフィック リダイレクションが現在オンになっていない場合、その
状況が通知されます。 [Go to Device Group] をクリックして、リダイレクションをイネーブルに設
定できるようにリダイレクション ポリシーを取得します。
リダイレクション設定をすぐに編集しない場合は、[Close] をクリックします。 [Close] をクリック
してもインポートはキャンセルされません。デバイスのインポート中にリダイレクション ポリ
シーを変更する必要はありません。

デバイス証明書の更新
デバイスで新しい証明書を生成するか、PRSM とデバイスの間の通信に何らかの問題がある場合
は、デバイスに関連付けられている SSL 証明書の更新が必要になることがあります。 CX デバイ
スの証明書を更新すると、PRSM サーバ証明書も CX デバイスで更新されます。
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（注）

ASA で自己署名証明書を使用している場合は、ASA がリブートするたびに新しい証明書が生
成されるため、PRSM で証明書を更新する必要があります。

手順
ステップ 1

[Device] > [Devices] を選択してインベントリ リストを開きます。

ステップ 2

デバイスの上にマウスを置き、[Refresh Certificate] をクリックします。

ステップ 3

デバイスから証明書が取得され、表示されます。 証明書が正しい場合は、[Accept] をクリックし
て保存します。

デバイス構成の使用
デバイス構成とは、ASA デバイスでのロギング設定や syslog サーバ設定など、ファイアウォール
ポリシーに直接関連しない設定です。デバイス構成は、デバイスのインベントリページを使用し
て編集します。

手順
ステップ 1

[Device] > [Devices] を選択してインベントリ リストを開きます。

ステップ 2

デバイスの上にマウスを置き、[Device Configuration] をクリックします。
さまざまな設定がリスト表示されたパネルが開きます。 パネルには関連する設定がグループ化さ
れて表示され、パネルは開いたり、閉じたりできます。
設定を変更するには、設定名をクリックしてページを開き、そのページで変更を行います。 特定
の設定グループの詳細情報を確認するには、設定ページにある [Help] リンクをクリックします。

デバイスの削除
PRSM でデバイスを管理する必要がなくなった場合、インベントリからそのデバイスを削除でき
ます。 デバイスを削除してもデバイス構成はまったく変更されません。現在の設定と割り当てら
れているライセンスを使用して、デバイスは機能し続けます。
また、インベントリにデバイスを追加したときに作成された項目もまったく削除されません。 た
とえば、検出されたポリシー、ポリシー セット、ポリシー オブジェクト、ディレクトリ レルム、
およびライセンスはデータベースに残ります。 デバイスがインベントリに残っていた期間が、
ダッシュボードの時間範囲内に含まれているかどうかに応じて、そのデバイスのダッシュボード
データも保持され、ダッシュボードに表示されます。 ただし、インベントリにデバイスを追加し
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たときに作成されたデバイス グループは、名前を変更するか、他のデバイスをグループに追加し
なかった場合は、削除されます。
ASA CX SSP を含む ASA を削除すると、ASA CX SSP は非管理対象モードになります。 これで、
別の PRSM サーバに追加したり、Web インターフェイスから直接管理できるようになります。

はじめる前に
デバイスを削除するには、保留中の変更を保存する必要があります。

手順
ステップ 1

[Device] > [Devices] を選択してインベントリ リストを開きます。

ステップ 2

デバイスの上にマウスを置き、[Delete Device] をクリックします。
削除の確認が求められます。
ヒント

何らかの理由で CX デバイスとの通信が失敗すると、システムはそれを非管理対象モー
ドにできなくなる場合があります。 その場合は、CX デバイスのホーム ページにログイ
ンしてリンクをクリックし、シングル デバイス モードに切り替えます。

デバイス通信のトラブルシューティング
PRSM がデバイスと通信するときは常に、正常な通信を妨げる問題が発生する可能性があります。
デバイスに変更を保存する場合や、ダッシュボード内に表示するためにモニタリング データが収
集される場合、設定の検出中に通信が必要です。 ネットワーク概要ダッシュボードまたはデバイ
スインベントリリストに、通信に関連する警告が表示されることがあります。また、デバイスを
追加したり、それらに展開するときにエラー メッセージが表示されることもあります。
次に、一般的な通信エラーの例を示します。
• サポート対象外のデバイス：サポートされないタイプまたはオペレーティング システムの
バージョンのデバイスを追加した可能性があります。
デバイス ディレクトリにログインして、デバイス タイプとオペレーティング システムのバー
ジョンを確認します。 正しいデバイスの IP アドレスを入力したことを確認します。
このエラーは、通常、デバイスを追加しようとすると発生します。 また、サポートされてい
るデバイスからサポート対象外のデバイスに IP アドレスを割り当て直すと、エラーが表示さ
れることがあります。 この場合は、インベントリからデバイスを削除します。
• ユーザの認証エラー、無効なユーザ名、パスワード：デバイスにログインするためのユーザ
名またはパスワードがデバイスで拒否されました。
インベントリにデバイスを追加するときにこのエラーが発生した場合は、ユーザ名とパス
ワードを修正します。 デバイスに直接ログインして（たとえば、SSH を使用）、ユーザ名/
パスワードが機能することを確認します。
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デバイスを追加して、それを正常に管理していてもこれが起こる場合は、デバイスを追加し
たときに指定したユーザのパスワードが変更されている可能性があります。 パスワード（ま
たはユーザ名）は変更できません。 インベントリからデバイスを削除し、それをもう一度追
加して、ユーザ名とパスワードを更新します。
ASA では、ユーザ パスワードがない場合、HTTP サーバのデフォルト パスワードとしてイ
ネーブル パスワードが使用されます。
• 証明書が無効、証明書が期限切れ、証明書の更新が必要、HTTPS（SSL）エラー、SSL とネ
ゴシエーションできない、通信エラー：保護された SSL（HTTPS）通信を確立できませんで
した。 デバイスの通信には、常に SSL が使用されます。
デバイスを追加するときにこれが発生した場合は、まず、デバイスとの SSL 通信に使用され
るポート番号が正しく指定されていることと、ASA で HTTP サーバがイネーブルになってい
ることを確認します。
問題が無効な証明書である場合、証明書が期限切れとなっているか、証明書の有効期間の開
始日が PRSM サーバの現在時刻と比較して未来の時間になっているかのいずれかです。 証明
書が期限切れの場合は、デバイスにログインして新しい証明書を生成します。 問題が時刻に
関連している場合は、時刻が不正確になっているシステムで時刻設定を修正します。 サーバ
で管理するすべてのシステムに対して、NTPを使用し、同じタイムゾーンを設定することを
検討してください。
問題が古い証明書である場合、または証明書を更新する必要があるというメッセージが表示
された場合は、[Device] > [Devices] を選択し、デバイスの上にマウスを置き、[Refresh Certificate]
を選択して新しい証明書を取得します。
問題が証明書でない場合は、HTTP サーバが ASA でイネーブルになっていることと、デバイ
スをインベントリに追加後に SSL ポートを変更していないことを確認してください。 SSL の
ポートを変更した場合、インベントリに指定された番号に変更し直すことができます。そう
しない場合は、インベントリからデバイスを削除して、新しいポート番号を使用して追加し
直す必要があります。
さらに、システム間に時刻の不一致がある場合に、SSL 通信が失敗する可能性があります。
たとえば、デバイス証明書の有効期間が、サーバの現在時刻から外れている場合などです。
ベスト プラクティスは、すべてのシステムに NTP を使用して、時刻を確実に同期すること
です。
• PRSM 証明書が無効：このエラーは、PRSM サーバ自体の証明書に問題があることを意味し
ています。 デバイスの検出と展開は、問題を修正するまで機能しません。 証明書が期限切
れになっているか、サーバと管理対象デバイスの時刻設定の間に時間のずれがある可能性が
あります。 時刻設定が正しく行われていることを確認し、新しいサーバ証明書を取得しま
す。 証明書をアップロードするには、[Administration] > [Server Certificates] を選択します。
• デバイスが応答しない、ホストに接続できない、デバイスを使用できない、展開のタイムア
ウト、通信エラー：サーバとデバイスの間にルートがない可能性があります。 また、デバイ
ス設定でデバイスの IP アドレスまたはホスト名を変更したか、SSL 通信のポート番号を変更
した可能性もあります。 さらに、デバイス間のトラフィックを拒否するファイアウォール
ルールがある場合があります。
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ヒント

同じ PRSM サーバで同じデフォルト以外の名前を持つ 2 台の CX デバイスを
管理することはできません。 同じ名前のデバイスでは、証明書のサブジェク
トが同じであるため、証明書の検証エラーが原因で検出がタイムアウトする
ことがあります。 デフォルトを使用しない場合は、各 CX デバイスで一意の
名前を使用する必要があります。

ネットワーク接続を確認します。 問題はデバイスとサーバ間のネットワーク接続にありま
す。デバイスとサーバが互いに接続できない場合でも、ワークステーションからデバイスと
サーバの両方に接続できることがあります。 両方のシステムの CLI にログインし、ping ま
たは traceroute を使用して接続を確認します。
ルートがある場合は、HTTP サーバが ASA でイネーブルになっていることを確認します。
デバイスとサーバの間にルートがあり、IP アドレス、ホスト名、または SSL ポート番号を変
更した場合は、インベントリからデバイスを削除し、新しいアドレス情報を指定して、それ
を追加し直す必要があります。
これらの対応で問題が解決しない場合は、PRSM とデバイスの間のパスで、すべてのファイ
アウォール対応ネットワーク デバイスのアクセス ルールをチェックします。CX デバイスの
場合、そのデバイスが存在するデバイスが含まれます。 既存のルールがポート 443 の HTTPS
トラフィックをホスト間で転送することを許可していることを確認してください。PRSM が
発信元のルールと、利用できないデバイスが発信元の、2 つの許可ルールが必要です。 443
以外の HTTPS ポートを設定した場合、設定したポートを許可する必要があります。 ネット
ワーク パス上のすべてのホップに通信を許可する必須のアクセス ルールがあることを確認
します。
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ポリシーの管理
ポリシーとは、ネットワークのセキュリティ特性および要件を定義するものであり、たとえば、
ネットワークにアクセスできる人、使用できるアプリケーション、アクセスできる Web サイト
などについてのルールを定義します。 ポリシーにより、組織のネットワーク セキュリティ ポリ
シーを実装します。
複数のデバイスを管理するか、それとも CX デバイスを 1 つ直接設定するかによって、ポリシー
は多数のデバイス間で共有することも、単一のデバイスにローカルなものにすることもできま
す。
ここでは、ポリシーの基本事項についてより詳細に説明します。
• ポリシーの概念, 107 ページ
• ポリシーの概要, 109 ページ
• ローカル ポリシーまたは共有ポリシーの設定, 112 ページ

ポリシーの概念
次の図およびその下のリストで、PRSM のポリシー管理で使用する用語について説明します。 ファ
イアウォール ポリシーを効果的に設計するためには、これらの概念を理解する必要があります。
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これらの概念はシングル デバイス モードおよびマルチ デバイス モードの両方に当てはまります
が、シングル デバイス モードでは意識する必要がない項目もあります。
図 10：ポリシーの概念と関連事項

• ポリシー：ファイアウォール セキュリティ ポリシーの一部の側面を定義した単一のルール。
たとえば、ギャンブル Web サイトへのアクセスを拒否したり、ユーザに認証を要求したりし
ます。 CX デバイスには、アクセス ポリシー、アイデンティティ ポリシー、復号化ポリシー
といった多様なタイプのポリシーがあり、それぞれが特定のタイプのサービスを提供しま
す。

（注）

デバイス構成に含まれるすべての設定がポリシーと見なされるわけではあり
ません。 「ポリシー」という用語はファイアウォールのルールに対して使用
されます。 インターフェイス設定やロギング設定などの他の設定は、デバイ
ス構成設定と見なされます。 PRSM マルチ デバイス モードを使用している場
合、グループ内のデバイス間でポリシーを共有することはできますが、すべ
てのデバイス構成設定はデバイスごとに固有であり、別々に設定する必要が
あります。

• ポリシー セット：ポリシーの順序付きリスト。 すべてのポリシーは、1 つのポリシー セッ
トのメンバです。 シングル デバイス モードでは、ポリシー セットはポリシー タイプごとに
1 つ存在します。 マルチ デバイス モードでは、複数のポリシー セットを作成して多様なセ
キュリティ ポリシーを定義し、デバイス グループを使用してポリシー セットをデバイスに
割り当てることができます。
• ポリシー オブジェクト：ポリシー内で使用できる特性の定義。 たとえば、URL オブジェク
トは、アクセス ポリシー内でアクセスを制御する URL カテゴリを定義するときに使用しま
す。 ポリシー オブジェクトは独立したエンティティであるため、複数のポリシー内で再利
用可能です。 マルチ デバイス モードでは、デバイスに設定されたポリシーでオブジェクト
が使用されている場合にのみ、デバイス上にオブジェクトが設定されます。
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• デバイス グループ：PRSM マルチ デバイス モードを使用している場合にポリシー セットを
デバイスにマップするコンテナ。 シングル デバイス モードでは、デバイス グループは 1 つ
存在しますが、ユーザが意識する必要はありません。 マルチ デバイス モードで、デバイス
グループとは、ネットワーク上で同じ役割を担っている 1 組のデバイス間で同じセキュリ
ティ ポリシーを共有するために使用する方法です。 ポリシー セット、およびセット内のポ
リシーで使用されているポリシー オブジェクトは、グループに割り当てられた全デバイス上
に設定されます。
• 共有ポリシーまたはローカル ポリシー：全体的に見ると、ポリシー セット、ポリシー、お
よびポリシー オブジェクトの組み合わせによってセキュリティ ポリシーが定義され、これ
は、マルチ デバイス モードの場合はデバイス グループを介してデバイス間で共有されます。
また、CX デバイスをシングル デバイス モードに設定している場合は単一のデバイスでロー
カルに使用されます。 構造的には、共有ポリシーとローカル ポリシーに違いはありません。
簡単に言うと、たとえデバイス グループにデバイスを 1 つしか割り当てていなくても、マル
チ デバイス モードで定義したセキュリティ ポリシーはすべて共有ポリシーであり、CX デバ
イスを直接設定している場合に作成したポリシーはすべてローカル ポリシーです。

ポリシーの概要
ポリシーとは、ネットワークのセキュリティ特性および要件を定義するものであり、たとえば、
ネットワークにアクセスできる人、使用できるアプリケーション、アクセスできる Web サイトな
どについてのルールを定義します。 ポリシーにより、組織のネットワーク セキュリティ ポリシー
を実装します。
複数のデバイスを管理するか、それとも CX デバイスを 1 つ直接設定するかによって、ポリシー
は多数のデバイス間で共有することも、単一のデバイスにローカルなものにすることもできます。
ポリシーは、ポリシー セットにグループ化されます。 1 つのポリシー セットで、ネットワークの
アクセス要件やユーザ認証要件といった、ある特定のタイプの動作を制御します。 各ポリシー
セットは、その選択した動作のポリシーを、セットの適用対象の全デバイスに対して定義するた
めの単位です。ポリシーセットの評価は、最初の一致で行われます。着信トラフィックは、上か
ら下の順にセット内の各ポリシーの一致基準と比較され、トラフィック一致基準が満たされた最
初のポリシーによって、そのトラフィックに適用されるセキュリティポリシーが決まります。し
たがって、ポリシー セット内の順番は非常に重要です。

ヒント

すべてのトラフィック フローに対して、デバイスに適用されているすべてのポリシー セット
との照合が行われます。 ただし、あるトラフィック フローへのアクセスを拒否している場合、
他のポリシー セットのポリシーが適用されない可能性があります。 たとえば、アイデンティ
ティ ポリシー セットによって認証を必須としているが、アクセス ポリシーによってトラフィッ
ク フローを拒否している場合、ユーザは、認証を求めるプロンプトを受け取ることなくアク
セスを拒否されます。
ポリシーおよびポリシー セットの作成、編集、削除、管理を行う [Policy] ページを開くには、
[Policies] > [Policies] を選択します。
[Policies] ページには、次の項目が含まれています。
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• [Filter]：ビューをフィルタリングして、ポリシーを見つけやすくすることができます。 1 つ
以上の文字列を入力し、[Filter] をクリックすると、文字列のうち 1 つを含むポリシーだけが
表示されます。 入力する文字列は、一致と見なされるポリシーのポリシー名の中にあって
も、タイプの中にあってもかまいません。 つまり、文字列がポリシー名の先頭に一致してい
る必要はありません。
フィルタを削除するには、ボックスから削除し、[Filter] をクリックします。
• [I want to]：（マルチ デバイス モードのみ）次のコマンドが入っています。
• [Add CX Policy Set]：CX ポリシーに新規ポリシー セットを追加します。 ポリシー セッ
トの名前、説明、およびポリシー タイプの入力を求めるプロンプトが表示されます。

（注）

CX デバイスをシングル デバイス モードに設定する場合、ポリシー セットは
事前に定義されています。 追加も削除もできません。

• [List of policy sets and their policies]：すべてのポリシー セットおよびポリシーが、ポリシー
セット別に分類されて 1 つのリストに表示されます。 すべてのポリシーは、1 つのポリシー
セットに入ります。
ポリシー セットごとに、ポリシー セット名、ポリシー セットを使用するデバイス グルー
プ、ポリシー セットのタイプ、およびポリシー セットに含まれているポリシーの数が表示
されます。
[Features Enabled] アイコンは、ライセンス付き機能を使用するタイプのポリシー セットの場
合に、イネーブルになっている機能を示します。 アイコンにマウスを重ねると、機能のタイ
プが表示されます。 このアイコンが赤い場合は、その機能のライセンスが期限日に近づいて
いるか、またはすでに期限が切れたことを意味します。その場合は、ライセンスの更新方法
を調べる必要があります。 セットに含まれている個々のポリシーの警告アイコンを見つけ
て、機能が使用されている場所を調べてください。 警告アイコンの上にマウスを置くと、期
限までの残りの日数や、猶予期間かどうかといったことを含めて、ライセンスの状態が表示
されます。
次のポリシー タイプのポリシー セットを作成できます。
• アクセス（CX）：ネットワークへのアクセスが制御されます。
セットに含まれているアクセス ポリシーごとに、セット内でそのポリシーの順序の番
号、トラフィック一致基準を定義する送信元、宛先、サービス、およびアプリケーショ
ンの要約、ならびに適用されるアクション（許可、条件付き許可、または拒否）が表示
されます。
• アイデンティティ（CX）：ユーザ認証が必要かどうかを指定します。 認証の目的は、
トラフィック フローに関与しているユーザを判定して、アイデンティティ ベースのア
クセス ポリシーをトラフィック フローに適用できるようにすることです。
セットに含まれているアイデンティティ ポリシーごとに、そのポリシーのセット内での
番号、トラフィック一致基準を定義する送信元、宛先、およびサービスの要約、ならび
に適用されるアクション（認証不要、AD エージェント使用、AD エージェントまたは
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アクティブ認証の使用、アクティブ認証、または条件付きアクティブ認証（特定のユー
ザ エージェント以外の認証を必須とする））が表示されます。 レルムおよび認証タイ
プも表示されます。
• 復号化（CX）：SSL/TLS の復号化されたトラフィック フローの処理方法を指定します。
HTTPS トラフィック フローの復号化により、検査されたトラフィック フローの内容、
たとえば、アプリケーション、URL カテゴリ、Web レピュテーションなどに基づいて
アクセス ポリシーを適用することが可能になります。
セット内の各復号化ポリシーは、セット内にあるポリシーの番号付きの順序、トラフィッ
ク一致基準を定義する送信元、宛先およびサービスの要約、適用されるアクション（悪
意のあるものを復号化、常に検査のために復号化、または復号化しない）を示します。

（注）

[Pending Commit] アイコンが右側に表示されている場合、そのポリシーはまだ
設定データベースに保存されていません。

ポリシー セットまたはポリシーに関連するコマンドを表示するには、ポリシー セットのヘッ
ダーまたはポリシーの行にマウスを置きます。 使用可能なコマンドは次のとおりです。
• ポリシー セットのコマンド：
• [Add New Policy]：ポリシー セットに新規ポリシーを追加します。 ポリシーは、
セットの一番上に最初のエントリとして追加されます。 ポリシーを作成したら、
変更をコミットする前にそのポリシーを目的の位置に移動します。 または、新規
ポリシーを上に挿入したいポリシーの上にマウスを置き、[Add Above] をクリック
します。
• [Edit Policy Set]：（マルチ デバイス モードのみ）ポリシー セットのプロパティを
編集します。 セットに含まれているポリシーのタイプを変更することはできませ
ん。
• [Duplicate Policy Set]：（マルチ デバイス モードのみ）ポリシー セットのコピーを
作成します。
• [Delete Policy Set]：（マルチ デバイス モードのみ）ポリシー セットを削除します。
ポリシー セットを削除する場合、そのポリシー セットがデバイス グループから参
照されていてはいけません。
• ポリシーのコマンド：
• オブジェクト名：ポリシーがポリシーオブジェクトを使用している場合、オブジェ
クトの名前をクリックするとオブジェクトの内容を表示できます。 ユーザ定義オ
ブジェクトが表示された場合は、[Edit Object] をクリックすると変更を加えること
ができます。
• [Hits]：ヒット カウントがある場合、ポリシーに関する詳細なポリシーのヒット
ダッシュボードを表示するリンクをクリックします。 ヒット カウントは現在ダッ
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シュボードで選択されている時間範囲に基づいています。 時間範囲を確認するに
は、ヒット カウントの上にマウスを置きます。
• [Delete Policy]：ポリシーを削除します。 ポリシーが適用されていたデバイス上で
は、変更がコミットされるまでポリシーは有効なままとなります。
• [Edit Policy]：ポリシーを編集します。
• [Duplicate Policy]：ポリシーのコピーを作成します。 ポリシーの内容が既存のポリ
シーとは異なるものになるように、ポリシー名および一部の属性を変更する必要が
あります。 ポリシーは、同じポリシー セット内の最初のポリシーとして追加され
ます。ポリシー セット間でポリシーをコピーすることはできません。
• [Add Above]：このポリシーのすぐ上に新規ポリシーを作成します。
• [Move Up]、[Move Down]：ポリシーを目的の位置まで移動します。 この上下移動
コマンドでは、ポリシーが 1 行ずつ移動されます。 ポリシーをクリックし、目的
の位置までドラッグすることもできます。

ローカル ポリシーまたは共有ポリシーの設定
ここでは、ローカル（シングルデバイス）ポリシーまたは共有（マルチデバイス）ポリシーの設
定方法について説明します。

ポリシー セットの設定
（注）

ポリシー セットの作成は、PRSM マルチ デバイス モードでのみ実行可能です。 CX デバイス
をシングル デバイス モードに設定している場合、ポリシー セットは事前定義されているた
め、追加、編集、および削除はできません。
ポリシー セットを使用して、1 台以上のデバイスに適用されるポリシーの集合を定義できます。
ポリシー セット自体には、そのポリシー セットを単一のデバイスに適用するのか（ローカル セ
キュリティ ポリシー）、それとも多数のデバイスに適用するのか（共有される共通のセキュリ
ティ ポリシー）という指定は含まれません。

手順
ステップ 1

[Policies] > [Policies] を選択します。
ポリシーはポリシーセットに編成され、各ポリシーセットは、ポリシーが別個の順序付きリスト
になっています。 ポリシー セットに関連したコマンドを参照するには、そのポリシー セットの
名前にマウスを置きます。 個々のポリシーに関連したコマンドを参照するには、そのポリシーの
名前にマウスを置きます。 これで目的のコマンドを選択できます。
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既存のポリシーについて処理する必要がある場合、フィルタ コントロールを使用すると、変更す
るポリシーを簡単に見つけることができます。
ステップ 2

次のいずれかを実行します。
• CX デバイスの新しいポリシー セットを作成するには、[I want to] > [Add CX Policy Set] を選
択します。
• 既存のポリシー セットを編集するには、ポリシー セット名の上にマウスを置き、[Edit Policy
Set] をクリックします。
• ポリシー セットのコピーを作成するには、ポリシー セット名の上にマウスを置き、[Duplicate
Policy Set] をクリックします。

ステップ 3

ポリシー セットの次のプロパティを設定します。
• [Policy Set Name]：ポリシー セット名。 この名前を変更した場合、ポリシー セットを参照す
るすべてのデバイス グループが更新されます。
• [Policy Set Type]：このポリシー セットに含まれるポリシーのタイプ。 ポリシー セットを作
成した後でこのプロパティは変更できません。
• [Description]：ポリシー セットの説明。
• [Device Groups]：このポリシー セットを割り当てるデバイス グループ。 このポリシー セッ
トを使用するすべてのデバイス グループを選択します。 現在選択可能なグループすべてを
含むドロップダウン リストを開くには、フィールドをクリックします。すでに、このタイプ
のポリシー セットが割り当てられているグループは選択できません。 グループに割り当て
られているポリシー セットを変更するには、デバイス グループを編集するか、または現在
使用しているポリシー セットからデバイス グループを削除する必要があります。
• Tags—この項目の識別に役立つ語とフレーズ。 たとえば、同じタグを複数の項目に割り当て
ると、検索での表示が容易になります。 タグでは、ユーザが選択した使用例、目的、または
その他の特性を識別できます。 これらのタグは、ユーザの目的にのみ対応しています。シス
テムやポリシーの機能には影響しません。 複数のタグを入力（または選択）できます。
• Ticket ID—ご使用のサポート システム（Remedy など）からのケース ID またはチケット ID。
ネットワーク サポート ケースに関連する変更を行う場合、トラッキング用にここにチケッ
ト ID を入力できます。 新しい ID を入力するか、保留中の変更に使用されている既存の ID
から選択することができます。必要なだけの ID を指定します。 （すでにコミットされてい
る変更で使用した ID は、このリストに表示されません）

ステップ 4

[Save Policy Set] をクリックして変更を保存します。

次の作業
新しいポリシー セットの場合は、セットにポリシーを追加します。 ポリシー セットをデバイス
グループ（既存のグループ、または新規グループを作成）に割り当て、変更を保存して、グルー
プに割り当てられているデバイスにポリシーをデプロイします。 デバイス グループの割り当て
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は、ポリシーセットのプロパティから行うことも、デバイスグループのプロパティから行うこと
もできます。

ポリシーの設定
ポリシーとは、ネットワークのセキュリティ特性および要件を定義するものであり、たとえば、
ネットワークにアクセスできる人、使用できるアプリケーション、アクセスできる Web サイトな
どについてのルールを定義します。 ポリシーにより、組織のネットワーク セキュリティ ポリシー
を実装します。
複数のデバイスを管理するか、それとも CX デバイスを 1 つ直接設定するかによって、ポリシー
は多数のデバイス間で共有することも、単一のデバイスにローカルなものにすることもできます。
ポリシーは、ポリシー セットにグループ化されます。 1 つのポリシー セットで、ネットワークの
アクセス要件やユーザ認証要件といった、ある特定のタイプの動作を制御します。 各ポリシー
セットは、その選択した動作のポリシーを、セットの適用対象の全デバイスに対して定義するた
めの単位です。ポリシーセットの評価は、最初の一致で行われます。着信トラフィックは、上か
ら下の順にセット内の各ポリシーの一致基準と比較され、トラフィック一致基準が満たされた最
初のポリシーによって、そのトラフィックに適用されるセキュリティポリシーが決まります。し
たがって、ポリシー セット内の順番は非常に重要です。

手順
ステップ 1

[Policies] > [Policies] を選択します。
ポリシーはポリシーセットに編成され、各ポリシーセットは、ポリシーが別個の順序付きリスト
になっています。 ポリシー セットに関連したコマンドを参照するには、そのポリシー セットの
名前にマウスを置きます。 個々のポリシーに関連したコマンドを参照するには、そのポリシーの
名前にマウスを置きます。 これで目的のコマンドを選択できます。
既存のポリシーについて処理する必要がある場合、フィルタ コントロールを使用すると、変更す
るポリシーを簡単に見つけることができます。

ステップ 2

次のいずれかを実行します。
• リストの先頭に新しいポリシーを作成するには、ポリシー セット名の上にマウスを置き、
[Add New Policy] をクリックします。
• 新規ポリシーをリスト中に挿入するには、目的の位置の直下にあるポリシーの上にマウスを
置き、[Add Above] をクリックします。
• 既存のポリシーを編集するには、ポリシー名の上にマウスを置き、[Edit Policy] をクリックし
ます。
• 類似した既存のポリシーを基に新規ポリシーを作成するには、ポリシー名の上にマウスを置
き、[Duplicate Policy] をクリックします。
フォームが開き、作成または編集するポリシーのポリシープロパティが表示されます。これらの
プロパティに関する詳細については、次の適切なトピックを参照してください。
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• コンテキスト対応アクセス ポリシーのプロパティ, （266 ページ）
• アイデンティティ ポリシーのプロパティ, （248 ページ）
• 復号化ポリシーのプロパティ, （314 ページ）
ステップ 3

[Save Policy] をクリックして変更を保存します。
ポリシーの名前および内容は、そのポリシーを保存するポリシー セット内で固有のものにする必
要があります。

ステップ 4

ポリシー セット内の優先順位に収まるように、必要に応じて [Policies] ページでポリシーを移動し
ます。
ポリシー セット内のポリシーは、最初に一致したものから順に適用されるため、限定的なトラ
フィック一致基準を持つポリシーは、同じトラフィックに適用され、汎用的な基準を持つポリシー
よりも上に置く必要があります。
ポリシーをドラッグ アンド ドロップしたり、ポリシーにマウスを移動すると表示される [Move
Up]、[Move Down] 各リンクを使用することができます。

ポリシーまたはポリシー セットの削除
（注）

ポリシー セットの削除は、PRSM マルチ デバイス モードでのみ実行可能です。 CX デバイス
をシングル デバイス モードに設定している場合、ポリシー セットは事前定義されているた
め、削除できません。 一方、ポリシーは削除できます。
ポリシーまたはポリシーセットは、不要になったら削除してください。ただし、ポリシーまたは
ポリシー セットを削除する前に、それらを一時的にディセーブルにする次の方法について検討し
てください。
• ポリシー：ポリシーを編集し、[Enable Policy: Off] を選択すると、そのポリシーを一時的に
ディセーブルにすることができます。 変更を保存すると、ポリシーが割り当てられていたデ
バイス上で、そのポリシーは無効になります。
• ポリシー セット：（マルチ デバイス モードのみ）ポリシー セットを参照しているすべての
デバイス グループから、そのポリシー セットの割り当てを解除します。 変更を保存すると、
そのポリシー セット全体がデバイスから削除されます。

はじめる前に
ポリシー セットを削除するには、その前にそのポリシー セットを参照しているデバイス グルー
プからポリシー セットを削除する必要があります。
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手順
ステップ 1

[Policies] > [Policies] を選択します。

ステップ 2

次のいずれかを実行します。
• ポリシーを削除するには、ポリシーの上にマウスを置き、[Delete Policy] を選択します。
• ポリシー セットを削除するには、ポリシー セット名の上にマウスを置き、[Delete Policy Set]
を選択します。

デバイス グループの管理
（注）

デバイス グループの作成は、PRSM マルチ デバイス モードでのみ実行可能です。 CX デバイ
スをシングル デバイス モードに設定している場合は、単一のデバイスだけを設定するため、
デバイス グループは必要ありません。
デバイス グループとは、特定のポリシー セットを 1 つ以上のデバイスに適用するためのテンプ
レートです。 一般的に、デバイス グループはデバイスの用途に基づいて定義します。 たとえば、
インターネットエッジデバイスは、インターネットと内部ネットワークの間のフローを制御しま
す。
デバイス グループでは、ポリシー タイプごとに 1 つのポリシー セットと、それらのポリシーを
適用するデバイスを選択します。デバイスグループは、複数のデバイスに共有ポリシーを割り当
てるために使用するメカニズムです。 したがって、ネットワークに必要なすべての組み合わせの
ポリシー セットを作成できるだけの、十分な数のデバイス グループが必要となります。

（注）

1 つのデバイスは、1 つのデバイス グループにのみ割り当て可能です。 最初にデバイスをイン
ベントリに追加するときに、そのデバイス用に固有のデバイス グループが作成されます。 こ
のグループにデバイスを残しておくことも、別のグループに移動することもできます。また、
他のデバイスをグループに追加することもできます。
デバイス グループの作成、編集、削除、表示を行う [Device Groups] ページを開くには、[Policies]
> [Device Groups] を選択します。
[Device Groups] ページには、次の項目が含まれています。
• [Device Group Carousel]：既存のデバイス グループが、左右にスクロールするカルーセルで表
示されます。 各デバイス グループのバブルには、グループ名およびグループに割り当てら
れているデバイス数が表示されます。 デバイス グループをクリックすると、プロパティが
表示されます。プロパティは、カルーセルの下のプロパティ フィールドにロードされます。
デフォルト デバイス グループは、適宜使用可能な事前定義済みのグループです。
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• [I want to]：次のコマンドが含まれています。
• [Add New Device Group]：新規デバイス グループを追加します。 既存のデバイス グルー
プを表示していた場合、そのグループのプロパティ フィールドはクリアされます。

デバイス グループ プロパティ
カルーセルからデバイス グループを選択すると、そのプロパティがカルーセルの下に表示されま
す。 デバイス グループのプロパティは次のとおりです。
Device Group Name
デバイス グループの名前。
Description
デバイス グループの説明。
Devices
デバイス グループに割り当てられているデバイス（ある場合）。
複数の項目を入力するには、Enter を押して各項目を確認し、さらに項目を選択できるよう
にします。ドロップダウン リストから項目を選択すると、選択した項目が自動的にボック
スに入力されます。 既存の項目を編集するには、クリックして編集し、Enter を押します。
ボックス内の既存の項目を削除するには、マウスを置いて名前の右側の [X] をクリックする
か、クリック後に Delete キーを押して削除し、クリックして削除を完了します。 入力が有
効でない場合は、黄色で表示されます。フィールドの横にある [Errors] リンクをクリックす
ると、修正の必要がある問題の情報が表示されます。
リスト内の項目にマウスを重ねると、[View Device] リンクが表示されるので、デバイスの
プロパティを確認できます。これは、適切なデバイスを選択するのに役立ちます。

ヒント

トラフィックのリダイレクション設定の管理状態が、デバイス グルー
プの管理状態と異なるデバイスを選択すると、そのデバイスをグルー
プに追加した場合の影響を説明したメッセージが表示されます。 デバ
イスを追加する前に、このメッセージをよくお読みください。
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ライセンス機能の管理
これらの設定は、特別なライセンスが必要な機能がグループで使用できるかどうかを決定し
ます。 機能をディセーブルにした場合、その機能を使用するポリシーを含むポリシー セッ
トを割り当てることはできません。 たとえば、アプリケーション フィルタリングをディセー
ブルにすると、アクセス ポリシーにアプリケーション オブジェクトを含めることはできま
せん。 機能を使用するポリシー セットをすでに割り当てている場合、その機能をディセー
ブルにすることはできません。まずそのポリシー セットへの参照を削除してください。
次の機能の使用を制御できます。
• [Application Services]：Application Visibility and Control ライセンスが必要です。 この機
能は、アクセス ポリシーにおけるアプリケーション、アプリケーション タイプ、アプ
リケーション オブジェクト、またはアプリケーション サービス オブジェクトの使用
と、[Applications] フィールドを制御します。
• [URL Filtering]：Web Security Essentials ライセンスが必要です。 この機能は URL オブ
ジェクトの使用を制御します。
• [Web Reputation]：Web Security Essentials ライセンスが必要です。 この機能は Web レ
ピュテーション プロファイル オブジェクトの使用を制御します。
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トラフィック リダイレクションの設定
これらの設定によって、ASA から ASA CX SSP にリダイレクトされるトラフィックのタイ
プが決まります。
トラフィックのリダイレクト設定セクションに、設定が PRSM で管理されないというメッ
セージが含まれている場合、このグループの 1 つ以上のデバイスに、PRSM がサポートしな
い機能を使用して PRSM の外部で設定されたトラフィックのリダイレクト ポリシーがある
ことを示します。 管理対象ではないリダイレクト ポリシーのあるデバイスは、グループか
ら除外される可能性がありますが、グループのリダイレクト ポリシーは永続的にディセー
ブルになります。 リダイレクト ポリシーを設定または変更するには、ASA CLI または ASDM
を使用する必要があります。
トラフィック リダイレクション設定をサポートするデバイス グループの場合、次の設定を
行うことができます。
• [Traffic Redirection: Enable/Disable]：グループ内のデバイスにトラフィック リダイレク
ションを設定するかどうか。 [Disable] を選択すると、既存のトラフィック リダイレク
ション ポリシーが削除され、トラフィックは ASA CX SSP を通過しなくなります。
• [TCP/UDP Ports]：トラフィックをリダイレクトする TCP または UDP ポート。 デフォ
ルトは [Any] で、TCP/UDP ポートに適用されるだけでなく、他のすべてのプロトコル
のトラフィックも対象となります。 明示的にポート番号を入力した場合は、そのポー
トを通過する TCP/UDP トラフィックのみがリダイレクトされます。 ポートはプロトコ
ル/ポートの形式で入力し、tcp/80 や udp/80 などと入力します。 tcp/1-100 や udp/1-100
のように、ハイフンを使用してポートの範囲を入力できます。 ポート番号は 1 ～ 65535
です。
• [Interfaces]：トラフィックをリダイレクトするインターフェイス。 デフォルトは [All
Interfaces] で、ASA 上のすべてのアクティブ インターフェイスを通過するトラフィッ
クがリダイレクトされます。 グループに複数のデバイスが存在する場合は、全デバイ
ス上の全インターフェイスが、ドロップダウン リストに使用可能なインターフェイス
として含まれます。 任意の組み合わせのインターフェイスを選択できますが、グルー
プに含まれている各デバイスのインターフェイスを少なくとも 1 つ選択する必要があ
ります。
例として、次の 3 つのデバイスとそのインターフェイスについて考えてみます。
• ASA-1：inside、outside、DMZ
• ASA-2：inside、outside
• ASA-3：GE1、GE2、GE3
この場合、「inside、DMZ」という選択はできません。ASA-3 のインターフェイスがリ
ストに含まれないからです。 選択されたインターフェイスが ASA-1 には 2 つあるのに
対して、ASA-2 には 1 つしかないということは重要ではなく、ASA-1 の 2 つのインター
フェイスでリダイレクションが行われることを意味しています。 このグループを保存
するためには、GE1、GE2、および GE3 インターフェイスのうち少なくとも 1 つを選
択して、ASA-3 が示されるようにする必要があります。
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ポリシー セット
ポリシーのタイプごとにフィールドがあり、ポリシー セットを選択できます。 ポリシー タ
イプごとに 1 つのポリシー セットを選択できます。 特定のタイプのポリシーを実装しない
場合は、そのポリシー タイプのフィールドをブランクのままにします。 一部のケースでは、
特定のポリシー セットを割り当てない場合、特殊なポリシー セットのデフォルトの動作が
適用されます。
たとえ、あるポリシー セットに単純なポリシーが含まれているが、それが実質的にそのタ
イプのファイアウォール動作の特別なサービスを適用することがない場合であっても、ベス
ト プラクティスはポリシー タイプごとにポリシー セットを選択することです。 そうするこ
とにより、デバイスで実行すべき内容が正確にわかるようになります。
ポリシー セットを選択すると、そのポリシー セットに含まれているポリシーの数が表示さ
れます。
[Save Device Group] ボタン
デバイス グループのプロパティの変更を保存します。
[Delete Device Group] ボタン
プロパティを現在表示しているデバイス グループが削除されます。 デバイス グループを削
除すると、そのグループに割り当てられていたデバイスの割り当てが解除されます。 異な
るグループにデバイスを再割り当てしてください。

デバイス グループの設定
ネットワーク内で同じロールを実行するデバイスにポリシー セットのグループを割り当てること
ができるように、デバイス グループを作成できます。 たとえば、インターネット エッジ ファイ
アウォールのデバイスグループを作成し、インターネットトラフィックから内部ネットワークを
保護する全デバイスに対して、一連の同じポリシーを適用できます。
ここでは、新しいグループの作成方法または既存グループの編集方法について説明します。

手順
ステップ 1

[Policies] > [Device Groups] を選択します。

ステップ 2

次のいずれかを実行します。
• 新しいデバイス グループを作成するには、[I want to] > [Add New Device Group] を選択しま
す。 このオプションを選択すると、既存のデバイス グループが表示されている場合、デバ
イス グループのプロパティがクリアされます。
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• 既存のデバイス グループを編集するには、カルーセルでそのデバイス グループを選択して、
プロパティ フィールドにグループのプロパティを表示します。
ステップ 3

名前と説明を編集します。 名前は必須です。

ステップ 4

[Devices] フィールドで、グループに割り当てるデバイスを選択します。
デバイスを選択するためには、そのデバイスがあらかじめインベントリ内に存在している必要が
あります。
また、すでに別のデバイスグループに割り当て済みのデバイスは選択できません。デバイスを新
しいグループに割り当てるには、まず古いグループの [Devices] フィールドからデバイスを削除
し、変更を保存する必要があります。 これにより、そのデバイスは新しいグループに割り当て可
能になります。
（注）

トラフィックのリダイレクト設定の管理対象状態が、デバイス グループとデバイスで
異なっている場合、デバイスをグループに追加した場合の影響を示すメッセージが表示
されます。 処理を続行する前に、このメッセージをよくお読みください。 管理対象と
対象外のトラフィックのリダイレクト設定を持つデバイスが、同じグループに混在して
いる場合、そのグループ内のすべてのデバイスにこれらの設定を行うために PRSM を使
用することができなくなります。

ステップ 5

ライセンスされている機能の使用を制御するには、[Manage License Features] グループで、機能ご
とに適宜 [Enable] または [Disable] を選択します。
機能には、Application Visibility and Control ライセンスまたは Web Services Essentials ライセンスの
使用が必要です。 このタイプのライセンスを購入しない場合は、ライセンスを必要とする機能を
ディセーブルにすることができます。この設定により、グループに割り当て可能なポリシーセッ
トのタイプを制御できます。割り当て済みのポリシーセットですでに使用されている機能をディ
セーブルにすることはできません。変更を保存するには、まずポリシーセットの割り当てを解除
するか、別のものを割り当てる必要があります。

ステップ 6

トラフィックのリダイレクション設定が使用可能な場合は、ASA CX SSP にリダイレクトするト
ラフィックを定義するための設定を行います。
トラフィック リダイレクションおよび関連事項についての詳細は、次の各トピックを参照してく
ださい。
• PRSM を使用した ASA CX へのトラフィックのリダイレクト, （19 ページ）
• PRSM のトラフィック リダイレクション ポリシーのトラブルシューティング, （21 ページ）

ステップ 7

デバイス グループに割り当てるポリシー セットを選択します。
ポリシー タイプごとに 1 つのポリシー セットを選択できます。 特定のポリシー タイプを割り当
てない場合は、そのプロパティを空のままにします。

ステップ 8

[Save Device Group] をクリックして変更を保存します。
グループで使用する機能をサポートするため必要なライセンスがないデバイスを選択した場合、
それらのデバイスに適切なライセンスを適用するよう求められます。 また、期限切れライセンス
を持つデバイスがある場合、そのライセンスを更新するように求められます。 必要な場合、この
時点で新しいライセンス ファイルをアップロードできます。
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次の作業
恒久的にディセーブルにするつもりで機能をディセーブルにしたが、その機能をサポートするラ
イセンスを使用してグループのデバイスがすでに設定されていたという場合は、グループのデバ
イスからライセンスを取り消して、他のデバイスのライセンスを解除する必要があります。 グ
ループに含まれているデバイスをメモし、[Administration] > [Licenses]を選択し、各デバイスの上
にマウスを置いて、[Revoke License] をクリックします。

デバイス グループへのデバイスの割り当て

（注）

デバイス グループには、ASA CX デバイスを個々に割り当てるのではなく、ASA デバイスを
割り当てます。
デバイスをインベントリに追加すると、そのデバイス用に固有のデバイス グループが作成されま
す。 このグループにデバイスを残すことも、別のグループに移動することもできます。また、デ
バイスをグループに追加することもできます。

ヒント

トラフィックのリダイレクト設定の管理対象状態が、デバイス グループとデバイスで異なっ
ている場合、デバイスをグループに追加した場合の影響を示すメッセージが表示されます。
処理を続行する前に、このメッセージをよくお読みください。 管理対象と対象外のトラフィッ
クのリダイレクト設定を持つデバイスが、同じグループに混在している場合、そのグループ内
のすべてのデバイスにこれらの設定を行うために PRSM を使用することができなくなります。

手順
ステップ 1

[Policies] > [Device Groups] を選択します。

ステップ 2

デバイスがすでにグループに割り当てられている場合は、まずカルーセルからそのグループを選
択し（グループのプロパティをページに表示するため）、グループ プロパティの [Devices] フィー
ルドでそのデバイス名の上にマウスを置き、[X] をクリックしてデバイスを削除します。 [Save
Device Group] をクリックして変更を保存します。

ステップ 3

カルーセルで新しいグループを選択し、[Devices] フィールドをクリックして、デバイスを選択し
ます。

ステップ 4

[Save Device Group] をクリックして変更を保存します。
選択したデバイスが、そのグループで使用される機能をサポートするために必要なライセンスを
一部持っていない場合は、該当ライセンスをデバイスに適用するよう求めるプロンプトが表示さ
れます。
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デバイス グループの削除
デバイス グループが必要なくなった場合、削除できます。
デバイス グループを削除すると、そのグループに割り当てられていたデバイスの割り当てが解除
されます。 ただし、デバイス上で設定されたポリシーは、そのデバイスが新しいグループに割り
当てられるまで削除も変更もされません。すべてのデバイスがデバイスグループに割り当てられ
ていることを確認します。

手順
ステップ 1

[Policies] > [Device Groups] を選択します。

ステップ 2

削除するデバイス グループを、デバイス グループ カルーセルで選択します。

ステップ 3

削除するグループのプロパティがプロパティ フィールドに表示されていることを確認して、[Delete
Device Group] をクリックします。
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章

ポリシー オブジェクトの管理
ポリシー オブジェクトは、ポリシー内で使用する基準を定義した再利用可能なコンテナです。
ここでは、ポリシー オブジェクトについてより詳細に説明します。
• ポリシー オブジェクトの概要, 125 ページ
• ポリシー オブジェクトのリファレンス, 129 ページ

ポリシー オブジェクトの概要
ポリシーオブジェクトは、ポリシー内で使用する基準を定義した再利用可能なコンテナです。一
部のオブジェクトは、トラフィック一致基準を定義します。たとえば、ネットワーク グループ
は、アクセスを制御したりアイデンティティ ポリシーを定義したりするホストまたはネットワー
クを指定できます。アクションプロファイルを定義するオブジェクトもあります。これは、一致
したトラフィックに対して特定のタイプのサービスを適用します。
ポリシー オブジェクトでは提案基準を定義することができ、同じ基準を異なるポリシーで簡単に
再利用できるようになります。ポリシーオブジェクトを更新すると、そのオブジェクトを使用す
るすべてのポリシーが自動的に更新されます。
CX ポリシーでは、ポリシー オブジェクトを使用する必要があります。ポリシーにはトラフィッ
ク照合設定またはアクション プロファイル設定を直接入力できません。 [Policy Objects] ページで
は、独立してオブジェクトを作成できるという柔軟性があります。また、ポリシーの設定中にオ
ブジェクトを作成することもできます。
オブジェクトの作成、編集、削除、表示を行う [Policy Objects] ページを開くには、[Policies] >
[Objects] を選択します。
[Policy Objects] ページには、次の項目が含まれています。
• [Filter]：次のコントロールを使用して、ポリシー オブジェクトを見つけやすいようにビュー
をフィルタリングできます。
• ドロップダウン矢印を使用して、オブジェクト タイプに基づいてリストをフィルタリン
グします。複数のタイプを選択可能です。 あるタイプを削除するには、フィルタ ボッ
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クスでオブジェクト タイプ名の [X] をクリックします。 1 つ以上のオブジェクト タイ
プを選択した場合、選択したタイプに対してのみ、入力した文字列が照合されます。
• 1 つまたは複数の文字列を入力し、[Filter] をクリックします。 入力する文字列は、一致
と見なされるオブジェクトのオブジェクト内のどこにあってもかまいません。 つまり、
文字列がオブジェクト名の先頭に一致している必要はありません。
• [I want to]：このリストには、オブジェクトのタイプごとに [Add] コマンドが含まれていま
す。 次に、各オブジェクト タイプについて簡単に説明します。
• [ASA CX Network Group]：ホストおよびネットワークを識別する IP アドレス。 これら
のオブジェクトは CX デバイスだけで使用できます。
• [Service Group]：プロトコルとポートの定義。たとえば、ポート 80 の TCP トラフィッ
クの場合は TCP/80。
• [Identity Object]：ユーザ名およびユーザ グループ名を含む、ユーザのアイデンティティ。
• [URL Object]：Web ドメインまたはサーバ（example.com、www.example.com など）の
Web URL リソース（HTTP または HTTPS のみ。http://example.com/games など）、およ
び Web（URL）カテゴリ。
• [User Agent Object]：HTTP 要求の作成に使用されたエージェントのタイプ。HTTP パケッ
ト ヘッダーのユーザ エージェント フィールドに示されます。 たとえば、ブラウザのタ
イプ（Internet Explorer、Firefox など）があります。
• [Application Object]：アプリケーションまたはアプリケーション タイプ。特定の接続セッ
ションで使用されるポートにかかわらず特定できます。
• [Secure Mobility Object]：AnyConnect Secure Mobility のリモート アクセス VPN 接続で使
用されているクライアントのプラットフォーム（オペレーティング システム）。これ
は、ネットワークに接続しているデバイスのタイプを示します。
• [Application Service]：サービス グループ オブジェクト（従来のプロトコルおよびポート
仕様）、アプリケーション名、アプリケーション タイプ、またはアプリケーション オ
ブジェクトの組み合わせに基づいてアプリケーションを定義します。 OR 結合された複
数の組み合わせを作成することにより、単一のアプリケーション サービス オブジェク
トで正確なトラフィック パターンを定義できます。
• [Destination Object Group]：ポリシーの宛先フィールドに指定可能なオブジェクトを使用
して、宛先に関する複雑なトラフィック一致基準を定義します。 AND 結合されたネッ
トワーク グループと URL オブジェクトの定義を作成することにより、全オブジェクト
の条件が満たされないとトラフィックがポリシーに一致しないようにすることができま
す。 OR 結合された複数の組み合わせを作成することにより、単一の宛先オブジェクト
グループで正確なトラフィック宛先パターンを定義できます。
• [Source Object Group]：ポリシーの送信元フィールドに指定可能なオブジェクトを使用し
て、送信元に関する複雑なトラフィック一致基準を定義します。 AND 結合されたネッ
トワーク グループ、アイデンティティ、ユーザ エージェント、およびセキュア モビリ
ティ オブジェクトの定義を作成することにより、全オブジェクトの条件が満たされない
とトラフィックがポリシーに一致しないようにすることができます（このような関係を
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アクセス ポリシー内に直接作成することはできません）。 OR 結合された複数の組み合
わせを作成することにより、単一の送信元オブジェクト グループで正確なトラフィック
送信元パターンを定義できます。
• [File Filtering Profile]：アップロードまたはダウンロードをユーザに許可するファイルの
タイプを制御するアクション プロファイル。
• [Web Reputation Profile]：その他の点では許可された Web ページについて、Web サイト
のパブリック レピュテーションに基づき、ユーザに返せる部分を制御するアクション
プロファイル。
• [List of Policy Objects]：すべてのポリシー オブジェクトが単一のリストに表示されます。
オブジェクトごとに、オブジェクト名、オブジェクトの内容の要約が表示され、右側には、
オブジェクト タイプと、そのオブジェクトが使用されているポリシーとオブジェクトの要約
（ある場合）が表示されます。 [Pending Commit] バナーが右側に表示されている場合、オブ
ジェクトはまだデバイス データベースにコミットされていません。
オブジェクトに関連するコマンドを表示するには、そのオブジェクトの上にマウスを置きま
す。オブジェクトの行の下に次のコマンドが現れます。
• [Delete Object]：オブジェクトを削除します。 ポリシーまたは別のオブジェクトで現在
使用中のオブジェクトを削除することはできません。また、システムにより作成された
オブジェクト（事前定義システム オブジェクト）も削除できません。
• [Edit Object]：オブジェクトを編集します。
• [View Object]：（事前定義システム オブジェクトのみ）オブジェクトの内容を表示しま
す。

ポリシー オブジェクトの設定
ポリシー オブジェクトは、[Policy Objects] ページから直接設定することも、[Policies] ページでポ
リシーを設定するときに設定することもできます。 どちらの方式でも同じ結果となり、新規また
は更新されたオブジェクトが作成されるので、その時点で適した方法を使用します。

（注）

事前定義システム オブジェクトの内容は、表示可能ですが編集できません。 行った変更は
ASA に展開されず、CX のポリシーのオブジェクトの使用にのみ影響します。

手順
ステップ 1

オブジェクトを作成または編集するためのフォームを開くには、次のいずれかを実行します。
• オブジェクトを直接作成するには、[Policies] > [Objects] を選択し、[I want to] > [Add Object
Type] を選択します。
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• オブジェクトを直接編集するには、[Policies] > [Objects] を選択し、オブジェクトの上にマウ
スを置いて、[Edit Object] をクリックします。
• ポリシーの編集時にオブジェクトを作成するには、[Policies] > [Policies] を選択し、ポリシー
の作成または編集を行い、オブジェクトを追加するフィールドの下の [Create New Object] リ
ンクをクリックします。 フィールドに複数のオブジェクト タイプを入力した場合は、オブ
ジェクトのプロパティを入力する前に、[Object Type] フィールドでタイプを選択します。
• ポリシーの編集時にオブジェクトを編集するには、[Policies] > [Policies] を選択してから、ポ
リシーを作成または編集します。 次に、オブジェクトの詳細フォームを開く必要がありま
す。詳細フォームの [Edit Object] ボタンをクリックすると、オブジェクトの定義を編集でき
ます。
• オブジェクトがポリシーですでに指定されている場合は、オブジェクトの上にマウスを
置きます。
• オブジェクトが指定されていない場合は、オブジェクトを追加するフィールドの空白部
分をクリックして使用可能なオブジェクトのリストを開き、そのリストで該当するオブ
ジェクトを見つけ、オブジェクト横の [View Details] リンクをクリックしてください。
ステップ 2

オブジェクトタイプに基づいてさまざまなオブジェクトのプロパティを入力します。オブジェク
ト タイプの詳細については、リファレンス トピックを参照してください。
少なくとも、オブジェクトの名前を入力します。 名前は、選択したタイプのオブジェクト間だけ
ではなく、すべてのタイプのオブジェクト間で固有のものにする必要があります。 既存のオブ
ジェクトの名前を変更すると、そのオブジェクトを参照しているすべてのポリシー オブジェクト
またはポリシーでもオブジェクト名が変更されます。
オブジェクトに許可リストとブロックリストの両方が含まれている場合、ブロックリストは許可
リストの内容だけに関連したものとなり、許可リストの基準と一致する項目が除外対象となりま
す。 許可リストの一般的なデフォルト値は Any で、許可プロパティに何も指定しない場合にだけ
使用されます。 いずれかの許可プロパティに何らかの項目を指定すると、その他のプロパティの
デフォルトは削除され、明示的に値を入力しない限り、そのプロパティは無視されます。
ヒント

ステップ 3

オブジェクトに複数の値を入力できます。これらの値は明示的に AND が指定されない
限り、OR 関係と判断されます。 したがって、指定された項目のいずれかにトラフィッ
クが一致すれば、そのトラフィックはオブジェクトと一致することになります。 一般
的に、オブジェクトには値を入力したり、他の既存オブジェクトをネストできるフィー
ルドが複数あります。 たとえば、URL オブジェクトで、特定の URL、Web カテゴリお
よび他の URL のオブジェクトの組み合わせを入力できます。 空白のままのフィールド
は無視されます。

変更を保存するには、[Save Object] をクリックします。

ポリシー オブジェクトの削除
不要になったポリシー オブジェクトは削除できますが、次の制限があります。
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• 事前定義システム オブジェクトは削除できません。
• ポリシーやポリシー オブジェクトなどで現在使用中のオブジェクトは削除できません。 オ
ブジェクトを削除する前に、オブジェクトへの参照をすべて削除する必要があります。 オブ
ジェクトの [Object Usage] リストを調べて、オブジェクトを使用しているポリシーまたはオ
ブジェクトを確認してください。

手順
ステップ 1

[Policies] > [Objects] を選択します。
オブジェクトはフラットなリストに編成されます。リストの順序は、最初はオブジェクトタイプ
に基づき、同じタイプのすべてのオブジェクトは、オブジェクト タイプが [Policy Objects] ドロッ
プダウン リストに表示される順序と同じ順序が維持されます。
個々のポリシー オブジェクトに関連したコマンドを参照するには、そのオブジェクトの名前にマ
ウスを置きます。 これで目的のコマンドを選択できます。
既存のポリシーオブジェクトについて処理する必要がある場合、フィルタコントロールを使用す
ると、変更するオブジェクトを簡単に見つけることができます。

ステップ 2

削除するオブジェクトの上にマウスを置き、[Delete Object] をクリックします。

ポリシー オブジェクトのリファレンス
ここでは、さまざまなタイプのポリシー オブジェクトについて説明します。

ポリシー オブジェクトの共通プロパティ
次の表に、ほとんどのポリシーオブジェクトに見られるプロパティを示します。各オブジェクト
に固有のプロパティについては、個々のポリシー オブジェクトに関するリファレンス情報を参照
してください。
表 2：ポリシー オブジェクトの共通プロパティ

プロパティ

説明

Name

オブジェクトの名前。
オブジェクトの編集時に名前を変更すると、そのオブジェクトを参照し
ているポリシーまたはオブジェクトでも名前が自動的に変更されます。

Object Type

オブジェクトのタイプ。 ポリシーの編集時にオブジェクトを作成する
場合は、関連付けられているフィールドで、サポートされるオブジェク
ト タイプの中から目的のタイプを選択できます。 それ以外の場合、こ
の情報は読み取り専用です。
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プロパティ

説明

Description

オブジェクトの説明。

Ticket ID

ご使用のサポート システム（Remedy など）からのケース ID またはチ
ケット ID。 ネットワーク サポート ケースに関連する変更を行う場合、
トラッキング用にここにチケット ID を入力できます。 新しい ID を入
力するか、保留中の変更に使用されている既存の ID から選択すること
ができます。必要なだけの ID を指定します。 （すでにコミットされて
いる変更で使用した ID は、このリストに表示されません）

Tags

この項目の識別に役立つ語とフレーズ。 たとえば、同じタグを複数の
項目に割り当てると、検索での表示が容易になります。 タグでは、ユー
ザが選択した使用例、目的、またはその他の特性を識別できます。 こ
れらのタグは、ユーザの目的にのみ対応しています。システムやポリ
シーの機能には影響しません。 複数のタグを入力（または選択）でき
ます。

Object Information

オブジェクトに関する情報は、通常、オブジェクト ウィンドウの右側
に表示され、次の情報が含まれています。
• [Status]：オブジェクトの現在の状態。次のものがあります。
• [Pending (New)]：新しいオブジェクトであり、これまでコミッ
トされたことはありません。
• [Pending (Modified)]：前回のコミット以降、オブジェクトが変
更されています。
• [Committed]：オブジェクトはデバイス構成にコミットされて
おり、前回のコミット以降、変更されていません。
• [Created]：オブジェクトが作成された日付、およびオブジェクトを
作成したユーザのユーザ ID。 System ユーザの場合、そのオブジェ
クトが事前定義システム オブジェクトであることを示します。 シ
ステム オブジェクトは変更または削除もできません。
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プロパティ

説明

<Object Type> Objects

同じオブジェクト タイプの 1 つ以上の既存オブジェクト。 このフィー
ルドをクリックすると、既存オブジェクトのドロップダウン リストが
開きます。このリストは、入力によりスクロールされ、フィルタリング
されます。 オブジェクトを指定しなかった場合、またはオブジェクト
内の他のプロパティを指定しなかった場合は、デフォルトの [Any] が適
用されます。 ブロック リストのデフォルトは [None] で、いずれのオブ
ジェクトも除外されません。
複数のタイプのオブジェクトを含めることが可能な場合は、ドロップダ
ウン矢印リストからオブジェクト タイプを選択すると、リストを事前
にフィルタリングできます。
複数の項目を入力するには、Enter を押して各項目を確認し、さらに項
目を選択できるようにします。ドロップダウン リストから項目を選択
すると、選択した項目が自動的にボックスに入力されます。 既存の項
目を編集するには、クリックして編集し、Enter を押します。 ボックス
内の既存の項目を削除するには、マウスを置いて名前の右側の [X] をク
リックするか、クリック後に Delete キーを押して削除し、クリックして
削除を完了します。 入力が有効でない場合は、黄色で表示されます。
フィールドの横にある [Errors] リンクをクリックすると、修正の必要が
ある問題の情報が表示されます。

Usage

このオブジェクトを使用している、ポリシーおよびオブジェクトについ
ての情報。 ポリシー用と他のオブジェクト用のフォルダが別になって
います。そのフォルダの見出しには、このオブジェクトを使用してい
る、ポリシーまたは他のオブジェクトの数が含まれています。 フォル
ダの中で、各ポリシーまたはオブジェクトに関する詳細な情報を確認で
きます。

ネットワーク グループとネットワーク オブジェクト
ネットワーク グループおよびネットワーク オブジェクト（まとめてネットワーク オブジェクト
と呼ばれる）は、ポリシーのトラフィック一致基準を定義するという目的で、ホストまたはネッ
トワークの IP アドレスを定義するために使用します。 ネットワーク オブジェクトには次のタイ
プがあります。
• ASA CX のネットワーク グループ：これらのオブジェクトは、CX のポリシーまたはオブジェ
クトでのみ使用できます。
• ネットワーク グループまたはネットワーク オブジェクト：（マルチ デバイス モードのみ）。
これらのオブジェクトは、ASA または CX のポリシーまたはオブジェクトで使用できます。
既存の ASA 設定からこれらのオブジェクトを検出し、編集または削除できます。 行った変
更は ASA に展開されず、CX のポリシーのオブジェクトの使用にのみ影響します。
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ネットワーク オブジェクトには、次の主要プロパティが含まれています。 多くのポリシー オブ
ジェクトに共通のプロパティについては、ポリシー オブジェクトの共通プロパティ, （129 ペー
ジ）を参照してください。
許可リストとブロック リスト（ASA CX のネットワーク グループのみ）
許可リストとブロック リストという 2 つのプロパティのリストを設定できます。 ブロック
リストは必ず許可リストに関連したものとなり、リストに含まれている項目を除外します。
ブロック リストのスコープは、厳密にオブジェクト内に定められ、同じポリシーで選択さ
れる可能性のある他のオブジェクトには適用されません。 次のヒントを考慮してください。
• 許可リスト内のすべてのプロパティのデフォルトを [Any] にした場合でも、ブロック
リストに項目を指定できます。 得られたオブジェクトは、「除外項目を除いたこのオ
ブジェクト タイプのすべて」に適用されます。
• たとえば、ポリシー オブジェクトを選択して許可リストで特性を指定すると、ブロッ
ク リストはこれらの選択に制限されます。 ブロック フィールドが関連付けられるのは
ブロック リスト内の同じネームドフィールドだけではありません。
• オブジェクトはブロック フィールド内で定義された項目のコンテナにすぎません。 オ
ブジェクトの許可またはブロックは、含まれているオブジェクトに手動でオブジェク
トの内容を入力することと同じです。
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IP アドレス
IP アドレスのリスト。 少なくとも 1 つの IP アドレスまたはネットワーク オブジェクト グ
ループを指定する必要があります。
複数の項目を入力するには、Enter を押して各項目を確認し、さらに項目を選択できるよう
にします。ドロップダウン リストから項目を選択すると、選択した項目が自動的にボック
スに入力されます。 既存の項目を編集するには、クリックして編集し、Enter を押します。
ボックス内の既存の項目を削除するには、マウスを置いて名前の右側の [X] をクリックする
か、クリック後に Delete キーを押して削除し、クリックして削除を完了します。 入力が有
効でない場合は、黄色で表示されます。フィールドの横にある [Errors] リンクをクリックす
ると、修正の必要がある問題の情報が表示されます。
アドレスは次の形式で入力できます。
• ホストの IP アドレス。次のいずれか。
• 標準 IPv4 アドレス（10.100.10.10 など）。
• 圧縮形式の IPv6 アドレス。この形式では、連続する 0 フィールドが :: に置き換ら
れます（2001:DB8::0DB8:800:200C:417A など）。
• 非圧縮形式の IPv6 アドレス（2001:DB8:0:0:0DB8:800:200C:417A など）。 これら
のアドレスは圧縮形式に変換されます。
• IPv4 アドレスを IPv6 表記したもの（::10.1.68.3、2001:DB8::10.1.68.3 など）。
• ネットワーク アドレス。次のいずれか。
• サブネット マスクを含む IPv4 ネットワーク（10.100.10.0/24、
10.100.10.0/255.255.255.0 など）。
• プレフィックスを含む IPv6 ネットワーク（2001:DB8:0:CD30::/60 など）。
• （ASA CX のネットワーク グループおよび ASA ネットワーク オブジェクトのみ）範
囲の最初と最後のアドレスをハイフンで区切った IPv4 アドレス範囲。たとえば、
10.100.10.5-10.100.10.10。 先頭のアドレスは、2 番目のアドレスよりも小さい数値にす
る必要があります。
• （ネットワークオブジェクトのみ）。範囲の最初と最後のアドレスをハイフンで区切っ
た IPv6 アドレス範囲。たとえば、2001:DB8:0:CD30::1-2001:DB8:0:CD30::FFFF。 先頭
のアドレスは、2 番目のアドレスよりも小さい数値にする必要があります。 ネットワー
ク オブジェクト グループには IPv6 アドレス範囲を入力できません（ASA または ASA
CX）。
ホスト名（ネットワーク オブジェクトのみ）
DNS ホスト名（server.example.com など）。
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ネットワーク オブジェクト（ネットワーク グループ オブジェクト、CX および ASA のみ）
グループ オブジェクトに含めるネットワーク オブジェクト（ある場合）。次の制限があり
ます。
• CX のネットワーク グループには次のオブジェクト タイプを含めることができます。
CX のネットワーク グループ、ネットワーク グループ、ネットワーク オブジェクト。
• ネットワーク オブジェクト（ASA と CX デバイスの間で共有できるもの）には、ネッ
トワーク グループおよびネットワーク オブジェクトというタイプのオブジェクトを含
めることができます。

ナビゲーション パス
• ASA CX のネットワーク グループ オブジェクトを作成するには、[Policies] > [Objects] を選択
し、[I want to] > [Add ASA CX Network Group] を選択します。
• ネットワーク グループ オブジェクトを編集するには、[Policies] > [Objects] を選択し、オブ
ジェクトの上にマウスを置いて、[Edit Object] をクリックします。

ヒント

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。 オブジェ
クトを新たに作成するには、オブジェクトを追加するフィールドの下で [Create New Object] を
クリックし、必要に応じてオブジェクト表示域で目的のオブジェクトのタイプを選択します。
オブジェクトを編集するには、フィールド内のオブジェクト名にマウスを移動するか、フィー
ルドのドロップダウン リストで、オブジェクト名の横にある [View Object] をクリックしてオ
ブジェクトを開き、オブジェクト表示域で [Edit Object] をクリックします。 オブジェクト プ
ロパティを入力し、[Save Object] をクリックします。

サポートされるデバイス タイプ
これらのオブジェクトは、次のデバイス タイプのポリシーに使用できます。
• ASA CX

サービス グループ オブジェクト
サービス グループ オブジェクトは、プロトコルとポートまたは ICMP サービスに基づいてトラ
フィック パターンを定義するために使用します。 特に、ポートまたはポート範囲、あるいは ICMP
サービスを対象とする場合に、これらのオブジェクトを使用します。 特定の接続セッションで使
用されるポートにかかわらず、必ず、特定のアプリケーションを対象とする必要がある場合は、
アプリケーション オブジェクトの使用を検討してください。 サービス グループには、ファイア
ウォール ルール用の従来のポート ベースの一致基準が用意されています。
次の 2 つのタイプのサービス オブジェクトがあります。
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• サービス グループ：これらのオブジェクトは、ASA または CX のポリシーまたはオブジェク
トで使用できます。 マルチ デバイス モードでは、既存の ASA 設定からこれらのオブジェク
トを検出し、編集または削除できます。
• サービス オブジェクト：（マルチ デバイス モードのみ）。これらのオブジェクトは、ASA
または CX のポリシーまたはオブジェクトで使用できます。 既存の ASA 設定からこれらの
オブジェクトを検出し、編集または削除できます。 行った変更は ASA に展開されず、CX の
ポリシーのオブジェクトの使用にのみ影響します。
サービス オブジェクトには、次の主要プロパティが含まれています。 多くのポリシー オブジェ
クトに共通のプロパティについては、ポリシー オブジェクトの共通プロパティ, （129 ページ）を
参照してください。
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サービス
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サービスのリスト。 デフォルトの [Any] は、サービスまたはサービス オブジェクトを指定
しない場合に適用されます。 除外リストのデフォルトは [None] で、いずれのサービスも除
外されません。
複数の項目を入力するには、Enter を押して各項目を確認し、さらに項目を選択できるよう
にします。ドロップダウン リストから項目を選択すると、選択した項目が自動的にボック
スに入力されます。 既存の項目を編集するには、クリックして編集し、Enter を押します。
ボックス内の既存の項目を削除するには、マウスを置いて名前の右側の [X] をクリックする
か、クリック後に Delete キーを押して削除し、クリックして削除を完了します。 入力が有
効でない場合は、黄色で表示されます。フィールドの横にある [Errors] リンクをクリックす
ると、修正の必要がある問題の情報が表示されます。
次の形式でサービスを入力できます。
• 次のいずれかになります。
{TCP| UDP}[/destination_port_or_range]
{TCP| UDP}[/source_port_or_range/destination_port_or_range]
値は次のとおりです。
• プロトコルは TCP または UDP です。 TCP および UDP ポートを個別に指定する
必要があります。
• destination_port_or_range は単一ポート（80 など）またはポートの範囲（80-100 な
ど）で、トラフィックの宛先ポートを定義します。 宛先ポートを指定しない場
合、オブジェクトは送信元ポートの要件を満たす任意のトラフィックに、宛先ポー
トに関係なく適用されます。 たとえば、tcp/80 と指定します。
• source_port_or_range は、単一ポート（80 など）またはポートの範囲（80-100 な
ど）で、トラフィックの送信元で使用されるポートを定義します。 送信元ポート
を指定するには、宛先ポートを指定する必要があります。 ポートを指定しなかっ
た場合、ポートにかかわらず、そのプロトコルのすべてのトラフィックに対して
オブジェクトが適用されます。 たとえば、tcp/8080/80 と指定します。
• {IP| protocol}
一般的なプロトコル名（IP、GRE、AH、ESP など）、またはプロトコルに関連付けら
れた番号（AH は 51 など）を入力します。 番号を入力した場合、オブジェクトを保存
した後で、広く知られているプロトコル名または _protocolnumberに変換されます。 IP/
プロトコルという形式で番号を入力することもできます。 IP プロトコル番号について
は、『Protocol Numbers』
（http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xml）を参照してくだ
さい。
• {ICMP| ICMP6}[/message_number]
値は次のとおりです。
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• プロトコルは ICMP または ICMP6 です（IPv6 の場合）。
• message_number は ICMP メッセージ タイプ（1 ～ 255）です。 エコー要求などの
一般的な ICMP コマンドに関連付けられている番号を調べるには、ICMP の参考資
料を参照してください。

サービス オブジェクト（サービス グループ オブジェクトのみ）。
オブジェクト グループに含めるサービス オブジェクト（ある場合）。 マルチ デバイス モー
ドでは、サービス オブジェクトを選択することもできます。

事前定義サービス グループ
一般的なプロトコルと ICMP と ICMPv6 メッセージをカバーする多くの定義済みサービス グルー
プがあります。対象となるサービスはすべて、システムオブジェクトにより網羅されているはず
です。
ナビゲーション パス
• サービス グループ オブジェクトを作成するには、[Policies] > [Objects] を選択し、[I want to]
> [Add Service Group] を選択します。
• サービス オブジェクトを編集するには、[Policies] > [Objects] を選択し、オブジェクトの上に
マウスを置いて、[Edit Object] をクリックします。

ヒント

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。 オブジェ
クトを新たに作成するには、オブジェクトを追加するフィールドの下で [Create New Object] を
クリックし、必要に応じてオブジェクト表示域で目的のオブジェクトのタイプを選択します。
オブジェクトを編集するには、フィールド内のオブジェクト名にマウスを移動するか、フィー
ルドのドロップダウン リストで、オブジェクト名の横にある [View Object] をクリックしてオ
ブジェクトを開き、オブジェクト表示域で [Edit Object] をクリックします。 オブジェクト プ
ロパティを入力し、[Save Object] をクリックします。

サポートされるデバイス タイプ
これらのオブジェクトは、次のデバイス タイプのポリシーに使用できます。
• ASA CX

アイデンティティ オブジェクト
アイデンティティオブジェクトは、個々のユーザ、ユーザグループ、またはユーザとグループの
組み合わせを指定するために使用します。
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オブジェクトに含めるユーザまたはグループの名前を入力するときには、入力を自動的に補完す
るためのクエリーが作成され、システムに定義済みの全レルムに設定されているディレクトリか
ら、一致するユーザまたはグループの名前のリストが取り出されます。 取り出されたリストから
目的の名前を選択します。アイデンティティオブジェクトを作成する前に、レルムを定義する必
要があります。
アイデンティティ オブジェクトには、次の主要プロパティが含まれています。 多くのポリシー
オブジェクトに共通のプロパティについては、ポリシー オブジェクトの共通プロパティ, （129
ページ）を参照してください。

ヒント

複数の項目を入力するには、Enter を押して各項目を確認し、さらに項目を選択できるように
します。ドロップダウン リストから項目を選択すると、選択した項目が自動的にボックスに
入力されます。 既存の項目を編集するには、クリックして編集し、Enter を押します。 ボック
ス内の既存の項目を削除するには、マウスを置いて名前の右側の [X] をクリックするか、ク
リック後に Delete キーを押して削除し、クリックして削除を完了します。 入力が有効でない
場合は、黄色で表示されます。フィールドの横にある [Errors] リンクをクリックすると、修正
の必要がある問題の情報が表示されます。
許可リストとブロック リスト
許可リストとブロック リストという 2 つのプロパティのリストを設定できます。 ブロック
リストは必ず許可リストに関連したものとなり、リストに含まれている項目を除外します。
ブロック リストのスコープは、厳密にオブジェクト内に定められ、同じポリシーで選択さ
れる可能性のある他のオブジェクトには適用されません。 次のヒントを考慮してください。
• 許可リスト内のすべてのプロパティのデフォルトを [Any] にした場合でも、ブロック
リストに項目を指定できます。 得られたオブジェクトは、「除外項目を除いたこのオ
ブジェクト タイプのすべて」に適用されます。
• たとえば、ポリシー オブジェクトを選択して許可リストで特性を指定すると、ブロッ
ク リストはこれらの選択に制限されます。 ブロック フィールドが関連付けられるのは
ブロック リスト内の同じネームドフィールドだけではありません。
• オブジェクトはブロック フィールド内で定義された項目のコンテナにすぎません。 オ
ブジェクトの許可またはブロックは、含まれているオブジェクトに手動でオブジェク
トの内容を入力することと同じです。
グループ
ユーザ グループ名のリスト。 ユーザまたはアイデンティティ オブジェクトをまったく指定
しなかった場合、デフォルトの [Any] が適用されます。 ブロック リストのデフォルトは
[None] で、いずれのグループも除外されません。
グループ名には大文字と小文字の区別はありませんが、Realm\group_name という形式でレ
ルム名を含める必要があります。 たとえば、Marketing というグループが、Corporate レルム
としてシステムに定義済みのディレクトリ内に定義されている場合、Corporate\Marketing と
指定します。
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ユーザ
ユーザ名のリスト。 グループまたはアイデンティティ オブジェクトをまったく指定しなかっ
た場合、デフォルトの [Any] が適用されます。 ブロック リストのデフォルトは [None] で、
いずれのユーザも除外されません。
ユーザ名には大文字と小文字の区別はありませんが、Realm\user_name という形式でレルム
名を含める必要があります。 たとえば、Corporate\user1 のようにします。

事前定義システム オブジェクト
次の事前定義システム オブジェクトが使用可能です。
• [Known Users]：ユーザがアクティブ認証された場合、または AD エージェントから取得した
ユーザの IP アドレスに対するパッシブ マッピングが存在する場合、このオブジェクトは、
アイデンティティを使用できる全ユーザと一致します。
• [Unknown Users]：このオブジェクトは、既知ユーザ オブジェクトに一致しなかったユーザ、
つまり、ユーザ マッピングが使用できない IP アドレスと一致します。
ナビゲーション パス
• アイデンティティ オブジェクトを作成するには、[Policies] > [Objects] を選択し、[I want to] >
[Add Identity Object] を選択します。
• アイデンティティ オブジェクトを編集するには、[Policies] > [Objects] を選択し、オブジェク
トの上にマウスを置いて、[Edit Object] をクリックします。

ヒント

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。 オブジェ
クトを新たに作成するには、オブジェクトを追加するフィールドの下で [Create New Object] を
クリックし、必要に応じてオブジェクト表示域で目的のオブジェクトのタイプを選択します。
オブジェクトを編集するには、フィールド内のオブジェクト名にマウスを移動するか、フィー
ルドのドロップダウン リストで、オブジェクト名の横にある [View Object] をクリックしてオ
ブジェクトを開き、オブジェクト表示域で [Edit Object] をクリックします。 オブジェクト プ
ロパティを入力し、[Save Object] をクリックします。

サポートされるデバイス タイプ
これらのオブジェクトは、次のデバイス タイプのポリシーに使用できます。
• ASA CX

URL オブジェクト
URL オブジェクトは、Web ドメインまたはサーバ（example.com、www.example.com など）の Web
URL リソース（HTTP または HTTPS のみ。http://example.com/games など）、および Web（URL）
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カテゴリを指定するために使用します。 これらのオブジェクトを使用すると、Web ブラウジング
に関するアクセプタブル ユース ポリシーを実施できます。
URL オブジェクトには、次の主要プロパティが含まれています。 多くのポリシー オブジェクト
に共通のプロパティについては、ポリシー オブジェクトの共通プロパティ, （129 ページ）を参照
してください。

ヒント

複数の項目を入力するには、Enter を押して各項目を確認し、さらに項目を選択できるように
します。ドロップダウン リストから項目を選択すると、選択した項目が自動的にボックスに
入力されます。 既存の項目を編集するには、クリックして編集し、Enter を押します。 ボック
ス内の既存の項目を削除するには、マウスを置いて名前の右側の [X] をクリックするか、ク
リック後に Delete キーを押して削除し、クリックして削除を完了します。 入力が有効でない
場合は、黄色で表示されます。フィールドの横にある [Errors] リンクをクリックすると、修正
の必要がある問題の情報が表示されます。
許可リストとブロック リスト
許可リストとブロック リストという 2 つのプロパティのリストを設定できます。 ブロック
リストは必ず許可リストに関連したものとなり、リストに含まれている項目を除外します。
ブロック リストのスコープは、厳密にオブジェクト内に定められ、同じポリシーで選択さ
れる可能性のある他のオブジェクトには適用されません。 次のヒントを考慮してください。
• 許可リスト内のすべてのプロパティのデフォルトを [Any] にした場合でも、ブロック
リストに項目を指定できます。 得られたオブジェクトは、「除外項目を除いたこのオ
ブジェクト タイプのすべて」に適用されます。
• たとえば、ポリシー オブジェクトを選択して許可リストで特性を指定すると、ブロッ
ク リストはこれらの選択に制限されます。 ブロック フィールドが関連付けられるのは
ブロック リスト内の同じネームドフィールドだけではありません。
• オブジェクトはブロック フィールド内で定義された項目のコンテナにすぎません。 オ
ブジェクトの許可またはブロックは、含まれているオブジェクトに手動でオブジェク
トの内容を入力することと同じです。
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URL
個々の Web ベース URL のリスト。 カテゴリまたは URL オブジェクトをまったく指定しな
かった場合、デフォルトの [Any] が適用されます。 除外リストのデフォルトは [None] で、
いずれの URL も除外されません。 ドメイン名またはサーバ名のみを含む URL を指定して、
ドメイン上の全サーバ、または指定のサーバにある全ページに適用することも、特定の Web
ページへのパスを含めて、同じサイト上でホストされているページを区別することもできま
す。 プロトコルは含めないでください。たとえば、http://www.example.com ではなく
www.example.com または example.com とします。 HTTP および HTTPS がこれらの URL と一
致する唯一のプロトコルです。
ドメイン内の全サーバを同じように扱う場合は、example.com のようにドメイン名だけを入
力します。 これにより、このオブジェクトは、www.example.com、games.example.com、
photos.example.com などに適用されます。
特定の URL を入力する方法の詳細については、次のヒントを参照してください。

ヒント

復号化ポリシーで使用する URL オブジェクトを設定する際には、パ
ス情報を含めないでください。 トラフィックが URL オブジェクトと
一致するかどうか評価する際に、復号化ポリシーではパス情報を含ん
だすべての URL を完全に無視します。 オブジェクトに、ドメイン名
だけの URL と、パスが含まれる URL が混在している場合、復号化ポ
リシーはそのオブジェクトを、ドメイン名だけを指定した URL のみ
が含まれるものとして扱います。 アクセス ポリシーに応じたオブジェ
クトを設定する際には、暗号化されたトラフィック（復号化ポリシー
でフローが復号化されていないもの）または HTTPS ではない復号化
されたフローに対して、パスを照合できないことに注意してくださ
い。こうした場合、アクセス ポリシーではドメイン名のみが指定され
た URL が照合されます。

Web カテゴリ
Web カテゴリのリスト。 目的のカテゴリをカテゴリ リストからすべて選択します。
カテゴリを許可または除外するということは、そのカテゴリに属するすべての Web サイト
を許可または除外することになります。 URL または URL オブジェクトをまったく指定しな
かった場合、デフォルトの [Any] が適用されます。 ブロック リストのデフォルトは [None]
で、いずれのカテゴリも除外されません。

URL 入力のヒント
ドメイン名および URL のパス名により、ソフトウェアを区別できます。 パスとは、URL の中の
最初のスラッシュ「/」よりも右側の文字列です。たとえば、www.example.com/us/ の場合、パス
は「us/」です。 ドメインのみの URL と、ドメインとパスを組み合わせた URL には大きな違いが
あります。パスを含む URL には、復号化ポリシーは一致しません。 次の各指定は等価であり、
いずれもパス情報を含むものとは見なされません。
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www.example.com
www.example.com/
www.example.com/*
Web 上の複数のページに該当する URL パターンを作成するために、次のワイルドカードを使用で
きます。
• *（アスタリスク）：ゼロ文字以上の文字と一致します。 たとえば、www.example.com/us/*
は、www.example.com/us/ という Web サーバ スペース上の全 Web ページと一致します。
• ^（キャレット）：URL の先頭に指定して、そのキャレットの後の文字列で URL が始まるこ
とを示します。 たとえば、^www.example.com は、www.example.com で始まる全 Web ページ
と一致します。 ^www.example.com と www.example.com の違いは、www.example.com の場合
は、「www.example.com」の前に修飾子がある server1.www.example.com といった他のサイト
にも一致するという点です。
• $（ドル記号）：URL の最後に指定して、その $ の前の文字列で URL が終わることを示しま
す。 たとえば、/index.html$ は、index.html という名前のページを指す全 URL に一致します。
次に、一般的な一致を得るためのヒントを示します。
• 特定のドメインの全ホストと一致：完全修飾ホスト名ではなく、ドメイン名を入力します。
たとえば、example.com は、example.com だけではなく www.example.com、photos.example.com、
finance.example.com などとも一致します。 example.com$ も同じ一致結果になります。この場
合の $ の範囲はドメイン名に限定されるため、example.com サイト上の特定のパスに対する
要求が一致しなくなるわけではありません。
• 1 台のホストと一致：^finance.example.com のように URL の入力を ^ で始めます。 こうする
と finance.example.com ホストのみが一致します。games.example.com、
quotes.finance.example.com、または example.com は一致しません。
• 名前が似たホストのグループと一致：他の文字があってもよいことを示すためにアスタリス
クを使用します。 たとえば、example.co.* は、www.example.co.us、example.co.uk などを含
め、「example.co.」文字列を含む全サーバと一致します。 この場合、サイト名の先頭に他の
修飾子があってもよく、また、文字列の最後に（無限の文字列の）他の修飾子があっても許
容されます。 このようにアスタリスクを使用する場合は、必要以上に一致することがあるた
め注意してください。 たとえば、example.co* は example.commercialbank.com と一致します。
ナビゲーション パス
• URL オブジェクトを作成するには、[Policies] > [Objects] を選択し、[I want to] > [Add URL
Object] を選択します。
• URL オブジェクトを編集するには、[Policies] > [Objects] を選択し、オブジェクトの上にマウ
スを置いて、[Edit Object] をクリックします。
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ヒント

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。 オブジェ
クトを新たに作成するには、オブジェクトを追加するフィールドの下で [Create New Object] を
クリックし、必要に応じてオブジェクト表示域で目的のオブジェクトのタイプを選択します。
オブジェクトを編集するには、フィールド内のオブジェクト名にマウスを移動するか、フィー
ルドのドロップダウン リストで、オブジェクト名の横にある [View Object] をクリックしてオ
ブジェクトを開き、オブジェクト表示域で [Edit Object] をクリックします。 オブジェクト プ
ロパティを入力し、[Save Object] をクリックします。

ライセンス要件
このタイプのオブジェクトを使用するには、デバイスに有効な Web Security Essentials ライセンス
が必要です。
サポートされるデバイス タイプ
これらのオブジェクトは、次のデバイス タイプのポリシーに使用できます。
• ASA CX

ユーザ エージェント オブジェクト
HTTP 要求の作成に使用されたエージェントのタイプ。HTTP パケット ヘッダーのユーザ エージェ
ント フィールドに示されます。 たとえば、ブラウザのタイプ（Internet Explorer、Firefox など）が
あります。 これらのオブジェクトを使用すると、ネットワークへのアクセスに使用されているデ
バイスに基づいてポリシーを調整できます。たとえば、認証を要求するアイデンティティ ポリ
シーから、アクティブ認証のプロンプトに対応できないユーザ エージェントを明示的に除外する
ことができます。
ユーザ エージェント オブジェクトは、次の主要プロパティが含まれています。 多くのポリシー
オブジェクトに共通のプロパティについては、ポリシー オブジェクトの共通プロパティ, （129
ページ）を参照してください。

ヒント

複数の項目を入力するには、Enter を押して各項目を確認し、さらに項目を選択できるように
します。ドロップダウン リストから項目を選択すると、選択した項目が自動的にボックスに
入力されます。 既存の項目を編集するには、クリックして編集し、Enter を押します。 ボック
ス内の既存の項目を削除するには、マウスを置いて名前の右側の [X] をクリックするか、ク
リック後に Delete キーを押して削除し、クリックして削除を完了します。 入力が有効でない
場合は、黄色で表示されます。フィールドの横にある [Errors] リンクをクリックすると、修正
の必要がある問題の情報が表示されます。
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許可リストとブロック リスト
許可リストとブロック リストという 2 つのプロパティのリストを設定できます。 ブロック
リストは必ず許可リストに関連したものとなり、リストに含まれている項目を除外します。
ブロック リストのスコープは、厳密にオブジェクト内に定められ、同じポリシーで選択さ
れる可能性のある他のオブジェクトには適用されません。 次のヒントを考慮してください。
• 許可リスト内のすべてのプロパティのデフォルトを [Any] にした場合でも、ブロック
リストに項目を指定できます。 得られたオブジェクトは、「除外項目を除いたこのオ
ブジェクト タイプのすべて」に適用されます。
• たとえば、ポリシー オブジェクトを選択して許可リストで特性を指定すると、ブロッ
ク リストはこれらの選択に制限されます。 ブロック フィールドが関連付けられるのは
ブロック リスト内の同じネームドフィールドだけではありません。
• オブジェクトはブロック フィールド内で定義された項目のコンテナにすぎません。 オ
ブジェクトの許可またはブロックは、含まれているオブジェクトに手動でオブジェク
トの内容を入力することと同じです。
ユーザ エージェント
ユーザ エージェントのリスト。 入力する文字列は、HTTP パケット ヘッダーのユーザ エー
ジェント フィールドに含まれているどの部分であってもかまいません。 ユーザ エージェン
ト オブジェクトをまったく指定しなかった場合、デフォルトの [Any] が適用されます。 ブ
ロック リストのデフォルトは [None] で、いずれのユーザ エージェントも除外されません。
アスタリスク（*）を、0 個以上の文字と一致するワイルドカード文字として使用できます。
たとえば、Mozilla/* Gecko/* Firefox/ は、あらゆるバージョンの Firefox ブラウザと一致しま
す。

事前定義システム オブジェクト
多数の事前定義ユーザ エージェント オブジェクトがあります。 対象となるエージェントはすべ
て、システムオブジェクトにより網羅されているはずです。これら既存のオブジェクトを構築ブ
ロックとして使用して、さまざまなタイプのユーザエージェントに適用される独自のユーザエー
ジェント オブジェクトを作成できます。
NTLM Browsers 事前定義オブジェクトは、NTLM 認証要求に対応できるメイン ブラウザを示しま
す。
ナビゲーション パス
• ユーザ エージェント オブジェクトを作成するには、[Policies] > [Objects] を選択し、[I want
to] > [Add User Agent Object] を選択します。
• ユーザ エージェント オブジェクトを編集するには、[Policies] > [Objects] を選択し、オブジェ
クトの上にマウスを置いて、[Edit Object] をクリックします。
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ヒント

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。 オブジェ
クトを新たに作成するには、オブジェクトを追加するフィールドの下で [Create New Object] を
クリックし、必要に応じてオブジェクト表示域で目的のオブジェクトのタイプを選択します。
オブジェクトを編集するには、フィールド内のオブジェクト名にマウスを移動するか、フィー
ルドのドロップダウン リストで、オブジェクト名の横にある [View Object] をクリックしてオ
ブジェクトを開き、オブジェクト表示域で [Edit Object] をクリックします。 オブジェクト プ
ロパティを入力し、[Save Object] をクリックします。

サポートされるデバイス タイプ
これらのオブジェクトは、次のデバイス タイプのポリシーに使用できます。
• ASA CX

アプリケーション オブジェクト
アプリケーションオブジェクトは、個々のアプリケーションまたはアプリケーションタイプを指
定するために使用します。 特定の接続セッションで使用されるポートにかかわらず、トラフィッ
クインスペクションによりアプリケーションを特定できます。これらのオブジェクトを使用する
と、プロトコルとポートに基づく従来のサービス定義の代わりに、セッションで使用されている
アプリケーションまたはアプリケーション タイプに基づいてポリシーを調整できます。
アプリケーション オブジェクトには、次の主要プロパティが含まれています。 多くのポリシー
オブジェクトに共通のプロパティについては、ポリシー オブジェクトの共通プロパティ, （129
ページ）を参照してください。

ヒント

複数の項目を入力するには、Enter を押して各項目を確認し、さらに項目を選択できるように
します。ドロップダウン リストから項目を選択すると、選択した項目が自動的にボックスに
入力されます。 既存の項目を編集するには、クリックして編集し、Enter を押します。 ボック
ス内の既存の項目を削除するには、マウスを置いて名前の右側の [X] をクリックするか、ク
リック後に Delete キーを押して削除し、クリックして削除を完了します。 入力が有効でない
場合は、黄色で表示されます。フィールドの横にある [Errors] リンクをクリックすると、修正
の必要がある問題の情報が表示されます。
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許可リストとブロック リスト
許可リストとブロック リストという 2 つのプロパティのリストを設定できます。 ブロック
リストは必ず許可リストに関連したものとなり、リストに含まれている項目を除外します。
ブロック リストのスコープは、厳密にオブジェクト内に定められ、同じポリシーで選択さ
れる可能性のある他のオブジェクトには適用されません。 次のヒントを考慮してください。
• 許可リスト内のすべてのプロパティのデフォルトを [Any] にした場合でも、ブロック
リストに項目を指定できます。 得られたオブジェクトは、「除外項目を除いたこのオ
ブジェクト タイプのすべて」に適用されます。
• たとえば、ポリシー オブジェクトを選択して許可リストで特性を指定すると、ブロッ
ク リストはこれらの選択に制限されます。 ブロック フィールドが関連付けられるのは
ブロック リスト内の同じネームドフィールドだけではありません。
• オブジェクトはブロック フィールド内で定義された項目のコンテナにすぎません。 オ
ブジェクトの許可またはブロックは、含まれているオブジェクトに手動でオブジェク
トの内容を入力することと同じです。
アプリケーション名
個々のアプリケーションのリスト。 インスペクタが特定可能なアプリケーションのリスト
から、目的のアプリケーションを選択します。 対象のアプリケーションがリストされてい
ない場合は、別の名前でリストされていないか探してみてください。 ない場合は、サービ
ス グループ オブジェクトを使用して、従来のプロトコルとポートの指定によりアプリケー
ションを定義する必要があります。 アプリケーション タイプまたはアプリケーション オブ
ジェクトをまったく指定しなかった場合、デフォルトの [Any] が適用されます。 ブロック
リストのデフォルトは [None] で、いずれのアプリケーションも除外されません。
アプリケーション タイプ
アプリケーション タイプのリスト。 アプリケーション タイプのリストから、目的のタイプ
をすべて選択します。
アプリケーション タイプを許可または除外するということは、そのタイプに属するすべて
のアプリケーションを許可または除外することになります。 アプリケーションまたはアプ
リケーション オブジェクトをまったく指定しなかった場合、デフォルトの [Any] が適用さ
れます。 ブロック リストのデフォルトは [None] で、いずれのタイプも除外されません。

ナビゲーション パス
• アプリケーション オブジェクトを作成するには、[Policies] > [Objects] を選択し、[I want to] >
[Add Application Object] を選択します。
• アプリケーション オブジェクトを編集するには、[Policies] > [Objects] を選択し、オブジェク
トの上にマウスを置いて、[Edit Object] をクリックします。
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ヒント

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。 オブジェ
クトを新たに作成するには、オブジェクトを追加するフィールドの下で [Create New Object] を
クリックし、必要に応じてオブジェクト表示域で目的のオブジェクトのタイプを選択します。
オブジェクトを編集するには、フィールド内のオブジェクト名にマウスを移動するか、フィー
ルドのドロップダウン リストで、オブジェクト名の横にある [View Object] をクリックしてオ
ブジェクトを開き、オブジェクト表示域で [Edit Object] をクリックします。 オブジェクト プ
ロパティを入力し、[Save Object] をクリックします。

ライセンス要件
このタイプのオブジェクトを使用するには、デバイスに有効な Application Visibility and Control ラ
イセンスが必要です。
サポートされるデバイス タイプ
これらのオブジェクトは、次のデバイス タイプのポリシーに使用できます。
• ASA CX

セキュア モビリティ オブジェクト
セキュア モビリティ オブジェクトは、リモート アクセス VPN 接続の作成に使用されたクライア
ントのタイプを指定するために使用します。クライアントのタイプは、AnyConnect Secure Mobility
アプリケーションからレポートされます。これらのオブジェクトを使用すると、リモートアクセ
ス VPN 接続を経由したネットワーク アクセスに使用されているデバイスに基づいてポリシーを
調整できます。
セキュア モビリティ オブジェクトには、次の主要プロパティが含まれています。 多くのポリシー
オブジェクトに共通のプロパティについては、ポリシー オブジェクトの共通プロパティ, （129
ページ）を参照してください。

ヒント

複数の項目を入力するには、Enter を押して各項目を確認し、さらに項目を選択できるように
します。ドロップダウン リストから項目を選択すると、選択した項目が自動的にボックスに
入力されます。 既存の項目を編集するには、クリックして編集し、Enter を押します。 ボック
ス内の既存の項目を削除するには、マウスを置いて名前の右側の [X] をクリックするか、ク
リック後に Delete キーを押して削除し、クリックして削除を完了します。 入力が有効でない
場合は、黄色で表示されます。フィールドの横にある [Errors] リンクをクリックすると、修正
の必要がある問題の情報が表示されます。
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許可リストとブロック リスト
許可リストとブロック リストという 2 つのプロパティのリストを設定できます。 ブロック
リストは必ず許可リストに関連したものとなり、リストに含まれている項目を除外します。
ブロック リストのスコープは、厳密にオブジェクト内に定められ、同じポリシーで選択さ
れる可能性のある他のオブジェクトには適用されません。 次のヒントを考慮してください。
• 許可リスト内のすべてのプロパティのデフォルトを [Any] にした場合でも、ブロック
リストに項目を指定できます。 得られたオブジェクトは、「除外項目を除いたこのオ
ブジェクト タイプのすべて」に適用されます。
• たとえば、ポリシー オブジェクトを選択して許可リストで特性を指定すると、ブロッ
ク リストはこれらの選択に制限されます。 ブロック フィールドが関連付けられるのは
ブロック リスト内の同じネームドフィールドだけではありません。
• オブジェクトはブロック フィールド内で定義された項目のコンテナにすぎません。 オ
ブジェクトの許可またはブロックは、含まれているオブジェクトに手動でオブジェク
トの内容を入力することと同じです。
デバイス タイプ
デバイスで実行されているオペレーティング システム（OS）に基づくデバイス タイプのリ
スト。 リストからタイプを選択します。 セキュア モビリティ オブジェクトをまったく指定
しなかった場合、デフォルトの [Any] が適用されます。 ブロック リストのデフォルトは
[None] で、いずれのデバイス タイプも除外されません。

事前定義システム オブジェクト
[All Remote Devices] という名前の事前定義システム オブジェクトがあります。 このオブジェクト
は、リモート アクセス VPN 接続で使用されているあらゆるデバイスに一致します。
ナビゲーション パス
• セキュア モビリティ オブジェクトを作成するには、[Policies] > [Objects] を選択し、[I want
to] > [Add Secure Mobility Object] を選択します。
• セキュア モビリティ オブジェクトを編集するには、[Policies] > [Objects] を選択し、オブジェ
クトの上にマウスを置いて、[Edit Object] をクリックします。

ヒント

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。 オブジェ
クトを新たに作成するには、オブジェクトを追加するフィールドの下で [Create New Object] を
クリックし、必要に応じてオブジェクト表示域で目的のオブジェクトのタイプを選択します。
オブジェクトを編集するには、フィールド内のオブジェクト名にマウスを移動するか、フィー
ルドのドロップダウン リストで、オブジェクト名の横にある [View Object] をクリックしてオ
ブジェクトを開き、オブジェクト表示域で [Edit Object] をクリックします。 オブジェクト プ
ロパティを入力し、[Save Object] をクリックします。
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サポートされるデバイス タイプ
これらのオブジェクトは、次のデバイス タイプのポリシーに使用できます。
• ASA CX

アプリケーション サービス オブジェクト
アプリケーション サービス オブジェクトは、サービス グループ（従来のプロトコルとポートの
指定）、アプリケーション名、アプリケーションタイプ、またはアプリケーションオブジェクト
の組み合わせに基づいてアプリケーションを定義するために使用します。 OR 結合された複数の
組み合わせを作成することにより、単一のアプリケーションサービスオブジェクトで正確なトラ
フィック パターンを定義できます。
アプリケーション サービス オブジェクトには、次の主要プロパティが含まれています。 多くの
ポリシー オブジェクトに共通のプロパティについては、ポリシー オブジェクトの共通プロパティ,
（129 ページ）を参照してください。

ヒント

複数の項目を入力するには、Enter を押して各項目を確認し、さらに項目を選択できるように
します。ドロップダウン リストから項目を選択すると、選択した項目が自動的にボックスに
入力されます。 既存の項目を編集するには、クリックして編集し、Enter を押します。 ボック
ス内の既存の項目を削除するには、マウスを置いて名前の右側の [X] をクリックするか、ク
リック後に Delete キーを押して削除し、クリックして削除を完了します。 入力が有効でない
場合は、黄色で表示されます。フィールドの横にある [Errors] リンクをクリックすると、修正
の必要がある問題の情報が表示されます。
AND 結合された条件から成る行を複数 OR 結合したもの
トラフィック一致条件の行を 1 行以上作成できます。 行を追加するには、[Add Another Entry]
リンクをクリックします。 行を削除するには、行の [Delete Entry] リンクをクリックします。
一致基準は、次のように評価されます。
• 1 つのフィールドに含まれている複数の項目は OR 結合されます。 たとえば、2 つの
サービス グループを指定している場合、トラフィックはオブジェクト 1 またはオブジェ
クト 2 に一致する必要があります。 トラフィックが、フィールドに含まれる全オブジェ
クトと一致する必要はありません（ただし、一致してもかまいません）。
• 1 行に含まれている複数のフィールドは AND 結合されます。 たとえば、1 行にサービ
ス グループ 1 つとアプリケーション オブジェクトを 1 つ指定している場合、トラフィッ
クは、そのサービス グループに一致しなければならず、また、そのアプリケーション
オブジェクトにも一致しないと、行が一致したとは見なされません。
• 複数の行は OR 結合されます。 たとえば、条件を独立した 2 行で指定している場合、
トラフィックは行 1 または行 2 と一致する必要があります。 トラフィックがすべての
行と一致する必要はありません（ただし、一致してもかまいません）。 少なくとも 1
行が一致すれば、そのトラフィックフローはオブジェクトに一致することになります。
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サービス オブジェクト
行のトラフィック一致定義のサービス グループ オブジェクト（ある場合）。 サービス グ
ループは、トラフィック フローのプロトコルとポート、または ICMP メッセージ タイプを
指定したものです。

（注）

（マルチ デバイス モード）。PRSM を マルチ デバイス モード で使
用する際には、ASA で定義されているサービス オブジェクトも使用
できます。 サービス グループ オブジェクトは ASA と CX デバイスの
両方で使用できます。

アプリケーション オブジェクト、アプリケーション タイプ、またはアプリケーション名
行のトラフィック一致定義のアプリケーション オブジェクト、アプリケーション タイプ、
またはアプリケーション名（ある場合）。 ドロップダウン矢印からタイプを選択すると、
リストを事前にフィルタリングし、あるタイプの項目のみにできます。

ナビゲーション パス
• アプリケーション サービス オブジェクトを作成するには、[Policies] > [Objects] を選択し、[I
want to] > [Add Application Service Object] を選択します。
• アプリケーション サービス オブジェクトを編集するには、[Policies] > [Objects] を選択し、オ
ブジェクトの上にマウスを置いて、[Edit Object] をクリックします。

ヒント

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。 オブジェ
クトを新たに作成するには、オブジェクトを追加するフィールドの下で [Create New Object] を
クリックし、必要に応じてオブジェクト表示域で目的のオブジェクトのタイプを選択します。
オブジェクトを編集するには、フィールド内のオブジェクト名にマウスを移動するか、フィー
ルドのドロップダウン リストで、オブジェクト名の横にある [View Object] をクリックしてオ
ブジェクトを開き、オブジェクト表示域で [Edit Object] をクリックします。 オブジェクト プ
ロパティを入力し、[Save Object] をクリックします。

ライセンス要件
このタイプのオブジェクトを使用するには、デバイスに有効な Application Visibility and Control ラ
イセンスが必要です。
サポートされるデバイス タイプ
これらのオブジェクトは、次のデバイス タイプのポリシーに使用できます。
• ASA CX

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
OL-28138-01-J

151

ポリシー オブジェクトのリファレンス

宛先オブジェクト グループ
宛先オブジェクト グループは、ポリシーの宛先フィールドに指定可能なオブジェクトを使用し
て、宛先に関する複雑なトラフィック一致基準を定義するときに使用します。 AND 結合された
ネットワーク グループと URL オブジェクトの定義を作成することにより、全オブジェクトの条
件が満たされないとトラフィックがポリシーに一致しないようにすることができます。 OR 結合
された複数の組み合わせを作成することにより、単一の宛先オブジェクトで正確なトラフィック
宛先パターンを定義できます。
宛先オブジェクト グループには、次の主要プロパティが含まれています。 多くのポリシー オブ
ジェクトに共通のプロパティについては、ポリシー オブジェクトの共通プロパティ, （129 ペー
ジ）を参照してください。

ヒント

複数の項目を入力するには、Enter を押して各項目を確認し、さらに項目を選択できるように
します。ドロップダウン リストから項目を選択すると、選択した項目が自動的にボックスに
入力されます。 既存の項目を編集するには、クリックして編集し、Enter を押します。 ボック
ス内の既存の項目を削除するには、マウスを置いて名前の右側の [X] をクリックするか、ク
リック後に Delete キーを押して削除し、クリックして削除を完了します。 入力が有効でない
場合は、黄色で表示されます。フィールドの横にある [Errors] リンクをクリックすると、修正
の必要がある問題の情報が表示されます。
AND 結合された条件から成る行を複数 OR 結合したもの
トラフィック一致条件の行を 1 行以上作成できます。 行を追加するには、[Add Another Entry]
リンクをクリックします。 行を削除するには、行の [Delete Entry] リンクをクリックします。
一致基準は、次のように評価されます。
• 1 つのフィールドに含まれている複数の項目は OR 結合されます。 たとえば、2 つの
ネットワーク グループを指定している場合、トラフィックはオブジェクト 1 またはオ
ブジェクト 2 に一致する必要があります。 トラフィックが、フィールドに含まれる全
オブジェクトと一致する必要はありません（ただし、一致してもかまいません）。
• 1 行に含まれている複数のフィールドは AND 結合されます。 たとえば、1 行にネット
ワーク グループ 1 つと URL オブジェクトを 1 つ指定している場合、トラフィックは、
そのネットワーク グループに一致しなければならず、また、その URL オブジェクトに
も一致しないと、行が一致したとは見なされません。
• 複数の行は OR 結合されます。 たとえば、条件を独立した 2 行で指定している場合、
トラフィックは行 1 または行 2 と一致する必要があります。 トラフィックがすべての
行と一致する必要はありません（ただし、一致してもかまいません）。 少なくとも 1
行が一致すれば、そのトラフィックフローはオブジェクトに一致することになります。
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ネットワーク オブジェクト
行のトラフィック一致定義のネットワーク グループ（ある場合）。 ネットワーク グループ
とは、トラフィック フローに関連付けられている IP アドレスを指定するものです。

（注）

（マルチ デバイス モード）。PRSM を マルチ デバイス モード で使
用する際には、CX デバイスを含むデバイスで定義されているネット
ワーク オブジェクトまたはグループを使用することもできます。 ネッ
トワーク グループ オブジェクトには 2 つのタイプがあります。1 つは
ASA と CX デバイスの両方で使用できます。もう 1 つは CX デバイス
でのみ使用でき、特に ASA CX ネットワーク グループと呼ばれます。

URL オブジェクト
行のトラフィック一致定義の URL オブジェクト（ある場合）。 URL オブジェクトとは、
HTTP 要求でターゲットとされている URL または URL カテゴリを指定するものです。

ナビゲーション パス
• 宛先オブジェクト グループを作成するには、[Policies] > [Objects] を選択し、[I want to] > [Add
Destination Object Group] を選択します。
• 宛先オブジェクト グループを編集するには、[Policies] > [Objects] を選択し、オブジェクトの
上にマウスを置いて、[Edit Object] をクリックします。

ヒント

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。 オブジェ
クトを新たに作成するには、オブジェクトを追加するフィールドの下で [Create New Object] を
クリックし、必要に応じてオブジェクト表示域で目的のオブジェクトのタイプを選択します。
オブジェクトを編集するには、フィールド内のオブジェクト名にマウスを移動するか、フィー
ルドのドロップダウン リストで、オブジェクト名の横にある [View Object] をクリックしてオ
ブジェクトを開き、オブジェクト表示域で [Edit Object] をクリックします。 オブジェクト プ
ロパティを入力し、[Save Object] をクリックします。

ライセンス要件
このタイプのオブジェクトに URL オブジェクトを含めるには、デバイスに有効な Web Security
Essentials ライセンスが必要です。
サポートされるデバイス タイプ
これらのオブジェクトは、次のデバイス タイプのポリシーに使用できます。
• ASA CX
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送信元オブジェクト グループ
送信元オブジェクト グループは、ポリシーの送信元フィールドに指定可能なオブジェクトを使用
して、送信元に関する複雑なトラフィック一致基準を定義するときに使用します。 AND 結合され
たオブジェクトの定義を作成することにより、全オブジェクトの条件が満たされないとトラフィッ
クがポリシーに一致しないようにすることができます（このような関係をアクセス ポリシー内に
直接作成することはできません）。 OR 結合された複数の組み合わせを作成することにより、単
一の送信元オブジェクト グループで正確なトラフィック送信元パターンを定義できます。
送信元オブジェクト グループには、次の主要プロパティが含まれています。 多くのポリシー オ
ブジェクトに共通のプロパティについては、ポリシー オブジェクトの共通プロパティ, （129 ペー
ジ）を参照してください。

ヒント

複数の項目を入力するには、Enter を押して各項目を確認し、さらに項目を選択できるように
します。ドロップダウン リストから項目を選択すると、選択した項目が自動的にボックスに
入力されます。 既存の項目を編集するには、クリックして編集し、Enter を押します。 ボック
ス内の既存の項目を削除するには、マウスを置いて名前の右側の [X] をクリックするか、ク
リック後に Delete キーを押して削除し、クリックして削除を完了します。 入力が有効でない
場合は、黄色で表示されます。フィールドの横にある [Errors] リンクをクリックすると、修正
の必要がある問題の情報が表示されます。
AND 結合された条件から成る行を複数 OR 結合したもの
トラフィック一致条件の行を 1 行以上作成できます。 行を追加するには、[Add Another Entry]
リンクをクリックします。 行を削除するには、行の [Delete Entry] リンクをクリックします。
一致基準は、次のように評価されます。
• 1 つのフィールドに含まれている複数の項目は OR 結合されます。 たとえば、2 つの
ネットワーク グループを指定している場合、トラフィックはオブジェクト 1 またはオ
ブジェクト 2 に一致する必要があります。 トラフィックが、フィールドに含まれる全
オブジェクトと一致する必要はありません（ただし、一致してもかまいません）。
• 1 行に含まれている複数のフィールドは AND 結合されます。 たとえば、1 行にネット
ワーク グループ 1 つとユーザ エージェント オブジェクトを 1 つ指定している場合、ト
ラフィックは、そのネットワーク グループに一致しなければならず、また、そのユー
ザ エージェント オブジェクトにも一致していないと、行が一致したとは見なされませ
ん。 4 つのすべてのフィールドでオブジェクトを選択した場合、トラフィック フロー
は、フィールドごとに、指定されているオブジェクトの少なくとも 1 つと一致する必
要があります。
• 複数の行は OR 結合されます。 たとえば、条件を独立した 2 行で指定している場合、
トラフィックは行 1 または行 2 と一致する必要があります。 トラフィックがすべての
行と一致する必要はありません（ただし、一致してもかまいません）。 少なくとも 1
行が一致すれば、そのトラフィックフローはオブジェクトに一致することになります。
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ネットワーク オブジェクト
行のトラフィック一致定義のネットワーク グループ（ある場合）。 ネットワーク オブジェ
クトとは、トラフィック フローに関連付けられている IP アドレスを指定するものです。

（注）

（マルチ デバイス モード）。PRSM を マルチ デバイス モード で使
用する際には、CX デバイスを含むデバイスで定義されているネット
ワーク オブジェクトまたはグループを使用することもできます。 ネッ
トワーク グループ オブジェクトには 2 つのタイプがあります。1 つは
ASA と CX デバイスの両方で使用できます。もう 1 つは CX デバイス
でのみ使用でき、特に ASA CX ネットワーク グループと呼ばれます。

アイデンティティ オブジェクト
行のトラフィック一致定義のアイデンティティ オブジェクト（ある場合）。 アイデンティ
ティ オブジェクトとは、トラフィック フローに関連付けられているユーザ名、またはユー
ザが属するユーザ グループを指定するものです。
ユーザ エージェント オブジェクト
行のトラフィック一致定義のユーザ エージェント オブジェクト（ある場合）。 ユーザ エー
ジェント オブジェクトとは、ブラウザなどの、HTTP 要求の作成に使用されたエージェント
を定義するものです。
セキュア モビリティ オブジェクト
行のトラフィック一致定義のセキュア モビリティ オブジェクト（ある場合）。 セキュア モ
ビリティ オブジェクトとは、AnyConnect Secure Mobility アプリケーションを使用してリモー
ト アクセス VPN 接続を作成したときに使用されたクライアントのタイプを指定するもので
す。

ナビゲーション パス
• 送信元オブジェクトを作成するには、[Policies] > [Objects] を選択し、[I want to] > [Add Source
Object Group] を選択します。
• 送信元オブジェクトを編集するには、[Policies] > [Objects] を選択し、オブジェクトの上にマ
ウスを置いて、[Edit Object] をクリックします。

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
OL-28138-01-J

155

ポリシー オブジェクトのリファレンス

ヒント

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。 オブジェ
クトを新たに作成するには、オブジェクトを追加するフィールドの下で [Create New Object] を
クリックし、必要に応じてオブジェクト表示域で目的のオブジェクトのタイプを選択します。
オブジェクトを編集するには、フィールド内のオブジェクト名にマウスを移動するか、フィー
ルドのドロップダウン リストで、オブジェクト名の横にある [View Object] をクリックしてオ
ブジェクトを開き、オブジェクト表示域で [Edit Object] をクリックします。 オブジェクト プ
ロパティを入力し、[Save Object] をクリックします。

サポートされるデバイス タイプ
これらのオブジェクトは、次のデバイス タイプのポリシーに使用できます。
• ASA CX

ファイル フィルタリング プロファイル オブジェクト
ファイル フィルタリング プロファイル オブジェクトは、ブロックする必要があるファイル アッ
プロードまたはダウンロードのタイプを指定するために使用します。ネットワークアクセスを許
可するアクセスポリシーで、このプロファイルを使用して、ファイル転送のアクセプタブルユー
スポリシーを実施することができます。たとえば、ダウンロードはすべて許可するものの、アッ
プロードはすべて禁止することで、企業内のファイルがネットワークの外に転送されないように
することができます。
アクセス ルールにファイル フィルタリング プロファイルを指定しなかった場合は、すべてのファ
イルのアップロードおよびダウンロードが許可されます。
ファイル フィルタリング プロファイル オブジェクトには、次の主要プロパティが含まれていま
す。 多くのポリシー オブジェクトに共通のプロパティについては、ポリシー オブジェクトの共
通プロパティ, （129 ページ）を参照してください。

ヒント

複数の項目を入力するには、Enter を押して各項目を確認し、さらに項目を選択できるように
します。ドロップダウン リストから項目を選択すると、選択した項目が自動的にボックスに
入力されます。 既存の項目を編集するには、クリックして編集し、Enter を押します。 ボック
ス内の既存の項目を削除するには、マウスを置いて名前の右側の [X] をクリックするか、ク
リック後に Delete キーを押して削除し、クリックして削除を完了します。 入力が有効でない
場合は、黄色で表示されます。フィールドの横にある [Errors] リンクをクリックすると、修正
の必要がある問題の情報が表示されます。
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Block file downloads
ユーザに宛先サイトからダウンロードさせないようにする必要があるファイルの MIME タ
イプ（Multipurpose Internet Mail Extensions、または一般的にインターネット メディア タイ
プ）。 アスタリスク（*）を、0 個以上の文字を示すワイルドカードとして使用できます。
*/* はすべてのファイルを指します。 ドロップダウン リストではメイン タイプが使用可能
ですが、application/javascript のようなサブタイプを指定することもできます。 デフォルトで
は、すべてのファイル ダウンロードが許可されます。
Block file uploads
ユーザに宛先サイトにアップロードさせないようにする必要があるファイルの MIME タイ
プ。 アスタリスク（*）を、0 個以上の文字を示すワイルドカードとして使用できます。*/*
はすべてのファイルを指します。 ドロップダウン リストではメイン タイプが使用可能です
が、application/javascript のようなサブタイプを指定することもできます。 デフォルトでは、
すべてのファイル アップロードが許可されます。

MIME タイプについて
MIME タイプはメディア タイプとも呼ばれ、現在扱っているファイルのタイプを示すもので、
Content Type ヘッダーに示されます。 多数の MIME タイプがあります。それぞれのタイプの詳細
については、各タイプが登録されている Wikipedia や IANA などの情報サイトで調べることができ
ます（公式のタイプについては、http://www.iana.org/assignments/media-types/index.html を参照して
ください）。 MIME タイプの目的は、ASCII 以外のファイルを判別して、電子メール クライアン
トやブラウザなどのファイルを扱うアプリケーションが、ファイルを開くために使用すべきアプ
リケーションを特定できるようにすることです。
このオブジェクトに MIME タイプを指定する場合、1 つの MIME タイプ全体をターゲットにする
ことも、特定のタイプ/サブタイプをターゲットにすることもできます。 メイン タイプは次のと
おりです。
• application/*：他のカテゴリに当てはまらない独立したデータ。一般的には特定のタイプのア
プリケーション プログラムで処理されないと、表示または使用できないデータ。 この
application カテゴリには、コンピュータ関連の言語が含まれるため、転送されたコードがマ
ルウェアだった場合、潜在的なセキュリティ ホールが開く可能性があります。 例としては、
application/pdf（Adobe Acrobat ファイル）、application/javascript、application/postscript などが
あります。 特定のベンダー用に多数の vnd.* サブタイプがあります。
• audio/*：音声ファイル。audio/mp4 や audio/mpeg など。 ファイルに動画が含まれている場
合、タイプは audio ではなく video になります。
• image/*：画像またはグラフィック ファイル。image/gif や image/jpeg など。
• message/*：カプセル化されたメール メッセージ。message/http や message/sip など。
• multipart/*：複数のオブジェクトで構成されたアーカイブまたは他のファイル。multipart/mixed
など。
• model/*：3D モデル ファイル。model/vrml や model/x3d+binary など。
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• text/*：プレーン テキストおよびリッチ テキストを含むテキスト ファイル。text/csv（カンマ
区切り値）、text/html、text/rtf など。
• video/*：ビデオ ファイル。video/mp4 や video/mpeg など。 このメディア タイプには、同期
された音声を含めることができます。 たとえば、動画と音を含む一般的な MPEG ビデオ ファ
イルは、video/mpeg ファイルになります。
ナビゲーション パス
• ファイル フィルタリング プロファイル オブジェクトを作成するには、[Policies] > [Objects]
を選択し、[I want to] > [Add File Filtering Profile] を選択します。
• ファイル フィルタリング プロファイル オブジェクトを編集するには、[Policies] > [Objects]
を選択し、オブジェクトの上にマウスを置いて、[Edit Object] をクリックします。

ヒント

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。 オブジェ
クトを新たに作成するには、オブジェクトを追加するフィールドの下で [Create New Object] を
クリックし、必要に応じてオブジェクト表示域で目的のオブジェクトのタイプを選択します。
オブジェクトを編集するには、フィールド内のオブジェクト名にマウスを移動するか、フィー
ルドのドロップダウン リストで、オブジェクト名の横にある [View Object] をクリックしてオ
ブジェクトを開き、オブジェクト表示域で [Edit Object] をクリックします。 オブジェクト プ
ロパティを入力し、[Save Object] をクリックします。

サポートされるデバイス タイプ
これらのオブジェクトは、次のデバイス タイプのポリシーに使用できます。
• ASA CX

Web レピュテーション プロファイル オブジェクト
Web レピュテーション プロファイル オブジェクトは、低レピュテーション ゾーンを定義して、
そのゾーンにレピュテーションが該当した Web トラフィックに対して特殊な処理を適用するため
に使用します。
Cisco Threat Operations Center は、動的な更新と、ASA、IPS、電子メール セキュリティ アプライ
アンス、Web セキュリティ アプライアンス、およびシステム管理者から取得したアクション可能
な知識を使用して、Web サイトの Web レピュテーション スコアを計算します。 Web レピュテー
ションは、コンテキストおよび過去の動作に基づいた統計的な評価で、重要度が異なる多くの要
素を組み合わせて 1 つの関連付けられたメトリックにするものです。 個人の信用スコアと同様
に、Web レピュテーションは、-10 ～ 10 の段階的なスケールに沿った連続値です。 低レピュテー
ション ゾーンを定義することで、ユーザにマルウェアを提供する可能性が高い、低レピュテー
ション サイトに対して予防的なゼロデイ保護を実装できます。
Web レピュテーション プロファイル オブジェクトは、次のタイプのポリシーで使用できます。
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• トラフィックを許可するアクセス ポリシー。 Web レピュテーション プロファイルを追加す
ることで、一致するトラフィックは全般的に許可され、低レピュテーション サイトからのト
ラフィックはすべてドロップされます。 [Allow] アクションがあるアクセス ポリシーの一部
またはすべてにプロファイルを適用できます。
• アクションが [Decrypt Potentially Malicious Traffic] の復号化ポリシー。 Web レピュテーショ
ン プロファイルを追加することで、ポリシーと一致する低レピュテーション サイトが復号
化され、アクセス ポリシーによってトラフィックの内容が認識されます。 その後、設定に
従って、アクセス ポリシーでトラフィックをドロップできます。 トラフィックをドロップ
する、一致するアクセス ポリシーがなくても、低レピュテーション トラフィックを復号化
することで、復号化されていない TLS/SSL トラフィック フローでは利用できなかったデー
タがダッシュボードに提供されます。
Web レピュテーションの許可ゾーンおよび拒否ゾーンを設定するには、スライダを目的の位置ま
で移動します。スライダの左側のレピュテーションはすべて低レピュテーション ゾーンとなり、
右側はすべて高レピュテーションと見なされるため、特殊な処理を受けません。 レピュテーショ
ン分析は、Web ページ上のすべての要素に個別に適用されるため、一部の要素がブロックされた
ページが表示される可能性があることに注意してください。たとえば、低レピュテーション ゾー
ンに該当するレピュテーションを持つサイトから提供された広告が、ブロックされた状態でペー
ジが表示される可能性があります。
以下は、スコアの一般的なガイドラインです。
• -10 ～ -6：レピュテーションが最も低いゾーンのサイトは、継続的にキー ロガー、ルートキッ
ト、およびその他のマルウェアを配布する専用サイト、またはハイジャックされたサイトで
す。 フィッシング サイト、ボット、ドライブバイ インストーラも含まれます。 このレピュ
テーション範囲のサイトは、ほぼ確実に悪意のあるサイトです。
事前定義されている Web レピュテーション プロファイルの Default Reputation Profile で、こ
のゾーンは低レピュテーション ゾーンとして定義されています。
• -6 ～ -3：このゾーンのサイトは、攻撃的な広告シンジケートおよびユーザ トラッキング ネッ
トワークの可能性があります。 これらのサイトは、悪意がある疑いがありますが、確実では
ありません。
• -3 ～ 3：このゾーンのサイトは、管理された信頼できるコンテンツ シンジケート ネットワー
クおよびユーザが生成したコンテンツ サイトの可能性があります。
• 0 ～ 5：このゾーンのサイトは、信頼できる動作の歴史がある、または第三者の検証を受け
たサイトです。
• 5 ～ 10：このゾーンのサイトは、信頼できる動作の長い歴史があり、トラフィック量が多
く、広くアクセスされているサイトです。

ヒント

サイトのレピュテーションを確認するには、http://www.senderbase.org/senderbase_queries/rep_
lookup にあるツールを使用できます。
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多くのポリシーオブジェクトに共通のプロパティについては、ポリシーオブジェクトの共通プロ
パティ, （129 ページ）を参照してください。
事前定義 Web レピュテーション オブジェクト
[Default Reputation Profile] 事前定義オブジェクトを使用すると、推奨される低レピュテーション
ゾーンが実装されます。
ナビゲーション パス
• Web レピュテーション プロファイル オブジェクトを作成するには、[Policies] > [Objects] を
選択し、[I want to] > [Add Web Reputation Profile] を選択します。
• Web レピュテーション プロファイル オブジェクトを編集するには、[Policies] > [Objects] を
選択し、オブジェクトの上にマウスを置いて、[Edit Object] をクリックします。

ヒント

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。 オブジェ
クトを新たに作成するには、オブジェクトを追加するフィールドの下で [Create New Object] を
クリックし、必要に応じてオブジェクト表示域で目的のオブジェクトのタイプを選択します。
オブジェクトを編集するには、フィールド内のオブジェクト名にマウスを移動するか、フィー
ルドのドロップダウン リストで、オブジェクト名の横にある [View Object] をクリックしてオ
ブジェクトを開き、オブジェクト表示域で [Edit Object] をクリックします。 オブジェクト プ
ロパティを入力し、[Save Object] をクリックします。

ライセンス要件
このタイプのオブジェクトを使用するには、デバイスに有効な Web Security Essentials ライセンス
が必要です。
サポートされるデバイス タイプ
これらのオブジェクトは、次のデバイス タイプのポリシーに使用できます。
• ASA CX
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デバイスのモニタリング
• ダッシュボードとレポートの表示, 163 ページ
• イベントの表示, 199 ページ

第

9

章

ダッシュボードとレポートの表示
さまざまな期間における、さまざまな項目についてのダッシュボードまたはレポートを表示でき
ます。 ダッシュボードには、さまざまなダッシュボードや表を含めることができます。また、
デバイスの動作状況とパフォーマンス、およびネットワークの使用状況についての情報を含める
ことができます。 次のトピックで、ダッシュボードとレポートについて説明します。
• ダッシュボードの概要, 163 ページ
• ダッシュボードの使用, 167 ページ
• ダッシュボードのリファレンス, 178 ページ

ダッシュボードの概要
ダッシュボードは、ネットワーク トラフィックのさまざまな側面の情報を集計します。 ネット
ワーク上のトラフィックを分析するため、さまざまな期間のダッシュボードを表示できます。 ほ
とんどの場合、一般情報から特定の情報にドリル ダウンできます（たとえば、すべてのユーザの
ダッシュボードを表示してから、特定のユーザの詳細を表示できます）。
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次の図は、シングル デバイス モードのネットワーク概要ダッシュボードを示しています。 マル
チ デバイス モードでは、デバイスを選択し、ASA と ASA CX を切り替えることができるセレク
タが存在します。
図 11：ネットワーク概要ダッシュボード、シングル デバイス モード

1

デバイス サマリー ダッシュボード。 4

ヘルスおよびパフォーマンスダッシュ
ボード。 概要ダッシュボードには数
項目のダッシュボードがあります。

2

ダッシュボードのデータ範囲を決定す 5
る時間セレクタ。

グラフの上にマウスを置くと、個々の
データ ポイントに関するポップアッ
プ詳細が表示されます。

3

トランザクション カウントまたはス 6
ループット（ビット毎秒）に基づいて
データの表示を切り替えます。

すべてのトランザクション、許可トラ
ンザクション、拒否トランザクション
の表示を切り替えます。
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マルチ デバイス モードのネットワークの概要のデバイス サマリーにはセレクタがあり、次の図
に示すように、デバイスの選択および ASA と ASA CX の間の切り替えを行うことができます。
図 12：デバイス サマリー ダッシュボード（マルチ デバイス モード）

1

ASA と ASA CX の間で切り替えま
す。

4

選択した期間の、選択したデバイスに
関する CPU、メモリ、およびスルー
プット使用量。

2

デバイス表示名。

5

[View More] リンク。 このリンクをク
リックすると、デバイス サマリー
ダッシュボードに移動して、上位 5 つ
だけでなく、すべての管理対象デバイ
スが表示されます。

3

デバイスに対するアラート。 アラートが 1 つであればテキスト全体が表示され、そう
でなければ、アラート数のサマリーが表示されます。 テキストをクリックすると、特
定のアラートを表示するデバイス ダッシュボードに移動します。

概要ダッシュボードと詳細ダッシュボードには、[Top Sources] や [Top Destinations] など、複数の
ダッシュボード コンポーネントがあります。 これらのダッシュボードには、表示しているダッ
シュボードのそのタイプで最も発生頻度の高い項目が示されます。 たとえば、特定のユーザの詳
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細ダッシュボードを表示している場合、上位宛先にはそのユーザが最も多くアクセスした宛先が
示されます。
図 13：[Top Destinations] ダッシュボード

1

ダッシュボード タイトル。

4

[View More] リンク。 このリンクをク
リックすると、そのレポート可能項目
のサマリー ダッシュボードに移動し
ます。

2

トランザクション カウントまたはス 5
ループット（ビット毎秒）に基づいて
データの表示を切り替えます。

すべてのトランザクション、許可トラ
ンザクション、拒否トランザクション
の表示を切り替えます。

3

ダッシュボードには複数のレポート項目が含まれることがあります。 上位宛先には、
Web カテゴリ、Web 宛先、アプリケーション、およびアプリケーション タイプの 4 つ
の項目を表示できます。 ダッシュボードは複数のダッシュボード タイプで表示されま
すが、ダッシュボードの実際の内容は変動し、表示項目は表示しているダッシュボー
ドに固有のものに常になります。 その項目の詳細ダッシュボードに移動するには、名
前をクリックします。
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ダッシュボードの使用
ここでは、ダッシュボード使用の基本を説明します。 以降のトピックは、いずれか 1 つの特定の
ダッシュボードではなくダッシュボード全般に適用されます。

ダッシュボードとレポート データの概要
ダッシュボードのデータはデバイスからすぐに収集されるので、ダッシュボードに反映されるデー
タとネットワークアクティビティの間に遅延時間はほとんどありません。ただし、データを分析
するときは次の点に注意してください。
• データは、アクセス ポリシーのデフォルト設定である [Eventing: On] を選択したアクセス ポ
リシーに一致するトラフィックだけについて収集されます。 アクセス ポリシーのイベント
生成をオフにした場合、ポリシーに一致するトラフィックはいずれもダッシュボードに示さ
れず、Event Viewer にイベントを生成しません。
• データは 5 分バケットで集約されるため、30 分グラフと 1 時間グラフではデータ ポイント
は 5 分刻みで表示されます。 リアルタイム データは現在の 5 分バケット（まる 5 分よりも
常に少ないバケット）に追加されます。 さらに前の時間範囲では、これらのバケットはさら
に 1 時間バケット（過去 1 日の場合）や 1 日バケット（最大 1 週間の場合）や 1 週間バケッ
ト（より前の期間の場合）に集約されます。 前にさかのぼるほど、データはさらに集約され
ます。

（注）

たとえば、5 分間よりも長い間デバイスが到達不能になったなどの理由によ
り、データ ポイントが欠けている場合は、折れ線グラフが途切れます。

• PRSM マルチ デバイス モードでダッシュボードを表示する場合、データはすべての管理対象
デバイスから集約されます。 1 つのデバイスに固有の情報を表示するには、[Devices] ダッ
シュボードを使用します。
• （マルチ デバイス モードのみ）アプリケーション ベースのデータの品質は、デバイスのレ
ポートで使用される AVC シグニチャ セットが PRSMサーバのセットより最近の場合、劣化
する可能性があります。 シグニチャ セットが長時間同期していない場合、データに不明な
アプリケーションの数の増加が含まれることがあります。 PRSM サーバが長期間アップデー
トをダウンロードできず、管理対象デバイスは正常にアップデートをダウンロードしている
場合、または、シグニチャ セットがすでに同期されていないときにアップデートをディセー
ブルにした場合に、同期の欠落が発生することがあります。 すべてのデバイスが同じシグニ
チャ セットを使用すると、最善の結果が得られます。
• 一部のダッシュボードは他のダッシュボードより本質的に正確です。 [Network Summary]、
[Applications]、[Application Types]、[Policy Hits]、[Web Categories]、[User Devices]、[Applications
with Malicious Transactions] ダッシュボードのデータは正確なデータです。 他のすべてのサマ
リー ダッシュボードおよび詳細ダッシュボードのデータは概略データとなります。
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ダッシュボードのドリルダウン
ダッシュボードには、必要な情報にドリルダウンするための多くのリンクが含まれます。 項目の
上にマウスを置くと、どの項目でその詳細に進めるかがわかります。
たとえば、次の図に示す上位 5 アプリケーション リストなどの一般的なダッシュボード レポート
項目において、[View More] リンクをクリックすると、その項目のサマリー ダッシュボードに移
動できます。
図 14：上位 5 ダッシュボードからフル サマリー ダッシュボードへの移動

1

[Items shown]。ダッシュボードに表示 2
する項目の個数を選択します。

未処理値でのデータ表示とトラフィッ
ク ボリューム全体の比率でのデータ
表示の切り替えを行います。

サマリー ダッシュボードの上位 5 ダッシュボードで項目をクリックして、特定の項目の詳細ダッ
シュボードに移動することもできます。 次の図に示すように、上位 5 アプリケーション ダッシュ
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ボードまたはアプリケーション サマリー ダッシュボードのいずれかで [Hypertext Transfer Protocol]
をクリックすると、HTTP のアプリケーション詳細ダッシュボードに進みます。
図 15：上位 5 ダッシュボードまたはサマリー ダッシュボードから詳細ダッシュボードへの移動

トランザクション カウントをクリックしてサマリー ダッシュボードから Event Viewer に移動し、
データの収集に使用されたイベントを表示することもできます。 次の図に示すように、Event
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Viewer はダッシュボード項目およびダッシュボードに選択した時間範囲に基づいて自動的にフィ
ルタリングされます。
図 16：上位 5 ダッシュボードまたはサマリー ダッシュボードから詳細ダッシュボードへの移動

デバイス アラートの解決
特定のタイプの問題がデバイスで発生した場合、ネットワークの概要でそのデバイス サマリーに
アラートが表示されます。 マルチ デバイス モードでは、これらのアラートはデバイス詳細ダッ
シュボードでも表示されます。 さらに、マルチ デバイス モードのデバイス インベントリ ページ
にアラートがいくつか表示されることがあります。 アラートは 5 分ごとに更新されます。
いずれかの管理対象デバイスにアラートがないか確認するには、次の操作を実行します。
• [Dashboard] > [Network Overview] を選択してデバイス サマリーを調べます。 マルチ デバイス
モードで、デバイスに複数のアラートがある場合、アラートの数の要約が表示されます。特
定のアラートを表示するには、アラート要約をクリックしてデバイス詳細ダッシュボードを
表示します。 次の図はこれを示しています。
• （マルチ デバイス モードのみ）。[Dashboard] > [Devices] を選択し、次にデバイス名をクリッ
クします。 デバイス詳細ダッシュボードのみにアラートが表示されます。
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• （マルチ デバイス モードのみ）。[Device] > [Devices] を選択します。 アラートがある場合
は、デバイス列の右側に表示されます。
図 17：概略アラートから特定アラートへの移動

次に、表示される可能性があるアラートのリストを示します。これらのアラートの多くは、シン
グル デバイス モードには適用されません。
CX Config Version Out-dated
CX デバイスで実行されているコンフィギュレーション バージョンが、PRSM データベース
に保存されているものと大幅に異なります。 これは、古いバックアップを回復した場合、
または複数の連続した展開が長期間失敗している場合に発生することがあります。 このア
ラートを取得した場合、CX ホーム ページにログインし、デバイスのデータベースと PRSM
のデータベースを再同期するオプションを選択します。 CX の設定を維持する場合は、PRSM
インベントリからデバイスを削除してから追加し、PRSM データベースをアップデートする
必要があります。
Delete failed
このサービスのインベントリからの削除を完了できませんでした。 CX デバイスにログイン
し、リンクをクリックしてシングル デバイス モードに切り替えます。
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Device_type Deploy failed
デバイスの展開ジョブに失敗しました。 この問題を評価するには、[Administration] > [Change
History] を選択し、フィルタ コントロールを使用してデバイスに関係する最新ジョブを入手
します。 失敗の原因がタイムアウトまたはデバイスが使用できないことである場合は、デ
バイスの接続に問題がないか調べてください（Device Unavailable アラートの説明を参照）。
見つかった問題をすべて修正します。
展開を再試行するには、メニュー バーの [Changes Pending] リンクをクリックし、[Deployment
Status] タブを選択します。 再展開を試みるデバイスを決定し、[Redeploy] ボタンをクリック
します。
Device_type Device unreachable
PRSM サーバとデバイス間の通信に失敗しています。 いくつかの原因が考えられます。
• デバイスが停止しています。 デバイスに直接ログインを試みて、正しく機能している
かを判断します。 ASA CX の場合は、親 ASA にログインして次のコマンドを使用しま
す。
• show module：ASA CX モジュールのステータスは [Up] となるはずです。 その他
のステータス [Down]、[Init]、[Unresponsive] はモジュールに問題があることを示
しています。
• show service-policy：トラフィックを ASA CX に送っている場合は、ASA CX モ
ジュールから戻ったパケットを探します。
• サーバとデバイス間のネットワーク パスに問題があります。 サーバにログインし、
ping コマンドと traceroute コマンドを使用して接続を確認します。 問題は、ルータの
誤設定などの論理的なものであったり、ケーブルの抜けや断線などの物理的なもので
あったりします。
• TLS/SSL 証明書が失効しました。 新しい証明書を取得するには、[Device] > [Devices]
を選択し、デバイスの上にマウスを置いて [Refresh Certificate] をクリックします。
• デバイスをインベントリに追加するときに指定したユーザ アカウントの、パスワード
を変更しました。 PRSM ではパスワードを更新できないため、デバイスをインベント
リに追加した後でパスワードを変更しないでください。 これが問題の原因となってい
る場合は、デバイスをインベントリから削除して新しいパスワードを使用し、再び追
加する必要があります。 必要なデバイス グループにデバイスを割り当て直す必要があ
ります。
Discovery failed
このアラートは、デバイスを追加したときにデバイス設定のディスカバリに失敗した場合
に、デバイス インベントリに表示されます。 デバイスの上にマウスを置き、[Delete Device]
をクリックします。 ネットワーク接続を含むデバイスの状態を確認して再試行します。
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Discovery in progress
このアラートは、デバイスを追加したときに PRSM がその設定の検出中である場合に、デ
バイス インベントリに表示されます。 ディスカバリが完了するまで待ってから、デバイス
への変更の展開を試みます。
Interface interface_name down
示されたインターフェイスが停止しています。 この状況は、意図的なものであることも、
問題を示していることもあります。 インターフェイスが管理目的で停止しているかを判断
するには、デバイス詳細ダッシュボードに移動し（デバイス名をネットワークの概要でク
リックし）、赤いインターフェイスをクリックしてインターフェイス ダッシュボードを開
きます。 管理者がインターフェイスをシャットダウンしたことがアラートで示されている
場合、その状態は意図的なものです。 そうでなければ、ASA にログインして問題を評価し
ます。 たとえば、ネットワーク ケーブルの抜けや断線など、物理的な問題である可能性が
あります。
N license expired
示された数のライセンスが失効しました。 新しいライセンスをアップロードし、それをデ
バイスに適用して中断したサービスを確保する必要があります。 ライセンスをアップロー
ドして適用するには、[Administration] > [Licenses] を選択します。
N license expiring in nn days
示された数のライセンスが、示された日数で失効します。 中断したサービスを確保するに
は、それまでに新しいライセンスを入手できることを確認する必要があります。
No Events Processed
システムがデバイスからイベントを受信していません。 これはデバイスがトラフィックを
処理していない場合、または ASA に関しては、PRSM を ASA の syslog サーバとして設定し
ていない場合には、正常である可能性があります。 デバイスからイベントを受け取る必要
がある場合は、次のようにします。
• CX デバイス：CLI にログインし、show services status を使用してプロセスが正常に機
能していることを確認します。 プロセスを停止してから開始してみるか、最後の手段
としてはシステムをリブートします。
• ASA：PRSM を正しいポートと設定で syslog サーバとして設定したこと、および ASA
が正常に機能していることを確認します。
PRSM-CX Version mismatch
このアラートは、管理対象の CX デバイスが PRSM データベースに定義されているものとは
異なる設定を実行していることを示しています。 不一致を修正する必要があります。 各 CX
ホーム ページにログインし、再同期リンクをクリックして古い設定に戻すか、デバイスを
インベントリから削除し、その再検出を行って現在の設定を維持します。
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ダッシュボードの時間範囲の変更
ダッシュボードを表示するときは、[Time Range] リストを使用して、ダッシュボードに含める情
報を定義する時間範囲を変更できます。 時間範囲のリストは各ダッシュボードの上部にあり、こ
れを使用して最近 1 時間または 1 週間などの定義済みの時間範囲を選択したり、特定の開始時刻
と終了時刻でカスタムの時間範囲を定義したりできます。 選択した時間範囲は、選択を変更する
まで、表示する他のすべてのダッシュボードに引き継がれます。
ダッシュボードは自動的に 10 分ごとに更新します。

（注）

時刻はご使用のワークステーションで設定されているタイムゾーンではなく、デバイスで定義
されているゾーンに基づいたものになります。
次の表に、時間範囲オプションの説明を示します。
表 3：ダッシュボードの時間範囲

時間範囲

戻されるデータ

Last 30 minutes

5 分間隔で 30 分間と、追加で最大 5 分間。

Last Hour

5 分間隔で 60 分間と、追加で最大 5 分間。

Last 24 Hours

直前の時間境界に丸めた、1 時間間隔で最近 24 時間。 たとえば、現在
時刻が 13:45 の場合、[Last 24 Hour] は昨日の 13:00 から今日の 13:00 ま
での期間になります。

Last 7 Days

直前の時間境界に丸めた、1 時間間隔で最近 7 日間。

Last 30 Days

直前の午前 0 時から始まり、1 日間隔で最近 30 日間。

Yesterday

デバイスに定義されているタイムゾーンを使用した、最近24時間（00:00
から 23:59）。 データは 1 時間間隔になります。

Custom Range

ユーザ定義の時間範囲。 開始日、開始時刻、終了日、および終了時刻
用に [Edit] ボックスが表示されます。各ボックスをクリックして、目的
の値を選択します。 作業が完了したら、[Apply] をクリックしてダッシュ
ボードを更新します。
表示される間隔は、範囲の時間の長さによって異なります。
• 10 時間以下では 5 分間隔を使用します。
• 10 時間から 10 日間では 1 時間間隔を使用します。
• さらに長い範囲には 1 日間隔を使用します。

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
174

OL-28138-01-J

ダッシュボードの使用

ダッシュボードに表示されるデータの制御
概要および詳細ダッシュボードには [Top Sources] や [Top Destinations] などいくつかの下位ダッ
シュボードが含まれます。各ダッシュボードパネルにあるコントロールを使用すると、データの
さまざまな側面を表示できます。 次のコントロールを使用できます。
• [Transactions]、[Data Usage]：これらのリンクをクリックすると、トランザクション数または
トランザクションのデータ量に基づいたグラフが表示されます。
図 18：トランザクション数とデータ使用量の切り替え
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• [All]、[Denied]、[Allowed]：各ダッシュボートの右上にあるラベルのないドロップダウン リ
ストに、これらのオプションがあります。 これらを使用して、拒否接続のみ、許可接続の
み、あるいは拒否または許可にかかわらずすべての接続の表示に変更します。
図 19：すべてのトランザクションと拒否トランザクション（拒否されたサイト名はブランク）の切り
替え

• [View More]：表示する項目のダッシュボードに移動するには、[View More] リンクをクリッ
クします。 たとえば、[Top Destinations] ダッシュボードの [Web Destinations] グラフで [View
More] をクリックすると、[Web Destinations] ダッシュボードに進みます。 詳細ダッシュボー
ドのダッシュボードを表示している場合は、詳細を表示している項目の詳細な [Web
Destinations] ダッシュボードに移動します。

ダッシュボードのカラム
通常、ダッシュボードにはグラフ形式で表示される情報に加えて、情報を提供する 1 つ以上のテー
ブルが含まれています。
• 多くのカラムの意味は、そのカラムを含むダッシュボードによって変わります。 たとえば、
トランザクションのカラムには、レピュテーションなど、レポートの基準になる項目タイプ
のトランザクション数が示されます。 未処理の数値で行うか、項目に報告されたすべての未
処理値の比率で行うか、値の切り替えを行うこともできます。
• カラム ヘッダーをクリックすると、カラムのソート順を変更できます。
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次の表に、各種ダッシュボードで使用されるすべてのカラムの説明を示します。 標準カラムはす
べてのダッシュボードにあり、可変カラムはその項目のダッシュボードのみに表示されます。
表 4：ダッシュボードのカラム

カラム

説明

標準カラム
Transactions

報告された項目のトランザクション総数。 数値はリンクになっていま
す。クリックすると、表示している項目に基づいてフィルタリングされ
たイベント テーブルが Event Viewer に表示されます。

Transactions allowed

報告された項目で許可されたトランザクションの数。

Transactions denied

報告された項目で（ポリシーに基づいて）ブロックされたトランザク
ションの数。

Data Usage

報告された項目の送受信バイト数の合計。

Bytes sent

報告された項目の送信バイト数。

Bytes received

報告された項目の受信バイト数。

可変カラム
Application

AVC エンジンで判定された、トランザクションのアプリケーションの
名前。

Application type

AVC エンジンで判定された、トランザクションで使用されたアプリケー
ションのアプリケーション タイプの名前。

Device Name

（マルチ デバイス モード）。管理対象 ASA CX の名前または IP アドレ
ス。 デバイスをインベントリから削除した場合は、名前に「DELETED」が付きます。

Domain name

トランザクションに関係した Web サイトの DNS 名または IP アドレス。

Policy name

トランザクションと一致したコンテキスト対応アクセス ポリシーの名
前。 ポリシーを削除した場合は、名前に「- DELETED」が付きます。

User device

トランザクションを行ったリモート アクセス VPN クライアントで使用
された、オペレーティング システムまたはデバイスの名前。
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カラム

説明

User name

トランザクションを行ったユーザのユーザ ID。アクティブな認証に失
敗したユーザは、ユーザ名 Realm\ANONYMOUS の下のユーザ ダッシュ
ボードに示されます。 認証の必要がないためマッピングをもたないユー
ザは、IP アドレスで表示されます。 ユーザ名の形式は Realm\username
です。

Web category

Web（URL）カテゴリの名前。 カテゴリの情報は、そのカテゴリに属す
すべての URL のサマリーになっています。

ダッシュボードのリファレンス
このリファレンスのトピックでは、各種ダッシュボードの内容について説明します。

ネットワーク概要
ネットワーク概要にはネットワーク トラフィックに関するサマリー情報と、デバイスのヘルスお
よびパフォーマンスが表示されます。 マルチ デバイス モードでは、ASA およびその ASA CX を
含むすべての管理対象デバイスに対する、ヘルスおよびパフォーマンスの情報を入手できます。
シングル デバイス モードでは、CX デバイスのみに対する情報を入手できます。
名前、アイコン、[View More] リンクなど、多くの項目をクリックして、個々の項目または監視す
るカテゴリ全体に関する詳細な情報を取得できます。 マルチ デバイス モードでは、統計情報は、
すべての管理対象デバイスの要約です。 この情報は、詳細な分析を必要とするエリアの識別、ま
たはネットワークが一般的な予期内で動作していることの確認に使用します。
ネットワークの概要を表示するには、[Dashboard] > [Network Overview] を選択します。
次の表で、ネットワークの概要ダッシュボードの要素について説明します。
表 5：ネットワーク概要

要素

説明

Time Range

ダッシュボードに含めるデータの時間範囲。 詳細については、ダッシュ
ボードの時間範囲の変更, （174 ページ）を参照してください。
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要素

説明

On-box device summary 対処が必要なすべてのアラートを含む、ログイン先の CX デバイスにつ
いてのサマリー情報。 （アラートの詳細については、デバイス アラー
（シングル デバイス
トの解決, （170 ページ）を参照してください）。サマリーには次の情
モードのみ）。
報が含まれます。
• 左側のリストには、デバイス上で実行されているソフトウェアバー
ジョン、デバイス モデル、および最終展開日（最後に設定変更が
デバイスに保存された時）が表示されます。
• 右側のグラフとテーブルには、システムを通過するネットワーク
活動の量が表示されます。グラフの上のリンクを使用すると、ト
ランザクション（未処理の接続数）とスループット（データ レー
ト）間で切り替えることができます。 ドロップダウン リストを使
用して、拒否トランザクション、許可トランザクション、あるい
はすべてのトランザクションを表示します。 グラフの上にマウス
を置くと、そのデータ ポイントの時刻と値がわかります。
この PRSM サーバを使用して管理している各 ASA および CX デバイス
（マルチ デバイス モー についてのサマリー情報。 [ASA|CX] アイコンはトグル動作となり、そ
れぞれの側のトグルをクリックすると、ASA とそれに含まれる ASA CX
ドのみ）。
の間でデータ表示が切り替わります。 検討しているデバイスを確認す
るには、デバイス名のカラムを使用します。
Device summary

サマリーにはデバイスごとに次の情報が含まれます。
• デバイスに問題がある場合、最新の問題についてのアラート。 複
数のアラートがある場合は、特定のアラートではなくサマリー カ
ウントが表示されます。リンクをクリックすると、詳細ダッシュ
ボードに移動し、すべてのアラートがリストされます。 アラート
の詳細については、デバイス アラートの解決, （170 ページ）を参
照してください。
• 現在の CPU とメモリの使用率、および最小、最大、および平均メ
トリックを含むデバイスのデータ スループット。
• 管理しているデバイス数が多くサマリーに収まり切らない場合は、
[View More] をクリックするとリスト全体が表示されます。
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要素

説明

Malicious Traffic

処理される合計トランザクションと比較した、Web レピュテーションが
低い（-6 以下）サイトが検出されたトランザクション。 検出された悪
意のあるトランザクションの場合、許可された数が表示されます。 許
可されたトランザクションの数は、次の理由のいずれかで、ゼロ以外に
なる場合があります。
• Web レピュテーション サービスを有効にしていない。
• Web レピュテーション プロファイルなしのアクセス ポリシーがあ
る。
• -6 より下のレピュテーションのトラフィックを許可する Web レ
ピュテーション プロファイルを使用している。 このダッシュボー
ドは低レピュテーション メトリックの区切りとして常に -6 を使用
します。
許可されたトラフィックのイベントを表示するには、Event Viewer を開
き、次のクエリー要素を使用します。
• Reputation Score<-5.9
• Event Type=HTTP Complete
• Event Type=TLS Complete

Health and Performance

デバイスの負荷がわかる、CPU とメモリの使用率が集約された別々の
グラフ。 グラフは動作モードによって異なります。
• シングル デバイス モード：線の上にマウスを置くと、グラフの
データ ポイントの特定の時刻と値がわかります。 データ ポイント
が入手できなかった場合は、線が途切れます。 使用率が 85% を超
えると、高いことがマークで示されます。
• マルチ デバイス モード：棒グラフは、定義済みの使用量範囲に収
まるデバイスの数を示します。 範囲に収まるデバイスのデバイス
ダッシュボードを表示するには、範囲をクリックします。 範囲に
あるのが 1 つのデバイスの場合は、そのデバイスの詳細ダッシュ
ボードに直接進みます。 複数ある場合は、範囲にあるデバイスの
リストが表示されます。

Top policies

トランザクション数またはデータ使用量で示す、最も多くのトラフィッ
ク フローと一致したアクセス ポリシー。 [View More] をクリックする
とリスト全体が表示されます。
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要素

説明

Top sources

トランザクション数またはデータ使用量で示す、最も多くのトラフィッ
クを生成したユーザとそのリモート アクセス VPN ユーザ デバイス。
ユーザ名の形式は Realm\username です。 [View More] をクリックする
と、各オプションのリスト全体が表示されます。

トランザクション数またはデータ使用量で示す、最も多くのトラフィッ
（マルチ デバイス モー クを処理した CX デバイス。 [View More] をクリックするとリスト全体
が表示されます。
ドのみ）。
Top CX

Traffic by location

トランザクション数またはデータ使用量で示す、ローカル（非 VPN）
接続とリモート アクセス VPN 接続の間の関係を示す円グラフ。

Top destinations

トランザクション数またはデータ使用量で示す、ユーザが最も多くアク
セスまたは使用した Web カテゴリ、Web 宛先、アプリケーション、お
よびアプリケーション タイプ。 [View More] をクリックすると、各オプ
ションのリスト全体が表示されます。

ユーザ ダッシュボード
ユーザダッシュボードには、合計トランザクション数、許可トランザクション数、ブロックトラ
ンザクション数、データ使用量、および送受信バイト数に基づいてネットワークの上位ユーザが
表示されます。 ユーザ名の形式は Realm\username です。アクティブな認証に失敗したユーザは、
ユーザ名 Realm\ANONYMOUS の下のユーザ ダッシュボードに示されます。 認証の必要がないた
めマッピングをもたないユーザは、IP アドレスで表示されます。この情報は、ユーザの異常活動
の識別に役立ちます。
ユーザ ダッシュボードにはサマリーと詳細の 2 タイプがあります。
• ユーザ サマリー ダッシュボード：このダッシュボード（名前は単に Users）は、識別された
ユーザすべてに関するサマリー情報を提供します。 ユーザ ダッシュボードを表示するには、
[Dashboard] > [Users] を選択します。
• ユーザ詳細ダッシュボード：このダッシュボードの名前には、表示中のユーザが [Users] >
[User Name] 形式で示されます。 このダッシュボードは、ユーザ ダッシュボードのユーザ リ
ンクまたは上位送信元ダッシュボードのユーザ グラフをクリックして表示できます。
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ヒント

ユーザ名は、ユーザの ID 情報がトラフィック フローに関連付けられている場合に限り使用で
きます。 少なくとも、ディレクトリ レルムを定義し、レルムのアイデンティティ ポリシーを
作成する必要があります。 ユーザ ID が大多数のトラフィックのダッシュボードで使用できる
ようにする場合は、アイデンティティ ポリシーでアクティブ認証を使用する必要があります。
また、パッシブ認証を提供し、必要に応じてバックアップ方法としてアクティブ認証を使用す
るように、Active Directory（AD）エージェントを設定できます。
次の表で、ユーザ ダッシュボードの要素について説明します。
表 6：ユーザのサマリー ダッシュボードおよび詳細ダッシュボード

要素

説明

ユーザ サマリー ダッシュボード
Time Range

ダッシュボードに含めるデータの時間範囲。 詳細については、ダッシュ
ボードの時間範囲の変更, （174 ページ）を参照してください。

Items Shown

リストに表示する項目数：10、100、または 1000。

Values、Percentages

統計を未加工の数値に基づいて表示するか（[Values]）、全体の使用率
に対する比率に基づいて表示するか（[Percentages]）。

[Users] テーブル

各ユーザに関連付けられたトランザクションおよびバイトに関するサマ
リー情報。
• そのユーザの詳細ダッシュボードを表示するには、ユーザ名をク
リックします。
• トランザクション セルの数値をクリックすると、ユーザ名および
時間範囲に基づいてフィルタリングされたイベント テーブルが、
Event Viewer に表示されます。

ユーザ詳細ダッシュボード
User summary

ユーザに関連付けられたトランザクションおよびバイトに関するサマ
リー情報。

Applications with
malicious transactions

低 Web レピュテーションのサイトで行われたトランザクションがあれ
ば、そのトランザクション数またはデータ使用量。 ユーザがサイトと
の接続を直接試みた可能性があります。あるいは、ユーザがアクセスし
た他の Web ページ経由でトランザクションが行われた可能性がありま
す。 [View More] をクリックするとリスト全体が表示されます。
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要素

説明

Top user devices

トランザクション数またはデータ使用量で示す、ユーザがリモート ア
クセス VPN 経由でネットワークとの接続に最も頻繁に使用したデバイ
ス。 このグラフは、選択した時間範囲にユーザがリモート アクセス
VPN 接続を行わなかった場合は空になります。 [View More] をクリック
するとリスト全体が表示されます。

Top policies

トランザクション数またはデータ使用量で示す、ユーザの接続試行と最
も頻繁に一致したアクセス ポリシー。 [View More] をクリックするとリ
スト全体が表示されます。

Top destinations

トランザクション数またはデータ使用量で示す、ユーザが最も多くアク
セスまたは使用した Web カテゴリ、Web 宛先、アプリケーション、お
よびアプリケーション タイプ。 [View More] をクリックすると、各オプ
ションのリスト全体が表示されます。

このユーザのトランザクション数またはデータ使用量で示す、最も多く
（マルチ デバイス モー のトラフィックを処理した CX デバイス。 [View More] をクリックする
とリスト全体が表示されます。
ドのみ）。
Top CX

Web 宛先ダッシュボード
Web 宛先ダッシュボードには、www.google.com など、アクセス先のサーバが表示されます。 こ
の情報を使用すると、上位宛先の識別に役立ち、望ましくないサーバの使用量を減らすために追
加のアクセスコントロールが必要かどうかを判断できます。サーバのドメイン名を入手できない
場合は、IP アドレスが使用されます。
宛先ダッシュボードにはサマリーと詳細の 2 タイプがあります。
• Web 宛先サマリー ダッシュボード：このダッシュボード（名前は単に Web destinations）は、
識別された Web 宛先すべてに関するサマリー情報を提供します。 Web 宛先ダッシュボード
を表示するには、[Dashboard] > [Web Destinations] を選択します。
• Web 宛先詳細ダッシュボード：このダッシュボードの名前には、表示中の宛先が [Web
destinations] > [Destination Name] 形式で示されます。 このダッシュボードは、Web 宛先ダッ
シュボードのドメイン名リンクまたは上位宛先ダッシュボードの Web 宛先グラフをクリック
して表示できます。
次の表に、Web 宛先ダッシュボードの要素の説明を示します。
表 7：Web 宛先サマリーおよび詳細ダッシュボード

要素

説明

Web 宛先サマリー ダッシュボード
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要素

説明

Time Range

ダッシュボードに含めるデータの時間範囲。 詳細については、ダッシュ
ボードの時間範囲の変更, （174 ページ）を参照してください。

Items Shown

リストに表示する項目数：10、100、または 1000。

Values、Percentages

統計を未加工の数値に基づいて表示するか（[Values]）、全体の使用率
に対する比率に基づいて表示するか（[Percentages]）。

Destinations table

各 Web サイトに関連付けられたトランザクションおよびバイトに関す
るサマリー情報。
• ドメイン名をクリックすると、そのサイトの詳細ダッシュボード
が表示されます。
• トランザクション セルの数値をクリックすると、ドメイン名およ
び時間範囲に基づいてフィルタリングされたイベントテーブルが、
Event Viewer に表示されます。

Web 宛先詳細ダッシュボード
Web destination summary Web サイトに関連付けられたトランザクションおよびバイトに関するサ
マリー情報。
Applications with
malicious transactions

このサイトを経由して低 Web レピュテーションのサイトで行われたト
ランザクションがあれば、そのトランザクション数またはデータ使用
量。 [View More] をクリックするとリスト全体が表示されます。

Top sources

トランザクション数またはデータ使用量で示す、サイトに最も多くのト
ラフィックを生成したユーザとそのリモート アクセス VPN ユーザ デバ
イス。 ユーザ名の形式は Realm\username です。 [View More] をクリッ
クすると、各オプションのリスト全体が表示されます。

Top policies

トランザクション数またはデータ使用量で示す、サイトに対する接続試
行と最も頻繁に一致したアクセス ポリシー。 [View More] をクリックす
るとリスト全体が表示されます。

Top destinations

トランザクション数またはデータ使用量で示す、この Web サイトに最
も頻繁に関連付けられたか使用された Web カテゴリ、アプリケーショ
ン、およびアプリケーション タイプ。 [View More] をクリックすると、
各オプションのリスト全体が表示されます。

この Web サイトのトランザクション数またはデータ使用量で示す、最
（マルチ デバイス モー も多くのトラフィックを処理した CX デバイス。 [View More] をクリッ
クするとリスト全体が表示されます。
ドのみ）。
Top CX
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Web カテゴリ ダッシュボード
Web または URL カテゴリのダッシュボードは、参照する Web サイトのカテゴリに基づいて、ネッ
トワークで使用されている Web サイトのカテゴリ（ギャンブル、広告、検索エンジン、ポータル
など）を示します。ユーザが参照する上位カテゴリを識別し、アクセスコントロールによって望
ましくないカテゴリが十分にブロックされているかどうかを判別するために、この情報を使用し
ます。
Web カテゴリ ダッシュボードにはサマリーと詳細の 2 タイプがあります。
• Web カテゴリ サマリー ダッシュボード：このダッシュボード（名前は単に Web Categories）
は、識別されたカテゴリすべてに関するサマリー情報を提供します。 Web カテゴリ ダッシュ
ボードを表示するには、[Dashboard] > [Web Categories] を選択します。
• Web カテゴリ詳細ダッシュボード：このダッシュボードの名前には、表示中のカテゴリが
[Web Categories] > [Category Name] 形式で示されます。 このダッシュボードは、Web カテゴ
リ ダッシュボードのカテゴリ名リンクまたは上位宛先ダッシュボードの Web カテゴリ グラ
フをクリックして表示できます。
次の表で、Web カテゴリ ダッシュボードの要素について説明します。
表 8：Web カテゴリ サマリーおよび詳細ダッシュボード

要素

説明

Web カテゴリ サマリー ダッシュボード
Time Range

ダッシュボードに含めるデータの時間範囲。 詳細については、ダッシュ
ボードの時間範囲の変更, （174 ページ）を参照してください。

Items Shown

リストに表示する項目数：10、100、または 1000。

Values、Percentages

統計を未加工の数値に基づいて表示するか（[Values]）、全体の使用率
に対する比率に基づいて表示するか（[Percentages]）。

[Web category] テーブル 各 Web カテゴリに関連付けられたトランザクションおよびバイトに関
するサマリー情報。
• カテゴリ名をクリックすると、そのカテゴリの詳細ダッシュボー
ドが表示されます。
• トランザクション セルの数値をクリックすると、カテゴリ名およ
び時間範囲に基づいてフィルタリングされたイベントテーブルが、
Event Viewer に表示されます。
Web カテゴリ詳細ダッシュボード
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要素

説明

Web category summary

Web カテゴリに関連付けられたトランザクションおよびバイトに関する
サマリー情報。
カテゴリ名の横の [open/close] 矢印をクリックすると、選択した期間に
トラフィックがあったカテゴリ内の全サイトの具体的な情報が表示され
ます。

Applications with
malicious transactions

このカテゴリのサイトを経由して低 Web レピュテーションのサイトで
行われたトランザクションがあれば、そのトランザクション数または
データ使用量。 [View More] をクリックするとリスト全体が表示されま
す。

Top sources

トランザクション数またはデータ使用量で示す、カテゴリのサイトに最
も多くのトラフィックを生成したユーザとそのリモート アクセス VPN
ユーザ デバイス。 ユーザ名の形式は Realm\username です。 [View More]
をクリックすると、各オプションのリスト全体が表示されます。

Top policies

トランザクション数またはデータ使用量で示す、カテゴリのサイトに対
する接続試行と最も頻繁に一致したアクセス ポリシー。 [View More] を
クリックするとリスト全体が表示されます。

Top destinations

トランザクション数またはデータ使用量で示す、この Web カテゴリの
サイトに最も頻繁に関連付けられたか使用されたアプリケーション、お
よびアプリケーション タイプ。 [View More] をクリックすると、各オプ
ションのリスト全体が表示されます。

このカテゴリの Web サイトのトランザクション数またはデータ使用量
（マルチ デバイス モー で示す、最も多くのトラフィックを処理した CX デバイス。 [View More]
をクリックするとリスト全体が表示されます。
ドのみ）。
Top CX

ポリシー ヒット ダッシュボード
ポリシー ヒット ダッシュボードには、アクセス ポリシーがネットワーク トラフィックにどのよ
うに適用されたかが表示されます。 この情報を使用すると、ポリシーの効果の評価に役立ちま
す。
ポリシー ヒット ダッシュボードにはサマリーと詳細の 2 タイプがあります。
• ポリシー ヒット サマリー ダッシュボード：このダッシュボード（名前は単に Policy Hits）
は、アクセス ポリシーすべてに関するサマリー情報を提供します。 ポリシー ヒット ダッ
シュボードを表示するには、[Dashboard] > [Policies] を選択します。
• ポリシー ヒット詳細ダッシュボード：このダッシュボードの名前には、表示中のポリシーが
[Policy Hits] > [Policy Name] 形式で示されます。 ポリシー ダッシュボードのポリシー リンク
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または上位ポリシー ダッシュボードのポリシー ヒット グラフをクリックして、このダッシュ
ボードを表示できます。
次の表で、ポリシー ヒット ダッシュボードの要素について説明します。
表 9：ポリシー ヒット サマリーおよび詳細ダッシュボード

要素

説明

ポリシー ヒット サマリー ダッシュボード
Time Range

ダッシュボードに含めるデータの時間範囲。 詳細については、ダッシュ
ボードの時間範囲の変更, （174 ページ）を参照してください。

Items Shown

リストに表示する項目数：10、100、または 1000。

Values、Percentages

統計を未加工の数値に基づいて表示するか（[Values]）、全体の使用率
に対する比率に基づいて表示するか（[Percentages]）。

[Policy hits] テーブル

各アクセス ポリシーに関連付けられたトランザクションおよびバイト
に関するサマリー情報。
• そのポリシーの詳細ダッシュボードを表示するには、ポリシー名
をクリックします。 ポリシーを削除した場合は、名前に「DELETED」が付きます。
• トランザクション セルの数値をクリックすると、ポリシー名およ
び時間範囲に基づいてフィルタリングされたイベントテーブルが、
Event Viewer に表示されます。

ポリシー ヒット詳細ダッシュボード
Policy summary

ポリシーに関連付けられたトランザクションおよびバイトに関するサマ
リー情報。

Applications with
malicious transactions

このポリシーと一致するフローによって低 Web レピュテーションのサ
イトで行われたトランザクションがあれば、そのトランザクション数ま
たはデータ使用量。 [View More] をクリックするとリスト全体が表示さ
れます。

Top sources

トランザクション数またはデータ使用量で示す、このポリシーと一致し
た最も多くのトラフィックを生成したユーザとそのリモート アクセス
VPN ユーザ デバイス。 ユーザ名の形式は Realm\username です。 [View
More] をクリックすると、各オプションのリスト全体が表示されます。
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要素

説明

このポリシーと一致したトランザクション数またはデータ使用量で示
（マルチ デバイス モー す、最も多くのトラフィックを処理した CX デバイス。 [View More] を
クリックするとリスト全体が表示されます。
ドのみ）。
Top CX

Top destinations

このポリシーと一致したトラフィック フローで最も頻繁に使用された
Web カテゴリ、Web 宛先、アプリケーション、およびアプリケーショ
ン タイプ。 [View More] をクリックすると、各オプションのリスト全体
が表示されます。

ユーザ デバイス ダッシュボード
ユーザ デバイス ダッシュボードには、ネットワークに対してリモート アクセス VPN 接続を行っ
ているユーザ デバイスのタイプが表示されます。 VPN ユーザ デバイス情報は、リモート アクセ
ス VPN 接続時に AnyConnect Secure Mobility クライアントにより取得されます。 この情報を使用
すると、ネットワークに接続しているクライアントのタイプの評価に役立ちます。
ユーザ デバイス ダッシュボードにはサマリーと詳細の 2 タイプがあります。
• ユーザ デバイス サマリー ダッシュボード：このダッシュボード（名前は単に User Devices）
は、リモート アクセス VPN デバイス上で使用されたオペレーティング システムすべてに関
するサマリー情報を提供します。 リモート アクセス VPN ユーザ デバイス ダッシュボード
を表示するには、[Dashboard] > [User Devices] を選択します。
• ユーザ デバイス詳細ダッシュボード：このダッシュボードの名前には、表示中のオペレー
ティング システムが [User Devices] > [Operating System] 形式で示されます。 このダッシュボー
ドは、ユーザ デバイス ダッシュボードのユーザ デバイス リンクまたは上位送信元ダッシュ
ボードのユーザ デバイス グラフをクリックして表示できます。
次の表に、ユーザ デバイス ダッシュボードの要素の説明を示します。
表 10：ユーザ デバイス ダッシュボード

要素

説明

ユーザ デバイス サマリー ダッシュボード
Time Range

ダッシュボードに含めるデータの時間範囲。 詳細については、ダッシュ
ボードの時間範囲の変更, （174 ページ）を参照してください。

Items Shown

リストに表示する項目数：10、100、または 1000。

Values、Percentages

統計を未加工の数値に基づいて表示するか（[Values]）、全体の使用率
に対する比率に基づいて表示するか（[Percentages]）。
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要素

説明

User devices table

各リモート アクセス VPN ユーザ デバイスに関連付けられたトランザク
ションおよびバイトに関するサマリー情報。
• デバイス名をクリックすると、そのユーザデバイスの詳細ダッシュ
ボードが表示されます。
• トランザクション セルの数値をクリックすると、ユーザ名および
時間範囲に基づいてフィルタリングされたイベント テーブルが、
Event Viewer に表示されます。

ユーザ デバイス詳細ダッシュボード
User device summary

ユーザ デバイスに関連付けられたトランザクションおよびバイトに関
するサマリー情報。

Top users

トランザクション数またはデータ使用量で示す、このユーザ デバイス
を使用してリモート アクセス VPN 経由で最も頻繁に接続したユーザ。
ユーザ名の形式は Realm\username です。アクティブな認証に失敗した
ユーザは、ユーザ名 Realm\ANONYMOUS の下のユーザ ダッシュボー
ドに示されます。 認証の必要がないためマッピングをもたないユーザ
は、IP アドレスで表示されます。[View More] をクリックするとリスト
全体が表示されます。

Applications with
malicious transactions

このユーザ デバイスによって低 Web レピュテーションのサイトで行わ
れたトランザクションがあれば、そのトランザクション数またはデータ
使用量。 ユーザがサイトとの接続を直接試みた可能性があります。あ
るいは、ユーザがアクセスした他の Web ページ経由でトランザクショ
ンが行われた可能性があります。 [View More] をクリックするとリスト
全体が表示されます。

Top policies

トランザクション数またはデータ使用量で示す、このユーザ デバイス
の接続試行と最も頻繁に一致したアクセス ポリシー。 [View More] をク
リックするとリスト全体が表示されます。

このユーザ デバイスのトランザクション数またはデータ使用量で示す、
（マルチ デバイス モー 最も多くのトラフィックを処理した CX デバイス。 [View More] をクリッ
クするとリスト全体が表示されます。
ドのみ）。
Top CX

Top destinations

トランザクション数またはデータ使用量で示す、このユーザ デバイス
を使用して最も多くアクセスまたは使用された Web カテゴリ、Web 宛
先、アプリケーション、およびアプリケーション タイプ。 [View More]
をクリックすると、各オプションのリスト全体が表示されます。
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アプリケーション ダッシュボード
アプリケーション ダッシュボードには、Application Visibility and Control（AVC）エンジンによる
ネットワークトラフィックの分析に基づいて、ネットワークで使用中のアプリケーション（Facebook
など）が表示されます。 この情報を使用すると、ネットワークで使用された上位アプリケーショ
ンの識別に役立ち、不要なアプリケーションの使用量を減らすために追加のアクセス コントロー
ルが必要かどうかを判断できます。
アプリケーション ダッシュボードにはサマリーと詳細の 2 タイプがあります。
• アプリケーション サマリー ダッシュボード：このダッシュボード（名前は単に Applications）
は、識別されたアプリケーションすべてに関するサマリー情報を提供します。 アプリケー
ション ダッシュボードを表示するには、[Dashboard] > [Applications] を選択します。
• アプリケーション詳細ダッシュボード：このダッシュボードの名前には、表示中のアプリ
ケーションが [Applications] > [Application Name] 形式で示されます。 このダッシュボードは、
アプリケーション ダッシュボードのアプリケーション リンクまたは上位宛先ダッシュボー
ドのアプリケーション グラフをクリックして表示できます。
次の表に、アプリケーション ダッシュボードの要素の説明を示します。
表 11：アプリケーション サマリーおよび詳細ダッシュボード

要素

説明

アプリケーション サマリー ダッシュボード
Time Range

ダッシュボードに含めるデータの時間範囲。 詳細については、ダッシュ
ボードの時間範囲の変更, （174 ページ）を参照してください。

Items Shown

リストに表示する項目数：10、100、または 1000。

Values、Percentages

統計を未加工の数値に基づいて表示するか（[Values]）、全体の使用率
に対する比率に基づいて表示するか（[Percentages]）。

Applications table

各アプリケーションに関連付けられたトランザクションおよびバイトに
関するサマリー情報。
• アプリケーション名をクリックすると、そのアプリケーションの
詳細ダッシュボードが表示されます。
• トランザクション セルの数値をクリックすると、アプリケーショ
ン名および時間範囲に基づいてフィルタリングされたイベントテー
ブルが、Event Viewer に表示されます。

アプリケーション詳細ダッシュボード
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要素

説明

Application summary

アプリケーションに関連付けられたトランザクションおよびバイトに関
するサマリー情報。 アプリケーションが属しているカテゴリが識別さ
れます。

Top policies

トランザクション数またはデータ使用量で示す、アプリケーションの接
続試行と最も頻繁に一致したアクセス ポリシー。 [View More] をクリッ
クするとリスト全体が表示されます。

Top sources

トランザクション数またはデータ使用量で示す、アプリケーションに最
も多くのトラフィックを生成したユーザとそのリモート アクセス VPN
ユーザ デバイス。 ユーザ名の形式は Realm\username です。 [View More]
をクリックすると、各オプションのリスト全体が表示されます。

このアプリケーションのトランザクション数またはデータ使用量で示
（マルチ デバイス モー す、最も多くのトラフィックを処理した CX デバイス。 [View More] を
クリックするとリスト全体が表示されます。
ドのみ）。
Top CX

Top destinations

トランザクション数またはデータ使用量で示す、このアプリケーション
に最も頻繁に関連付けられたか使用された Web カテゴリおよび Web 宛
先。 [View More] をクリックすると、各オプションのリスト全体が表示
されます。

アプリケーション タイプ ダッシュボード
アプリケーション タイプ ダッシュボードには、Application Visibility and Control（AVC）エンジン
によるネットワーク トラフィックの分析に基づいて、ネットワークで使用中のアプリケーション
タイプ（検索エンジンまたはインスタントメッセージングなど）が表示されます。この情報を使
用すると、ネットワークで使用された上位アプリケーション タイプの識別に役立ち、不要なアプ
リケーションタイプの使用量を減らすために追加のアクセスコントロールが必要かどうかを判断
できます。
アプリケーション タイプ ダッシュボードにはサマリーと詳細の 2 タイプがあります。
• アプリケーション タイプ サマリー ダッシュボード：このダッシュボード（名前は単に
Application Types）は、識別されたアプリケーション タイプすべてに関するサマリー情報を
提供します。 アプリケーション タイプ ダッシュボードを表示するには、[Dashboard] >
[Application Types] を選択します。
• アプリケーション タイプ詳細ダッシュボード：このダッシュボードの名前には、表示中のア
プリケーション タイプが [Application Types] > [Application Type Name] 形式で示されます。 こ
のダッシュボードは、アプリケーション ダッシュボードのアプリケーション タイプ リンク
または上位宛先ダッシュボードのアプリケーション タイプ グラフをクリックして表示でき
ます。
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次の表に、アプリケーション タイプ ダッシュボードの要素の説明を示します。
表 12：アプリケーション タイプ サマリーおよび詳細ダッシュボード

要素

説明

アプリケーション タイプ サマリー ダッシュボード
Time Range

ダッシュボードに含めるデータの時間範囲。 詳細については、ダッシュ
ボードの時間範囲の変更, （174 ページ）を参照してください。

Items Shown

リストに表示する項目数：10、100、または 1000。

Values、Percentages

統計を未加工の数値に基づいて表示するか（[Values]）、全体の使用率
に対する比率に基づいて表示するか（[Percentages]）。

Application types table

各アプリケーション タイプに関連付けられたトランザクションおよび
バイトに関するサマリー情報。
• アプリケーションタイプ名をクリックすると、そのアプリケーショ
ン タイプの詳細ダッシュボードが表示されます。
• トランザクション セルの数値をクリックすると、アプリケーショ
ン タイプ名および時間範囲に基づいてフィルタリングされたイベ
ント テーブルが、Event Viewer に表示されます。

アプリケーション タイプ詳細ダッシュボード
Application type
summary

アプリケーション タイプに関連付けられたトランザクションおよびバ
イトに関するサマリー情報。
アプリケーション タイプ名の横の [open/close] 矢印をクリックすると、
選択した期間にトラフィックがあった、このタイプの全アプリケーショ
ンの具体的な情報が表示されます。

Applications with
malicious transactions

このタイプのアプリケーションを使用して低 Web レピュテーションの
サイトで行われたトランザクションがあれば、そのトランザクション数
またはデータ使用量。 [View More] をクリックするとリスト全体が表示
されます。

Top sources

トランザクション数またはデータ使用量で示す、このタイプのアプリ
ケーションに最も多くのトラフィックを生成したユーザとそのリモート
アクセス VPN ユーザ デバイス。 ユーザ名の形式は Realm\username で
す。 [View More] をクリックすると、各オプションのリスト全体が表示
されます。
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要素

説明

Top policies

トランザクション数またはデータ使用量で示す、このタイプのアプリ
ケーションの接続試行と最も頻繁に一致したアクセス ポリシー。 [View
More] をクリックするとリスト全体が表示されます。

Top destinations

トランザクション数またはデータ使用量で示す、このタイプのアプリ
ケーションに最も頻繁に関連付けられたか使用された Web カテゴリお
よび Web 宛先。 [View More] をクリックすると、各オプションのリスト
全体が表示されます。

このアプリケーション タイプのトランザクション数またはデータ使用
（マルチ デバイス モー 量で示す、最も多くのトラフィックを処理した CX デバイス。 [View
More] をクリックするとリスト全体が表示されます。
ドのみ）。
Top CX

悪意のあるトランザクションを含むアプリケーション ダッシュボード
悪意のあるトランザクションを含むアプリケーション ダッシュボードは、参照する Web サーバの
Web レピュテーションに基づいてトランザクションの結果を示します。 トランザクションは、サ
イトの Web レピュテーションが -6 以下の場合に悪意があると見なされます。 Web レピュテーショ
ンの詳細については、Web レピュテーション プロファイル オブジェクト, （158 ページ）を参照
してください。
悪意のあるトランザクションを含むアプリケーション ダッシュボードにはサマリーと詳細の 2 タ
イプがあります。
• 悪意のあるトランザクションを含むアプリケーション サマリー ダッシュボード：このダッ
シュボード（名前は単に Applications with Malicious Transactions）は、低レピュテーション ト
ラフィックがあったアプリケーションすべてに関するサマリー情報を提供します。 悪意のあ
るトランザクションを含むアプリケーション ダッシュボードを表示するには、[Dashboard] >
[Threats]を選択します。
• 悪意のあるトランザクションを含むアプリケーション詳細ダッシュボード：このダッシュ
ボードの名前には、表示中のアプリケーションが [Applications with Malicious Transactions] >
[Application Name] 形式で示されます。 このダッシュボードは、悪意のあるトランザクショ
ンを含むアプリケーション ダッシュボードまたは悪意のあるトランザクションを含むアプリ
ケーション ダッシュボードのアプリケーション リンクをクリックして表示できます。
次の表で、悪意のあるトランザクションを含むアプリケーション ダッシュボードの要素について
説明します。
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表 13：悪意のあるトランザクションを含むアプリケーション ダッシュボード

要素

説明

Time Range

ダッシュボードに含めるデータの時間範囲。 詳細については、ダッシュ
ボードの時間範囲の変更, （174 ページ）を参照してください。

Items Shown

リストに表示する項目数：10、100、または 1000。

Values、Percentages

統計を未加工の数値に基づいて表示するか（[Values]）、全体の使用率
に対する比率に基づいて表示するか（[Percentages]）。

Applications with
malicious transactions
table

悪意のあるトランザクションを含む各アプリケーションに関連付けられ
たトランザクションおよびバイトに関するサマリー情報。
• アプリケーション名をクリックすると、そのアプリケーションの
詳細ダッシュボードが表示されます。
• トランザクション セルの数値をクリックすると、アプリケーショ
ン名、Web レピュテーション、および時間範囲に基づいてフィル
タリングされたイベント テーブルが、Event Viewer に表示されま
す。

アプリケーション詳細ダッシュボード
Application summary

アプリケーションに関連付けられた低レピュテーション トランザクショ
ンおよびバイトに関するサマリー情報。

Top policies

トランザクション数またはデータ使用量で示す、アプリケーションの低
レピュテーション接続試行と最も頻繁に一致したアクセス ポリシー。
[View More] をクリックするとリスト全体が表示されます。

Top sources

トランザクション数またはデータ使用量で示す、アプリケーションに最
も多くの低レピュテーション トラフィックを生成したユーザとそのリ
モート アクセス VPN ユーザ デバイス。 ユーザ名の形式は Realm\username
です。 [View More] をクリックすると、各オプションのリスト全体が表
示されます。

このアプリケーションのトランザクション数またはデータ使用量で示
（マルチ デバイス モー す、最も多くの低レピュテーション トラフィックを処理した CX デバイ
ス。 [View More] をクリックするとリスト全体が表示されます。
ドのみ）。
Top CX

Top destinations

トランザクション数またはデータ使用量で示す、このアプリケーション
の低レピュテーション トラフィックに最も頻繁に関連付けられたか使
用された Web カテゴリおよび Web 宛先。 [View More] をクリックする
と、各オプションのリスト全体が表示されます。
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デバイス ダッシュボード
（注）

デバイス ダッシュボードは、PRSM マルチ デバイス モードでのみ使用できます。
デバイス ダッシュボードには、この PRSM サーバによって管理される各デバイスのサマリー情報
が表示されます。 この情報を使用すると、ネットワークのさまざまなデバイスの使用量およびポ
リシー適用の違いや、デバイスのヘルスおよびパフォーマンスの分析に役立ちます。
デバイス ダッシュボードにはサマリーと詳細の 2 タイプがあります。
• デバイス サマリー ダッシュボード：このダッシュボード（名前は単に Devices）は、管理対
象の デバイス ダッシュボードを表示するには、[Dashboard] > [Devices] を選択します。 デバ
イスすべてに関するサマリー情報を提供します。
• デバイス詳細ダッシュボード：このダッシュボードの名前には、表示中のデバイスが[Devices]
> [Device Name or IP Address] 形式で示されます。 このダッシュボードは、デバイス ダッシュ
ボードまたはデバイス サマリー ダッシュボードのデバイス リンクをクリックして表示でき
ます。

（注）

デバイスをインベントリから削除した場合、履歴期間中そのデータは使用可能な状態のままに
なります。 デバイス名に「DELETED」が付きます。
次の表に、デバイス ダッシュボードの要素の説明を示します。
表 14：デバイス サマリーおよび詳細ダッシュボード

要素

説明

デバイス サマリー ダッシュボード
Time Range

ダッシュボードに含めるデータの時間範囲。 詳細については、ダッシュ
ボードの時間範囲の変更, （174 ページ）を参照してください。

Items Shown

リストに表示する項目数：10、100、または 1000。

Values、Percentages

統計を未加工の数値に基づいて表示するか（[Values]）、全体の使用率
に対する比率に基づいて表示するか（[Percentages]）。
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要素

説明

Devices table

各デバイスに関連付けられたトランザクションおよびバイトに関するサ
マリー情報。
• デバイス名をクリックすると、そのデバイスの詳細ダッシュボー
ドが表示されます。
• トランザクション セルの数値をクリックすると、デバイス名およ
び時間範囲に基づいてフィルタリングされたイベントテーブルが、
Event Viewer に表示されます。

デバイス詳細ダッシュボード
Device summary

対処する必要のあるアラートを含む、管理対象デバイスに関するサマ
リー情報。 （アラートの詳細については、デバイス アラートの解決,
（170 ページ）を参照してください）。サマリーには次の情報が含まれ
ます。
• 左側のリストには、各デバイス上で実行されているソフトウェア
バージョン、デバイス モデル、デバイス グループ、および最終展
開日（最後に設定変更がデバイスに保存された時）が表示されま
す。 デバイス上で使用可能なネットワーク インターフェイスおよ
びその現在のステータスもグラフに表示されます。赤は停止を意
味し、緑は稼働中で動作していることを意味し、色なしはインター
フェイスが設定されていないことを示します。 ポートをクリック
すると、インターフェイスに関する詳細情報が表示されます。
• 右側のグラフとテーブルには、システムを通過するネットワーク
活動の量がトランザクション（未処理の接続数）およびスループッ
ト（データ レート）に基づいて表示されます。 グラフの上のリン
クを使用すると、ASA と ASA CX の間で切り替わります。 ドロッ
プダウン リストを使用して、CX のグラフを表示する際に拒否トラ
ンザクション、許可トランザクション、あるいはすべてのトラン
ザクションを表示します。グラフの上にマウスを置くと、そのデー
タ ポイントの時刻と値がわかります。
グラフの凡例で [Transactions] または [Throughput] をクリックする
と、線の追加または削除ができます。

Applications with
malicious transactions

低 Web レピュテーションのサイトで行われたトランザクションがあれ
ば、そのトランザクション数またはデータ使用量。 ユーザがサイトと
の接続を直接試みた可能性があります。あるいは、ユーザがアクセスし
た他の Web ページ経由でトランザクションが行われた可能性がありま
す。 [View More] をクリックするとリスト全体が表示されます。

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
196

OL-28138-01-J

ダッシュボードのリファレンス

要素

説明

Health and Performance

デバイスの負荷がわかる、CPU とメモリの使用量が集約された別々の
グラフ。 ASA と ASA CX の線は別になっています。凡例のデバイス タ
イプをクリックして、線の追加または削除ができます。
線の上にマウスを置くと、グラフのデータ ポイントの特定の時刻と値
がわかります。 データ ポイントが入手できなかった場合は、線が途切
れます。 使用率が 85% を超えると、高いことがマークで示されます。

Top policies

トランザクション数またはデータ使用量で示す、デバイス経由の接続試
行と最も頻繁に一致したアクセス ポリシー。 [View More] をクリックす
るとリスト全体が表示されます。

Top sources

トランザクション数またはデータ使用量で示す、デバイス経由で最も多
くのトラフィックを生成したユーザとそのリモート アクセス VPN ユー
ザ デバイス。 ユーザ名の形式は Realm\username です。 [View More] を
クリックすると、各オプションのリスト全体が表示されます。

Top destinations

トランザクション数またはデータ使用量で示す、このデバイス経由で最
も多くアクセスまたは使用された Web カテゴリ、Web 宛先、アプリケー
ション、およびアプリケーション タイプ。 [View More] をクリックする
と、各オプションのリスト全体が表示されます。

インターフェイス ダッシュボード
（注）

インターフェイス ダッシュボードは、PRSM マルチ デバイス モードでのみ使用できます。
インターフェイス ダッシュボードには、VLAN を含む ASA 上に設定されているインターフェイ
スの情報が表示されます。この情報を使用すると、インターフェイスパフォーマンスの分析およ
びトラブルシューティングに役立ちます。
インターフェイスダッシュボードを表示するには、デバイス詳細ダッシュボードのポートアイコ
ンをクリックします。 詳細ダッシュボードに移動するには、[Dashboard] > [Devices] を選択し、イ
ンターフェイスを表示するデバイスの名前をクリックします。 次に、設定済みポートをクリック
します。未設定ポートには使用可能なインターフェイス ダッシュボードがありません。
一度に 1 つのインターフェイスを表示できます。

（注）

ダッシュボードで使用される時間範囲は、デバイス詳細ダッシュボードで選択した範囲と同じ
です。
次の表に、インターフェイス ダッシュボードの要素の説明を示します。
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表 15：インターフェイス ダッシュボード

要素

説明

ハードウェア ポートの名前（たとえば、GigabitEthernet0/0）と、現在の
（問題のあるインター ステータス（たとえば、管理者がシャットダウンしたため停止）。
フェイスのみ）。
Port name and status

Interface name

インターフェイスの名前（たとえば、inside）。

Traffic Usage

トラフィック レートを示すグラフ。 線の上にマウスを置くと、特定の
データ ポイントの時刻と値がわかります。 次のコントロールを使用し
てグラフを操作できます。
• [VLAN name]：VLAN がインターフェイスに定義されている場合
は、VLAN 名を選択すると VLAN のみのデータ レートが表示され
ます。
• [Packet rates]：毎秒のパケット数でグラフを表示します。 着信トラ
フィックと発信トラフィックの線は別になっています。凡例で
[Input]、[Output] ラベルをクリックして、これらの線の追加または
削除ができます。
• [Throughput]：毎秒のビット数でグラフを表示します。
• [Avg packet size]：平均パケット サイズ（バイト数）でグラフを表
示します。
• [Dropped packet count]：ドロップされたパケットの未処理のカウン
ト数でグラフを表示します。

Troubleshooting

各種のエラー レートを示すグラフ。 線の上にマウスを置くと、特定の
データ ポイントの時刻と値がわかります。 ほとんどのグラフで、凡例
のラベルをクリックして線の追加または削除ができます。 [Refresh] を
クリックすると、新しいデータでグラフが更新されます。
次のコントロールを使用してグラフを操作できます。
• [Packet Errors]：CRC およびフレームのパケット エラー数を表示し
ます。
• [Buffer Resources]：バッファ オーバーランおよびアンダーランのパ
ケット数を表示します。
• [Collision Count]：衝突および遅延衝突があったパケットの数を表
示します。
• [Other]：ブロードキャスト パケットの数を表示します。
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章

イベントの表示
Event Viewer を使用して、管理しているデバイスからのイベントを監視および検査します。 イベ
ントはビューに整理されます。重要なイベントを見つけるためにビューをフィルタリングまたは
検索できます。 必要に応じて、カスタマイズしたビューおよびフィルタを作成できます。また
は、アプリケーションに含まれる定義済みのビューを使用できます。
• Event Viewer の概要, 199 ページ
• イベント ビューの使用方法, 203 ページ
• イベント メッセージ, 208 ページ

Event Viewer の概要
Event Viewer を使用すると、次のようにモニタ対象デバイスから収集されたイベントを表示でき
ます。
• マルチ デバイス モード：モニタ対象のすべての ASA と、管理対象のすべての CX デバイス
からイベントが収集されます。 ASA の場合、PRSM サーバを syslog サーバとして定義し、デ
バイスからのイベントを表示します。 管理対象 CX デバイスは、イベントをサーバに自動的
にリダイレクトします。
• シングル デバイス モード：管理対象外 CX デバイスにログインしている場合は、そのデバイ
スのみから、イベントを表示できます。

ヒント

Event Viewer は、管理対象デバイスの動作のモニタリングやトラブルシューティングに役立ち
ます。 Event Viewer では、さまざまなイベントの相関付け、コンプライアンス レポート、長
期的フォレンジック、またはシスコ デバイスとシスコ製以外の両方のデバイスの統合モニタ
リングの機能は提供されません。
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[Events] > [Events] を選択して Event Viewer を開きます。
図 20：Event Viewer

1

ビュー追加（+）ボタン。

7

[Add/Change columns] ボタン。

2

ビューのタブ。

8

[View Details] ボタン（マウスを置
いた状態）。

3

イベント フィルタ。

9

イベント テーブル。

4

[Save Filter] コマンド。

10

時間範囲（履歴）、[Play/Pause] お
よび更新速度（リアルタイム）。

5

[Clear Filter]（X）ボタン。

11

表示タイプ（履歴、リアルタイ
ム）。

6

[Filter] ボタン

Event Viewer のウィンドウには、以下の項目があります。
• ビューのタブ：各タブは異なるビューを表し、アプリケーションに付属している事前定義さ
れたビューや、ユーザが作成したカスタム ビューなどが含まれます。 事前定義されたビュー
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では不十分な場合は、カスタム ビューを作成して、最も関心のあるカラムがテーブルに含ま
れるようにすることができます。
現在表示しているビューの全般的な特性に基づいて新しいビューを作成するには、左側の [+]
ボタンをクリックします。 たとえば、アクティブ ビューが [System Events] の場合、新しい
ビューにはシステム イベントのみが表示されます。 事前定義済みのビューの使用中にカラ
ムの選択範囲を変更すると、新規ビューが自動的に作成されます。 ビューの名前を変更する
には、タブ名をクリックし、新しい名前を入力し、Enter を押します。
ビューの数がタブ領域に表示可能な数を超えた場合、右端のタブは [More] という表示にな
り、このタブをクリックして非表示になっていたビューを選択します。
ビューを削除するには、タブの [X] ボタンをクリックします。 定義済みビューは削除できま
せん。
事前定義済みのビューの詳細、およびカスタム ビューを作成、編集または削除する方法につ
いては、以下を参照してください。
• イベント ビューの使用方法, （203 ページ）
• カスタム ビューの設定, （204 ページ）
• [Filter]：イベント属性に基づいてフィルタを作成する場合にこのフィールドを使用します。
フィルタを保存すると、ドロップダウン リストの右半分から、簡単に選択できるようになり
ます。
フィルタ表現を作成するには、次のようにします。
• フィルタリングの基準にする値を含むセルをクリックします。
• アトミック要素をドロップダウン リストの左側から選択し、値を入力します。 この要
素には、基準値との関係を定義する演算子である =（等しい）、>（よりも大）、また
は <（よりも小）が含まれています。 != と入力すると、等しくない関係を作成できま
す。
フィルタ内に複数の要素を含めると、異なるタイプの要素間が AND 関係となり、同じタイ
プの要素間は OR 関係になります。 たとえば、「Source=10.100.10.10 Source=10.100.10.11
Destination Port=80」は「(Source=10.100.10.10 OR Source=10.100.10.11) AND Destination Port=80」
と解釈されます。
イベント フィルタの詳細については、イベントのフィルタリング, （205 ページ）およびイベ
ント フィルタ ルール, （206 ページ）を参照してください。
フィルタ編集ボックスの右側には、次のコントロールがあります。
◦ [Filter] ボタン：このボタンをクリックすると、フィルタがテーブルに適用されます。
フィルタ表現を単に作成したり、削除したりしても、イベント テーブルには適用されま
せん。 現在のビューが一時停止されたリアルタイム ビューである場合、そのモードは
自動的に [Play] に変更されます。
◦ [Save Filter]：このリンクをクリックするとフィルタが保存され、再び作成しなくてもも
う一度適用できるようになります。 フィルタは、すべてのビューで [Filter] フィールド
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のドロップダウン リストの右半分に追加されます。 保存したフィルタを後で削除する
場合は、ドロップダウン リストの右半分にあるフィルタの横の [X] をクリックします。
◦ [X]：[Filter] フィールドの右端にあるこの文字をクリックすると、フィルタ内のすべて
の要素がクリアされます。
フィルタ内のいくつかの要素の中から 1 つのみを削除する場合は、要素の上にカーソル
を合わせて、その要素の [X] をクリックします。
• [View Type and Time Controls]：イベント テーブルの上には、ラベルが付いていないコント
ロールが 2 つまたは 3 つあり、これらはテーブルに表示されているイベントの時間範囲を定
義します。 2 番目または 3 番目のコントロールの使用目的は、最初のコントロールの選択に
基づいて変わります。 左から右の順に次の作業を実行します。
• [View Type]：過去の一定の期間に発生したイベントを表示するか（[View Historic
Events]）、イベントが発生したら表示するか（[Real Time Eventing]）を選択できます。
• [Time Period]：（履歴ビュー）。イベントの時間枠。 大部分のオプションは現在の時刻
から過去のある時点まで表示されますが、これらのビューは指定された時間枠に合わせ
て、新しいビューが表示されるように更新されます。 過去 30 分間、1 時間、4 時間、12
時間、または 24 時間のイベントを表示できます。 時刻はご使用のワークステーション
で設定されているタイムゾーンではなく、デバイスで定義されているゾーンに基づいた
ものになります。
[Custom Date/Time] を選択して、表示する正確な開始日時と終了日時を指定することも
できます。 開始日、開始時刻、終了日、および終了時刻用に [Edit] ボックスが表示され
ます。各ボックスをクリックして、目的の値を選択します。 作業が完了したら、[Apply]
をクリックしてテーブルを更新します。
• [Play/Pause] ボタン：（リアルタイム ビュー）。リアルタイム ビューを使用している場
合、追加コントロールがドロップダウンリストのコントロール間に挿入されます。[Play]
（矢印）および [Pause]（ダブルハッシュ）ボタンを使用して、イベント テーブルの更
新を開始および停止します。 分析が必要なイベントを表示している場合は、ビューを一
時停止する必要があります。一時停止しなかった場合、新しいイベントがテーブルに追
加されると、現在表示されているイベントがすぐに順送りされてしまいます。
• [Refresh Rate]：（リアルタイム ビュー）。イベント テーブルが更新される速度。 5 秒、
10 秒、20 秒、または 60 秒ごとにテーブルを更新できます。
• [Events Table]：モニタ対象デバイスから受信したイベントがテーブルに表示され、新しいイ
ベントがテーブルの最上部に追加されます。 イベント テーブルでは、次のアクションを実
行できます。
◦ 表示されるカラムを変更するか、それらの順番を変更するには、右側のテーブルの上に
ある [Add/Remove Columns] アイコンをクリックします。 [Customize Columns] ウィンド
ウには 2 つのリストが含まれており、どちらも使用できますが、使用されていないカラ
ムが左側に表示され、選択されているカラムが右側に表示されます。 リスト間でカラム
をクリックしてドラッグし、追加または削除することができます。 カラムの順番を変更
するには、選択したリスト内でカラムをクリックし、目的の場所までドラッグします。
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完了したら、[OK] をクリックします。
事前定義されたビューに何らかの変更を加えると、新規カスタム ビューが作成されま
す。 目的に合わせて、ビューの名前を変更します。 カスタム ビューに何らかの変更を
加えると、ビューがすぐに更新されます。
◦ カラム幅を変更するには、カラム ヘッダーの境界をクリックして、目的の幅までドラッ
グします。
◦ イベントの詳細情報を表示するには、イベントの上にカーソルを合わせ、表示される
[View Details] ボタンをクリックします。 詳細ウィンドウが開き、イベントに関連する
ポリシーなど（該当する場合）、イベント情報が表示されます。 適切な権限を持ってい
る場合は、詳細ウィンドウからポリシーを編集できます。 [Close] リンクをクリックし
てウィンドウを閉じ、イベント テーブルに戻ります。

イベント ビューの使用方法
Event Viewer でイベントを表示するには、ビューを開きます。 ビュー は、カラムの配置や幅な
ど、カラムのセットを定義します。ビューによってイベントリストが整理されるため、検索内容
をより簡単に見つけられます。
ビューを開くには、ビューのタブをクリックします。 探しているビューが表示されていない場合
は、[More] タブをクリックし、非表示になっているビューのリストから目的のビューを選択しま
す。 （[Events] > [Events] を選択して Event Viewer を開きます。 ）
Event Viewer には、次のような多数の定義済みのビューがあります。
• [All Events]：シングル デバイス モードでは、デバイスのすべてのイベントが示されます。
マルチ デバイス モードでは、すべてのモニタ対象 ASA と管理対象 CX デバイスからすべて
のイベントが示されます。
• [ASA]：（マルチ デバイス モードのみ）。すべてのモニタ対象 ASA デバイスからのすべて
のイベントが示されます。
• [Authentication]：コンテキスト対応セキュリティ認証イベントを示します。
• [Context Aware Security]：CX デバイスからのすべてのイベントを示します。
• [Encrypted Traffic View]：コンテキスト対応セキュリティ復号化ポリシーに関連した、暗号化
されたトラフィックのイベントが示されます。
• [System Event Views]：シグネチャの更新など、すべてのシステム イベントが示されます。
事前定義されたビューだけでなく、カスタム ビューを作成できます。
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カスタム ビューの設定
独自のカスタム ビューを作成して、イベントを表示すると目的のカラムが簡単に表示されるよう
にできます。また、事前定義ビューは編集または削除できませんが、カスタムビューは編集また
は削除できます。

ヒント

新規ビューの基本的な特性は、新規ビューを作成したときに表示して参考にしたビューによっ
て定義されます。 たとえば、[System Events] ビューを表示してそれに基づいてビューを作成す
ると、新規ビューにはシステム イベントのみが表示されます。 このため、該当するイベント
タイプを示すビューを必ず選択してください。

手順
ステップ 1

[Events] > [Events] を選択して Event Viewer を開きます。

ステップ 2

次のいずれかを実行します。
• 事前定義された既存のビューに基づいて新規ビューを作成するには、事前定義されたビュー
のタブをクリックします。 たとえば、コンテキスト対応セキュリティ トラフィック イベン
トだけを示すビューが必要な場合は、定義済みのコンテキスト対応セキュリティ ビューを選
択します。
• 既存のカスタム（または事前定義された）ビューに基づいて新規ビューを作成するには、そ
のビューのタブをクリックしてから、ビュー タブの左側にある [+] ボタンをクリックします。
新規タブ名が強調表示された状態で、新規ビューが作成されます。目的のビュー名を入力し
ます。
• 既存のカスタム ビューを編集するには、そのビューのタブをクリックします。
（注）

ステップ 3

カスタム ビューを削除するには、ビューのタブにある [X] ボタンをクリックします。
削除すると、元に戻すことはできません。

右側のイベント テーブルの上にある [Add/Remove Columns] アイコン ボタンをクリックし、選択
したリストに、ビューに含めるカラムのみが含まれるようになるまで、カラムを選択または選択
解除します。
使用可能な（ただし使用されていない）リストと選択されているリストの間で、カラムをクリッ
クしてドラッグします。 選択されているリスト内でカラムをクリックしてドラッグし、左から右
に向かうテーブル内でのカラムの順番を変更することもできます。
完了したら [OK] をクリックして、カラムの変更を保存します。
（注）

ステップ 4

事前定義されたビューを表示しながらカラムの選択を変更すると、新規ビューが作成さ
れます。 タブの名前をクリックし、目的のビュー名を入力します。

必要に応じてカラムのセパレータをクリックしてドラッグし、カラムの幅を変更します。
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リアルタイム ビューと履歴ビューの切り替え
Event Viewer を使用して、イベントが発生したら表示されるようにするか、イベントを詳しく調
べるために任意の時間範囲で履歴表示するかを選択できます。 Event Viewer には、現在の日付と、
テーブルにイベントを表示する時間範囲が表示されます。
左端のイベント テーブルの上にある、名前のない [View Type] コントロールを使用して、リアル
タイム ビューと履歴ビューを切り替えることができます。 次のオプションがあります。
• [Real Time Eventing]：イベントが発生するとリアルタイムでそれらを表示します。 5 秒、10
秒、20 秒、または 60 秒の間隔から、新規イベントでテーブルを更新する更新速度を選択し
ます。
[Play]（矢印）および [Pause]（ダブルハッシュ）ボタンを使用して、イベント テーブルの更
新を開始および停止します。 特定のイベントを分析する場合は、ビューを一時停止します。
• [View Historic Events]：過去の任意の時間範囲でイベントを表示します。 イベントの時間枠
を選択します。 大部分のオプションは現在の時刻から過去のある時点まで表示されますが、
これらのビューは指定された時間枠に合わせて、新しいビューが表示されるように更新され
ます。 過去 30 分間、1 時間、4 時間、12 時間、または 24 時間のイベントを表示できます。
時刻はご使用のワークステーションで設定されているタイムゾーンではなく、デバイスで定
義されているゾーンに基づいたものになります。
[Custom Date/Time] を選択して、表示する正確な開始日時と終了日時を指定することもでき
ます。 開始日、開始時刻、終了日、および終了時刻用に [Edit] ボックスが表示されます。各
ボックスをクリックして、目的の値を選択します。 作業が完了したら、[Apply] をクリック
してテーブルを更新します。

イベントのフィルタリング
フィルタを作成して、さまざまなイベント属性に基づいてイベント テーブルに表示されるイベン
トを制限できます。 フィルタを使用する場合は、次の点に注意してください。
• フィルタは、指定された時間範囲の枠内に適用されます。 つまり、表示されるイベントは、
選択されている時間範囲の履歴表示またはリアルタイム表示内に制限されます。
• フィルタを保存すると、すべてのビューに使用できるようになります。 フィルタは、半分に
分割されている [Filter] ドロップダウン リストに追加されます。 左半分にはアトミック フィ
ルタ要素がリストされ、右半分には保存されたフィルタがリストされます。
次に、フィルタを作成、適用、保存、および削除する方法を説明します。

手順
ステップ 1

[Events] > [Events] を選択して Event Viewer を開きます。

ステップ 2

ビュー タブをクリックして、目的のビューを選択します。

ステップ 3

次のいずれかを行って、[Filter] フィールドでフィルタを選択します。
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• 新規フィルタを作成するには、ドロップダウン リストからアトミック要素を選択してフィル
タを手動で入力し、フィルタの値を入力するか、フィルタリングの基準となる値を含むイベ
ント テーブルのセルをクリックしてフィルタを作成します。 同じカラムにある複数のセル
をクリックして値の間に OR 条件を作成するか、異なるカラムにあるセルをクリックしてカ
ラムの間に AND 条件を作成することができます。 セルをクリックしてフィルタを作成した
場合は、得られたフィルタを編集して、適切に調整することもできます。 フィルタの作成
ルールの詳細については、イベント フィルタ ルール, （206 ページ）を参照してください。
• 保存されている既存のフィルタを使用するには、ドロップダウンリストの右半分からそれを
選択します。
ステップ 4

次のいずれかを実行します。
• フィルタを適用してテーブルを更新し、フィルタと一致するイベントのみが表示されるよう
にするには、[Filter] ボタンをクリックします。
• 適用したフィルタをすべてクリアして、フィルタリングされていない状態のテーブルに戻る
には、[Filter] ボックスの右端にある [X] ボタンをクリックします。
• フィルタのいずれかのアトミック要素をクリアするには、要素の上にカーソルを置き、要素
の [X] をクリックします。 [Filter] ボタンをクリックします。
• 後で使用できるようにフィルタを保存するには、[Save Filter] リンクをクリックします。 フィ
ルタがドロップダウン リストに追加されます。
• 保存したフィルタを削除して、ドロップダウン リストから削除するには、ドロップダウン
リストでフィルタの右にある [X] アイコン ボタンをクリックします。

イベント フィルタ ルール
複雑なフィルタを作成してイベント テーブルを制限し、現在関心のあるイベントのみが表示され
るようにできます。 次の手法を単独または組み合わせて使用して、フィルタを作成できます。
• カラムのクリック：フィルタを作成する最も簡単な方法は、フィルタリングの基準となる値
を含むイベント テーブルのセルをクリックすることです。 セルをクリックすると、その値
とフィールドの組み合わせに正しく定式化されているルールを使用して、[Filter] フィールド
が更新されます。 ただし、この手法を使用するには、イベントの既存のリストに目的の値が
含まれている必要があります。
すべてのカラムをフィルタリングすることはできません。 セルのコンテンツをフィルタリン
グできる場合は、そのセルの上にカーソルを合わせたときに下線が表示されます。
• アトミック要素の選択：[Filter] フィールドをクリックして、ドロップダウンの左半分から目
的のアトミック要素を選択した後、照合値を入力することでフィルタを作成することもでき
ます。 これらの要素には、イベント テーブルのカラムとして使用できないイベント フィー
ルドが含まれます。 また、表示するイベントと入力された値との関係を定義するオペレータ
が含まれます。 カラムをクリックすると必ず、「equals (=)」フィルタが表示されますが、要
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素を選択すると、数値フィールドに「greater than (>)」または「less than (<)」も選択できるよ
うになります。
[Filter] フィールドに要素を追加する方法に関係なく、フィールドに入力してオペレータまたは値
を調整できます。
イベント フィルタの演算子
イベント フィルタには、次の演算子を使用できます。
=

等しい。 イベントは指定した値と一致します。 ワイルドカードを使用すること
はできません。

!=

等しくない。 イベントは指定した値と一致しません。 等しくない式を作成する
には、感嘆符（!）を入力する必要があります。

>

大なり。 イベントに、指定した値よりも大きい値が含まれます。 この演算子は
ポートや IP アドレスなど、数値のみに使用できます。

<

小なり。 イベントに、指定した値よりも小さい値が含まれます。 この演算子
は、数値のみに使用できます。

複雑なイベント フィルタのルール
複数のアトミック要素を含む複雑なフィルタを作成する場合、次のルールに注意してください。
• 同じタイプの要素には、そのタイプのすべての値の間に OR 関係があります。 たとえば、
Source=10.100.10.10 と Source=10.100.10.11 を含めると、送信元としてこれらのいずれかのア
ドレスを持つイベントが照合されます。
• 異なるタイプの要素には、AND 関係があります。 たとえば、Source=10.100.10.10 と Destination
Port=80 を含めると、この送信元アドレスと宛先ポートのみを持つイベントが照合されます。
10.100.10.10 から異なる宛先ポートへのイベントは表示されません。
• IPv4 アドレスや IPv6 アドレスなどの数値要素は範囲を指定できます。 たとえば、Destination
Port=50-80 を指定して、この範囲内のポートのすべてのトラフィックを取得できます。 ハイ
フンを使用して、開始と終了の数字を区切ります。 すべての数値フィールドに対して、範囲
を使用できるわけではありません。たとえば、[Source] 要素に IP アドレスを範囲で指定する
ことはできません。
• ワイルドカードまたは正規表現は使用できません。

個別イベントの使用
イベント リストには、指定した時間範囲とフィルタ基準に一致するイベントの要約が表示されま
す。 イベント要約を表示して、個々のイベントで次を行えます。
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• 以下で説明されているように、イベントの上にマウスを置いて [View Details] ボタンをクリッ
クし、イベントの内容をすべて表示できます。
• イベントのセルをクリックして、フィルタを作成できます。 フィルタ基準として使用される
セルの内容とともに、フィルタ ルールが [Filter] フィールドに追加されます。 複数のセルを
クリックすると、複雑なフィルタが作成されます。 [Filter] フィールドの内容を編集して、
フィルタを詳細化することもできます。 フィルタをテーブルに適用するには、[Filter] ボタン
をクリックする必要があります。 [Save Filter] をクリックしてフィルタを保存すると、後で
もう一度適用できます。 イベント フィルタの詳細については、イベントのフィルタリング,
（205 ページ）およびイベント フィルタ ルール, （206 ページ）を参照してください。

ヒント

データベースからすでに削除されているデバイスまたはポリシーにイベントが関連する場合、
そのデバイスまたはポリシーの名前はイベント内に残りますが、デバイスまたはポリシーの名
前セルの内容に「Deleted」が追加されます。

イベントの詳細の表示
より詳細な分析が必要なイベントが見つかった場合、そのイベントの上にマウスを合わせて、表
示される [View Details] ボタンをクリックします。 詳細ウィンドウが開いてイベント情報が表示さ
れます。作業が終わったら、[Close] リンクをクリックしてウィンドウを閉じます。
イベントを開くと、次の情報と機能を使用できます。
• テーブルに表示されていない情報を含む、イベントに関する完全な詳細情報。 ビューに特定
のカラムを含めていない場合でも、イベントに属性のデータが含まれている場合、イベント
開くとその情報を表示できます。
• そのイベントに含まれていたポリシー セットなどのポリシー。 たとえば、アクセス ポリシー
と一致したトラフィック フローによってイベントが生成された場合、そのアクセス ポリシー
が表示されます。 ポリシーまたはポリシー セットを変更する場合は、対象の上にマウスを
合わせて、[Edit Policy] または [Edit Policy Set] をクリックします。
• イベントに CX デバイスの認証情報が含まれている場合、レルム名をクリックすると、ディ
レクトリ レルム設定に移動できます。

イベント メッセージ
Event Viewer で表示される可能性のある基本的なタイプのメッセージを以下に示します。
• コンテキスト対応セキュリティ トラフィック イベント：これらのイベントは、CX デバイス
を通過するトラフィックに関連しています。 メッセージの説明は、コンテキスト対応セキュ
リティ トラフィック イベント, （209 ページ） にあります。
• CX デバイスおよび PRSM システム イベント：これらのイベントはシステムの動作に関連し
ます。 これらのイベントは [System Event] ビューに表示できます。 メッセージの説明は、CX
デバイスおよび PRSM のシステム イベント, （214 ページ） にあります。
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• ASA syslog メッセージ：これらのイベントは、ASA によって生成された syslog メッセージで
す。 表示されるメッセージについては、http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/products_
system_message_guides_list.html から入手可能な、該当するバージョンの『Cisco ASA 5500 Series
System Log Messages』を参照してください。
さまざまなカラムの詳細については、イベント カラム, （223 ページ）を参照してください。

（注）

ASA とは異なり、CX/PRSM のメッセージ番号は本質的に意味がないため、[Event Type ID] カ
ラムに番号は表示されません。

コンテキスト対応セキュリティ トラフィック イベント
次のイベント メッセージは、CX デバイスを通過するトラフィックに関連しています。 リストは、
イベント名に基づいてアルファベット順にまとめられています。 ASA の syslog メッセージとは異
なり、コンテキスト対応セキュリティ イベントのメッセージ ID 番号には意味がないため、番号
は示しません。
Authentication Failure
メッセージ：User failed authentication attempt.
説明：ユーザは、アクティブ認証を求めるプロンプトに対して、有効な資格情報を使用して
応答できませんでした。 イベントの詳細に、失敗した試行のユーザ名が表示されます。 ア
クティブ認証を必要とするか、それを許可するアイデンティティ ポリシーとトラフィック
フローが一致し、アイデンティティ情報がユーザの IP アドレスにまだ使用できない場合、
ユーザは認証するように要求されます。
推奨処置：このイベントは、ユーザが単にパスワードの入力ミスをした場合など、完全に無
害な理由で生じる可能性があります。
認証失敗によって、ユーザが自分でネットワークにアクセスできなくなることはありませ
ん。 正しく認証できなかった場合、ユーザからのトラフィック フローに ID 情報は含まれな
くなり、フローはいずれのアクセス ポリシーの ID ベースの基準とも一致しません（つま
り、ID オブジェクトは一致しません）。 この認証失敗による影響は、設定したアクセス ポ
リシー セットによって異なります。 アクセス ポリシーによって ID が不明なユーザへのア
クセスが本質的に拒否される場合、認証の失敗によってユーザに深刻な影響が及ぼされる可
能性があります。
また、ユーザはダッシュボード内でユーザ名ではなく、IP アドレスで表されます。
無害な失敗が多数発生している場合は、アクティブ認証プロンプトへの応答方法についての
わかりやすい説明を提供することを検討してください。 Active Directory を使用している場
合、透過的な認証の導入や、AD エージェントのインストールを検討して、煩わしくない
パッシブ認証を使用することもできます。
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Authentication Server Down
メッセージ：Authentication server is down.
説明：システムは、指定されたディレクトリ レルムで指定されたサーバと通信できません。
推奨処置：妥当な時間内に認証サーバがアップしたことを知らせるメッセージを受け取れな
い場合、考えられる次の問題を検討してください。
• サーバがアップし、正常に稼働していることを確認します。
• Active Directory サーバの場合、このメッセージはシステムが AD ドメインに参加でき
ない場合に表示されることがあります。 [Device] > [Directory Realm] を選択して、AD
への参加状況をテストします。 AD レルムの上にカーソルを置き、[Edit Realm] をクリッ
クしてから、レルム プロパティの [Test Domain Join] リンクをクリックします。 失敗の
メッセージを受け取った場合、ドメインと資格情報を訂正して、ドメインへの参加を
阻んでいる他の問題をすべて解決する必要があります。
• デバイス CLI にログインして、ping と traceroute コマンドを使用し、デバイスからディ
レクトリへのパスがあることを確認します。
Authentication Server Up
メッセージ：Successfully connected to authentication server.
説明：システムは、認証サーバと通信できます。 サーバとディレクトリ レルムがイベント
メッセージに示されます。
推奨処置：アクションは必要ありません。
Authentication Success
メッセージ：User passed authentication.
説明：アクティブ認証でユーザから正しい資格情報が提供されました。
推奨処置：アクションは必要ありません。
Auth Maximum Retries
メッセージ：This user has reached the maximum number of retries for authentication.
説明：ユーザは、アクティブ認証で資格情報の提供に失敗した回数が、許可されている回数
を超えました。
推奨処置：これらのイベントが多数発生する場合、認証を再試行できる最大回数を増やすこ
とを検討できます。 また、[Authentication Failure] イベントの推奨処置で、検討すべき他の
処置を確認してください。
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Dropped Event
メッセージ：One or more events were dropped.
説明：システムの処理速度よりも早く、イベントが到着しています。 このイベントは、ド
ロップされたイベントの数とタイプを示します。
推奨処置：PRSM サーバで問題が頻繁に生じ、解決されない場合は、メモリやプロセッサ機
能に関してサーバの能力を高めることを検討してください。 それが不可能な場合、2 番目の
サーバをインストールして、一部のデバイスを新しいサーバのインベントリに移動すること
で、管理対象のデバイスを減らすことを検討してください。
Flow Complete
メッセージ：A short-lived flow passed policy constraints and was created and terminated normally.
説明：新しい接続が作成され、ティアダウンされました。接続は短時間であったため、[Flow
Tear Down] イベントの前に [Flow Create] イベントではなく、このメッセージを 1 つ受け取
ります。 たとえば、通常、DNS のルックアップは [Flow Complete] イベントで表されます。
推奨処置：アクションは必要ありません。
Flow Create
メッセージ：A flow was initiated through the device.
説明：新規接続が作成され、そのデバイスを通過する新規トラフィック フローが開始され
ました。 HTTP の完了または TLS の完了メッセージのいずれかのみを受け取る HTTP また
は TLS/SSL フローについては、このイベントは取得しません。 [Flow Create] イベントのフ
ローと一致する [Flow Tear Down] イベントまたは [Flow Deny] イベントがある必要がありま
す。
推奨処置：アクションは必要ありません。
Flow Deny
メッセージ：A flow was denied due to policy violation.
説明：[Deny] アクションを適用するアクセス ポリシーと一致したため、トラフィック フロー
はドロップされました。 このメッセージは HTTP 以外のトラフィックに適用され、復号化
されない HTTPS フローにも適用できます。 HTTP、または復号化されない HTTPS の場合、
フローの拒否ではなく、HTTP の拒否メッセージが表示されます。
推奨処置：そのフローが、デバイスの通過を許可するトラフィックを表している場合は、ア
クセス ポリシーを検討する必要があります。それ以外の場合、アクションは必要ありませ
ん。 イベントの詳細を開いて、トラフィック フローが一致するアクセス ポリシーを確認し
ます。 次の点に留意してください。
• ポリシー セット内のポリシーの順序変更が必要になることがあります。 フローがこの
拒否ポリシーに到達する前に照合されるべき許可ポリシーよりも下に、この一致した
ポリシーを移動する必要があります。
• ポリシーのトラフィック一致基準が広すぎる可能性があります。 望ましいフローがポ
リシーと一致しないように、異なる基準が必要かどうかを評価します。
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Flow Tear Down
メッセージ：A flow passed policy constraints and completed normally.
説明：ユーザがトランザクションを完了したなどの理由で、トラフィック フローが正常に
終了しました。 メッセージの詳細には、フローの合計バイト数が含まれます。 このメッセー
ジは、HTTP 以外のトラフィックに適用されます。
推奨処置：アクションは必要ありません。
HTTP Aborted
メッセージ：An HTTP transaction aborted due to an exception.
説明：HTTP 検査の間に予期しないエラーが発生し、その結果 HTTP フローがドロップされ
ました。 このドロップはアクセス ポリシーには関係していません。 通常、これらのメッ
セージは不正な HTTP パケットか、過度に長い HTTP ヘッダー（たとえば、16kb）を示して
います。 考えられる他の原因として、プロトコル違反や、数字にすべきものが数字ではな
いテキストになっている場合などがあります。
推奨処置：多数の [HTTP Inspection Aborted] イベントが発生し、それらが妥当なトラフィッ
クに影響を及ぼしている場合は、Cisco テクニカル サポート センターに連絡してください。
HTTP Complete
メッセージ：An HTTP transaction passed policy constraints and completed normally.
説明：HTTP または復号化された HTTPS トラフィック フローがアクセス ポリシーによって
許可され、正常に完了しました。
推奨処置：宛先 Web サイトがブロック対象のものでなければ、アクションは必要ありませ
ん。 サイトがブロック対象である場合、イベントの詳細を開いて、どのポリシーがフロー
と一致したのかを確認します。 次の解決法を検討してください。
• トラフィックが間違ったポリシーと一致していた場合、ポリシー セット内のポリシー
の順番を調べます。 このポリシーを他のポリシーの下に移動するか、別のポリシーを
このポリシーの上に移動することが必要な場合があります。
• トラフィックが正しいポリシーと一致していた場合、ポリシーを編集して、トラフィッ
クの一致基準を調整できます。
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HTTP Deny
メッセージ：An HTTP flow was denied due to policy violation.
説明：HTTP トラフィック フロー、または暗号化された HTTPS トラフィック フローは、
[Deny] アクションを適用するアクセス ポリシーと一致したため、ドロップされました。
推奨処置：そのフローが、デバイスの通過を許可するトラフィックを表している場合は、ア
クセス ポリシーを検討する必要があります。それ以外の場合、アクションは必要ありませ
ん。 イベントの詳細を開いて、トラフィック フローが一致するアクセス ポリシーを確認し
ます。 次の点に留意してください。
• ポリシー セット内のポリシーの順序変更が必要になることがあります。 フローがこの
拒否ポリシーに到達する前に照合されるべき許可ポリシーよりも下に、この一致した
ポリシーを移動する必要があります。
• ポリシーのトラフィック一致基準が広すぎる可能性があります。 望ましいフローがポ
リシーと一致しないように、異なる基準が必要かどうかを評価します。
Packet Deny
メッセージ：A packet has been denied.
説明：パケットは内部セキュリティ チェックに失敗しました。 たとえば、IP チェックサム
の失敗、無効な IP または TCP ヘッダー、あるいは最初の TCP パケットが SYN パケットで
はありませんでした。 これらのセキュリティ チェックを使用して、偽のトラフィックが回
避されます。 これらのイベントはアクセス ポリシーに関係していません。
推奨処置：トラブルシューティングを行おうとしている特定のトラフィック失敗にイベント
が関連しない限り、アクションは必要ありません。 必要に応じて、グローバル パケット
キャプチャを設定し、ドロップされたこれらのパケットを取得できます。
Redirect Authentication
メッセージ：This flow was redirected to be authenticated.
説明：アクティブ認証が必要または使用可能なアイデンティティ ポリシーとフローが一致
し、資格情報の入力をユーザに求める必要があると判断されました。 また、このイベント
に関連する [Authentication Failure] または [Authentication Success] イベントも発生します。
推奨処置：アクティブ認証のプロンプトが必要な原因となった認証ポリシーに、このフロー
が一致すべきではなかった場合を除き、アクションは必要ありません。
このフローで認証が必要なかった場合、イベントの詳細を開いて、フローが一致したアイデ
ンティティ ポリシーを確認してください。 ポリシーをポリシー セットの中で上下に移動す
る必要があるかどうか、またはトラフィックの一致基準を調整する必要があるかどうかを検
討します。
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TLS Complete
メッセージ：A TLS/SSL transaction passed policy constraints and completed normally.
説明：TLS/SSL トラフィック フローはアクセス ポリシーによって許可され、正常に完了し
ました。
推奨処置：宛先がブロック対象であるか、フローに目的の復号化処理（TLS Flow Decrypted
プロパティで示されている処理）が行われなかった場合を除き、アクションは必要ありませ
ん。 フローに目的の処理が行われなかった場合、イベントの詳細を開いて、どのポリシー
がフローと一致したかを確認します。 次の解決法を検討してください。
• トラフィックが（何らかのタイプの）間違ったポリシーと一致していた場合、関連付
けられたポリシー セット内のポリシーの順番を調べます。 このポリシーを他のポリ
シーの下に移動するか、別のポリシーをこのポリシーの上に移動することが必要な場
合があります。
• トラフィックが正しいポリシーと一致していた場合、ポリシーを編集して、トラフィッ
クの一致基準またはアクションを調整できます。

CX デバイスおよび PRSM のシステム イベント
次のイベント メッセージは、CX デバイスを通過するトラフィックではなく、CX デバイスまたは
PRSM サーバ システムに関連するアクティビティに関連します。 リストは、イベント名に基づい
てアルファベット順にまとめられています。 ASA syslog メッセージとは異なり、CX/PRSM イベ
ントのメッセージ ID 番号には意味がないため、番号は記載していません。
Core Bad File Access
メッセージ：User '%AAA_User%' not allowed to access resource '%Resource_Name%'.
説明：指定されたユーザは指定されたリソースへのアクセスを試みましたが、ユーザにはそ
のアクセスに対する権限がありません。
推奨処置：イベントを評価して、アクションが必要であるかどうかを判別します。
Core Low Memory
メッセージ：System low on memory, %Mem_Size_MB%Mb remaining.
推奨処置：可能な場合は、システムにメモリを追加します。
Core System Shutdown
メッセージ：System shutdown initiated.
推奨処置：アクションは必要ありません。
Core System Startup
メッセージ：System startup initiated.
推奨処置：アクションは必要ありません。
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Critical Recovery
メッセージ：Critical process %Process_Name% recovery action %Recovery_Action% initiated.
説明：指定されたリカバリ アクションの処理が開始されました。
推奨処置：アクションは必要ありません。
Database Backup Failure
メッセージ：Failure to backup database: %Info_String%
説明：示された理由により、データベースのバックアップに失敗しました。
推奨処置：失敗の理由を検討して、可能であれば改善処置を行います。 バックアップを再
試行します。
Database Backup Success
メッセージ：Database backup completed successfully.
説明：誰かが意図的にデータベースのバックアップを行い、バックアップが正常に作成され
ました。
推奨処置：アクションは必要ありません。
Database Restore Failure
メッセージ：Failure to restore database: %Info_String%
説明：示された理由により、データベース バックアップの復元に失敗しました。
推奨処置：失敗の理由を検討して、可能であれば改善処置を行います。 復元を再試行しま
す。
Database Restore Success
メッセージ：Database restore process completed successfully.
説明：データベースのバックアップが意図的に復元され、復元は成功しました。
推奨処置：アクションは必要ありません。
Disabled Process
メッセージ：Process %Process_Name% disabled due to %Info_String%.
説明：示された理由により、プロセスはディセーブルになっています。
推奨処置：理由を評価して、何らかのアクションが必要であるか、または可能であるかを判
別します。 システム CLI にログインしてプロセスを停止してから、プロセスを再起動する
ことが必要な場合があります。
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Discover Restart
メッセージ：Device discovered by '%Info_String%', Cisco service restarting ...
説明：指定されたサーバによってデバイスが検出されて、プロセスが再起動され、デバイス
が管理対象モードになりました。
推奨処置：アクションは必要ありません。
DP DMA Malloc Failed
メッセージ：Data plane failed to allocate packet block memory
推奨処置：アクションは必要ありません。
DP HTTP Inspector Unavailable
メッセージ：Data plane cannot communicate with HTTP Inspector service.
推奨処置：HTTP インスペクタをオフにした場合、これは予期された動作です。 それ以外の
場合、システムによって自動的に HTTP インスペクタ サービスが回復されます。
DP Out of Packet Blocks
メッセージ：Data plane is unable to allocate packet block of size: %Block_Size%
推奨処置：アクションは必要ありません。
DP TLS Proxy Unavailable
メッセージ：Data plane cannot communicate with TLS Proxy service.
推奨処置：アクションは必要ありません。 システムは、復号化ポリシーによって使用され
る TLS プロキシとの通信を自動的に復元します。
PDTS Cons Stats Ntfy Too Big
メッセージ：The notify message length for ring %Pdts_Ring_Name% exceeded maximum.
推奨処置：アクションは必要ありません。
PDTS Prod Stats Hiwater Limit
メッセージ：Pdts producer for ring %Pdts_Ring_Name% has reached the hiwater limit.
推奨処置：アクションは必要ありません。
PDTS Prod Stats Ring Full
メッセージ：Pdts descriptor ring is full for ring %Pdts_Ring_Name%.
推奨処置：アクションは必要ありません。
PDTS Prod Stats Ring High Thresh Exceeded
メッセージ：Pdts producer for ring %Pdts_Ring_Name% has exceeded high threshold.
推奨処置：アクションは必要ありません。

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
216

OL-28138-01-J

イベント メッセージ

PDTS Prod Stats Seg Alloc Fail
メッセージ：Failed to allocate producer segment for ring %Pdts_Ring_Name%.
推奨処置：アクションは必要ありません。
Policy Complete
メッセージ：Policy version %Policy_Version% has now been successfully installed.
推奨処置：アクションは必要ありません。
Policy Incomplete
メッセージ：Failed to apply policy version %Policy_Version%. Reason: %Info_String%.
説明：システムは指定されたポリシー バージョンを適用できませんでした。
推奨処置：理由を評価して、アクションが必要であるか、または可能であるかを判別しま
す。
Process Exited
メッセージ：Module %Process_Name% exited unexpectedly.
説明：いくつかの予期しない理由で、指定されたプロセスは失敗しました。
推奨処置：システムによって、プロセスは自動的に回復されます。 問題が解決されないと
きは、システム CLI にログインしてプロセスを停止してから、プロセスを再起動すること
が必要な場合があります。 最終的に、システムのリブートも必要になる場合があります。
Process Heartbeat Timeout
メッセージ：Heartbeat timed out for module %Process_Name%, action %Info_String% taken.
説明：プロセスの正常性を示すハートビートが、指定されたプロセスに対して目的の時間間
隔で返されませんでした。 行われたアクションが示されます。
推奨処置：アクションは必要ありません。
Process Restart
メッセージ：Restarting module %Process_Name%.
説明：システムは指定されたプロセスを再起動しています。
推奨処置：アクションは必要ありません。
Process Startup
メッセージ：Module %Module_Name% is starting up.
説明：指定されたシステム プロセスの起動中です。
推奨処置：アクションは必要ありません。
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Protocol Pack Update
メッセージ：A new Protocol Pack (Updated at %Protocol_Pack_Updated_Time%) is loaded. Pack
info: %Info_String%
説明：NBAR シグネチャの更新がダウンロードされました。 たとえば次のように、メッセー
ジには更新バージョンや他の情報が示されます。
A new Protocol Pack (Updated at 1335902004) is loaded. Pack info: Protocol Description Language
Module, v2, NBAR software version: 12, NBAR software family: 3, (c) 1999 - 2003, Cisco Systems
Inc.
推奨処置：アクションは必要ありません。
Protocol Pack Update Failed
メッセージ：Update of Protocol Pack Failed. Location of Protocol pack is %Protocol_Pack_Path%
説明：プロトコル パックの更新に失敗しました。 メッセージ内に、パックの場所が示され
ます。
推奨処置：アクションは必要ありません。 システムによって、最新の適切なプロトコル パッ
クまで自動的に戻されます。 更新の失敗が続く場合は、Cisco テクニカル サポート センター
に連絡してください。
Service Restored
メッセージ：Communication with %Service_Name% service restored.
説明：システムによって指定されたサービスとの通信が復元されました。
推奨処置：アクションは必要ありません。
Service Unavailable
メッセージ：Cannot communicate with %Service_Name% service.
説明：システムは指定されたサービスと通信できません。
推奨処置：アクションは必要ありません。 システムによってサービスは自動的に復元され
ます。
System Halt
メッセージ：System halt initiated for Product %Product_Name% Release %Release_Name% Version
%Release_Version%.
説明：システムは意図的に停止されます。
推奨処置：アクションは必要ありません。
System Shutdown
メッセージ：System shutdown initiated for Product %Product_Name% Release %Release_Name%
Version %Release_Version%.
説明：システムは意図的にシャットダウンされます。
推奨処置：アクションは必要ありません。
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System Startup
メッセージ：System startup initiated for Product %Product_Name% Release %Release_Name%
Version %Release_Version%.
説明：システムの起動中です。
推奨処置：アクションは必要ありません。
Unmanage Restart
メッセージ：Revert to unmanaged mode. Cisco service restarting ...
説明：この管理対象デバイスは非管理モードに戻され、サービスは変更の処理を再開してい
ます。
推奨処置：アクションは必要ありません。
Updater Apply Commit Failed
メッセージ：Committing update failed for Update Version %App_Version%. Failed component
details: %Bad_Versions%
説明：システムによって新規更新の保存が試行されました。これは、前のバージョンのコン
ポーネントの代わりに新規更新を使用するように切り替えるプロセスです。
推奨処置：アクションは必要ありません。 保存の失敗によってデータが破損する可能性が
ありますが、システムによって最新の適切なバージョンに自動的に戻されます。
Updater Apply Prepare Failed
メッセージ：Preparing update failed for Update Version %App_Version%. Failed component details:
%Bad_Versions%
説明：システムは、更新を使用準備できませんでした。 準備には更新を正しい場所に移動
して、データ検証チェックを実行することが含まれています。 この失敗によって、アクティ
ブ データの破損は生じません。
推奨処置：アクションは必要ありません。 クールダウン期間後に、システムによって更新
の適切なバージョンのダウンロードが試行されます。
Updater Clean Failed
メッセージ：Cleanup after update failed for Update Version %App_Version%
説明：アップデータが、新規更新の適用後に古い更新をディスクから削除できませんでし
た。
推奨処置：アクションは必要ありません。 これは、システムに影響を及ぼしません。
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Updater Connection Failed
メッセージ：Failed to connect to the updater server: %Update_Url%
説明：システムは更新サーバに接続できませんでした。 通常、これはシステムと Cisco 更新
サーバの間にネットワーク接続の問題があることを意味しています。 メッセージ内に、サー
バの URL が示されます。
推奨処置：ネットワーク問題を評価します。 システムは更新サーバへの HTTP 接続を開始
できる必要があります。
• [Device] > [Updates] ページで HTTP プロキシ サーバを設定した場合、設定が正しく、
必要なサービスがプロキシで正しく実行していることを確認します。
• プロキシを使用していない場合、管理インターフェイスには、HTTP トラフィックを許
可するインターネットへの接続が必要です。 システム CLI にログインし、ping を使用
して更新サーバに接続できることを確認し、traceroute を使用してパスを判別します。
自分が制御しているルータ ホップの通過を、HTTP トラフィックが許可されているこ
とを確認します。
Updater Context Write Failed
メッセージ：Failed to write update context to file %File_Path%, Update Version % App_Version%
説明：システムは、アップデータによって保存された新しいコンテキストをロードできませ
んでした。 コンテキストは、スキャナによって使用されます。 この失敗は、コンテキスト
をディスクに書き込めなかったことを示しています。
推奨処置：アクションは必要ありません。 このエラーは、システムによって自動的に処理
されます。
Updater Download Failed
メッセージ：Error downloading version %Component_Version% for
%App_Name%/%Component_Name%
説明：更新サーバからの更新のダウンロード中に、エラーが発生しました。
推奨処置：アクションは必要ありません。 次回の更新時に、システムでダウンロードが再
試行されます。
Updater Import SAS Failed
メッセージ：Failed to import SAS.
説明：不正な Security Application Scanner（SAS）エンジンがダウンロードされ、適用されま
した。
推奨処置：アクションは必要ありません。 システムによって、最新の適切なエンジンまで
自動的に戻されます。
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Updater License Invalid
メッセージ：No valid license for security services. Updates are disabled.
説明：Application Visibility and Control と Web Security Essentials の両方のライセンスの有効
期限が切れました。 シグネチャまたはカテゴリの更新は行われません。
推奨処置：これらの機能を使用するには、新規ライセンスを購入して適用します。
Updater License Valid
メッセージ：Valid license detected. Updates are enabled.
説明：サブスクリプション ライセンスの少なくとも 1 つが期限切れになっていません。 そ
のため、シグネチャとカテゴリの更新を取得できます。
推奨処置：アクションは必要ありません。
Updater Register Failed
メッセージ：Registering update with Management Server failed for Update Version %App_Version%.
Failed component details: %Bad_Versions%
説明：アップデータは管理プレーンに更新パッケージを渡せませんでした。
推奨処置：アクションは必要ありません。 システムは後で新規更新のダウンロードを試行
します。
Updater Scanner Connected
メッセージ：Scanner has connected to the Update Agent.
説明：スキャナがアップデータに接続されました。これは、新規更新を入手してスキャナを
切り替え可能なことを示す通知の受信に必要です。
推奨処置：アクションは必要ありません。
Updater Scanner Disconnected
メッセージ：Scanner has been disconnected from the Update Agent. Attempting to reconnect.
説明：スキャナがアップデータから切断されました。
推奨処置：アクションは必要ありません。
Updater Switch Failed
メッセージ：Switching to new update failed for Update Version %App_Version%. Failed component
details: %Bad_Versions%
説明：アップデータは、新規更新を保存した後、それをメモリにロードできませんでした。
推奨処置：アクションは必要ありません。 システムによって、最新の適切なバージョンま
で自動的に戻されます。
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Updater Switch Response Failed
メッセージ：Some scanners failed to switch to new Update Version %App_Version%
説明：1 つ以上のスキャナが新規更新をロードできませんでした。
推奨処置：アクションは必要ありません。 システムによって、最新の適切なバージョンま
で自動的に戻されます。
Updater Switch Response Success
メッセージ：All scanners switched to new Update Version %App_Version%
説明：すべてのスキャナが新規更新をメモリに正常にロードしました。
推奨処置：アクションは必要ありません。
Updater Update Applied
メッセージ：Applied update for %App_Name%/%Component_Name%, version
%Component_Version%. Update version is now %App_Version%
説明：以前にダウンロードした更新がシステムに正常に適用されましたが、まだ有効になっ
ていません。
推奨処置：アクションは必要ありません。
Updater Update Change Window
メッセージ：Update Settings changed: Updates Enabled? %Update_Enabled%; Update Window Start
time: %Start_Time_Offset%; Update Window End time: %End_Time_OFfset%.
説明：更新ウィンドウの設定が指定どおりに変更されました。 変更によって、更新が無効
になったり、更新に合わせて特定の日次ウィンドウが設定されたり、すべての日の更新が許
可されます。
推奨処置：アクションは必要ありません。
Updater Update Downloaded
メッセージ：Downloaded version %Component_Version% for %App_Name%/%Component_Name%.
説明：識別されたシグネチャの更新がダウンロードされましたが、まだ適用されていませ
ん。
推奨処置：アクションは必要ありません。
Updater Update Switch
メッセージ：Switched to update %App_Name%/%Component_Name%, version
%Component_Version%, Update Version %App_Version%
説明：システムは、このシグネチャの更新を使用するように切り替えられました。 この更
新は有効になり、メモリにロードされます。
推奨処置：アクションは必要ありません。
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User Action
メッセージ：User %AAA_User% %User_Action%.
説明：このユーザは指定されたアクションを実行しました。
推奨処置：アクションは必要ありません。
User DB Retrieval Failure
メッセージ：Failed while trying to authenticate user due to: %Info_String%
説明：ユーザはログインを試みましたが、示された理由により、システムは資格情報を検証
できませんでした。
推奨処置：アクションは必要ありません。
User Login Failure
メッセージ：%Info_String% user %AAA_User% failed to log in.
説明：示されているユーザが Web インターフェイスにログインできませんでした。 メッ
セージによって、ユーザがシステムにローカルで定義されているか、ユーザがディレクトリ
サーバに定義されているリモート ユーザであるかが示されます。
推奨処置：問題が解決されない場合、システムにログインするためのユーザ名/パスワード
の要件をユーザにわかりやすく説明します。
User Login Success
メッセージ：%Info_String% user %AAA_User% successfully logged in.
説明：示されているユーザが Web インターフェイスにログインしました。 メッセージに
よって、ユーザがシステムにローカルで定義されているか、ユーザがディレクトリ サーバ
に定義されているリモート ユーザであるかが示されます。
推奨処置：アクションは必要ありません。

イベント カラム
イベントテーブルには、次の表に示されているカラムを含めることができます。すべてのイベン
トビューまたはすべてのイベントタイプに対して、すべてのカラムを使用できるわけではありま
せん。デバイスタイプの列は、そのカラムにイベントの情報が含まれている可能性があるデバイ
スのタイプを示します。
カラム

デバイス タイプ

説明

AAA Group

ASA

AAA グループ ポリシー。

AAA Server

ASA

ユーザのアクセス要求を処理し、認証、許可、アカウン
ティングを実行する AAA サーバ。
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カラム

デバイス タイプ

説明

AAA Type

ASA

AAA タイプ。authentication、authorization、または
accounting。

ACE Hash 1

ASA

アクセス コントロール リスト エントリ（ACE）のハッ
シュコード 1 とハッシュコード 2。

ACL Name

ASA

アクセス コントロール リスト（ACL）の名前または ID。

Action

ASA

フローに対して実行されるアクション。 たとえば、終了
や拒否。

Application

CX

トラフィック フローで使用されているアプリケーション
の名前（使用可能な場合）。

Application Type

CX

トラフィックフローがアプリケーションシグネチャと一
致する場合に、アプリケーションが属するアプリケーショ
ン タイプ。

Auth Policy Name

CX

トラフィックフローに適用されるアイデンティティポリ
シーの名前（存在する場合）。

Auth Realm Name

CX

フローに適用されるアイデンティティ ポリシーで使用さ
れるディレクトリ レルムの名前。

Auth Retry Count

CX

アクティブ認証中にユーザが正しいユーザ名とパスワー
ドを入力せずに試行した回数。

Auth Server Name

CX

認証中に使用されるディレクトリ サーバの名前。

Auth Type

CX

基本認証（クリア テキスト）、NTLM、または Kerberos
など、使用される認証メカニズム。

AVC App Behavior CX

アプリケーションが識別可能な動作を定義していた場合
に、アプリケーションが一致するときの、トラフィック
フローで使用されるアプリケーションの特定の動作。

Backtrace

CX

[HTTP Inspection Aborted] イベントで示される、パーサー
例外から生成されるバック トレース。

Botnet Category

ASA

ドメイン名がブラックリストに掲載されている理由を示
すカテゴリ。たとえば、ボットネット、トロイの木馬、
スパイウェアなど。

ACE Hash 2
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カラム

デバイス タイプ

説明

Botnet Domain

ASA

動的なフィルタ データベースに登録されていて、トラ
フィックの宛先となったドメイン名または IP アドレス。
ブラック リスト、ホワイト リスト、またはグレー リス
トに掲載できます。

Botnet Domain

ASA

脅威レベル。なし、非常に低い、低い、中程度、高い、
非常に高い。

Byte Count

CX

トラフィック フローで送信されたバイト数。

Class Map

ASA

クラス マップ名。

Client OS

CX

リモート VPN 接続用のクライアントで実行しているオペ
レーティング システムの名前。

Component

CX

システム イベントでの、イベントが適用されるコンポー
ネントの名前。

PRSM
Config Version

CX

このイベントによって照合されるポリシーの設定バージョ
ン。 この番号は、変更履歴ページに表示されたバージョ
ン番号と直接関連しています。

Connection
Duration

ASA

接続のライフタイム。

Connection ID

CX

トラフィック フローまたは接続の ID。

ASA
Connection Limit

ASA

接続またはセッションの最大数。

Connection
Termination Value

ASA

接続終了の要因。バージョンが正しくない、ペイロード
タイプが無効であるなど。

Current Connection ASA
Count

現在の接続の数。

Decryption Policy
Name

このフローと一致した復号化ポリシーの名前（該当する
場合）。

CX
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カラム

デバイス タイプ

説明

Deny Reason

CX

[Flow Deny] または [HTTP Deny] イベントに関して、
「Flow is denied by access policy.」などの、フローが拒否
された理由。
デバイスが TLS/SSL 復号化用のセキュアな接続を確立で
きない場合、原因は「The server presented an untrusted or
invalid certificate」となります。このような場合、[Device]
> [Certificates] ページでサーバの証明書をアップロードす
ると、問題が解決する場合があります。

Description

CX

イベントのメッセージ。

ASA
Destination

Destination Host

ASA

トラフィック フローの宛先の IP アドレスまたはホスト
名。

CX

宛先の完全修飾ドメイン名（FQDN）（既知の場合）。

CX

ASA
Destination
Interface

ASA

Destination IP

CX

宛先インターフェイス。
Etherchannel アラート（426001 ～ 426003）の場合は、こ
のイベントが発生した Etherchannel インターフェイスの
名前。 [Source Interface] カラムにメンバ インターフェイ
スが識別されます。
トラフィック フローの宛先の IP アドレス。

ASA
Destination Port

CX

TCP/UDP トラフィック フローの宛先のポート番号。

ASA
Destination Service CX
ASA
Device

CX
ASA
PRSM

フローの宛先サービス。tcp/port、udp/port、icmp/message
のいずれか。 たとえば、tcp/80 または icmp/echo。
（PRSM マルチ デバイス モードのみ）。受信したイベン
トの送信元デバイス。 イベントが PRSM サーバと関連し
ている場合（アップデータ イベントなど）、PRSM はデ
バイスとして示されます。

Direction

ASA

トラフィックの方向。inbound または outbound です。

Dropped Event
Count

CX

（ドロップされたイベント メッセージ）。多くの場合、
デバイスが処理できる速度をイベントの速度が超えたた
めにドロップされたイベント メッセージの数。

PRSM
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カラム

デバイス タイプ

説明

Dropped Event
Type

CX

（ドロップされたイベント メッセージ）。ドロップされ
たイベントのタイプの名前。

Error Details

CX

復号化処理の間に OpenSSL エラーが発生した場合の、そ
のエラーの詳細情報。 これらのメッセージは OpenSSL ラ
イブラリから直接出力されます。多くの場合、[Deny
Reason] フィールドのメッセージを理解しやすくなりま
す。
たとえば、ASA CX にサイトの証明書が含まれておらず、
それを [Device] > [Certificates] ページに追加しなかった場
合、[Flow Deny] イベントで次のような復号化エラーが表
示されます。
error: 14090086: SSL routines:
SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE: certificate verify failed:
Server Certificate Common Name: servername
自己署名証明書のエラーを解決するには、証明書を
[Certificates] ページにアップロードします。 認証局から
発行された証明書の場合は、証明書の階層を調べ、ルー
ト証明書または中間証明書をダウンロードして
[Certificates] ページに追加し、CA からの証明書を使用す
る他のサイトが信頼されるようにする必要があるかどう
かを判別します。

Event ID

ASA

内部で各イベントに割り当てられる一意の連続番号。

Event Name

ASA

イベントに付けられたユーザにわかりやすい名前。

Event Type

CX

イベントの名前。

ASA
Event Type ID

ASA

ASA デバイスでは、syslog メッセージ番号。
CX デバイスにはイベント タイプ ID も示されますが、こ
の番号には意味がありません。

Hit Count

ASA

設定された時間間隔で ACL エントリによってフローが許
可または拒否された回数。 ASA が特定のフローに対して
最初の syslog メッセージを生成すると、値が 1 となりま
す。

Hit Count Info

ASA

ACL ヒット カウント情報。たとえば、First hit。
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カラム

デバイス タイプ

説明

ICMP Code

ASA

ICMP タイプのコード。 たとえば、ICMP タイプ 3 および
コード 0 はネット到達不能であり、コード 1 はホスト到
達不能です。

ICMP Type

ASA

ICMP メッセージのタイプ。 たとえば、宛先到達不能の
場合は 3、エコーの場合は 8 です。

Identity Source

CX

ユーザ ID を取得した送信元。たとえば、プロキシ（アク
ティブ認証で使用される認証プロキシ）、AD エージェ
ント（パッシブ認証）、VPN（リモート アクセス VPN
接続から ASA）など。

Identity Type

CX

ID のタイプ。ユーザ ID が取得された方法（アクティブ、
パッシブ、なし、不明、またはゲスト）を意味します。

License Limit

ASA

ライセンスの最大数。

List Name

ASA

ドメイン名が記載されているリスト、管理者ホワイトリ
スト、ブラックリスト、または IronPort リスト。

Malicious Host

ASA

悪意のあるホストのホスト名。

Malicious IP

ASA

悪意のあるデバイスの IP アドレス。

Max Connection

ASA

NAT 接続の最大数。

MaxEmbryonic
Connection

ASA

初期接続の最大数。

NAT Destination

ASA

変換された（NAT されたとも呼ばれる）宛先 IP アドレ
ス。

NAT Destination
Service

ASA

変換された（または NAT された）宛先ポート。

NAT Destination
Host

ASA

変換された宛先のホスト名。

NAT Global IP

ASA

グローバル アドレス。 IPv4 または IPv6 アドレスを含め
られます。

NAT Source

ASA

変換された（または NAT された）送信元 IP アドレス。
IPv4 または IPv6 アドレスを含められます。
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カラム

デバイス タイプ

説明

NAT Source
Service

ASA

変換された（または NAT された）送信元ポート。

NAT Type

ASA

ネットワーク アドレス変換のタイプ。たとえば、Static
や Dynamic。

Policy Name

CX

このトラフィックフローと一致したアクセスポリシーの
名前。

Policy Map

ASA

ポリシー マップ名。

Protocol

CX
ASA

tcp、udp、icmp などのような、トラフィック フローのプ
ロトコル。

Protocol Version

ASA

プロトコル バージョン。

Protocol (Non L3)

ASA

イベントに示された Level-3 または Level-4 以外のプロト
コル。たとえば、TACACS、RADIUS、FTP、または
H245。

Reason

ASA

特定のイベントに関連付けられた理由。 たとえば、接続
のティアダウンが関連付けの理由の場合があります。

Receive Time

CX

イベントが受信された日時。

ASA
Reputation Score

CX

宛先 Web サイトの Web レピュテーション スコアの数値。

Request Magic
Type

CX

送信元からのトラフィック フロー要求に含まれている
ファイルに関連付けられたメディア、または MINE のタ
イプ。イベントの詳細では、要求コンテンツタイプと呼
ばれます。

Response Magic
Type

CX

宛先からのトラフィック フローの応答に含まれている
ファイルに関連付けられたメディア、または MIME のタ
イプ。イベントの詳細では、これは応答コンテンツタイ
プと呼ばれます。

Server Certificate
Issuer

CX

TLS/SSL トラフィックの宛先サーバ証明書の発行元を示
す識別子。 たとえば、次のようになりま
す。/C=US/O=VeriSign, Inc./OU=VeriSign Trust
Network/OU=Terms of use at https://www.verisign.com/rpa
(c)09/CN=VeriSign Class 3 Secure Server CA - G2
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カラム

デバイス タイプ

説明

Server Certificate
Name

CX

宛先サーバのホスト名など、TLS/SSL トラフィックに使
用されている証明書の共通名。

Severity

CX

Informational または Error など、メッセージの重大度。

ASA

ASA

トラフィック フローの送信元、ユーザ名、または IP アド
レス。 ユーザ名は、アイデンティティ ポリシーを設定
し、IP アドレスのユーザ名マッピングがある場合だけ表
示されます。

Source Host

ASA

送信元 IP アドレスのホスト名。

Source Interface

ASA

送信元インターフェイス。

Source

CX

Etherchannel アラート（426001 ～ 426003）の場合は、こ
のイベントが発生した Etherchannel バンドルの一部であ
るインターフェイスの名前。 [Destination Interface] カラム
に Etherchannel インターフェイスが識別されます。
Source IP

CX

トラフィック フローの送信元の IP アドレス。

ASA
Source Port

CX

TCP/UDP トラフィック フローの送信元のポート番号。

ASA
SSO Server

ASA

シングル サインオン（SSO）サーバ名。

SSO Server Type

ASA

シングル サインオン（SSO）サーバ タイプ。たとえば、
SiteMinder。

Threat Detail

ASA

脅威のタイプの詳細な説明。

Threat Type

CX

スコアを下げる原因となった脅威のタイプの簡単な説明。
特に脅威がない場合は空白。

TLS Ambiguous
Destination

CX

サーバ証明書に存在するどのドメインが、クライアント
が意図していた宛先であったのかを TLS プロキシが判別
不能かどうかを、true または false で示す。

TLS Cipher Suite

CX

TLS/SSL トラフィックで使用される暗号。たとえば、
RC4-MD5 SSLv3 Kx=RSA Au=RSA Enc=RC4(128)
Mac=MD5。
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説明

TLS Flow
Decrypted

CX

トラフィック フローが TLS プロキシによって復号化され
たかどうかを Yes または No で示す。

TLS Flow
Encrypted

CX

トラフィックが TLS/SSL 暗号化されているかどうかを
Yes または No で示す。

TLS Protocol
Version

CX

TLS/SSL トラフィック フローで使用される TLS のバー
ジョン。たとえば、TLSv1。

TLS Requested
Domain

CX

どの DNS ドメインがアクセスされているかを示す、クラ
イアントからサーバへのヒント。 この値は、TLS プロト
コルのサーバ名表示の拡張から出力され、TLS クライア
ントがこの拡張を使用しない場合、このフィールドは空
白です。

Tunnel Type

ASA

VPN トンネル タイプ。

URL

CX

HTTP/HTTPS トラフィックの場合の、宛先 Web サイトの
URL。

User Realm

CX

レルム\ユーザ名の形式の認証レルムとユーザ名の組み合
わせ。

Username

CX
ASA

既知の場合、トラフィック フローの送信元に関連付けら
れたユーザ名。

VPN Group

ASA

VPN グループ ポリシー。

VPN IPSec SPI

ASA

IPSec セキュリティ パラメータ インデックス。

VPN User

ASA

VPN ユーザ名。

Web Category

CX

宛先 URL を持つトラフィック フローの場合の、その URL
が属する Web カテゴリ。
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コンテキスト対応セキュリティの設定
• 認証サービスとアイデンティティ サービスの管理, 235 ページ
• コンテキスト対応アクセス ポリシーによるネットワーク アクセスの制御, 261 ページ
• SSL/TLS トラフィック フローの管理, 299 ページ
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章

認証サービスとアイデンティティ サービス
の管理
IP アドレスではなく、アイデンティティに基づいてアクセス ポリシーを作成できます。 アイデ
ンティティ ベースのサービスを有効にするには、ポリシーとオプションを設定してユーザ アイ
デンティティを取得し、アイデンティティ オブジェクトをアクセス ポリシーに使用します。 次
に、認証サービスとアイデンティティ サービス、およびそれらの設定方法を説明します。
• 認証サービスとアイデンティティ サービスの概要, 235 ページ
• 認証サービスとアイデンティティ サービスの設定, 238 ページ

認証サービスとアイデンティティ サービスの概要
認証は、ユーザのアイデンティティを確認する動作です。 ユーザの ID をパッシブまたはアクティ
ブに取得できます。
パッシブ認証では、ユーザ ID は AD エージェント アプリケーションによって収集されたユーザ
ID への IP アドレスのマッピングをチェックすることによって取得されます。 ユーザにクレデン
シャルを入力するよう求めるプロンプトが表示されないため、この認証はパッシブです。
アクティブ認証を使用すると、トラフィック フローがユーザ ID のマッピングがない ASA CX の
IP アドレスから送られてきたときに、ネットワークに設定されたディレクトリを使用して、トラ
フィックフローを開始したユーザを認証するかどうかを決定できます。ユーザが正常に認証され
た場合、IP アドレスは、認証されたユーザのアイデンティティがあると見なされます。
パッシブまたはアクティブ ユーザ マッピングがあるトラフィックでは、アイデンティティ ベー
スのアクセス ポリシーを適用し、スタティック IP アドレス ベースのポリシーによって制御する
のではなく、リソースにアクセスしようとしているユーザに基づいてネットワーク アクセスを制
御できます。
認証サービスおよびアイデンティティ サービスの提供には、個々の多数の機能が関係していま
す。
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認証サービスとアイデンティティ サービスの概要

• ディレクトリ レルム：認証サービスを提供するディレクトリ レルムを定義する必要があり
ます。 レルムには、Active Directory や OpenLDAP など、ネットワークに対するユーザ名お
よびユーザ グループ メンバーシップを定義する 1 つ以上のディレクトリ サーバが含まれて
います。 アイデンティティ ポリシーを設定する場合は、認証を提供するディレクトリ レル
ムを選択する必要があります。
• アイデンティティ ポリシー：アイデンティティ ポリシーを使用すると、ユーザ名およびユー
ザ グループ メンバーシップを含む、ユーザ アイデンティティに基づくポリシーが可能にな
ります。 ユーザが認証に失敗しても、アイデンティティ ポリシーがトラフィックをドロッ
プまたはブロックすることはありません。 代わりに、ユーザ情報を収集して、アクセス ポ
リシーがユーザ ID に基づいてトラフィックを照合できるようにし、またダッシュボードと
イベントにユーザ ID 情報が含まれるようにします。
• 認証設定：認証設定では、認証マッピングおよびプロンプトの管理方法が制御されます。 た
とえば、ユーザに再認証を要求するまでの、ユーザ名と IP アドレスのマッピングが有効と
なっている期間を定義できます。 これらの設定にはシステム デフォルトが存在するため、
これらの設定を調整する必要があるのは、異なる設定が必要な場合だけです。
• アイデンティティ ポリシー オブジェクト：アクセス制御を定義する特定のユーザ名または
ユーザ グループ名を定義します。 また、オブジェクトから名前を選択して除外することも
できます。 たとえば、ユーザ グループ Eng を含むオブジェクトを定義し、そのグループの
メンバであるユーザ Guest1 と Guest2 を除外することができます。
• アクセス ポリシー：アイデンティティ ポリシー オブジェクトを送信元フィールドの一部と
してアクセス ポリシーに指定すると、ユーザ アイデンティティに基づいて宛先リソースへ
のアクセスが制御されます。
• Active Directory エージェント：（任意）。ネットワークに Active Directory エージェントをイ
ンストールすると、ユーザがデバイス経由でトラフィックを渡す前に、そのユーザがネット
ワークにログインした時点でユーザ アイデンティティ情報を収集することができます。 こ
のタイプのアイデンティティは、パッシブ アイデンティティ マッピングと見なされます。
この情報を収集することにより、直接認証を行うようユーザに強制することなく、アイデン
ティティ ベースのアクセス制御をイネーブルにできます。
• アイデンティティ ベースのダッシュボード：多くのダッシュボードにアイデンティティ情報
（利用できる場合）が含まれているため、ユーザのアイデンティティに基づいてネットワー
クのトラフィックを分析できます。 ユーザ ダッシュボードは、ユーザ ベースのネットワー
ク使用状況情報を提供するよう特別に設計されています。 これらのダッシュボードを使用す
ると、ネットワークで許容される使用基準を満たしていないケースを識別できます。

サポートされる AAA サーバと認証方式
LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）を実行する AAA サーバを使用して、認証サービス
とアイデンティティサービスを実装することができます。それぞれで使用可能な、サポートされ
るサーバと認証方式を次に示します。
• Microsoft Active Directory：次の AD サーバを使用できます。
• Windows Server 2008 R2
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• Windows Server 2003 R2
AD を使用している場合は、次の認証方式をアイデンティティ ポリシーで使用できます。ま
た、ネゴシエーションにより、サポートされる最も強力な方式を選択することもできます。
• NTLM
• Kerberos
• Basic
• OpenLDAP：バージョン 2.4.21 以降。 使用できる方式は、基本認証方式のみです。

ユーザ アイデンティティのタイプ
アイデンティティ サービスをイネーブルにし、フローを開始したユーザに基づいてトラフィック
フローを条件に従って処理できるようにするため、CX デバイスはユーザ名をそのユーザのデバイ
スの IP アドレスにマッピングします。
ユーザと IP アドレスのマッピングの取得方法に基づき、ユーザは次のいずれかのアイデンティ
ティ タイプを持つと見なされます。
• アクティブ：ユーザが CX デバイスによって直接認証されました。 アクティブ認証は HTTP
トラフィックのみに適用されます。 他のタイプのトラフィックが、アクティブ認証を要求ま
たは許可するアイデンティティ ポリシーに適合した場合、アクティブ認証は試行されませ
ん。
• パッシブ：ユーザと IP アドレスのマッピングが Active Directory（AD）エージェントから受
信されました。 このタイプのアイデンティティは、ユーザが送信したトラフィックのタイプ
に関係なく使用できます。
• 不明：ユーザと IP のマッピングが存在しません。 たとえば、ユーザがアクティブに CX デ
バイスへの認証を試みたが、認証に失敗した場合などです。 アクティブな認証に失敗した
ユーザは、ユーザ名 Realm\ANONYMOUS の下のユーザ ダッシュボードに示されます。 認
証の必要がないためマッピングをもたないユーザは、IP アドレスで表示されます。
• 不明：ユーザと IP のマッピングが存在しません。 ユーザは IP アドレスで表されます。

認証に関するユーザへの周知
アクティブな認証を要求または許可するようにアイデンティティ ポリシーを設定した場合は、
ユーザが HTTP 要求（HTTPS 要求ではない）を行ったときに認証を求められる可能性がありま
す。 ユーザが正しく認証できるようサポートするには、ユーザが次の点を理解していることを確
認します。
• 認証プロンプトには、ディレクトリ レルムの名前と ASA CX 管理 IP アドレスが含まれる。
この情報を含んでいる認証要求は有効な要求であり、これらに応答する必要があることを、
ユーザに必ず理解してもらいます。
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• Active Directory を使用している場合、ユーザはログインに NetBIOS ドメイン名を
DOMAIN\username 形式で含める必要がある。
• OpenLDAP を使用している場合、ユーザ名のみを指定する必要がある。

認証サービスとアイデンティティ サービスの設定
次の手順では、認証サービスおよびアイデンティティ サービスを設定するプロセスの概要を示し
ます。 この手順を使用して、一般的な設定プロセスを理解し、参照トピックで詳細な手順を確認
してください。

手順
ステップ 1

ディレクトリ レルムの設定, （241 ページ）の説明に従って、ディレクトリ レルムを設定します。
ディレクトリ レルムでは、ユーザとユーザ グループの情報が格納されたディレクトリ サーバが
定義されます。 ユーザはこれらのサーバに対して認証を行い、ユーザ ID を提供します。次に、
ユーザ ID を使用して、ID ベースのアクセス制御およびレポーティングを提供できます。

ステップ 2

（任意） Active Directory エージェントの識別, （256 ページ）の説明に従って、Active Directory
エージェントを設定します。
ディレクトリ レルムで Active Directory を使用している場合は、Active Directory エージェントをイ
ンストールして、Windows ログイン認証に基づいてパッシブなユーザと IP アドレスのマッピング
を提供できます。

ステップ 3

（任意） 認証設定の指定, （258 ページ）の説明に従って、必要に応じて認証設定を変更します。
認証設定には、大部分のネットワークに該当するデフォルト値があります。

ステップ 4

アイデンティティ ポリシーの設定, （245 ページ）の説明に従って、ディレクトリ レルムごとに
少なくとも 1 つのアイデンティティ ポリシーを作成します。
アイデンティティポリシーによって、アクティブ認証またはパッシブマッピングでユーザが提供
すべきアイデンティティのタイプが決まり、認証を不要にした場合は何も提供する必要がなくな
ります。 各レルムに少なくとも 1 つのポリシーが必要です。ない場合は、レルム内で定義された
ユーザのユーザ アイデンティティ マッピングを取得できません。
（注）

ステップ 5

アクティブ認証を使用する場合は、トラフィックを ASA から ASA CX SSP にリダイレ
クトするポリシーによって、認証プロキシがイネーブルになることも確認する必要があ
ります。 認証プロキシをイネーブルにしない場合は、パッシブ認証に制限されます。
詳細については、アクティブ認証のイネーブル化, （252 ページ）を参照してください。

（任意） Active Directory を使用する場合、透過的なユーザ認証のイネーブル化, （253 ページ）の
説明に従ってクライアント ブラウザを設定し、NTLM または Kerberos に透過的な認証を提供でき
ます。
透過的な認証を提供するように設定されている場合、ブラウザは、ユーザにプロンプトを表示す
ることなく Windows ログイン情報を提供することにより、信頼できる送信元からの認証要求に応
答することができます。 つまり、アクティブ認証が実行されますがユーザは認証が行われたこと
を意識しないため、ユーザが予期しない認証プロンプトを不便に感じたり、混乱することがあり
ません。
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ステップ 6

（任意） コンテキスト対応アクセス ポリシーの設定, （264 ページ）の説明に従って、アイデン
ティティ ベースのアクセス ポリシーを作成します。
アクセス ポリシーの送信元定義内のアイデンティティ ポリシー オブジェクトを使用して、宛先
へのアクセスを制御できます。アイデンティティオブジェクトは、宛先へのアクセスを許可また
は拒否されるユーザ名またはユーザ グループ名を定義します。 アイデンティティ ポリシー オブ
ジェクトの詳細については、アイデンティティ オブジェクト, （138 ページ）を参照してくださ
い。

ステップ 7

ダッシュボードおよびイベント内のアイデンティティ情報を使用して、ネットワーク トラフィッ
クを分析します。
ユーザダッシュボードなど、多くのダッシュボードには、アイデンティティベースのトラフィッ
ク分析が含まれます。 また、ポリシーにヒットしたダッシュボードでポリシーを検索することに
より、アイデンティティベースのアクセスポリシーに関連するダッシュボードにもアクセスでき
ます。 この情報を使用して、ポリシーの有効性を判断し、アクセプタブル ユース ポリシーに違
反しているユーザを識別します。 ダッシュボードの詳細については、ダッシュボードとレポート
の表示, （163 ページ）を参照してください。
ダッシュボードに加えて、Event Viewer にもイベントのユーザ名情報（取得可能な場合）が含ま
れます。 Event Viewer については、イベントの表示, （199 ページ）を参照してください。

ディレクトリ レルムの概要
ディレクトリ レルムは、ディレクトリ サーバの名前付きリストです。 ディレクトリ レルムは、
ASA 上の AAA サーバ グループに類似しています。
ディレクトリ レルムは、次で使用されます。
• アイデンティティ ポリシー。ユーザが認証する必要のあるディレクトリを識別します。 ア
クセス ポリシー内のレルムで定義された ID を使用するために、各レルムに対してアイデン
ティティ ポリシーが存在する必要があります。
• [Users] ページ。Web インターフェイスへのアクセスを付与するリモート ユーザを含むディ
レクトリを識別します。
レルムおよびレルムに含まれるディレクトリ サーバの追加、編集、削除、またはレルム内でディ
レクトリ サーバを並べ替える [Directory Realm] ページを開くには、[Device] > [Directory Realm] を
選択します。
[Directory Realm] ページには、次の項目が含まれています。
• [Filter]：レルムまたはサーバを特定する際に役立つようにビューをフィルタリングできます。
1 つ以上の文字列を入力し、[Filter] をクリックすると、文字列の 1 つを含む項目だけが表示
されます。 入力した文字列は、一致すると見なされる情報のどの部分にあってもかまいませ
ん。
フィルタを削除するには、ボックスから削除し、[Filter] をクリックします。
• [I want to]：次のコマンドが含まれています。
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• [Add Realm]：新しいディレクトリ レルムを追加します。 名前、説明、およびディレク
トリ タイプの入力を求められます。 レルム名は、Realm\username 形式でユーザ名とと
もにダッシュボードに表示されます。したがって、ユーザ名の文字列が予期したNetBIOS
ドメイン名を含むようにするため、レルム名に NetBIOS ドメイン名を使用する場合があ
ります。
• [List of directory realms and their directory servers]：すべてのディレクトリ レルムがリストに表
示され、各レルム内には、レルムに含まれているディレクトリ サーバの順序付きリストがあ
ります。 使用不可にならない限り、リストに表示されている最初のサーバが常に使用されま
す。使用不可になった場合、応答を受信するまで、リストに表示されている次のサーバの使
用が試行されます。
Active Directory のレルムは 1 つだけです。 Active Directory にバインドする場合、レルムの最
初の AD サーバが使用されます。 標準 LDAP レルムの数は任意です。

（注）

[Pending Commit] アイコンが右側に表示されている場合、そのディレクトリ レ
ルムはまだ設定データベースに保存されていません。

ディレクトリ レルムまたはサーバに関連するコマンドを表示するには、ディレクトリ レル
ムのヘッダーまたはディレクトリ サーバの行にマウスを置きます。 使用可能なコマンドは
次のとおりです。
• ディレクトリ レルムには次のコマンドがあります。
• [Add New Directory]：新しいディレクトリ サーバをレルムに追加します。 サーバ
は、最初のエントリとしてレルムの先頭に追加されます。 ディレクトリを追加し
たら、変更をコミットする前にそのポリシーを目的の位置に移動します。
• [Delete Realm]：レルムを削除します。 ポリシーやポリシー オブジェクト、または
システム ユーザのグローバル レルムとしてレルムが使用されている場合、レルム
を削除できます。
• [Edit Real]：レルムのプロパティを編集します。
• ディレクトリ サーバには次のコマンドがあります。
• [Delete Directory]：ディレクトリ サーバを削除します。
• [Edit Directory]：ディレクトリ サーバのプロパティを編集します。
• [Move Up]、[Move Down]：ディレクトリ サーバを目的の位置まで移動します。 こ
の上下移動コマンドでは、ディレクトリが 1 行ずつ移動されます。 ディレクトリ
をクリックし、目的の位置までドラッグすることもできます。
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ディレクトリ レルムの設定
ディレクトリ レルムは、ディレクトリ サーバの名前付きリストです。 ディレクトリ レルムは、
ASA 上の AAA サーバ グループに類似しています。
ディレクトリレルムを設定するには、レルムを作成し、レルムにディレクトリサーバを追加する
必要があります。 次の手順では、この両方について説明します。

ヒント

（シングル デバイス モード）。最初のディレクトリ レルムを作成すると、デフォルトのアイ
デンティティ ポリシーがそのレルムに自動的に作成されます。 ポリシーを編集して、ニーズ
に合わせてポリシーの特性を変更できます。 マルチ デバイス モードでは、デフォルトのポリ
シーは作成されません。

手順
ステップ 1

[Device] > [Directory Realm] を選択します。
ディレクトリ レルムはリストに編成され、個々のディレクトリ レルムには、ディレクトリ サー
バの優先順位のリストが含まれます。 最初のディレクトリが使用不可になっていない限り、それ
が常に使用されます。使用不可の場合は、後続のディレクトリが使用されます。 レルムに関連し
たコマンドを参照するには、そのレルムの名前にマウスを置きます。ディレクトリ サーバに関連
したコマンドを参照するには、そのディレクトリの列にマウスを置きます。 これで目的のコマン
ドを選択できます。
既存のディレクトリレルムまたはサーバについて処理する必要がある場合、フィルタコントロー
ルを使用すると、項目を簡単に見つけることができます。

ステップ 2

ディレクトリ レルムを設定します。
a) ディレクトリ レルムを作成または編集するためのフォームを開くには、次のいずれかを実行し
ます。
• 新しいレルムを作成するには、[I want to] > [Add Realm] を選択します。
• 既存のレルムを編集するには、レルム名の上にマウスを置き、[Edit Realm] をクリックし
ます。
b) ディレクトリ レルムのプロパティを入力します。
• [Name]：レルムの名前。 この名前は、Realm\username 形式でユーザ名とともにダッシュ
ボードに表示されます。 したがって、ユーザ名の文字列が予期した NetBIOS ドメイン名
を含むようにするため、レルム名に NetBIOS ドメイン名を使用する場合があります。
ユーザに認証を要求する場合があるレルムのアイデンティティ ポリシーを作成すると、
その名前はエンド ユーザにも表示されます。
• [Description]：レルムの説明。
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• [Directory Type]：LDAP サーバのタイプ。Microsoft [Active Directory] または [Standard LDAP]
のいずれか。 Active Directory レルムは 1 つ作成できますが、標準 LDAP レルムは 2 つ以
上作成できます。
• [Primary Domain]：（AD のみ）デバイスが参加する必要のある、完全修飾 Active Directory
ドメイン名。 たとえば、example.com のように指定します。
• [Join Username]、[Join Password]：（AD のみ）デバイスが AD ドメインに参加する際、ま
たはドメインを脱退する際に使用する Active Directory の sAMAccountName または User
Principal Name。 これらのクレデンシャルには、デバイスをドメインに参加または脱退さ
せるための AD 内の権限が必要です。
c) （AD のみ）AD レルムにデバイスに参加できることを確認するために、[Test Domain Join] リ
ンクをクリックします。
テストが失敗した場合は問題を解決する必要があります。 CLI にログインして show dns コマ
ンドを使用し、デバイスに対して正しい DNS ドメインが設定されており、ドメイン検索リス
トにドメインが含まれていることを確認します。 別の可能性として、介在するファイアウォー
ルで、ドメインへの参加に必要なすべてのポートが開かれていない場合があります。セット
アップでの特定のポート要件に関して、ドメインおよび信頼に対するファイアウォールの設定
方法の詳細については、Microsoft Support サイトを参照してください。
d) [Save] をクリックして変更を保存します。
ステップ 3

レルム内のディレクトリ サーバを設定します。
a) ディレクトリ サーバを追加または編集するためのフォームを開くには、次のいずれかを実行し
ます。
• ディレクトリ サーバを追加するには、レルム名の上にマウスを置き [Add New Directory]
をクリックします。
• 既存のディレクトリ サーバを編集するには、サーバ名の上にマウスを置き、[Edit Directory]
をクリックします。
b) ディレクトリサーバのプロパティを入力します。詳細については、ディレクトリのプロパティ,
（243 ページ）を参照してください。
ヒント
プロパティに入力したときは、[Test Connection] リンクをクリックしてください。 こ
れにより、これらのプロパティを使用してディレクトリに接続できるかどうかがテ
ストされます。 接続に失敗したが、プロパティが確実に正しい場合は、デバイスと
ディレクトリ サーバ間にネットワーク パスがあることを確認します。 必要に応じ
て、CLI にログインして ping、traceroute などのコマンドを使用します。
c) [Save] をクリックして変更を保存します。
ディレクトリを追加するプロセスを繰り返して、レルム内で使用されているすべてのサーバを
識別できます。

ステップ 4

必要に応じて、リストの上部をプライマリサーバとして、ディレクトリレルム内の優先順位の順
になるようにサーバ エントリを移動します。
サーバ エントリをドラッグ アンド ドロップするか、サーバ エントリにマウスを移動すると表示
される [Move Up] または [Move Down] リンクを使用できます。
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ディレクトリのプロパティ
次の表で、ディレクトリレルムに含まれるディレクトリのプロパティについて説明します。指定
されている場合、いくつかのプロパティは特定のディレクトリ タイプにのみ適用されます。 LDAP
プロパティおよびその構文の詳細については、RFC 2253 を参照してください。
表 16：ディレクトリのプロパティ

プロパティ

説明

Directory Hostname

ディレクトリ サーバの DNS 名または IP アドレス。

Port

サーバとの通信に使用するポート番号。 デフォルトは 389 です。
（注）

LDAP Login Name
（LDAP のみ）。

サポートされているポートは、ポート 389 のみです。このポー
トは、標準 LDAP（プレーン テキスト）接続を提供します。
ポート 636 でセキュア LDAP（LDAP over SSL）を使用するこ
とはできません。また、ポート 3268 で Active Directory グロー
バル カタログ サーバを指定することもできません。

認証バインディングに使用される LDAP 階層内のディレクトリ オブジェ
クトの識別名。 LDAP ログイン名は、管理者がバインディングに使用す
る LDAP サーバ内のユーザ レコードを表します（そのユーザには管理
者特権が不要です）。 たとえば、cn=Administrator,dc=example,dc=com
となります。 この文字列では大文字と小文字が区別され、英数字を使
用します。 特殊文字も使用できます。
名前を指定しないと、システムはユーザおよびグループ情報のクエリー
のために LDAP への匿名のバインドを試行します。

AD Login Name
（AD のみ）。

たとえば、username@example.com など、AD サーバによる認証バイン
ディングに使用されるユーザ名。
Active Directory の場合、ユーザ特権の要件は、アイデンティティ ポリ
シーで許可する認証のタイプに基づいて異なります。 必ず、必要な特
権を持つユーザを指定してください。
• NTLM、Basic：すべての有効なユーザ アカウントが可能です。
• Kerberos：ユーザ アカウントには、「Service Principle Name への検
証済み書き込み」権限が必要です。 SPN を修正する権限の委任に
関する詳細については、Active Directory のマニュアルを参照して
ください。

AD/LDAP Password

AD/LDAP ログイン名で指定されたユーザのパスワード。 標準 LDAP の
場合、匿名のバインドに関するパスワードを空白のままにしておくこと
ができます。
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プロパティ

説明

User Search Base

LDAP ディレクトリで認証中の完全修飾ユーザ名に使用される、LDAP
検索ベースの識別名。 このフィールドは、LDAP と AD の両方のユーザ
情報を検索またはクエリーする LDAP 階層内の位置も定義します。 た
とえば、cn=users,dc=example,dc=com となります。 最大長は 128 文字で
す。 文字列では、大文字と小文字が区別されます。 スペースは使用で
きませんが、他の特殊文字は使用できます。
ユーザ検索ベースを指定しなかった場合、ディレクトリ名のドメイン
コンポーネント全体で構成される汎用的な識別名が作成されます。 た
とえば、ディレクトリ名が ad.example.com の場合、構成される修飾子は
dc=example,dc=com となります。 汎用名はネットワークで機能する場合
と機能しない場合があるため、修飾子を明示的に入力する方法が最適で
す。 標準 LDAP の場合は、修飾子を常に明示的に入力することが必要
になる場合があります。

Group Search Base

LDAP ディレクトリに対する認証のため、個別のグループでユーザ メン
バーシップを検索するために使用する LDAP 検索ベースの識別名。 こ
のフィールドは、LDAP と AD の両方のユーザ グループ情報を検索また
はクエリーする LDAP 階層内の位置も定義します。 たとえば、
ou=groups,dc=example,dc=com となります。 最大長は 128 文字です。 文
字列では、大文字と小文字が区別されます。 スペースは使用できませ
んが、他の特殊文字は使用できます。
グループ検索ベースを指定しなかった場合、ディレクトリ名のドメイン
コンポーネント全体で構成される汎用的な識別名が作成されます。 た
とえば、ディレクトリ名が ad.example.com の場合、構成される修飾子は
dc=example,dc=com となります。 汎用名はネットワークで機能する場合
と機能しない場合があるため、修飾子を明示的に入力する方法が最適で
す。
（注）

Group Attribute

ユーザとグループの検索ベースを同じ文字列にする必要はあ
りませんが、同じ文字列にすることは可能です。

グループに属するすべてのユーザをリストする LDAP 属性。 次のいず
れかを選択します。
• [member]：Active Directory の通常のグループ属性。
• [uniqueMember]：OpenLDAP の通常のグループ属性。
• [Custom]：ディレクトリに UserInGroup などのカスタム グループ属
性を作成した場合はこのオプションを選択し、表示されたフィー
ルドに属性値を入力します。
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プロパティ

説明

[Test Connection] リンク 入力したプロパティが正常にディレクトリ サーバに接続されるかどう
かをテストします。 接続に失敗した場合は、設定を確認してください。
正しいことが確実な場合は、デバイスとディレクトリ間にネットワーク
パスが存在するか確認します。

ナビゲーション パス
• レルムにディレクトリを追加するには、レルムの名前にマウスを置いて、関連するコマンド
を表示し、[Device] > [Directory Realm] を選択して、[Add New Directory] をクリックします。
• ディレクトリを編集するには、（レルム内の）ディレクトリの名前にマウスを置いて、関連
するコマンドを表示し、[Device] > [Directory Realm] を選択して、[Edit Directory Configuration]
をクリックします。

ディレクトリ レルムまたはディレクトリの削除
レルム内のディレクトリを削除したり、ディレクトリレルム全体を削除することができます。た
だし、現在、ポリシーまたはポリシーオブジェクト内で使用されているか、またはシステムユー
ザのグローバル レルムとして使用されている場合は、そのディレクトリ レルムを削除できませ
ん。

手順
ステップ 1

[Device] > [Directory Realm] を選択します。

ステップ 2

次のいずれかを実行します。
• ディレクトリ レルムからディレクトリ サーバを削除するには、レルム内のサーバ名にマウ
スを置いて [Delete Directory] をクリックします。
• ディレクトリ レルムを削除するには、レルムの名前にマウスを置いて、[Delete Realm] をク
リックします。

アイデンティティ ポリシーの設定
ユーザ名とユーザ グループ メンバーシップを含むユーザ アイデンティティに基づいて、ポリシー
をイネーブルにするために、アイデンティティポリシーを使用します。ユーザが認証に失敗して
も、アイデンティティ ポリシーがトラフィックをドロップまたはブロックすることはありませ
ん。
代わりに、アイデンティティ ポリシーは、一致基準と認証アクションに従って、宛先への接続を
試行する際に、ユーザに対してユーザ名/パスワードの提供を要求できます。 ユーザが認証に失敗
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すると、ユーザのトラフィックは、これらのルールに基づいてアクセス ルールに照らして評価さ
れ、許可または拒否されます。 パッシブな認証マッピングが、使用しているワークステーション
の IP アドレスで使用できない場合、ユーザの IP アドレスだけが照合の目的で使用されるため、
作成するアイデンティティ ベースのルールは適用されません。
したがって、サーバ A へのユーザ A のトラフィックを許可し、サーバ A へのその他のアクセスを
すべて拒否するアイデンティティ ベースのアクセス ルールが可能です。 ユーザ A が認証に成功
した場合、アクセス ルールが適用され、ユーザ A はサーバ A にアクセスできます。 ユーザ A が
認証に失敗すると、パッシブなマッピングがない場合、アクセス ルールは適用されず、ユーザ A
はサーバ A へのアクセスが許可されません。
ヒント
• アクティブまたはパッシブ認証によって、トラフィック フローに関連付けられたユーザを認
識し、アイデンティティ ベースのアクセス ルールを正しく機能させ、ダッシュボードおよ
びイベントでユーザ情報が提供されるようにできます。
• アクティブ認証は HTTP トラフィックのみに適用されます。 他のタイプのトラフィックが、
アクティブ認証を要求または許可するアイデンティティ ポリシーに適合した場合、アクティ
ブ認証は試行されません。したがって、非 HTTP トラフィック用に Do Not Require Authentication
ポリシーを作成する必要はありません。 同様に、たとえば、ICMP を唯一のサービス タイプ
として指定するサービス グループを選択することによって、HTTP トラフィックを除外する
トラフィック一致基準に [Get Identity via Active Authentication] アクションを適用するポリシー
を作成することには意味がありません。
• トラフィック一致基準の最初の一致に基づいて、アイデンティティ ポリシーが適用されま
す。 使用するディレクトリ レルムを含む目的のアクションが各トラフィック クラスに適用
されるようにするため、一致基準が正確に定義されていることを確認します。

はじめる前に
レルムのアイデンティティポリシーを設定する前に、ディレクトリレルムを作成する必要があり
ます。
（シングル デバイス モードのみ）最初のディレクトリ レルムを作成すると、自動的に、デフォ
ルトのアイデンティティ ポリシーがレルムに作成されます。 必要に応じて、デフォルトのポリ
シーを編集または削除できます。

手順
ステップ 1

[Policies] > [Policies] を選択します。
ポリシーはポリシーセットに編成され、各ポリシーセットは、ポリシーが別個の順序付きリスト
になっています。 ポリシー セットに関連したコマンドを参照するには、そのポリシー セットの
名前にマウスを置きます。 個々のポリシーに関連したコマンドを参照するには、そのポリシーの
名前にマウスを置きます。 これで目的のコマンドを選択できます。
既存のポリシーについて処理する必要がある場合、フィルタ コントロールを使用すると、変更す
るポリシーを簡単に見つけることができます。
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ステップ 2

次のいずれかを実行します。
• リストの先頭に新しいポリシーを作成するには、アイデンティティ ポリシー セット名の上
にマウスを置き、[Add New Policy] をクリックします。
• 新規ポリシーをリスト中に挿入するには、目的の位置の直下のアイデンティティ ポリシーの
上にマウスを置き、[Add Above] をクリックします。
• 既存のポリシーを編集するには、アイデンティティ ポリシー名の上にマウスを置き、[Edit
Policy] をクリックします。
• 類似した既存のポリシーを基に新規ポリシーを作成するには、アイデンティティ ポリシー名
の上にマウスを置き、[Duplicate Policy] をクリックします。
アイデンティティポリシーのプロパティとともに、フォームが開きます。これらのプロパティの
詳細については、アイデンティティ ポリシーのプロパティ, （248 ページ）を参照してください。

ステップ 3

[Source]、[Destination]、および [Service] フィールドを使用して、トラフィックの一致基準を定義
します。
基準に基づいてトラフィックを制限しない場合は、フィールドをブランクのままにします。

ステップ 4

[Realm] フィールドで、ディレクトリ レルムを選択します。

ステップ 5

必要に応じて、認証タイプとユーザ エージェントを含めて、一致するトラフィックに適用するア
クションを定義します。
アクションに関連する設定の詳細については、アイデンティティ ポリシーのプロパティ, （248
ページ）を参照してください。 次のヒントを考慮してください。
• 使用可能なオプションは、ディレクトリのタイプと、ユーザが AD エージェントを設定した
かどうかに基づいて異なります。
• アクティブ認証を許可するオプションである [Get Identity via Active Authentication] または [Get
Identity Using AD Agent] のいずれかを選択し、アクティブ認証の質問に対して [Yes] を選択し
た場合は、アクティブ認証からユーザ エージェントを除外することができます。 ソフトウェ
ア アップデート アプリケーションなど、アクティブ認証プロンプトに応答できないエージェ
ントを除外します。
• アクティブ認証を使用する AD レルムの場合、認証方式は、[basic]、[NTLM]、[Kerberos]、
[Advanced] から選択できます。 サーバでサポートされる方式を選択します。複数の方法をサ
ポートする場合は [Advanced] を選択します。

ステップ 6

[Save Policy] をクリックして変更を保存します。

ステップ 7

ポリシー セット内の優先順位に収まるように、必要に応じて [Policies] ページでポリシーを移動し
ます。
ポリシー セット内のポリシーは、最初に一致したものから順に適用されるため、限定的なトラ
フィック一致基準を持つポリシーは、同じトラフィックに適用され、汎用的な基準を持つポリシー
よりも上に置く必要があります。
ポリシーをドラッグ アンド ドロップしたり、ポリシーにマウスを移動すると表示される [Move
Up]、[Move Down] 各リンクを使用することができます。
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アイデンティティ ポリシーのプロパティ
CX デバイス上でアイデンティティ ポリシーを使用して、トラフィックのマッチングに関するユー
ザ認証要件を定義します。アイデンティティポリシーによってトラフィックがブロックされるこ
とはありません。 代わりに、トラフィック フローの送信元 IP アドレスについて、ユーザ ID を取
得するかどうかを決定します。
認証を必須にすることで、ユーザ ID に基づくアクセス ポリシーを設定したり、ダッシュボード
でユーザ ベースの使用情報を提供したりできるようになります。
アイデンティティ ポリシーには次のプロパティがあります。
Policy Name
ポリシーの名前。 この名前は、このポリシーと一致するトラフィックによって生成された
認証イベントの Event Viewer に表示されます。したがって、イベント データの分析に役立
つ名前を選択してください。
Enable Policy：On/Off
ポリシーがイネーブルかどうかを示します。 ポリシーをオフにすると、ポリシーを削除せ
ずに一時的にディセーブルにできます。 ディセーブルに設定されたポリシーはトラフィッ
クに適用されません。
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Traffic Matching Criteria
ポリシーが適用されるトラフィックを特定するトラフィックの一致基準。 ポリシーと一致
するためには、フローは指定したすべてのプロパティと一致する必要があります。つまり、
プロパティの間には AND 関係があります。 条件に基づいてポリシーを制限しない場合は、
デフォルトの [Any] を選択します。 考えられるすべてのトラフィック フローを照合するに
は、すべてのフィールドをデフォルトの [Any] のままにします。
以下のすべての基準が使用されて、ポリシーが適用されるトラフィックが判別されます。
• [Source]：ネットワーク グループのリスト。 選択したいずれかのオブジェクトとパケッ
トが一致すると、送信元条件を満たしていると見なされます。
• [Destination]：ネットワーク グループのリスト。 選択したいずれかのオブジェクトとパ
ケットが一致すると、送信元条件を満たしていると見なされます。
• [Service]：プロトコルとポートの組み合わせを定義するサービス グループのリスト。
選択したいずれかのオブジェクトとパケットが一致すると、サービス条件を満たして
いると見なされます。

（注）

（マルチ デバイス モード）。PRSM を マルチ デバイス モード で使
用する際には、送信元基準または宛先基準には、CX デバイスを含む
デバイスで定義されているネットワーク オブジェクトまたはグループ
を使用し、サービス基準には、ASA サービス オブジェクトを使用す
ることもできます。 ネットワーク グループ オブジェクトには 2 つの
タイプがあります。1 つは ASA と CX デバイスの両方で使用できま
す。もう 1 つは CX デバイスでのみ使用でき、特に ASA CX ネット
ワーク グループと呼ばれます。

項目の追加、編集、削除方法などの項目の選択方法、選択リストのフィルタリング方法、オ
ブジェクトの作成または編集方法、オブジェクト内容の表示方法については、項目の選択,
（31 ページ）を参照してください。
Realm
トラフィックの認証に使用されるディレクトリ レルム。 ユーザが認証を求めるプロンプト
が表示され、ユーザから提供された資格情報を確認するために、このレルムのサーバが使用
されます。
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Action
トラフィック フローの照合のために必要な認証のタイプ。 オプションは、ディレクトリの
タイプと、ユーザが AD エージェントを設定したかどうかに基づいて異なります。 可用性
に基づいてこれらのオプションの 1 つを選択します。
• [Get Identity Using AD Agent]：（AD エージェントが設定されている AD のみ）。AD
エージェントからユーザと IP アドレスのパッシブなマッピングを取得した場合には、
それを使用します。
[Do you want to use active authentication if AD agent cannot identify the user?] に対して [Yes]
または [No] を選択します。 [Yes]（デフォルト）を選択し、AD エージェントからユー
ザの IP アドレスのパッシブ マッピングが取得されなかった場合、システムは透過的に
（NTLM、Kerberos のみ）またはユーザに認証を要求することによって、クライアント
を通して ID の取得を試みます。
[No] を選択したが、パッシブ マッピングを入手できなかった場合は、ユーザの IP アド
レスがユーザ名に関連付けられず、ID ベースのアクセス ルールがユーザのトラフィッ
クに適用されません。
• [Get Identity via Active Authentication]：（すべてのディレクトリ タイプ）。ユーザに対
するパッシブ マッピングが存在する場合であっても、ID 情報を取得します。 NTLM
または Kerberos を使用し、クライアントが正しく設定されている場合は、ID が透過的
に取得されます。その他の場合には、ユーザが認証を要求されます。
認証が終わると、ユーザの IP アドレスはユーザを代理するものと考えられ、ユーザは
それ以降のすべての接続で再認証を求められません。 認証済みセッションの設定期間
を超過した場合は、再認証が必要になります。
• [Do Not Require Authentication]：（すべてのディレクトリ タイプ）。ユーザ ID を取得
しません。 ユーザ トラフィックに、ID ベースのアクセス ルールは適用されません。

（注）

アクティブ認証は HTTP トラフィックのみに適用されます。 他のタイ
プのトラフィックが、アクティブ認証を要求または許可するアイデン
ティティ ポリシーに適合した場合、アクティブ認証は試行されませ
ん。
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Authentication Type
（AD のみ）。アクティブ認証を要求または許可するオプションを選択した場合、アクティ
ブ認証中に使用する認証方法を選択します。 この設定は、AD レルムにのみ適用されます。
LDAP レルムは、常に基本認証を使用します。 次の認証方式を使用できます。AD サーバで
設定されている方式を選択します。
• [NTLM]（NT LAN Manager）。
• [Kerberos]。
• [Basic]。 これはデフォルトです。
• [Advanced]。 このオプションを選択すると、ASA CX に、ユーザ エージェント（トラ
フィック フローの開始にユーザが使用しているアプリケーション）と Active Directory
サーバ間で方式のネゴシエートを許可します。 ネゴシエーションの結果は、Kerberos、
NTLM、基本の順に、共通にサポートされ、使用されている最も強力な方式の順になり
ます。
NTLM または Kerberos を許可する場合には、透過的なユーザ認証のイネーブル化, （253 ペー
ジ）で説明するように、クライアントは、透過的な認証を許可するようにブラウザを設定で
きます。 その他の場合、ユーザはディレクトリ ユーザ名とパスワードの入力を要求されま
す。
Exclude User Agent
アクティブ認証を必要とするか、または許可するオプションを選択した場合は、VPN トン
ネルを介して認証トラフィックを送信するリモート アクセス VPN クライアント（AnyConnect
2.5 を使用する Android 2.3 など）やソフトウェア アップデート アプリケーションなど認証
要求に応答できないユーザ エージェント（アプリケーション）を除外できます。 認証を要
求しないユーザ エージェントを識別するユーザ エージェント ポリシー オブジェクトを（オ
ブジェクトの許可リストで）選択します。
Tags
この項目の識別に役立つ語とフレーズ。 たとえば、同じタグを複数の項目に割り当てると、
検索での表示が容易になります。 タグでは、ユーザが選択した使用例、目的、またはその
他の特性を識別できます。 これらのタグは、ユーザの目的にのみ対応しています。システ
ムやポリシーの機能には影響しません。 複数のタグを入力（または選択）できます。
Ticket ID
ご使用のサポート システム（Remedy など）からのケース ID またはチケット ID。 ネット
ワーク サポート ケースに関連する変更を行う場合、トラッキング用にここにチケット ID を
入力できます。 新しい ID を入力するか、保留中の変更に使用されている既存の ID から選
択することができます。必要なだけの ID を指定します。 （すでにコミットされている変更
で使用した ID は、このリストに表示されません）
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ナビゲーション パス
• アイデンティティ ポリシーを作成するには、[Policies] > [Policies] を選択してから、アイデン
ティティ ポリシー セットの名前の上にマウスを置いて、[Add New Policy] をクリックしま
す。
• アイデンティティ ポリシーを編集するには、[Policies] > [Policies] を選択してから、ポリシー
の上にマウスを置いて、[Edit Policy] をクリックします。

アクティブ認証のイネーブル化
アクティブ認証を使用する場合、次の要件に対応する必要があります。
• ASA 上のトラフィック リダイレクション ポリシーに対するクラス マップには、たとえば
cxsc fail-open auth-proxy など、認証プロキシ キーワードが含まれる必要があります。
PRSM を使用してリダイレクションを設定する場合、キーワードが自動的に含まれます。
• アクティブ認証用に ASA が使用するデフォルト ポートは tcp/885 です。 ASA CLI を使用し
て、cxsc auth-proxy port number コマンドで別のポートを設定できます。 デフォルト以外の
ポートは、1024 よりも大きくする必要があります。 show run all cxsc コマンドを使用する
と、現在設定されているポートを表示できます。
• ASA とユーザ間にファイアウォールが存在する場合、これらのファイアウォールで認証ポー
トを開く必要があります。
• ディレクトリ サーバ、ASA CX、およびクライアント間で、時刻設定が一致していることを
確認します。 これらのデバイス間で時刻にずれがあると、ユーザ認証が成功しない場合があ
ります。 「一致」とは、別のタイム ゾーンを使用できるが、たとえば、10 AM PST = 1 PM
EST など、それらのゾーンに対して相対的に同じになっている必要があることを意味してい
ます。
• Kerberos 認証で Active Directory を使用する場合、ドメイン コントローラ、ASA CX、および
クライアントはすべて同じドメインに存在する必要があり、それ以外の場合には認証が失敗
します。 NTLM および基本認証では、デバイスがドメイン内に存在している必要があります
が、同じドメイン内に存在しない場合でも認証が機能します。
認証が成功する可能性を向上させるには、認証方式として [Advanced] を選択することを検討
してください。 これにより、システムは、クライアントとサーバの両方でサポートされる最
も強力な方式をネゴシエートできるようになり、また 1 つが失敗した場合には別の方式を試
行できるようになります。
• Active Directory で Kerberos または NTLM を使用する場合、アクティブ認証要求に透過的に
応答するようにブラウザを設定できます。 詳細については、透過的なユーザ認証のイネーブ
ル化, （253 ページ）を参照してください。
• アクティブ認証要求に、すべてのユーザ エージェントが応答できるわけではありません。
たとえば、リモート アクセス VPN 接続のユーザ エージェントが VPN トンネル経由で認証
トラフィックを送信する場合、アクティブ認証は失敗します。 AnyConnect 2.5 を使用する
Android 2.3 はこのタイプのエージェントの例です。 ソフトウェア アップデータも、アクティ
ブ認証に正常に応答しないことがあります。

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
252

OL-28138-01-J

認証サービスとアイデンティティ サービスの設定

これらのタイプのユーザ エージェントに対応するためには、既存のユーザ エージェント オ
ブジェクトを使用するか、許可リストにこれらのエージェントをリストするユーザ エージェ
ント ポリシー オブジェクトを作成します。 次に、アクティブ認証アイデンティティ ポリ
シーで、[Exclude User Agent] フィールドでオブジェクトを選択します。

透過的なユーザ認証のイネーブル化
[Get Identity via Active Authentication] または [Get Identity Using AD Agent] を [Yes] に設定してアク
ティブ認証を許可するようにレルムのアイデンティティポリシーを設定すると、ユーザアイデン
ティティの取得に次の認証方式を使用できます。
基本認証（Active Directory および LDAP）
基本認証では、ユーザは常に自分のディレクトリ ユーザ名とパスワードを認証するように
要求されます。 パスワードはクリア テキストで送信されます。 そのため、基本認証はセ
キュアな認証形式とは見なされません。
基本はデフォルトの認証メカニズムであり、LDAP ディレクトリ レルムで使用可能な唯一
のものです。
統合 Windows 認証（Active Directory のみ）
統合 Windows 認証では、ユーザがドメインにログインしてワークステーションを使用する
という事実が利用されます。 ブラウザは、サーバにアクセスするとき、または ASA CX で
は ASA CX で保護されたネットワークにアクセスするときに、このドメイン ログインの使
用を試行します。 パスワードは送信されません。 認証が成功すると、ユーザは透過的に認
証されます。ユーザは、何らかの認証チャレンジが実行され、それが満たされたことを意識
しません。
ブラウザがドメイン ログイン クレデンシャルを使用して認証要求を満足できない場合、ユー
ザは、ユーザ名とパスワードの入力を要求されますが、これは基本認証と同じユーザ エク
スペリエンスとなります。 したがって、統合 Windows 認証を設定した場合、同じドメイン
内のネットワークまたはサーバにアクセスするときに、ユーザがクレデンシャルを入力する
必要性を減らすことができます。
透過的な認証をイネーブルにするには、統合 Windows 認証をサポートするようにクライア
ント ブラウザを設定する必要があります。 設定は次のとおりです。
認証ポリシーを設定するときに、ネットワークで使用する認証方式の種類を選択します。
次のオプションがあります。
• NTLM
• Kerberos
• [Advanced]。Active Directory サーバとユーザ エージェントの両方で許可されている最
も強力な方式を使用します。 （ユーザ エージェントは、一般に、ユーザがトラフィッ
ク フローを開始した Web ブラウザです）。強度の順序は、Kerberos、NTLM、basic の
順です。
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ここでは、よく使用されるいくつかのブラウザでの統合 Windows 認証の一般的な要件および基本
設定について説明します。方式はソフトウェア リリース間で変わることがあるため、詳細につい
てはブラウザ（または他のユーザ エージェント）のヘルプを参照する必要があります。
トランスペアレント認証の要件
トランスペアレント認証を実装するには、ユーザブラウザまたはユーザエージェントを設定する
必要があります。 これは、個別に実行することも、そのための設定を作成し、ソフトウェア配布
ツールを使用してその設定をクライアント ワークステーションにプッシュすることもできます。
この作業をユーザが自分で実行する場合は、ネットワークで機能する具体的な設定パラメータを
提供する必要があります。
ブラウザまたはユーザ エージェントに関係なく、次の一般的な設定を実装する必要があります。
• ユーザがネットワークへの接続に使用する ASA インターフェイスを [Trusted Sites] リストに
追加します。 IP アドレスか、使用可能な場合は完全修飾ドメイン名（たとえば、
asa_inside.example.com）を使用できます。 また、ワイルドカードまたはアドレスの一部を使
用して、汎用化された信頼済みサイトを作成できます。 たとえば、典型的には *.example.com
または単に example.com を使用してすべて内部サイトを網羅し、ネットワーク内のすべての
サイトを信頼することができます。 ASA インターフェイスの特定アドレスを追加する場合
には、信頼済みサイトに複数のアドレスを追加して、ネットワークへのすべてのユーザ アク
セス ポイントに対処することが必要な場合があります。
• 統合 Windows 認証は、プロキシ サーバ経由で機能しません。 したがって、プロキシを使用
しないか、またはプロキシを通過しないアドレスに ASA インターフェイスを追加する必要
があります。 プロキシを使用する必要がある場合、ユーザは NTLM 方式または Kerberos 方
式を使用する場合であっても認証を要求されます。

ヒント

トランスペアレント認証の設定は必須ではありませんが、エンド ユーザにとって便利です。
トランスペアレント認証を設定しなかった場合、ユーザはすべての認証方式に対するログイン
チャレンジを提示されます。

トランスペアレント認証用の Internet Explorer の設定
Internet Explorer を NTLM および Kerberos の両方のトランスペアレント認証用に設定するには、次
の手順を実行します。
1 [Tools] > [Internet Options] を選択します。
2 [Security] タブを選択し、[Local Intranet] ゾーンを選択した後、次の手順を実行します。
1 [Sites] ボタンをクリックして、信頼済みサイトのリストを開きます。
2 少なくとも次のオプションの 1 つが選択されていることを確認します。
• [Automatically detect intranet network]。 このオプションを選択すると、他のすべてのオ
プションがディセーブルになります。
• [Include all sites that bypass the proxy]。
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3 [Advanced] をクリックして [Local Intranet Sites] ダイアログボックスを開き、次に信頼する
URL を [Add Site] ボックスに貼り付けて [Add] をクリックします。
複数の URL が存在する場合は、このステップを繰り返します。 ワイルドカードを使用し
て、http://*.example.com のように URL の一部を指定するか、または単に *.example.com と指
定します。
このダイアログボックスを閉じて、[Internet Options] ダイアログボックスに戻ります。
4 [Local Intranet] が選択されたままの状態で、[Custom Level] をクリックして [Security Settings]
ダイアログボックスを開きます。 [User Authentication] > [Logon] 設定を探して、[Automatic
logon only in Intranet zone] を選択します。 [OK] をクリックします。
3 [Internet Options] ダイアログボックスで [Connections] タブをクリックし、次に [LAN Settings]
をクリックします。
[Use a proxy server for your LAN] が選択されている場合、ASA インターフェイスがプロキシを
バイパスすることを確認する必要があります。 必要に応じて、次のいずれかを実行します。
• [Bypass proxy server for local addresses] を選択します。
• [Advanced] をクリックして、アドレスを [Do not use proxy server for addresses beginning with]
ボックスに入力します。 たとえば、*.example.com のようにワイルドカードを使用できま
す。

トランスペアレント認証用の Firefox の設定
Firefox には、NTLM 認証用と Kerberos 認証用に別のプロパティがあります。 次の手順では、両方
の方式に対する設定を説明します。 両方の方式のいずれかをサポートしていない場合は、サポー
トしていない方式の手順をスキップしてください。
1 [about:config] を開きます。 フィルタ バーを使用して、修正する必要のあるプリファレンスを
検索します。
2 NTLM をサポートするには、次のプリファレンスを修正します（network.automatic でフィルタ
リング）。
• [network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris]：プリファレンスをダブルクリックし、URL を入
力して [OK] をクリックします。 カンマで区切って複数の URL を入力できます。プロト
コルを含めるかどうかは任意です。 次に例を示します。
http://host.example.com, http://hostname, myhost.example.com
URL の一部を使用することもできます。 Firefox は、ランダムに部分文字列と照合するの
ではなく、文字列の末尾と照合します。 したがって、ドメイン名のみ指定することによ
り、内部ネットワーク全体を包含することができます。 次に例を示します。
example.com
• [network.automatic-ntlm-auth.allow-proxies]：値が、デフォルトの [true] であることを確認し
ます。 値が [false] になっている場合は、ダブルクリックして変更します。
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3 Kerberos をサポートするには、次のプリファレンスを修正します（network.negotiate でフィル
タリング）。
• [network.negotiate-auth.allow-proxies]：値が、デフォルトの [true] であることを確認します。
値が [false] になっている場合は、ダブルクリックして変更します。
• [network.negotiate-auth.delegation-uris]：ダブルクリックして http://,https:// と入力します。
• [network.negotiate-auth.gsslib]：値が、デフォルトの空白であることを確認します。 このプ
リファレンスに値が存在する場合、その値を右クリックして、[Reset] を選択するか、ま
たはダブルクリックして値を消去します。
• [network.negotiate-auth.trusted-uris]：ダブルクリックして http://,https:// と入力します。
• [network.negotiate-auth.using-native-gsslib]：値が、デフォルトの [true] であることを確認し
ます。 値が [false] になっている場合は、ダブルクリックして変更します。
4 HTTP プロキシ設定を確認します。 これは、[Tools] > [Options] を選択し、次に [Options] ダイ
アログボックスで [Network] タブをクリックすると見つかります。 [Connection] グループで、
[Settings] ボタンをクリックします。
• [No Proxy] が選択されている場合は、何も設定する必要がありません。
• [Use System Proxy Settings] が選択されている場合、[about:config] 内の
[network.proxy.no_proxies_on] プロパティを修正して、[network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris]
に含めた（または Kerberos のみ設定した場合には含めた可能性のある）信頼済み URI を
追加する必要があります。
• [Manual Proxy Configuration] が選択されている場合、これらの信頼済み URI を包含するよ
うに [No Proxy For] リストを更新します。
• 他のオプションの 1 つが選択されている場合、これらの設定で使用するプロパティから同
一の信頼済み URI が除外されていることを確認します。

トランスペアレント認証用の Chrome の設定
この項の作成時点で、Chrome は統合 Windows 認証をサポートしていません。 ユーザはユーザ名
とパスワードの入力を要求されます。 使用しているバージョンにサポートが追加されているかど
うかを確認するには、Chrome のマニュアルを参照してください。
トランスペアレント認証用の Safari の設定
この項の作成時点で、Safari は統合 Windows 認証をサポートしていません。 ユーザはユーザ名と
パスワードの入力を要求されます。 使用しているバージョンにサポートが追加されているかどう
かを確認するには、Safari のマニュアルを参照してください。

Active Directory エージェントの識別
Cisco Active Directory Agent は、それを使用するように設定されているすべてのデバイスに対し
て、ユーザと IP アドレスのマッピングを提供します。 標準（VPN 以外）ネットワーク上のネッ
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トワーク ドメインにログインするユーザに対して、AD エージェントは、AD サーバとの通信で、
ログイン情報を取得し、またユーザと IP アドレスのマッピング テーブルを作成します。 この情
報は、ASAなどネットワーク内の他のデバイスによって補強でき、VPNおよび直接の送信元から
取得されたマッピングを提供することができます。 AD エージェントから取得された ID マッピン
グは、パッシブ マッピングと見なされます。
ASA および CX デバイスの両方が同じ AD エージェント設定を使用して、アイデンティティ対応
ファイアウォール サービスが可能になります。

ヒント

AD エージェントの設定はオプションです。 パッシブ マッピングをサポートする場合にのみ設
定します。 パッシブ マッピングをサポートしない場合は、アイデンティティ ポリシーでアク
ティブ認証を使用する必要があります。そうしない場合、アクセス コントロールにユーザ名
を使用できず、イベントおよびダッシュボードにユーザ情報が含まれません。

はじめる前に
AD エージェントは、ネットワーク内にインストールする必要がある独立したソフトウェアです。
Active Directory サーバ、およびそのクライアントとなっているネットワーク デバイスと連携する
よう、これを設定する必要があります。 この作業を完了する前に、AD エージェント ソフトウェ
アをインストールして設定します。
AD エージェント ソフトウェアを http://www.cisco.com/go/asa から入手します。 AD エージェント
のセットアップと設定の詳細については、次の URL にある『Installation and Setup Guide for the
Active Directory Agent』を参照してください。http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/prod_
installation_guides_list.html
CX デバイスをクライアントとして追加する必要があります。追加は、この手順を実行する前で
も、後でもできます。 AD エージェント上の CX クライアントに対して設定された RADIUS 共有
秘密と、ここで設定する共有秘密は、同じにする必要があることに注意してください。 AD エー
ジェント上にクライアントを作成するコマンドは、次のようになります。
adacfg client create -n client-nickname -ip mgmt_IP -secret RADIUS_secret
値は次のとおりです。
• client_nickname は、AD エージェントが CX クライアントを参照するために使用する名前で
す。
• mgmt_IP は、CX 管理インターフェイスの IP アドレス、またはそのアドレスが含まれるサブ
ネットです（10.100.10.1 または 10.100.10.0/24 など）。
• RADIUS_secret は、CX デバイスでも設定する RADIUS 共有秘密です。 これによって、CX デ
バイスと AD エージェントの通信が暗号化され、保護されます。
設定の確認またはトラブルシューティングには、次の AD エージェント コマンドが役に立ちます。
• adacfg dc list。AD エージェントと AD サーバの接続を確認します。
• adacfg cache list。エージェントがユーザと IP のマッピングを取得していることを確認しま
す。
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• adacfg client list。AD エージェントが現在サービスを行っているクライアントのリストを表
示します。

手順
ステップ 1

[Device] > [AD Agent] を選択します。

ステップ 2

次の情報を入力します。
• [Hostname or IP]：AD エージェント サーバの DNS 名または IP アドレス。
• [Password]：このクライアント デバイスで使用するために、AD エージェント上に設定される
RADIUS 共有秘密。

ステップ 3

[Test] をクリックして、提供された情報を使用して AD エージェントに接続できるかどうか確認し
ます。
接続に失敗した場合は、設定を確認してください。 正しいことが確実な場合は、デバイスと AD
エージェント間にネットワーク パスが存在するか確認します。
（マルチ デバイス モード）。すべての管理対象 CX デバイスと AD エージェント間の接続を確認
します。

ステップ 4

[Save] をクリックして変更を保存します。

次の作業
AD エージェント マッピングは、AD エージェントのクライアントにもなっている AD サーバを含
むレルムに対するアイデンティティポリシー内で、パッシブマッピングを許可する場合のみ使用
されます。 したがって、[Get Identity Using AD Agent] を指定したことを確認するため、アイデン
ティティ ポリシーを確認する必要があります。 ポリシーで [Get Identity via Active Authentication]
が使用されている場合、パッシブ マッピングは使用されません。

認証設定の指定
アイデンティティ ポリシーの動作に関連する認証設定を行うことができます。

手順
ステップ 1

[Device] > [Authentication] を選択します。

ステップ 2

必要に応じて、次のオプションを変更します。
• [Authenticated session duration]：ユーザと IP アドレスのマッピングを維持する時間。 マッピ
ングは、この経過時間に達すると削除され、ユーザのアイデンティティ ポリシー設定に基づ
いて新しいマッピングが取得されます。 たとえば、ユーザの IP アドレスと一致するレルム
に対してアクティブ認証を使用する場合、ユーザは次回の接続試行中に認証されます。 しか
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し、ユーザのポリシーでパッシブ マッピングが使用され、アクティブ認証が許可されない場
合、ユーザは認証されません。
• [Failed authentication timeout]：アクティブ認証中にユーザが正しく認証されず、最大認証試行
回数を超えると、ユーザの IP アドレスは失敗した認証と見なされます。 このタイムアウト
値により、その IP アドレスのユーザがもう一度認証を要求されるまでの時間が分単位で定義
されます。 この時間、その IP アドレスからのトラフィックは IP アドレスにのみ基づいて評
価され、ユーザまたはユーザ グループ ベースのルールはトラフィックに適用されません。
したがって、この失敗したタイムアウト期間中は、ユーザが正常に認証された場合に許可さ
れるリソースへのアクセスを禁止される可能性があります。
• [Maximum authentication attempts] ：ASA CX から認証のプロンプトが表示されたときに、ユー
ザが認証を再試行できる回数。 この回数はユーザが正常に認証されるとリセットされます。
ユーザが認証に失敗した場合、失敗認証タイムアウトを超えるまで、認証プロンプトは再表
示されません。
• [Group refresh interval]：ユーザ グループ メンバーシップがディレクトリ サーバから更新され
る頻度（時間数）。 デフォルトは 24 時間ごと（1 日に 1 回）です。 ユーザをグループに追
加した場合、そのユーザは次回の更新までグループのメンバとして認識されません。 グルー
プのメンバーシップは、ポリシー内でそのグループを使用する場合にのみ取得されます。
ステップ 3

[Save] をクリックして変更を保存します。
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章

コンテキスト対応アクセス ポリシーによる
ネットワーク アクセスの制御
次のトピックでは、ネットワークへのアクセスを制御する CX デバイスのコンテキスト対応アク
セス ポリシーを使用する方法について説明します。
• コンテキスト対応アクセス ポリシーの概要, 261 ページ
• コンテキスト対応アクセス ポリシーの設定, 264 ページ
• URL フィルタリングとアプリケーション フィルタリング, 271 ページ

コンテキスト対応アクセス ポリシーの概要
コンテキスト対応アクセス ポリシーは、CX デバイスからアクセプタブル ユース ポリシーを実装
するための主要ポリシーです。コンテキスト対応アクセスポリシーを使用すると、次のサービス
が提供されます。
• 送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレス、プロトコル、トラフィック フローのポートをベース
にした従来のコンテキスト対応アクセス ポリシー。
• ユーザが現在使用している IP アドレスに関係なく、アクセスを要求しているユーザに基づい
て、アクセスを許可または拒否する ID ベースのアクセス コントロール。 ID ベースのアクセ
ス コントロールは、個々のユーザではなく、ユーザ グループの指定によって実行されます。
したがって、ユーザにはグループ メンバーシップをベースにしたアクセスが提供されます。
• 特定のアプリケーションまたは一般的なアプリケーションのタイプを許可または拒否するア
プリケーション ベースのアクセス コントロール。 望ましくないアプリケーションの中には、
ポートの使用方法を変更できるものがあるため、プロトコルとポートのサービス定義を従来
どおりに使用しても有効でない場合があります。 インスペクションでは、トラフィック フ
ローで使用されるアプリケーションがよく検出されます。 そのため、Facebook や LinkedIn
などのアプリケーション名をベースにしたポリシーを記述すると、使用するポリシーを理解
および評価しやすいものにすることができます。
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一部のアプリケーションには許可や拒否を選択できる複数の動作があります。 たとえば、
Facebook（へのアクセス）は許可するが、Facebook への投稿を拒否することができます。
• トラフィック フロー（Web ブラウザなど）を開始するために使用されている HTTP ユーザ
エージェント、または、リモート アクセス VPN ユーザの場合は、ユーザのクライアントの
オペレーティング システムをベースにした選択によるアクセスを許可するクライアント ベー
スのアクセス コントロール。
• 望ましくない Web サイトへのアクセスを防止する URL フィルタリング。 ギャンブルに関す
る Web サイトなどの特定の URL または Web サイト カテゴリ全体へのアクセスを制御する
ことができます。
• パブリック レピュテーション スコアが低い Web サイトへのアクセスを防止する Web レピュ
テーション フィルタリング。 レピュテーションに基づいたフィルタリングを実施すると、
外部の低レピュテーション サイトからホスティングされるサイト上の広告または他の素材を
防止しながら、高レピュテーション Web サイトへのアクセスを許可することができます。
したがって、低レピュテーション情報が含まれているため、空のボックスとして表示される
ページが出現することがあります。
• MIME タイプをベースにしたファイルのアップロードまたはダウンロードの拒否を選択でき
るファイル転送制御。 たとえば、使用中のネットワークにセキュリティ レベルの高いゾー
ンがある場合、そのゾーンからのファイルのアップロードをすべて禁止することができま
す。

デフォルトのコンテキスト対応アクセス ポリシーの動作
トラフィックフローがアクセスポリシーのいずれにも適合しない場合、暗黙のアクションがその
フローに適用されます。適合しないすべてのトラフィックフローは、デフォルトでは無条件に許
可されます。 このデフォルト ポリシーは、ダッシュボードまたはイベントに出現する際には
Implicit Allow と呼ばれます。

（注）

デフォルトのコンテキスト対応アクセス ポリシーの動作は、従来のファイアウォール アクセ
ス ポリシーの動作とは正反対です。 たとえば、ASA は、グローバルまたはインターフェイス
固有のアクセス ポリシーで、許可ルールに適合しないすべてのトラフィック フローを拒否し
ます。
ベストプラクティスは、適合しないトラフィックフローに適用するアクションを定義した、明示
的なルールを作成することです。 そのポリシーをアクセス ポリシー セットの最後に配置します。
必要に応じて、[Allow] アクションではなく [Deny] アクションを適用できます。 トラフィック一
致条件については、[Source]、[Destination]、[Application] にデフォルトの [Any] を使用します。

ユーザへのブロッキング ポリシーの通知
トラフィックフローを拒否するアクセスポリシーを作成すると、エンドユーザは宛先からブロッ
クされます。 一般的なポリシーは、特に URL フィルタリングを実装したり、アプリケーション
またはアプリケーションの動作のブロッキングの選択を実装した場合は、公開が必要になること
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があります。 たとえば、ギャンブルに関するすべての Web サイトや Facebook へのアクセスがブ
ロックされていることを、ユーザが前もって知っている場合、これらのサイトへのアクセスは試
行しません。また、試行してもアクセス先がブロックされることを予想できます。
多くの場合、CX デバイスは、Web 宛先をブロックするとユーザのブラウザにエンド ユーザの通
知のページを表示します。 この通知には、組織のポリシーによってリソースへのアクセスがブ
ロックされていることが示されます。
エンドユーザへの通知ページはいつでも表示できるわけではありません。 通常は、ユーザが Web
宛先への標準 URL を開こうとしたときに、その Web サイトにブロッキングが広範囲に適用され
ている場合に通知が表示されます。ただし、通知は常に可能ではありません。次のリストで、通
知なしでユーザがリソースからブロックされるいくつかの状況を示します。
• 通知は Web 以外のトラフィックに対して送信されることがありません。ユーザが通知を確認
できるのは、HTTP リソースまたは HTTPS リソースにアクセスした場合だけです。
• IP アドレス、ユーザ名、またはユーザ グループ メンバーシップに基づいてアクセスが拒否
された場合の通知は送信されません。
• 標準 Web ページではなく、自己完結したアプリケーションの外観を与える Web 2.0 スタイル
アプリケーションのサイトへのアクセスを拒否すると、ユーザに通知が表示されない可能性
が高くなります。 この現象は、Web サイトがユーザ エクスペリエンスの制御に Javascript を
使用しているために発生します。新しいページを読み込む代わりに、AJAX 呼び出しを使用
して、URL を変更せずにページのコンテンツを更新することがよくあります。 デバイスは、
ユーザが定義したアプリケーションの動作に対する要求を認識できますが、ユーザへの通知
をサイトの Javascript に挿入することはできません。
• その結果、一部のポリシーは、フローが許可されるか、拒否されるかにかかわらず、評価が
「遅延」します。 適切なネットワーク パフォーマンスを保証するために、フローの拒否を
決定する前に、デバイスが宛先にトラフィック フローの一部を送信する場合があります。
これは、ファイルのアップロードまたはダウンロードをブロックするポリシーが存在する場
合、またはアプリケーション、アプリケーション タイプ、またはアプリケーション カテゴ
リに基づいてフローをブロックするポリシーが存在する場合に発生する可能性があります。
宛先からの最初の応答を受信してからフローが最終的に拒否された場合、そのフローは途中
でドロップされ、通知できません。
• アクセス ポリシーの順序が重要です。 アクセス ポリシー セット内の下部にある拒否ポリ
シーとトラフィック フローが一致し、ポリシー セット内の上部にあるポリシー（アプリケー
ション基準を指定するポリシーなど）で、フローが一致するかどうかの判断に追加の分析が
必要な場合は、フローの一部が送信され、最初の応答を受信してから、遅れて拒否の判断が
行われることがあります。 ポリシー セットは最初に一致したものから順に分析されるため、
必ず汎用性の高いポリシーよりも上に、限定的なポリシーを配置する必要があります。 URL
フィルタリングなどの単純なポリシーも、複雑なアプリケーション フィルタ ポリシーより
も上に配置する必要があります。
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コンテキスト対応アクセス ポリシーの設定
ネットワークリソースへのアクセスを制御するには、コンテキスト対応アクセスポリシーを使用
します。 アクセスの制御は次に基づいて行われます。
• 送信元および宛先の IP アドレス、プロトコル、ポートなどの従来の 5 タプル形式。
• 要求を作成したユーザ、またはユーザがメンバとなっているユーザ グループ。
• 使用されているアプリケーション。 汎用的なアプリケーションのタイプに対するアクセスも
制御できます。
• 要求を作成するために使用された HTTP クライアントのタイプ（ブラウザのタイプなど）、
または VPN クライアントのオペレーティング システム。
• 汎用的な URL のカテゴリが含まれる Web 要求の宛先 URL。
ネットワーク アクセスを許可するアクセス ポリシーを作成すると、特定のファイル タイプのアッ
プロードまたはダウンロードを禁止したり、パブリック レピュテーションが非常に低い Web サイ
トへのアクセスを禁じて、許可するアクティビティを制限することができます。

手順
ステップ 1

[Policies] > [Policies] を選択します。
ポリシーはポリシーセットに編成され、各ポリシーセットは、ポリシーが別個の順序付きリスト
になっています。 ポリシー セットに関連したコマンドを参照するには、そのポリシー セットの
名前にマウスを置きます。 個々のポリシーに関連したコマンドを参照するには、そのポリシーの
名前にマウスを置きます。 これで目的のコマンドを選択できます。
既存のポリシーについて処理する必要がある場合、フィルタ コントロールを使用すると、変更す
るポリシーを簡単に見つけることができます。

ステップ 2

次のいずれかを実行します。
• リストの先頭に新しいポリシーを作成するには、アクセス ポリシー セット名の上にマウス
を置き、[Add New Policy] をクリックします。
• 新規ポリシーをリスト中に挿入するには、目的の位置の直下のアクセス ポリシーの上にマウ
スを置き、[Add Above] をクリックします。
• 既存のポリシーを編集するには、アクセス ポリシー名の上にマウスを置き、[Edit Policy] を
クリックします。
• 類似した既存のポリシーを基に新規ポリシーを作成するには、アクセス ポリシー名の上にマ
ウスを置き、[Duplicate Policy] をクリックします。
アクセスポリシーのプロパティとともに、フォームが開きます。これらのプロパティの詳細につ
いては、コンテキスト対応アクセス ポリシーのプロパティ, （266 ページ）を参照してください。

ステップ 3

一致したトラフィックに適用するポリシー アクションを、[Allow] または [Deny] から選択します。
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次のプロパティは変更もできますが、多くのポリシーではデフォルトが適しています。
• [Eventing: On/Off]：このポリシーのイベントを生成するかどうか。 Event Viewer でイベント
を生成するか、ダッシュボードでデータを生成するためには、このポリシーに適合するトラ
フィック フローのイベンティングをイネーブルにする必要があります。 イベンティングは
デフォルトでイネーブルになっています。
• [Capture Packets: On/Off]：このポリシーと一致するパケットをキャプチャするかどうか。 す
べてのパケットが許可または拒否にかかわらずキャプチャされます。 この設定が機能するの
は、すべてのトラフィック基準が [Any] または [Layer 3/Layer 4]（つまり、ネットワークと
サービス オブジェクトのみでその他のオブジェクト タイプがない）の場合だけです。
ステップ 4

トラフィック一致基準を [Source]、[Destination]、[Application] の各フィールドを使用して定義しま
す。
基準に基づいてトラフィックを制限しない場合は、フィールドをブランクのままにします。 各
フィールドの詳細については参照トピックを参照してください。ただし、次のヒントも考慮して
ください。
• 非常に複雑な送信元または宛先基準を作成する必要がある場合は、送信元および宛先オブ
ジェクト グループを使用します。 これらのオブジェクトを使用して、複雑な組み合わせの
他のオブジェクトでトラフィック フローを正確に定義できます。
• URL フィルタリングを実装するには、宛先基準で URL オブジェクトを使用します。 URL カ
テゴリを使用すると、特定のタイプのサービスを提供するすべての Web サイトへのアクセス
を制御することができます。 たとえば、ギャンブル カテゴリを使用すると、すべてのギャ
ンブル サイトの URL を知らなくても、ギャンブルに関するすべての Web サイトを拒否する
ことができます。 カテゴリを拒否する URL オブジェクトをセットアップすることもできま
すが、カテゴリ内で許可する特定の Web サイトは除外してください。
• アプリケーション制御を実装するには、[Application] フィールドに基準を指定します。 アプ
リケーション タイプ全体を制御することも（そのタイプのすべてのアプリケーションに同じ
ポリシーを適用）、独自に定義したアプリケーション サービスを含む特定のアプリケーショ
ンを制御することもできます。 アプリケーションまたはタイプを指定すると、特定のポート
に対する制御を制限せずにアクセスを制御できます。
（注）

ステップ 5

Facebook や LinkedIn などの一部のアプリケーションでは、アプリケーションの特
定の動作について、詳細な制御ができるようになっています。 これらの動作は、
制御可能な動作のあるアプリケーションを含む項目を選択すると発生します。

（任意） ポリシー アクションが [Allow] の場合、アクションを選択的に拒否するように次のプロ
ファイルを設定することもできます。
• ファイル フィルタリング アクション：ダウンロードもアップロードもできないファイルの
MIME タイプを定義するプロファイル オブジェクトを選択できます。
• Web レピュテーション アクション：ブロックする必要のあるパブリック レピュテーション
スコアの範囲を定義するプロファイル オブジェクトを選択できます。 これは、脅威からの
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保護に使用します。 事前定義システム オブジェクト [Default Reputation Profile] では、レピュ
テーション スコアが -10 から -6 のサイトで推奨されるブロックが実装されます。
ステップ 6

[Save Policy] をクリックして変更を保存します。

ステップ 7

ポリシー セット内の優先順位に収まるように、必要に応じて [Policies] ページでポリシーを移動し
ます。
ポリシー セット内のポリシーは、最初に一致したものから順に適用されるため、限定的なトラ
フィック一致基準を持つポリシーは、同じトラフィックに適用され、汎用的な基準を持つポリシー
よりも上に置く必要があります。
ポリシーをドラッグ アンド ドロップしたり、ポリシーにマウスを移動すると表示される [Move
Up]、[Move Down] 各リンクを使用することができます。

次の作業
ポリシーのアクティビティを分析します。 [Policies] ページの各ポリシーには、ヒット カウント情
報が含まれています。これは、ポリシーの詳細なポリシーヒットダッシュボードにリンクしてい
ます。 また、[Dashboard] > [Policies] を選択して、ポリシー ヒット ダッシュボードに直接アクセ
スすることもできます。

コンテキスト対応アクセス ポリシーのプロパティ
ネットワークへのアクセスを制御するには、CX デバイスでコンテキスト対応アクセス ポリシー
を使用します。
アクセス ポリシーには次のプロパティがあります。
Policy Name
ポリシーの名前。 この名前は、このポリシーと一致するトラフィックによって生成される
データとイベントについて、ダッシュボードと Event Viewer に表示されます。そのため、
ダッシュボードとイベント データの解析に役立つ名前を選択します。
Enable Policy：On/Off
ポリシーがイネーブルかどうかを示します。 ポリシーをオフにすると、ポリシーを削除せ
ずに一時的にディセーブルにできます。 ディセーブルに設定されたポリシーはトラフィッ
クに適用されません。
Policy Action：Allow/Deny
ポリシーがネットワーク アクセスを許可するか、拒否するかを示します。 拒否されたトラ
フィックはドロップされます。
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Eventing：On/Off
ポリシーに適合するトラフィック フローがイベントとダッシュボード データを生成するか
どうかを示します。 デフォルトは [On] です。 イベンティングをオフにすると、このポリ
シーに一致するトラフィックはダッシュボードに反映されず、Event Viewer にはフローのイ
ベントが表示されません。
Capture Packets：On/Off
ポリシーの一致基準がレイヤ 3/レイヤ 4（L3/L4）基準（ネットワーク オブジェクト、サー
ビス オブジェクト）に制限されているか、パケットがデフォルトの [Any] を使用している
場合に限り、このポリシーに一致するフローのパケットをキャプチャするかどうかを示しま
す。 パケット キャプチャのデフォルトは [Off] です。 すべてのパケットがキャプチャされ
るため、パケット キャプチャをイネーブルにする前に、フローに適合するトラフィック ボ
リュームについて慎重に考慮してください。
パケットは、L3/L4 以外の基準を使用するポリシーについては、パケット キャプチャがイ
ネーブルになっていてもキャプチャされません。
パケット キャプチャ ファイルは、パケット キャプチャをオフにするまでディスクに書き込
まれません。 パケット キャプチャをサーバにアップロードするには、システム CLI にログ
インし、support diagnostic コマンドを使用します。
パケットのキャプチャ方法の詳細については、パケットのキャプチャ, （342 ページ）を参
照してください。
Traffic Matching Criteria
複雑なトラフィック一致基準を作成して、正確なポリシーを定義することができます。 ア
クセス ポリシーと一致するためには、フローは指定したすべてのプロパティと一致する必
要があります。つまり、プロパティの間には AND 関係があります。 条件に基づいてポリ
シーを制限しない場合は、デフォルトの [Any] を選択します。 考えられるすべてのトラ
フィック フローを照合するには、すべてのフィールドをデフォルトの [Any] のままにしま
す。
[Source]、[Destination]、[Application/Service] 基準は、ポリシーが適用されるトラフィックを
決定するために使用されます。 項目の追加、編集、削除方法などの項目の選択方法、選択
リストのフィルタリング方法、オブジェクトの作成または編集方法、オブジェクト内容の表
示方法については、項目の選択, （31 ページ）を参照してください。
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Source
次のタイプのポリシー オブジェクトのリスト：ネットワーク グループ（IP アドレス）、ア
イデンティティ（ユーザまたはユーザ グループ名）、ユーザ エージェント（Web 要求を作
成するクライアント アプリケーションのタイプ）、セキュア モビリティ（リモート アクセ
ス VPN クライアントのタイプ）、または送信元オブジェクト グループ（ポリシーで直接定
義できない複雑な AND/OR 関係のオブジェクトのコレクション）。 選択したいずれかのオ
ブジェクトとパケットが一致すると、送信元条件を満たしていると見なされます。

（注）

（マルチ デバイス モード）。PRSM を マルチ デバイス モード で使
用する際には、送信元基準または宛先基準には、CX デバイスを含む
デバイスで定義されているネットワーク オブジェクトまたはグループ
を使用し、サービス基準には、ASA サービス オブジェクトを使用す
ることもできます。 ネットワーク グループ オブジェクトには 2 つの
タイプがあります。1 つは ASA と CX デバイスの両方で使用できま
す。もう 1 つは CX デバイスでのみ使用でき、特に ASA CX ネット
ワーク グループと呼ばれます。

Destination
次のタイプのポリシー オブジェクトのリスト：URL（URL または Web カテゴリ）、または
宛先オブジェクト グループ（ポリシーで直接定義できない複雑な AND/OR 関係のオブジェ
クトのコレクション）。 選択したいずれかのオブジェクトとパケットが一致すると、宛先
条件を満たしていると見なされます。
URL フィルタリング機能を無効にするか、有効な Web Security Essentials ライセンスを持っ
ていない場合、このフィールドや宛先オブジェクト グループで URL オブジェクトを使用す
ることはできません。

ヒント

アクセス ポリシーに応じたオブジェクトを設定する際には、暗号化さ
れたトラフィック（復号化ポリシーでフローが復号化されていないも
の）または HTTPS ではない復号化されたフローに対して、パスを照
合できないことに注意してください。こうした場合、アクセス ポリ
シーではドメイン名のみが指定された URL が照合されます。
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Application/Service
アプリケーション、アプリケーション タイプ、（アプリケーションまたはアプリケーショ
ン タイプを識別する）アプリケーション オブジェクト、サービス グループ（プロトコルと
ポートの組み合わせ）、または（サービスとアプリケーション、アプリケーション タイプ、
またはアプリケーション仕様の組み合わせに基づいてアプリケーションを定義）アプリケー
ション サービス オブジェクト。 トラフィックは検査されるため、トラフィック フローのア
プリケーションは、フローで使用されるポートに関係なく決定されることがよくあります。
使用されるポートを予測しようとするよりも、名前によって特定のアプリケーションまたは
アプリケーション タイプに送信されるルールを作成することができます。 選択したいずれ
かのアプリケーション仕様とパケットが一致すると、アプリケーション条件を満たしている
と見なされます。

ヒント

Application Services 機能をディセーブルにした場合、または有効な
Application Visibility and Control ライセンスがない場合、このフィール
ドは [Services] という名前になり、サービス オブジェクトとグループ
の使用に限定されます。

一部のアプリケーションには複数のアプリケーション動作があります。 たとえば、Facebook
には投稿やタグ付けなどの動作があり、イベント、一般、メッセージ、注、写真、場所など
の Facebook エリアや機能でカテゴリ分けされます。 アクションが [Allow] となっているア
クセス ポリシーに複数の動作があるアプリケーション タイプを指定すると、これらの動作
に対して細かい制御を実施します。そのため、通常は、アプリケーション タイプを許可し、
特定の動作を拒否することができます。 たとえば、Facebook の投稿は許可するが、写真の
アップロードやメッセージの添付は許可しないなどです。
アプリケーション タイプ、またはタイプを指定したり、複数の動作を含んだアプリケーショ
ン オブジェクトを選択すると、[Set Application Behaviors] コントロールが [Application] ボッ
クスの下に表示されます。 各動作は別々にリストされます。 特定の動作を制御するため、
次の手順を実行します。
• すべての動作の設定を一度に変更するには、[Set Global Behavior To] に [Allow All] また
は [Deny All] を選択します。 これらのオプションによって、動作リスト全体の Allow/Deny
設定を変更するショートカットが提供されます。 たとえば、動作の大半を拒否し、数
個の動作だけを許可する場合は、まず [Deny All] を選択し、次に目的の動作を [Allow]
に変更することができます。 デフォルトでは、すべてのアプリケーション動作が許可
されます。
• 個々の動作の設定を変更するには、[Allow/Deny] フィールドをクリックして目的のオプ
ションを表示します。 [Allow/Deny] フィールドは、全体のポリシー アクションを [Allow]
に変更した場合にのみ表示されます。
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Profile
ポリシー アクションに [Allow] を選択すると、アクセプタブル ユース ポリシーを実装する
ため、アクション プロファイルのポリシー オブジェクトを選択することもできます。 アク
ション プロファイルを使用すると、特定のタイプのトラフィックをドロップできます。こ
のタイプは、アクション プロファイルを使用しない場合は許可されます。
• [File Filtering Action Profile]：ユーザがアップロードまたはダウンロードできるファイル
のタイプを指定するプロファイル オブジェクト。
• [Web Reputation Action Profile]：トラフィックの Web レピュテーションに基づいてド
ロップされるトラフィックを判定するプロファイル オブジェクト。 事前定義システム
オブジェクトである [Default Reputation Profile] では、レピュテーションが 6 以下のトラ
フィックをすべてドロップする推奨ポリシーが実装されます。

（注）

[Create New Profile] をクリックして、新規プロフィル オブジェクトを
作成できます。 プロファイルの作成、編集、および表示プロセスは、
上記で述べたように、これらのアクションを他のポリシー オブジェク
トで行う場合と同じです。

Tags
この項目の識別に役立つ語とフレーズ。 たとえば、同じタグを複数の項目に割り当てると、
検索での表示が容易になります。 タグでは、ユーザが選択した使用例、目的、またはその
他の特性を識別できます。 これらのタグは、ユーザの目的にのみ対応しています。システ
ムやポリシーの機能には影響しません。 複数のタグを入力（または選択）できます。
Ticket ID
ご使用のサポート システム（Remedy など）からのケース ID またはチケット ID。 ネット
ワーク サポート ケースに関連する変更を行う場合、トラッキング用にここにチケット ID を
入力できます。 新しい ID を入力するか、保留中の変更に使用されている既存の ID から選
択することができます。必要なだけの ID を指定します。 （すでにコミットされている変更
で使用した ID は、このリストに表示されません）

ナビゲーション パス
• コンテキスト対応アクセス ポリシーを作成するには、[Policies] > [Policies] を選択してから、
アクセス ポリシー セットの名前の上にマウスを置いて、[Add New Policy] をクリックしま
す。
• コンテキスト対応アクセス ポリシーを編集するには、[Policies] > [Policies]を選択してから、
ポリシーの上にマウスを置いて、[Edit Policy] をクリックします。
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URL フィルタリングとアプリケーション フィルタリング
コンテキスト対応アクセス ルールにより、個々の URL または URL カテゴリをベースにしたネッ
トワーク アクセスの制御（URLフィルタリングと呼ばれます）およびアプリケーション、アプリ
ケーションタイプ、アプリケーションと従来のポートベースのサービス仕様、さらには個々のア
プリケーションのさまざまな動作をベースにしたネットワーク アクセスの制御（アプリケーショ
ンフィルタリングと呼ばれます）ができるようになります。これらの機能を利用すると、禁止ま
たは許可しようとしているトラフィック、特にファイアウォールをブロックしないようにするポー
トを意図的に変更するトラフィックについての完全な特性を指定しなくても、ポリシーの定義と
適用がより簡単に行えるようになります。
URLフィルタリングとアプリケーション フィルタリングを使用して同様のポリシーを定義するこ
とはできますが、こうしたフィルタリングのタイプは同等ではありません。 たとえば、ゲーム関
連の URL カテゴリを拒否するアクセス ルールを作成した場合、ゲーム関連のアプリケーション
タイプを拒否するアクセス ルールを作成した場合と同じ結果は得られません。
ここでは、URLフィルタリングとアプリケーション フィルタリングについてより詳細に説明しま
す。

URL フィルタリングとアプリケーション フィルタリングの比較
URL フィルタリングとアプリケーション フィルタリングには 2 つの異なる目的があります。
• URL フィルタリングは、宛先サイトの URL をベースにしたトラフィックを拒否または許可
し、HTTP または HTTPS トラフィックのみに対して機能します。
URL フィルタリングの目的は、主に Web サイトへのアクセスを完全にブロックまたは許可
することです。 個々のページをターゲットにすることができますが、通常はホスト名
（www.example.com など）または特定のタイプのサービスを提供するホスト名の一覧を定義
する URL カテゴリ（ギャンブルなど）を指定します。
したがって、URL フィルタリング ルールはアプリケーションに幅広く普及しており、適用
が容易であるため、トラフィックを許可または拒否するデバイスには遅延が発生しません。
URL フィルタリングは、復号化ポリシーで使用することもでき、特定のタイプの復号化処理
を受ける必要のあるトラフィック フローの識別に役立ちます。 たとえば、金融関連カテゴ
リをターゲットにして、[Do Not Decrypt] アクションを適用すると、一般的に信頼できるサイ
トへのトラフィックの復号化にデバイス リソースが消費されなくなります。 アプリケーショ
ン フィルタリングは復号化ポリシーでは使用できません。
URL フィルタリングを設定するには、アクセス ポリシーまたは復号化ポリシーの [Destination]
フィールドに URL オブジェクトを指定します。 URL オブジェクトは宛先オブジェクト グ
ループに含めることもでき、そのポリシーでの宛先指定に使用できます。
• アプリケーション フィルタリングは、トラフィック フローの細かい特性に基づいてトラ
フィックを拒否または許可します。 一部のアプリケーションでは、たとえば Facebook への
アクセスは許可するが、写真の投稿はできないようにするなど、アプリケーションで可能な
動作に基づいたさまざまなアクションを指定できます。
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さらに、HTTP/HTTPS 以外の多くのトラフィック フローに対するアプリケーションとアプリ
ケーションタイプがあります。ICMPやさまざまなルーティングプロトコルなどの、TCP/UDP
以外のフローに対しても、アプリケーションとアプリケーション タイプがあります。 その
ため、Web ブラウジングに関係のないトラフィック フローのアプリケーション レベルで、
ポリシーを定義することができます。

（注）

通常、HTTP または HTTPS 以外のプロトコルを使用するアプリケーションが
認識されるためには、デフォルトのポートを使用している必要があります。

アプリケーション タイプに含まれるアプリケーションには、同等の URL カテゴリに含まれ
るすべての同じ Web サイトが含まれるわけでも、それらだけが含まれるわけでもないことに
も注意してください。
トラフィック フローの開始時には、どのアプリケーションまたは動作がフローに含まれるか
どうか明らかではないため、フローの内容に対する決定が行われるまでは、フローの一部が
許可されることがあります。 拒否アクセス ポリシーは、フローの開始時ではなくフローの
途中で適用されることがあります。
HTTP/HTTPS トラフィック フローに対して、URL フィルタリングとアプリケーション フィルタ
リングのどちらを使用するかを決定する際は、その Web サイトに送信するすべてのトラフィック
に適用するポリシーを作成するかどうかを考慮に入れてください。このようにすべてのトラフィッ
クを同じように処理する（トラフィックを拒否または許可する）場合は、URL フィルタリングを
使用します。 トラフィックをサイトでブロックするか、許可するかを選択する場合は、アプリ
ケーション フィルタリングを使用します。
URLフィルタリングとアプリケーション フィルタリングには、専用のライセンスが必要であるこ
とにも注意してください。

シグニチャおよびエンジン更新の設定
アプリケーションおよびアプリケーション タイプ、URL カテゴリおよび Web レピュテーション
はシグニチャによって定義され、セキュリティ アプリケーション スキャナ（SAS）エンジンに
よって適用されます。 これらの機能に対する更新は、更新サーバで利用できることが多くありま
す。 SAS エンジンのアップグレード用に更新時間枠を設定したり、すべての更新を入手するため
に使用する HTTP プロキシを設定したりできます。
更新設定を変更しなかった場合、デバイスは更新サーバを常時 5 分間隔でチェックし、更新が見
つかった場合はダウンロードします。 更新によって次の設定が変更されます。
• 新しい URL カテゴリ、アプリケーション、アプリケーションの動作、またはアプリケーショ
ン タイプ。
• 既存の URL カテゴリ、アプリケーション、アプリケーションの動作、またはアプリケーショ
ン タイプの変更。 既存の項目は、名前が変更されたり、削除されることがあります。 複数
の項目が結合されることがあります。あるいは、1 つの項目が 1 つ以上の項目に分割される
ことがあります。

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
272

OL-28138-01-J

URL フィルタリングとアプリケーション フィルタリング

• 項目の名前が単純に変更されると、この項目を使用するすべてのポリシーに新しい名前
が表示され、ポリシーは予想どおりに引き続き動作します。
• 項目が削除、分割または結合された場合、項目はサポートされていないことを示すエ
ラー メッセージに置き換えられます。 その項目と一致するトラフィックはなくなりま
す。 影響を受ける個々のポリシーを編集して、適切に置き換える必要があります。
• URL カテゴリ内に含まれる URL の変更。
• Web サイトの Web レピュテーションの変更。
アプリケーションまたは Web サイトの分類方法が変更されると、アプリケーションのトラフィッ
ク、または Web サイトへのトラフィックが、既存のポリシーに基づいてどのように処理されるか
が変わることがあります。 たとえば、ブロックしているカテゴリに新しいサイトを追加し、更新
以前はそのサイトへのトラフィックが許可されていた場合、ユーザは更新後にトラフィックがブ
ロックされることに突然気付きます。
ポリシーを記述したアプリケーションに新しい動作が追加されると、その新しい動作は初期状態
で許可されます。 この動作を拒否するには、該当するポリシーを編集する必要があります。
Application Viewer を使用すると、過去 30 日以内に追加された新しいアプリケーションが表示さ
れ、新しいアクセス ポリシーが予想どおり機能しているかどうかを識別できます。 アプリケー
ション ビューアを開くには、[Policies] > [Applications] を選択します。

ヒント

プロキシを PRSM マルチ デバイス モードで定義すると、同じプロキシが管理対象のすべての
CX デバイスで使用されます。 管理対象デバイスとプロキシの地理的位置関係に問題がないこ
とを確認してください。 管理対象のすべてのデバイスに同じプロキシを使用できない場合は、
複数の PRSM サーバを使用して、同じプロキシを使用できるデバイスのグループを管理しま
す。 あるいは、個々のデバイスの管理ネットワーク用ファイアウォール ルールを、インター
ネットへのアクセスを許可するよう変更し、プロキシを不要にします。

手順
ステップ 1

[Device] > [Updates] を選択します。
[Updates] ページに、前回の更新日時、コンポーネントのバージョンなど、更新可能なさまざまな
シグニチャ パッケージとエンジンが表示されます。 PRSM マルチ デバイス モードでは、PRSM
用と、管理対象の個々の CX デバイス用に別々のリストがあり、システム中のコンポーネントの
バージョンを比較することができます。
パッケージの内容は次のとおりです。
• AVC：Application Visibility and Control。 このパッケージのコンポーネントは、ポリシーを設
定できるアプリケーション タイプとアプリケーションを定義します。
• WBRS：Metascan Web レピュテーション フィルタ。 このパッケージ内のコンポーネントに
よって、Web レピュテーション スコアと URL カテゴリが定義されます。
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• SAS：Security Application Scanner。 SAS エンジンは、トラフィックを評価し、アプリケーショ
ン、Web カテゴリ、または宛先に関連付けられた Web レピュテーションを決定します。
ステップ 2

[I want to] > [Edit Settings] を選択します。

ステップ 3

必要に応じて、次の設定を変更します。
• [Updates]：更新のダウンロード頻度。
◦ [Check every 5 minutes]：更新サーバはシグニチャの有無を確認し、SAS エンジンは常時
5 分おきに更新されます。 これはデフォルトです。
◦ [Check every 5 minutes within window]：更新サーバは引き続きシグニチャの有無を、常時
5 分おきに確認します。 ただし、SAS エンジンの更新は、ユーザが選択した時間枠内で
のみ確認されます。 ボックスをクリックし、開始時刻と終了時刻を選択します。この時
刻は 15 分刻みになっています。 たとえば、「From 12:00 AM to 04:00 AM」と選択する
と、更新をトラフィック量の少ない早朝に限定することができます。
（注）

時間枠は 1 日の中に制限されます。 たとえば、深夜の日付をまたぐ時間枠は
指定できません。 時間枠を 1 日の中に収めるには、開始時刻を終了時刻より
も前にする必要があります。

◦ [Never check]：更新サーバはシグニチャまたは SAS エンジン更新の有無を確認しませ
ん。 この設定は一時的に使用するか、機能ライセンスを購入しない場合に使用します。
• [HTTP Proxy Server: Enable/Disable]：シグニチャと SAS エンジンの更新によってプロキシ サー
バがダウンロードされます。 プロキシ サーバを設定しなかった場合、更新は管理インター
フェイスから取得されるため、管理ネットワークからインターネットへのルートが必要で
す。 プロキシ サーバを設定するには、次のプロパティを設定します。
◦ [HTTP Proxy Server: Enable]。
◦ [Proxy IP]：プロキシ サーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名。 たとえば、
10.100.10.10 や proxy.example.com などです。
◦ [Port]：プロキシ サーバがリッスンするポート。 標準ポートは 80、3128、または 8080
です。 正しいポート番号を指定するには、プロキシ サーバの設定を確認してください。
◦ [Username]、[Password]：プロキシ サーバにログインし、必要に応じてこのサーバを経
由してトラフィックを引き渡す際に必要なクレデンシャル。

ステップ 4

[Save] をクリックします。

次の作業
• Event Viewer を使用すると、更新に関連したシステム イベントを確認できます。 [System
Events] ビューでアップデータ接続イベントがあるかどうか確認します。
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• Application Viewer を使用すると、過去 30 日以内にインストールされた新しいアプリケーショ
ンを確認できます。
• 新しい項目を使用するようにポリシーを設定します。
• ダッシュボードを表示して、新しい項目の統計情報を表示します。 新しい項目は、システム
を通過するすべてのトラフィックが一致すると想定して、ダッシュボードですぐに使用でき
ます。

シグニチャとエンジン更新のトラブルシューティング
Event Viewer を使用すると、更新に関連したシステム イベントを確認できます。 [System Events]
ビューでアップデータ接続イベントがあるかどうか確認します。
以下は発生する可能性のある一般的な問題の一部です。
• 更新が行われるのは、システムにアクティブで有効な Application Visibility or Control ライセ
ンスおよび Web Security Essentials ライセンスがある場合だけです。 使用している機能に適切
なライセンスがあることを確認します。
• 更新はシステムにインターネットへのルートがあり、シスコの更新サーバに到達できる場合
にのみ行われます。 管理インターフェイスの接続先ネットワークにインターネットへのルー
トを確立するか、アップデータに HTTP プロキシ サーバを設定するという、2 つの選択肢が
あります。
• PRSM マルチ デバイス モードを使用する場合、CX デバイスと PRSM サーバの両方が更新を
ダウンロードすることに注意してください。 PRSM サーバよりも新しいバージョンを持つデ
バイスをインポートすると、インポートされたアクセス ポリシーに、PRSM で使用できない
アプリケーションのアプリケーション仕様を含む「(Unrecognized application)」が表示される
ことがあります。 これらのポリシーは正しく配置され、シグニチャが更新されるとすぐに、
PRSM で適切なアプリケーション名が表示されます。
• プロキシを PRSM マルチ デバイス モードで定義すると、同じプロキシが管理対象のすべて
の CX デバイスで使用されます。 管理対象デバイスとプロキシの地理的位置関係に問題がな
いことを確認してください。 管理対象のすべてのデバイスに同じプロキシを使用できない場
合は、複数の PRSM サーバを使用して、同じプロキシを使用できるデバイスのグループを管
理します。 あるいは、個々の CX デバイスの管理ネットワーク用ファイアウォール ルール
を、インターネットへのアクセスを許可するよう変更し、プロキシを不要にします。
• シグニチャは、関連する SAS エンジンが必要なバージョンになっていなければ、アップロー
ドされません。 SAS エンジンの更新に対応した更新時間枠を設定すると、新たにダウンロー
ドされたシグニチャの更新がすぐにはインストールできないことがあります。 新しい SAS
エンジンがインストールされると、このエンジンを必要とする新しいシグニチャ ファイルが
インストールされます。
• システムは誤った更新を正しく識別し、その更新を削除して、前の正しいバージョンに戻り
ます。ユーザの介入は不要です。 最後に認識された正しいバージョンは、リカバリ用として
必ず保存されます。
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アプリケーションの制御
Application Visibility and Control（AVC）エンジンは、トラフィックを検査し、トラフィック フロー
に関連付けられたアプリケーションを判別します。 たとえば、検査によって、Facebook と LinkedIn
の区別をするなどの、HTTP トラフィック フローに転送される特定のアプリケーションを識別す
ることができます。
さまざまな Web ベースのアプリケーションがあるため、AVC では、すべての Web トラフィック
に包括的なポリシーを適用したり、特定の Web サイトに関連付けられたアプリケーションを制御
する URL フィルタリングを使用したりするのではなく、特定の Web ベースのアプリケーション
を制御できるようにします。 アプリケーション制御によって、URL フィルタリングだけではな
く、Web トラフィックを経由した細かな制御ができるようになります。
AVC は、Web 以外のトラフィックも識別できるため、プロトコル/ポートに基づくポリシーでは
なく、アプリケーションに基づくポリシーを作成できます、 たとえば、TCP/179 サービスではな
くボーダー ゲートウェイ プロトコル トラフィック用のアプリケーション ベースのポリシーを作
成できます。 AVC エンジンを使用すると、各アプリケーションの基盤技術を完全に理解しなくて
も、ネットワーク上でのアプリケーション アクティビティを制御するポリシーを作成できます。
アプリケーションに基づいてトラフィック フローを制御するには、[Application] フィールドで次
の組み合わせを指定するコンテキスト対応アクセス ポリシーを作成します。
• アプリケーション タイプ。関連するアプリケーションのグループの使用を制御します。 た
とえば、AOL Instant Messenger、Google Talk、ICQ、および他の多くの IM アプリケーション
をすべて同じように扱う場合、これらを処理するインスタント メッセージング アプリケー
ションのポリシーを記述します。
• 特定のアプリケーションの使用を制御するアプリケーション。
• アプリケーション ポリシー オブジェクトで定義されるアプリケーション タイプまたはアプ
リケーションのグループを制御する、アプリケーション オブジェクト。
• アプリケーション、アプリケーション タイプ、プロトコルとポートを指定する従来のサービ
ス グループ オブジェクトに基づいて定義したアプリケーションを制御する、アプリケーショ
ン サービス オブジェクト。

アプリケーション フィルタリング用の復号化要件
トラフィックフローで使用されるアプリケーションは、トラフィックフローが暗号化されない場
合に限り、判別できます。 そのため、あるアプリケーションが通常 HTTPS（暗号化）を使用する
場合、そのアプリケーションに対して記述したアクセス ポリシーは、アプリケーションのトラ
フィックを復号化するアクションを適用する復号化ポリシーとペアになります。
たとえば、任意の送信元から任意の宛先へのアクセス ポリシーを記述し、暗号化を使用するアプ
リケーションを指定した場合、復号化ポリシーも任意の送信元と任意の宛先に適用する必要があ
ります。そうしないと、アプリケーションが常に復号化されないことになり、そのアプリケーショ
ンが識別されない場合が発生します。
復号化は、アプリケーションをダッシュボード統計情報に表示するためにも必要です。
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アプリケーション フィルタリングのヒント
アプリケーション基準を使用しているアクセス ポリシーにトラフィック一致基準を作成する場
合、通常は目的のアプリケーションまたはアプリケーションタイプを選択するだけです。選択は
直接実行するか、再利用可能なアプリケーションまたはアプリケーションサービスオブジェクト
を作成して実行します。
ただし、期待どおりの結果を得るためのテクニックもあります。 次の表に、特定のアプリケー
ションにアプリケーション フィルタリングを使用する際のいくつかのヒントを示します。
アプリケーション

フィルタリング基準

AOL Instant Messenger（AIM） すべての AIM トラフィックを対象にするには、[AOL Instant
Messenger] と [AOL protocol] の 2 つのアプリケーションを選択
する必要があります。
（注）

ICMP

AOL プロトコルは ICQ でも使用されるため、ICQ と
AIM のどちらか一方を許可し、もう一方を拒否する
場合は、AOLプロトコルを許可する必要があります。

Internet Control Message Protocol（ICMP）トラフィックを対象に
するには多くの方法があります。
• サービス オブジェクト：アプリケーション フィルタリン
グの代わりにサービス オブジェクトを使用できます。 事
前定義済みの [protocol-icmp] または [protocol-icmp6] を使用
してすべての ICMP トラフィック（IPv4 または IPv6）を対
象とするか、（[icmp-*] および [icmp6-*] という名前の）各
ICMP メッセージ タイプを対象とする事前定義済みオブ
ジェクトがあります。 任意の組み合わせのメッセージ オ
ブジェクトを定義するオブジェクトを作成することもでき
ます。
• アプリケーション：[internet control message protocol]、
[internet control message protocol version 4]、[ipv6-icmp] など
いくつかのアプリケーションがあります。 ただし、これら
のアプリケーションは独自のアプリケーションを持ち、
[ping] とは一致しません。 また、[ipv6-*] という名前の、
他のメッセージ タイプに対するアプリケーションもありま
すが、すべてのメッセージ タイプに独自のアプリケーショ
ンがあるわけではありません。

ICQ

すべての ICQ（「I seek you」）トラフィックを対象にするに
は、[icq] と [AOL protocol] の 2 つのアプリケーションを選択す
る必要があります。
（注）

AOL プロトコルは AIM でも使用できるため、ICQ と
AIM のどちらか一方を許可し、もう一方を拒否する
場合は、AOLプロトコルを許可する必要があります。
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アプリケーション

フィルタリング基準

eMule

eMule トラフィックを対象にするには、[eDonkey] アプリケー
ションと [encrypted emule] アプリケーションを選択します。

Application Viewer の使用
Application Viewer の用途は次のとおりです。
• アクセス コントロールとレポート作成で現在使用できるアプリケーションとアプリケーショ
ン タイプを探索します。
• アプリケーション タイプ内に含まれるアプリケーションか、アプリケーションが属するタイ
プを判別します。
• アプリケーションで使用できる制御可能な動作を判別します（ある場合）。
• ポリシーまたはポリシー オブジェクト内のアプリケーションまたはアプリケーション タイ
プの現在の使用状況を表示します。
• ユーザがアプリケーションを使用しようとした回数を示す、各アプリケーションのヒット数
を表示します。 ヒット カウントは、アプリケーションの詳細ダッシュボードにリンクされ
ます。
• ユーザがそのタイプのアプリケーションを使用しようとした回数を示す、各アプリケーショ
ン タイプのヒット カウントを表示します。 カウントはタイプ内のすべてのアプリケーショ
ン ヒットの要約です。 ヒット カウントは、アプリケーション タイプの詳細のダッシュボー
ドにリンクされます。

ヒント

ヒット カウントは現在ダッシュボードで選択されている時間範囲に基づいています。 時間範
囲を確認するには、ヒット カウントの上にマウスを置きます。
アプリケーション ビューアを開くには、[Policies] > [Applications] を選択します。
Application Viewer には次の項目が含まれます。
• [Filter]：ビューをフィルタリングして、アプリケーションを見つけやすくすることができま
す。 1 つ以上の文字列を入力し、[Filter] をクリックすると、文字列の 1 つを含むアプリケー
ションまたはタイプだけが表示されます。 入力した文字列は、アプリケーション名またはタ
イプ、動作、ポート番号など、一致すると見なされる項目のどこにあってもかまいません。
つまり、文字列はアプリケーション名またはタイプの先頭と一致する必要はなく、名前にな
くてもかまいません。 アプリケーション タイプ リストを検索すると、タイプ内のアプリケー
ションとの一致も表示されます。
フィルタを削除するには、ボックスから削除し、[Filter] をクリックします。
• [I want to]：次のコマンドが含まれています。
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• [View by Application Types]：個々のアプリケーションではなく、リスト内のアプリケー
ション タイプを表示します。
• [View by Application Names]：アプリケーション タイプではなく、リスト内の個々のア
プリケーションを表示します。
• [View New Applications]：過去 30 日以内に、アプリケーション シグニチャのダウンロー
ドから追加されたアプリケーションを表示します。
• [List of applications or application types]：各アプリケーションは、名前、説明、アプリケーショ
ン タイプ、動作、ポート、アプリケーションが追加された時期を示します。 リストをアプ
リケーション タイプ別に表示する場合、アプリケーションは、アプリケーション タイプ フォ
ルダに編成されます。 フォルダを開くと、タイプ内に含まれているアプリケーションが表示
されます。
次の情報も確認できます。
• アプリケーションまたはアプリケーション タイプのトラフィックが表示されている場
合、ヒット カウントも表示されます。アプリケーションまたはアプリケーション タイ
プの詳細ダッシュボードを表示するには、ヒット カウントのリンクをクリックします。
• アプリケーションまたはアプリケーション タイプがポリシーまたはポリシー オブジェ
クトで使用される場合、使用状況の要約がリストに表示されます。 項目の上にマウスを
置き、[View Usage Details] コマンドをクリックすると、ポリシーおよびオブジェクトに
関する詳細が表示されます。 また、切り捨てられて省略記号が付いているオブジェクト
の詳細を表示するときも、このリンクをクリックします。

URL フィルタリング
URL フィルタリングにより、特定の HTTP 要求または HTTPS 要求の Web サーバ カテゴリをベー
スにしたユーザ アクセスを制御することができます。 たとえば、ギャンブル関連の Web サイト
に対するすべての HTTP 要求をブロックしたり、Web ベースの電子メール Web サイトに対するす
べての HTTPS 要求を復号化することができます。
個々の URL ごとに、アクセスを許可またはブロックすることもできます。 たとえば、社内ネッ
トワークにあるすべての Web サーバに対するアクセスを許可したり、まだカテゴリが決まってい
ない新しい Web サイトへのアクセスをブロックできます。
URL フィルタリングを実装するには、次の手順を実行します。
• カテゴリまたは個々の URL、または両方を定義し、同じように処理する URL オブジェクト
を作成します。 オブジェクトのブロック リストにカテゴリまたは URL を含めると、許可リ
スト内のカテゴリまたは URL と一致するサイト以外を除外できます。 たとえば、ほとんど
のゲームをブロックするためゲーム カテゴリ用の URL オブジェクトを作成し、アクセスを
許可する特定のゲーム サイトの URL をいくつかブロック リストに含めると、そのサイトへ
のアクセスを許可できます。
• （任意）。ネットワーク グループ オブジェクトと関連付けられた URL オブジェクトの、複
雑な組み合わせを定義した宛先オブジェクトを作成し、ホストまたはネットワークの宛先IP
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アドレスと、一致するアドレスを持つ URL またはサーバのカテゴリの組み合わせに基づい
たアクセスを定義します。
• 次のポリシーで URL オブジェクトまたは宛先オブジェクトを使用します。
• アクセス。含まれる URL またはカテゴリに対するアクセスを許可またはブロックしま
す。
• 復号化。含まれる URL またはカテゴリに対する HTTPS アクセスが復号化されるかどう
かを判別し、アプリケーションの内容や動作など、トラフィックの特性をさらに掘り下
げて調査できるようにします。

URL のカテゴリの判別
URLカテゴリはルール作成の強力なツールです。 たとえば、ギャンブルが企業のアクセプタブル
ユース ポリシーに適合しない場合、社内ネットワークでギャンブル関連サイトをブロックするこ
とができます。 ギャンブル カテゴリを拒否するアクセス ルールを作成すると、ギャンブル Web
サイトのすべてのアドレスの入力をしなくてもポリシーが実装されます。ギャンブル関連サイト
の可能性があるすべてのアドレスを判別するために、時間を使ってインターネットを細かく調べ
る必要もありません。
ただし、許容されるサイトが属する URLカテゴリを誤ってブロックしてしまい、そのサイトへの
トラフィックをブロックしてはいけません。
そのため、サイトへのトラフィックに影響する可能性のあるルールを定義する前に、サイトのWeb
カテゴリを判別することができます。 サイトがブロック対象のカテゴリに属していると判断する
と、許容されるサイトを他の好ましくないカテゴリが含まれた URL オブジェクト内のブロック
リストに追加する可能性があります。
Web サイトの URL カテゴリを判別するには、次の方法のいずれかを使用できます。
• そのサイトへのトラフィックがすでに ASA CX を通過している場合、ダッシュボードまたは
Event Viewer でサイトを見つけることができます。
• ダッシュボード：Web 宛先ダッシュボードから Web サイトを検索します。 サイトをク
リックすると、宛先の詳細ダッシュボードが表示されます。 先頭の宛先グループには、
URL カテゴリとアプリケーションおよびアプリケーション タイプが表示されます。
• Event Viewer：その Web サイトを宛先としているイベントを検索します。 たとえば、リ
アルタイムにイベントを検索しているときに、トラフィックがデバイスを通過している
ワークステーションから Web サイトを開きます。 イベントの詳細に URL カテゴリが含
まれます。
• サイトのカテゴリを検索するには次の手順を使用します。特に、サイトがマルウェアをホス
ティングしている、または好ましくない（サイトを直接開きたくない）と確信するだけの確
実な理由がある場合に、この手順が有効です。 アクセスするには、Cisco.com のアカウント
が必要です。
1 Web ブラウザで次の URL を開きます。https://securityhub.cisco.com/web/submit_urls
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2 [Lookup] タブまたは [Submit URLs] タブで、[Lookup] ボックスの [URLs] に URL を入力し
ます。 一度に複数の URL を入力できます。
3 [Async OS Version: 7.5 and newer and mixed environments] を選択します。
4 [Lookup] をクリックします。
検索が成功すると、入力した URL と関連する URL カテゴリが表示されます。 カテゴリ
がない場合は URL は未分類のまま表示されます。 このカテゴリに同意しない場合、また
は未分類の URL について提案がある場合は、適切であると思われるカテゴリを選択し、
[Submit] をクリックしてカテゴリの変更を要求します。 この要求は [Submitted URLs] タブ
の [Status] でトラッキングできます。

URL カテゴリについて
次に、このリリースの時点で利用可能な URL カテゴリを示します。 URL カテゴリの更新では、
カテゴリの追加、削除、結合、または分割を行います。
Adult
成人向けですが、ポルノとは限りません。 成人向けクラブ（ストリップ クラブ、スインガー
クラブ、エスコート サービス、ストリッパー）、セックスに関する一般的な情報、非ポル
ノ性サイト、性器ピアス、成人向け商品またはグリーティング カード、健康や病気の文脈
に含まれないセックスに関する情報。
次に、例を示します。
• www.adultentertainmentexpo.com
• www.adultnetline.com
Advertisments
Web ページに付随して表示されることの多いバナー広告やポップアップ広告、広告コンテ
ンツを提供するその他の広告に関連する Web サイト。 広告に関連するサービスと販売は
「Business and Industry」に分類されます。
次に、例を示します。
• www.adforce.com
• www.doubleclick.com
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Alcohol
楽しみとしてのアルコール、ビールやワインの製造、カクテルのレシピ、酒類販売者、ワイ
ナリ、ブドウ園、ビール醸造所、アルコール販売業者。 アルコール依存は「Health and
Nutrition」に分類されます。バーとレストランは「Dining and Drinking」に分類されます。
次に、例を示します。
• www.samueladams.com
• www.whisky.com
Arts
ギャラリーと展示会、芸術家と芸術、写真、文学と書籍、芸能と劇場、ミュージカル、バレ
エ、博物館、設計、建築。 映画とテレビは「Entertainment」に分類されます。
次に、例を示します。
• www.moma.org
• www.nga.gov
Astrology
占星術、ホロスコープ、占い、数霊術、霊能者による助言、タロット。
次に、例を示します。
• www.astro.com
• www.astrology.com
Auctions
オンライン オークションおよびオフライン オークション、競売場、案内広告。
次に、例を示します。
• www.craigslist.org
• www.ebay.com
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Business and Industry
マーケティング、商業、企業、ビジネス手法、労働力、人材、運輸、給与、セキュリティと
ベンチャー キャピタル、オフィス用品、産業機器（プロセス用機器）、機械と機械系、加
熱装置、冷却装置、資材運搬機器、包装装置、製造、立体処理、金属製作、建築と建築物、
旅客輸送、商業、工業デザイン、建築、建築資材、出荷と貨物（貨物取扱業務、トラック輸
送、運送会社、トラック輸送業者、貨物ブローカと輸送ブローカ、優先サービス、荷高と貨
物のマッチング、追跡とトレース、鉄道輸送、海上輸送、ロード フィーダ サービス、移動
と保管）。
次に、例を示します。
• www.freightcenter.com
• www.staples.com
Chat and Instant Messaging
Web ベースのインスタント メッセージングおよびチャット ルーム。
次に、例を示します。
• www.icq.com
• www.meebo.com
Cheating and Plagiarism
不正行為を助長し、学期末論文（盗用したもの）などの書物を販売したりします。
次に、例を示します。
• www.bestessays.com
• www.superiorpapers.com
Child Abuse Content
世界的な規模の不法な児童性的虐待コンテンツ。
Computer Security
企業ならびにホーム ユーザ向けにセキュリティ商品とサービスを提供します。
次に、例を示します。
• www.computersecurity.com
• www.symantec.com
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Computers and Internet
ハードウェア、ソフトウェア、ソフトウェア サポートなどのコンピュータとソフトウェア
に関する情報、ソフトウェア エンジニア向けの情報、プログラミングとネットワーキング、
Web サイトの設計、一般的な Web およびインターネット、コンピュータ サイエンス、コン
ピュータ グラフィックスおよびクリップアート。 「Freeware and Shareware」は別のカテゴ
リになっています。
次に、例を示します。
• www.xml.com
• www.w3.org
Dating
デート、出会い系サイト、結婚紹介所。
次に、例を示します。
• www.eharmony.com
• www.match.com
Digital Postcards
デジタル ポストカードと E カードの送信が可能です。
次に、例を示します。
• www.all-yours.com
• www.e-cards.com
Dining and Drinking
飲食施設、レストラン、バー、酒場、パブ、レストランのガイドとレビュー。
次に、例を示します。
• www.hideawaybrewpub.com
• www.restaurantrow.com
Dynamic and Residential
ブロードバンド リンクの IP アドレス。通常は、ホーム ネットワークへのアクセスを試行す
るユーザを示します。たとえば、ホーム コンピュータへのリモート セッションの場合など
です。
次に、例を示します。
• http://109.60.192.55
• http://dynalink.co.jp
• http://ipadsl.net
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Education
学校、カレッジ、大学、教材、教員の人材などの教育関連、技術訓練および職業訓練、オン
ライン研修、教育に関する問題とポリシー、金融支援、学校助成金、基準と試験。
次に、例を示します。
• www.education.com
• www.greatschools.org
Entertainment
映画の詳細やディスカッション、音楽やバンド、テレビ、セレブやファンの Web サイト、
娯楽関係のニュース、セレブのゴシップ、娯楽スポット。 「Arts」カテゴリと比較してくだ
さい。
次に、例を示します。
• www.eonline.com
• www.ew.com
Extreme
性暴力または犯罪的な性質のサイト、暴力および暴力的行為、悪趣味なサイト（死体画像な
どのむごたらしい写真が載っていることが多い）、犯罪現場の写真、犯罪や事故の犠牲者、
過剰にわいせつな情報、衝撃的な Web サイト。
次に、例を示します。
• www.car-accidents.com
• www.crime-scene-photos.com
Fashion
衣類とファッション、美容室、化粧品、アクセサリ、宝石、香水、身体の改造に関する写真
や文、タトゥーとピアス、モデル事務所。 皮膚に関する商品は「Health and Nutrition」に分
類されます。
次に、例を示します。
• www.fashion.net
• www.findabeautysalon.com
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File Transfer Services
主要な目的が、ダウンロード サービスの提供とホスティング ファイルの共有のファイル転
送サービス。
次に、例を示します。
• www.rapidshare.com
• www.yousendit.com
Filter Avoidance
匿名の cgi、php、glype プロキシ サービスを含む、検出できない、または匿名 Web の使用を
拡大および助長します。
次に、例を示します。
• www.bypassschoolfilter.com
• www.filterbypass.com
Finance
会計実務、会計、課税、税金、銀行、保険、投資、国家経済、すべての保険の種類、クレ
ジット カード、退職後のプランと相続プラン、ローン、抵当権を含む個人金融などの金融
が主体のサイト。 株式は「Online Trading」に分類されます。
次に、例を示します。
• finance.yahoo.com
• www.bankofamerica.com
Freeware and Shareware
フリー ソフトウェアおよびシェアウェア ソフトウェアのダウンロードを提供します。
次に、例を示します。
• www.freewarehome.com
• www.shareware.com
Gambling
カジノとオンライン ギャンブル、ギャンブルの胴元と賭け率、ギャンブルに関する助言、
ギャンブル コンテキストでの競争の厳しいレース、スポーツ ギャンブル、株式に幅広く賭
けるサービス。 ギャンブル依存を扱う Web サイトは「Health and Nutrition」に分類されま
す。政府運営の宝くじは「Lotteries」に分類されます。
次に、例を示します。
• www.888.com
• www.gambling.com
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Games
さまざまなカード ゲーム、ボード ゲーム、ワード ゲーム、ビデオ ゲーム、コンバット ゲー
ム、スポーツ ゲーム、ダウンロード可能なゲーム、ゲームのレビュー、ゲーム攻略サイト、
ロールプレイング ゲームなどのコンピュータ ゲームとインターネット ゲーム。
次に、例を示します。
• www.games.com
• www.shockwave.com
Government and Law
政府 Web サイト、国際関係、政府と選挙に関係するニュースと情報、弁護士、法律事務所、
法律関係の出版物、法関連の資料、裁判所、訴訟事件表、弁護士会、法律および裁判所によ
る決定などの法律の分野に関係する情報、公民権に関する問題、入国管理、特許と著作権、
法執行と矯正行政、犯罪報告、法執行、犯罪統計、武力、軍事基地、軍組織、反テロリズム
などの軍隊。
次に、例を示します。
• www.usa.gov
• www.law.com
Hacking
Web サイト、ソフトウェア、コンピュータのセキュリティを迂回する方法について記載し
ているサイト。
次に、例を示します。
• www.hackthissite.org
• www.gohacking.com
Hate Speech
社会集団、肌の色、宗教、性的指向、障がい、階級、民族、国籍、年齢、性別、性同一性を
基に、憎悪、不寛容、差別を助長する Web サイト。人種差別を扇動するサイト、性差別、
人種差別の神学、人種差別の音楽、ネオナチ組織、特定民族至上主義、ホロコースト否定
論。
次に、例を示します。
• www.kkk.com
• www.nazi.org
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Health and Nutrition
ヘルス ケア、病気と障がい、医療、病院、医師、医薬品、メンタル ヘルス、精神医学、薬
理学、エクササイズとフィットネス、身体障がい、ビタミンとサプリメント、健康のコンテ
キスト内でのセックス（病気とヘルス ケア）、たばこの摂取、アルコールの摂取、薬の摂
取、健康のコンテキスト内でのギャンブル（病気とヘルス ケア）、一般的な食物、食物と
飲料、料理とレシピ、食糧と栄養、健康、ダイエット、レシピと料理の Web サイトを含む
料理、代替医療。
次に、例を示します。
• www.health.com
• www.webmd.com
Humor
ジョーク、スケッチ、コミック、その他のユーモラスなコンテンツ。 気分を害する可能性
のある成人向けユーモアは「Adult」に分類されます。
次に、例を示します。
• www.humor.com
• www.jokes.com
Illegal Activities
窃盗、不正行為、電話ネットワークへの不法アクセスなどの犯罪を助長するサイト、コン
ピュータ ウィルス、テロリズム、爆弾、無秩序、殺人や自殺を描写したものやその実行方
法を記述した Web サイト。
次に、例を示します。
• www.ekran.com
• www.thedisease.net
Illegal Downloads
ソフトウェアまたは他の情報、シリアル番号、キー ジェネレータ、および著作権侵害でソ
フトウェアの保護を迂回するツールをダウンロードできる機能を提供するサイト。 動画共
有は「Peer File Transfer」に分類されます。
次に、例を示します。
• www.keygenguru.com
• www.zcrack.com
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Illegal Drugs
気晴らしのためのドラッグ、ドラッグ摂取の道具、ドラッグの購入と製造に関する情報。
次に、例を示します。
• www.cocaine.org
• www.hightimes.com
Infrastructure and Content Delivery Networks
コンテンツ配信インフラストラクチャおよびダイナミックに生成されるコンテンツ、セキュ
リティ保護されているため、これ以上分類できないか、保護されていないため分類が困難で
ある Web サイト。
次に、例を示します。
• www.akamai.net
• www.webstat.net
Internet Telephony
インターネットを使用した電話サービス。
次に、例を示します。
• www.evaphone.com
• www.skype.com
Job Search
キャリアに関する助言、レジュメの書き方とインタビューのスキル、職業紹介サービス、職
業データバンク、終身雇用職業紹介所、人材派遣会社、企業の Web サイト。
次に、例を示します。
• www.careerbuilder.com
• www.monster.com
Lingerie and Swimsuits
肌着と水着、特にモデルが登場するもの。
次に、例を示します。
• www.swimsuits.com
• www.victoriassecret.com
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Lotteries
宝くじ、コンテストおよび国が運営する宝くじ。
次に、例を示します。
• www.calottery.com
• www.flalottery.com
Mobile Phones
ショート メッセージ サービス（SMS）、着信音と携帯電話のダウンロード。 携帯電話会社
の Web サイトは「Business and Industry」カテゴリに含まれます。
次に、例を示します。
• www.cbfsms.com
• www.zedge.net
Nature
天然資源、生態学および保護、森林、荒地、植物、花、森林保護、森林、荒地、林業活動、
森林管理（植林、森林保護、保護、収穫、森林状態、間伐、山焼き）、農業活動（農業、
ガーデニング、園芸、造園、作付け、雑草防除、用水、剪定、収穫）、公害に関する問題
（大気質、有害廃棄物、公害防止、リサイクル、廃棄物管理、水質、環境浄化産業）、動
物、ペット、家畜、動物学、生物学、植物学。
次に、例を示します。
• www.enature.com
• www.nature.org
News
ニュース、ヘッドライン、新聞、テレビ局、雑誌、天気、スキー場の状態。
次に、例を示します。
• www.cnn.com
• news.bbc.co.uk
Non-governmental Organization
クラブ、圧力団体、コミュニティ、非営利組織および労働組合などの非政府組織。
次に、例を示します。
• www.panda.org
• www.unions.org
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Non-sexual Nudity
ヌーディズムおよび裸体、裸体主義、ヌーディスト キャンプ、芸術的裸体。
次に、例を示します。
• www.artenuda.com
• www.naturistsociety.com
Online Communities
アフィニティ グループ、特殊な関心のグループ、Web ニュースグループ、メッセージ ボー
ド。 「Professional Networking」または「Social Networking」として分類された Web サイト
は除外します。
次に、例を示します。
• www.igda.com
• www.ieee.com
Online Storage and Backup
バックアップ、共有、ホスティング用オフサイトおよびピアツーピア ストレージ。
次に、例を示します。
• www.adrive.com
• www.dropbox.com
Online Trading
オンライン仲買、ユーザが株式をオンラインでトレードできる Web サイト、株式市場に関
係する情報、株式、担保、投資信託、ブローカ、株価分析および解説、株式審査、株式チャー
ト、IPO、株式分割。 株式に幅広く賭けるサービスは「ギャンブル」に分類されます。他の
金融サービスは「金融」に分類されます。
次に、例を示します。
• www.tdameritrade.com
• www.scottrade.com
Organizational Email
業務上の電子メール アクセスに使用する Web サイト（多くは Outlook Web アクセス）。
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Parked Domains
広告ネットワークから有料のリストを使用して、ドメインからのトラフィックを金銭化した
り、利益を求めてドメイン名の販売を希望する「不法占拠者」が所有する Web サイト。 こ
れらは有料の広告リンクを返す、偽の検索 Web サイトも含みます。
次に、例を示します。
• www.domainzaar.com
• www.parked.com
Peer File Transfer
ピアツーピア ファイル要求の Web サイト。 ファイル転送自体のトラッキングは行いませ
ん。
次に、例を示します。
• www.bittorrent.com
• www.limewire.com
Personal Sites
私的な個人の Web サイト、個人的なホームページ サーバ、個人的なコンテンツを持つ Web
サイト、特定のテーマを持たない個人ブログ。
次に、例を示します。
• www.karymullis.com
• www.stallman.org
Photo Searches and Images
イメージ、画像、およびクリップ アートの保管と検索を促進します。
次に、例を示します。
• www.flickr.com
• www.photobucket.com
Politics
政治家の Web サイト、政党、政治、選挙、民主主義、投票に関するニュースと情報。
次に、例を示します。
• www.politics.com
• www.thisnation.com
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Pornography
明白に性的な文章または描写。 明示的なアニメーションや漫画、一般的に明白な描写、他
のフェティッシュ情報、明示的なチャット ルーム、セックス シミュレータ、ストリップ
ポーカー、成人向け映画、わいせつなアート、明白な Web ベースの E メールなどがありま
す。
次に、例を示します。
• www.redtube.com
• www.youporn.com
Professional Networking
キャリアまたは専門的な開発を目的とするソーシャル ネットワーキング。 「Social
Networking」も参照してください。
次に、例を示します。
• www.linkedin.com
• www.europeanpwn.com
Real Estate
不動産の検索をサポートする情報、オフィスと商業スペース、不動産一覧、賃貸、アパー
ト、住宅、住宅建設などの不動産一覧。
次に、例を示します。
• www.realtor.com
• www.zillow.com
Reference
市と州のガイド、地図、時刻、参照先、辞書、ライブラリ。
次に、例を示します。
• www.wikipedia.org
• www.yellowpages.com
Religion
宗教に関するコンテンツ、宗教に関する情報、宗教上のコミュニティ
次に、例を示します。
• www.religionfacts.com
• www.religioustolerance.org
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SaaS and B2B
オンライン ビジネス サービス向け Web ポータル、オンライン ミーティング。
次に、例を示します。
• www.netsuite.com
• www.salesforce.com
Safe for Kids
幼児を対象に、特に承認されたサイト。
次に、例を示します。
• kids.discovery.com
• www.nickjr.com
Science and Technology
航空宇宙科学、電子工学、工学、数学、その他の類似の主題、宇宙開発、気象学、地理学、
環境、エネルギー（化石、原子力、再生可能）、通信（電話、遠距離通信）。
次に、例を示します。
• www.physorg.com
• www.science.gov
Search Engines and Portals
インターネット上の情報への検索エンジンと他の初期アクセス ポイント。
次に、例を示します。
• www.bing.com
• www.google.com
Sex Education
セックス、性の健康、避妊、妊娠を扱う、事実に基づく Web サイト。
次に、例を示します。
• www.avert.org
• www.scarleteen.com
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Shopping
物々交換、オンラインでの購入、クーポンとフリー オファー、一般的なオフィス消耗品、
オンライン カテゴリ、オンライン モール。
次に、例を示します。
• www.amazon.com
• www.shopping.com
Social Networking
ソーシャル ネットワーキング。 「Professional Networking」も参照してください。
次に、例を示します。
• www.facebook.com
• www.twitter.com
Social Science
社会に関係する科学と歴史、考古学、人類学、文化考、歴史学、言語学、地理学、哲学、心
理学、女性学。
次に、例を示します。
• www.archaeology.com
• www.anthropology.com
Society and Culture
家族と親族、民族性、社会組織、家系、高齢者、育児。
次に、例を示します。
• www.childcare.gov
• www.familysearch.org
Software Updates
ソフトウェア パッケージの更新をホスティングする Web サイト。
次に、例を示します。
• www.softwarepatch.com
• www.versiontracker.com
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Sports and Recreation
プロとアマチュアのすべてのスポーツ、レクリエーション活動、釣り、ファンタジー スポー
ツ、公共公園、アミューズメント パーク、親水公園、テーマ パーク、動物園、水族館、温
泉。
次に、例を示します。
• www.espn.com
• www.recreation.gov
Streaming Audio
インターネット ラジオおよびオーディオ フィードなどのリアルタイムのストリーミング
オーディオのコンテンツ。
次に、例を示します。
• www.live-radio.net
• www.shoutcast.com
Streaming Video
インターネット テレビ、Web キャスト、ビデオ共有などのリアルタイムのストリーミング
ビデオ。
次に、例を示します。
• www.hulu.com
• www.youtube.com
Tobacco
たばこ専門 Web サイト、たばこ製造業、パイプと喫煙用商品（不法ドラッグ使用のため販
売されているものではない）。 たばこ依存に関しては「Health and Nutrition」に分類されま
す。
次に、例を示します。
• www.bat.com
• www.tobacco.org
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Transportation
個人輸送、車とバイクに関する情報、新車と中古車およびバイクの購入、カー クラブ、ボー
ト、飛行機、レクレーショナル ビークル（RV）、その他の類似項目。 車とバイクのレース
は「Sports and Recreation」に分類されます。
次に、例を示します。
• www.cars.com
• www.motorcycles.com
Travel
ビジネス旅行と個人旅行、トラベル情報、トラベル リソース、旅行代理店、休暇利用のパッ
ク旅行、船旅、宿泊施設、旅行に関する輸送、航空券の予約、航空運賃、レンタカー、別
荘。
次に、例を示します。
• www.expedia.com
• www.lonelyplanet.com
Unclassified
シスコのデータベースに存在しない Web サイトは、レポートのために未分類として記録さ
れます。 入力ミスした URL が含まれます。
Weapons
銃販売者、銃のオークション、銃に分類される広告、銃の装飾品、銃のショー、銃のトレー
ニングなどの通常兵器の購入または使用に関連する情報、銃に関する一般的な情報、他の武
器とグラフィック ハンティング サイトも含まれることがあります。 政府軍の Web サイト
は「Government and Law」に分類されます。
次に、例を示します。
• www.coldsteel.com
• www.gunbroker.com
Web Hosting
Web サイトのホスティング、帯域幅サービス。
次に、例を示します。
• www.bluehost.com
• www.godaddy.com
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Web Page Translation
言語間での Web ページの変換。
次に、例を示します。
• babelfish.yahoo.com
• translate.google.com
Web-based Email
公開された Web ベースの電子メール サービス。 個人が自分の会社または組織の電子メール
サービスにアクセスするための Web サイトは、「Organizational Email」に分類されます。
次に、例を示します。
• mail.yahoo.com
• www.hotmail.com
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SSL/TLS トラフィック フローの管理
HTTPS など一部のプロトコルは、Secure Sockets Layer（SSL）またはその後継バージョンである
Transport Layer Security（TLS）を使用して、セキュアな転送のためにトラフィックを暗号化しま
す。 暗号化されたトラフィックは検査できないため、アクセス判断のために上位層のトラフィッ
ク特性を考慮したアクセス ルールを適用する場合は、トラフィックを復号化する必要がありま
す。
ここでは、SSL/TLS トラフィック フロー管理と復号化についてさらに詳しく説明します。
• SSL/TLS トラフィック管理の概要, 299 ページ
• SSL/TLS 復号化の設定, 305 ページ
• TLS/SSL 復号化のトラブルシューティング, 320 ページ

SSL/TLS トラフィック管理の概要
SSL/TLS プロトコルは、暗号化によってトラフィックを保護するために広く使用されています。
トラフィックが暗号化されるため、トラフィック インスペクタはトラフィックの内容を判断でき
ません。 ASA CX では、復号化ポリシーを使用してトラフィック フローを復号化するかどうかが
決定されます。
SSL/TLS 暗号化されたトラフィックを処理するには、次の選択肢があります。
• トラフィックを復号化し、検査してから、再度暗号化する：トラフィックを復号化すること
を選択した場合、ASA CX は man-in-the-middle として機能します。
• 着信トラフィックが復号化されます。
• トラフィックが HTTPS である場合、そのトラフィックは検査されます（HTTPS トラ
フィックのみが検査されます。他のトラフィック タイプは検査されません）。 アクセ
ス ルールが適用されます。
• トラフィックが許可されると、そのフローのアクセス ポリシーに定義されているすべて
のアクション プロファイルが適用され、フローが再暗号化されて、宛先に送信されま
す。
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• 復路のトラフィックも復号化され、検査された後、再暗号化されてクライアントに送信
されます。
トラフィック フローを復号化することにした場合、ユーザは ASA CX 証明書を信頼できる
ルート認証局として受け入れる必要があります。 詳細については、SSL/TLS 証明書のダウン
ロードとインストール, （310 ページ）を参照してください。

（注）

トラフィック フローの復号化を選択した場合でも、復号化は単に検査を行え
るようにするため実行されるに過ぎません。 ASA CX はフローを再暗号化し
てから宛先に送信するため、エンドツーエンドのトラフィック フローは暗号
化されます。 復号化された内容は他のホストに送信されません。デバイスか
ら出力されること自体がありません。

• [Conditionally decrypt potentially malicious traffic]：宛先に割り当てられた Web レピュテーショ
ンに基づいて、トラフィックを条件付きで復号化できます。 ある Web レピュテーションが、
定義されている低レピュテーション ゾーンに該当する場合、トラフィックは復号化され、他
の復号化されたフローと同様に処理されます。 その Web レピュテーションが、高レピュテー
ション ゾーンに該当する場合、トラフィックは復号化されず、他の復号化されないフローと
同様に処理されます。
• [Do not decrypt the traffic]：トラフィックを復号化しなかった場合、ASA CX はトラフィック
を検査しません。 ネットワーク グループ、サービス グループ、またはユーザ ID に基づく
アクセス ルールがすでに適用されているため、暗号化されたトラフィック フローは復号化
ポリシーによって評価される前に、すでに拒否されている可能性があります。
復号化されない暗号化トラフィックの場合、アクセス ルールが適用され、許可またはドロッ
プの決定は、ネットワーク（IP アドレス）、サービス（ポート、TCP/UDP）、およびユーザ
アイデンティティ ポリシー オブジェクトなど、公開されているトラフィック フローの特性
に基づいて行われます。 URL オブジェクトの場合はドメイン名のみが照合され、その結果
Web カテゴリ照合が行われる場合もありますが、同じ Web サーバまたはドメインで異なる
リソースに対して、別個の振る舞いを指定することはできません。 暗号化されたトラフィッ
ク フローは、アプリケーションまたはユーザ エージェントのポリシー オブジェクトが含ま
れた仕様と照合されることはありません。
また、許可されたトラフィック フローに適用するすべてのアクション プロファイルは、暗
号化されたトラフィックに対して無視されます。 たとえば、特定のタイプのアップロードま
たはダウンロードを回避するファイル フィルタリング プロフィルや、低レピュテーション
の Web サイトからのトラフィックをドロップする Web レピュテーション アクション プロ
ファイルを適用することはできません。 暗号化されたフローのコンテンツは不明であるた
め、暗号化されたフロー全体が許可されます。
次のトピックで、復号化をさらに詳しく説明します。
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トラフィックを復号化する理由
ヒント

ASA CX のアクセス ポリシーの目的は、ネットワークでのユーザの行動を検出、モニタリン
グ、測定、および制御することです。 SSL/TLS セッション内部に隠されたプロトコルに対し
ては、トラフィック フローの復号化も行わない限り、これらをうまく行うことはできません。
暗号化されたトラフィックを復号化するかどうかを選択できます。また、一部のトラフィック フ
ローは復号化して、他は復号化しないように決定することもできます。 トラフィックを復号化す
るかどうかを検討する際に、暗号化トラフィックのタイプとして最も注目されるのは HTTPS で
す。
HTTPS は、HTTP の保護された形式として機能する Web プロトコルです。 HTTPS は HTTP 要求
と応答を暗号化してから、ネットワーク経由で送信されます。 一般的に、HTTPS を使用している
サイトへの接続は「安全」であると考えられています。HTTPS 接続は保護されていますが、安全
というわけではなく、悪意のあるサーバや信頼できないサーバは識別されません。
HTTPS トラフィックを復号化すると、以下を行うことができます。
• ネットワーク トラフィックを詳しく調べる：使用されているアプリケーションなど、ネット
ワーク トラフィックをより詳細に調べることができます。 トラフィックを復号化すること
で、HTTPS を使用してアクセスされた Web サイトについての詳しい情報をダッシュボード
に含めることができます。
• 低レピュテーションの送信元をブロックする：Web レピュテーション プロファイルを使用し
て、低レピュテーションの送信元でホストされたコンテンツを選択的にブロックすること
で、ユーザは保護されると同時に、許可された Web サイトにアクセスできます。
• 好ましくないファイル交換をブロックする：ファイルのアップロードとダウンロードを選択
的にブロックすることで、セキュリティ ポリシーを実装できます。
• 調査対象の特性に基づいてアクセスを制御する：アプリケーション、タイプ、および振る舞
いなど、一部のトラフィック特性は調査でしか把握できないため、トラフィックを最初に復
号化する場合にのみ、これらの特性を使用するアクセス ポリシーを適用できます。
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トラフィック フローを復号化する
復号化される暗号化トラフィック フローは、次のプロセスを使用して処理されます。
図 21：トラフィック フローを復号化する

• 1、2：クライアント hello。
クライアント（A）は、目的の宛先（C）へ hello を送信し、暗号化されたセッションを開始
します。 トラフィック フローが CX デバイス（B）に入ると、デバイスは宛先サーバに自分
の hello を送信します。

（注）

最初のフローが拒否アクセス ポリシーと（たとえば、クライアントの IP アド
レスに基づいて）一致する場合、フローは CX デバイスに入るときにドロップ
されます。

• 3：サーバ hello と証明書。
サーバが hello に応答し、証明書を送信します。
• 4：CX デバイスは、サーバ証明書を確認し、復号化ポリシーを適用します。 ここでは、復号
化します。
• 5：CX デバイスとサーバ間のハンドシェイク。
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• 6：サーバ hello と証明書。
CX デバイスはクライアントに自分のサーバ hello および証明書を送信します。
• 7 —クライアントとCXデバイス間のハンドシェイク。
• 8：クライアントと CX デバイス間の暗号化データ フロー。
• 9：CX デバイスは、フローを復号化し、検査して、アクセス ポリシーを再度適用します。
トラフィックが拒否ポリシーと一致する場合、フローはこの時点でドロップされます。
• 10：フローがアクセス ポリシーにより許可された場合の、CX デバイスとサーバの間の暗号
化データ フロー。

トラフィック フローを復号化しない
復号化されない暗号化されたトラフィック フローは、次のプロセスを使用して処理されます。
図 22：トラフィック フローを復号化しない

• 1、2：クライアント hello。
クライアント（A）は、目的の宛先（C）へ hello を送信し、暗号化されたセッションを開始
します。 トラフィック フローが CX デバイス（B）に入ると、デバイスは宛先サーバに自分
の hello を送信します。
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（注）

最初のフローが拒否アクセス ポリシーと（たとえば、クライアントの IP アド
レスに基づいて）一致する場合、フローは CX デバイスに入るときにドロップ
されます。

• 3：サーバ hello と証明書。
サーバが hello に応答し、証明書を送信します。
• 4：CX デバイスは、サーバ証明書を確認し、復号化ポリシーを適用します。 ここでは、復号
化しません。
• 5、6：CX デバイスは、クライアントおよびサーバとのトラフィック フローを個別に終了し
ます。
• 7：クライアントが接続を再試行します。
CX デバイスが、このフローは復号化しないことを記憶し、復号化処理をバイパスし、サー
バとの独自の接続を行います。 フローは検査されません。

復号化のヒントと制限
復号化を設定するときは、次の点に注意してください。
• 強力な暗号化には K9 ライセンスが必要です。 K9 ライセンスがない場合、強力な暗号化が必
要なサーバでの復号化処理が失敗します。 アクセス ポリシーに関係なく、デバイスで実行
できない復号化を必要とするすべてのフローが拒否されます。 K9 ライセンスは無料ですが、
アベイラビリティは輸出規制によって制限されます。 詳細については、Cisco.com を参照し
てください。
• どのタイプの暗号化トラフィックも復号化できますが、復号化の後に検査されるプロトコル
は HTTPS のみです。
• 復号化ポリシーは、フローが SSL/TLS ハンドシェイクで開始している場合のみ、トラフィッ
ク フローに適用されます。 SMTP over TLS などの暗号化をネゴシエーションするトラフィッ
ク フローが復号化されることはありません。 暗号化をネゴシエーションするトラフィック
フローは、暗号化されていないトラフィック フローのように処理されます。
• 復号化を有効にしたが、復号化ポリシーは作成しない場合、トラフィックは復号化されず、
暗号化されたトラフィック フローは設定したアクセス ポリシーに基づいて許可または拒否
されます。 [Decrypt Everything] または [Decrypt Potentially Malicious Traffic] アクションが適用
される復号化ポリシーを作成して、すべてのフローを復号化する必要があります。
• 復号化ポリシーで使用する URL オブジェクトを設定する際には、パス情報を含めないでく
ださい。 トラフィックが URL オブジェクトと一致するかどうか評価する際に、復号化ポリ
シーではパス情報を含んだすべての URL を完全に無視します。 オブジェクトに、ドメイン
名だけの URL と、パスが含まれる URL が混在している場合、復号化ポリシーはそのオブ
ジェクトを、ドメイン名だけを指定した URL のみが含まれるものとして扱います。

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
304

OL-28138-01-J

SSL/TLS 復号化の設定

• 復号化を有効にすると、システムのスループットが下がり、SSL/TLS 暗号化プロトコルを使
用するアプリケーションのパフォーマンスに影響が及ぶ可能性があります。
• 一部のアプリケーションは、クライアントとサーバ間のトラフィックの復号化をサポートし
ていません。 その理由としては、そのようなアプリケーションで信頼できる証明書ストアに
証明書を追加できないか、そのアプリケーションが信頼する証明書のハードコードされたリ
ストが使用されていることなどがあります。 たとえば、インターネット メッセージング用
アプリケーション、Dropbox、および多くの銀行サイトなどです。 これらのアプリケーショ
ンについては、サポートされないアプリケーションの復号化のバイパス, （318 ページ）に記
載されているように、復号化をバイパスする必要があります。

SSL/TLS 復号化の設定
次の手順では、SSL/TLS トラフィック フローの復号化を設定するプロセスの概要を示します。 こ
の手順を使用して、一般的な設定プロセスを理解し、参照トピックで詳細な手順を確認してくだ
さい。

手順
ステップ 1

強力な暗号化をサポートする ASA CX K9 ライセンスを取得してインストールします。
強力な暗号化には K9 ライセンスが必要です。 K9 ライセンスがない場合、強力な暗号化が必要な
サーバでの復号化処理が失敗します。アクセスポリシーに関係なく、デバイスで実行できない復
号化を必要とするすべてのフローが拒否されます。 K9 ライセンスは無料ですが、アベイラビリ
ティは輸出規制によって制限されます。
K9 ライセンスを使用できない場合は、実稼働ネットワーク上で復号化を有効にする前に、要件を
満たしていることを確認するために制御環境で復号化処理をテストする必要があります。 K9 ラ
イセンスなしで適切なトラフィックがブロックされないようにするには、復号化ポリシーを注意
深くテストし、調整する必要があります。

ステップ 2

復号化設定の指定, （306 ページ）の説明に従って、復号化を有効にして、使用する CA 証明書を
選択します。
復号化をイネーブルにする必要があります。イネーブルにしなかった場合、トラフィックフロー
は復号化されず、復号化ポリシーは使用されません。
ユーザからのトラフィック フローの復号化には、CA 証明書が使用されます。 目的の宛先からの
証明書を使用してトラフィック フローを再暗号化した後、それを宛先に送信します。

ステップ 3

復号化ポリシーの設定, （312 ページ）の説明に従って、復号化ポリシーを設定します。
復号化ポリシーによって、さまざまなトラフィック フローをどのように処理するかが定義されま
す。 それらを復号化して調査し、Web レピュテーションに基づいてそれらを条件付きで復号化す
るか、単に復号化しないことを選択できます。 デフォルトではトラフィックは復号化されないた
め、何らかのタイプの復号化を実装するポリシーを作成して、すべてのトラフィック フローを復
号化する必要があります。
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ステップ 4

サポートされないアプリケーションの復号化のバイパス, （318 ページ）の説明に従って、信頼さ
れているサイト、および復号化をサポートしていないサイトの復号化はバイパスします。
安全と思われるフローの不要な復号化プロセスを防止するため、金融など、よく知られている
URLカテゴリへのトラフィックは復号化しないようにすることを検討してください。 また、ネッ
トワーク上で使用されているアプリケーションの中で、インスタントメッセージアプリケーショ
ンのように、クライアントとサーバの間でトラフィックが復号化されると機能しなくなるアプリ
ケーションは復号化しないでください。

ステップ 5

信頼できるルート CA 証明書として復号化で使用される CA 証明書を認識するように、クライア
ント アプリケーションを設定します。
ユーザは、TLS/SSL を使用するアプリケーションで、信頼できるルート認証局として定義された
暗号化プロセスで使用される、CA 証明書を持っている必要があります。 SSL/TLS 証明書のダウ
ンロードとインストール, （310 ページ）の説明に従って、CA 証明書をダウンロードし、ユーザ
が使用できるようにブラウザにインストールします。 ソフトウェア管理メソッドを使用して、ブ
ラウザに証明書を事前インストールすることで、ユーザの操作を回避できます。 一部のブラウザ
以外のアプリケーションでは、証明書を追加できない場合があります。この場合、それらのアプ
リケーション用に復号化のバイパスが必要になることがあります。

ステップ 6

Event Viewer を使用して、復号化イベントを表示および分析します。
[Events] > [Events] を選択して Event Viewer を開きます。

復号化設定の指定
ASA CX に復号化ポリシーを実装するには、それらをイネーブルにし、ASA CX が管理対象の復
号化されたトラフィック フローに使用する認証局（CA）の証明書を特定する必要があります。
この CA 証明書は、クライアント アプリケーションがアクセスするサイトごとに、一時的な代替
証明書を発行するために使用されます。 一時証明書は、クライアントと ASA CX の間の保護され
た（SSL または TLS）セッションで、実サーバの証明書の代わりに使用されます。 一方、実サー
バの証明書は、ASA CX とサーバの間の保護されたセッションで使用されます。 この手法によっ
て、ASA CX は両側からデバイスに着信するコンテンツを復号化し、再暗号化してから、リレー
することができます。

手順
ステップ 1

[Device] > [Decryption] を選択します。

ステップ 2

TLS/SSL 復号化をイネーブルにし、ポリシーを復号化するには、[Enable Decryption Policies: On] を
選択します。
復号化ポリシーをイネーブルにすると、追加設定が表示され、復号化されたフローの管理に使用
する CA 証明書を選択できます。

ステップ 3

使用する [Certificate Initialization Method] を [Generate] または [Import] のいずれかから選択し、
フィールドに入力します。

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
306

OL-28138-01-J

SSL/TLS 復号化の設定

復号化をすでにイネーブルにしている場合は、現在設定されている証明書に関する要約情報が、
[Certificate Initialization Method] フィールドではなく、ページに表示されます。 証明書の [Export]
または [Replace] のリンクがあります。
[Replace] をクリックすると、[Certificate Initialization Method] フィールドが表示され、証明書の置
き換え方法を選択できます。
証明書の設定の詳細については、復号化証明書の設定, （307 ページ）を参照してください。
ヒント

ステップ 4

[Export] をクリックして、ブラウザにアップロードできるファイルで証明書をエクスポー
トできます。これにより、ユーザは復号化トラフィック フローの中での要求に従って、
証明書を保存する必要がなくなります。

[Save] をクリックして変更を保存します。

次の作業
復号化をイネーブルにすると、復号化ポリシーを設定できるようになります。

復号化証明書の設定
ASA CX は、クライアントが最初に接続要求を送信した TLS サーバを模倣します。 要求先サーバ
のように振舞うクライアントとの間に保護された接続を構築するには、アプリケーションがその
クライアントに、アプライアンスで設定された認証局で署名済みのサーバ証明書を送信する必要
があります。
復号化ポリシーを設定するときは、アプライアンスがそのサーバ証明書への署名に使用する CA
証明書を設定する必要があります。 この CA 証明書は、宛先サーバから提示される証明書の代わ
りになる、新しい一時的な証明書の発行に使用されます。
次の証明書初期化方式を使用して、証明書情報を入力できます。
• [Generate]：いくつかの基本構成情報を入力して、システムに新しい認証局（CA）証明書を
自動的に生成させることができます。 この証明書は、自己署名のルート CA 証明書になりま
す。 中間 CA を発行するために使用できる独自の認証局が組織にない場合、および外部 CA
から証明書を購入しない場合は、証明書を生成できます。
• [Import]：システムの外部で作成された CA 証明書と、それと一致する秘密キー ファイルを
インポート（アップロード）できます。 ネットワーク上のクライアントが、証明書または証
明書を発行した CA を信頼するよう設定済みの場合、証明書とキー ファイルをアップロード
できます。
認証局によって署名されたルート証明書または中間証明書のいずれかをアップロードできま
す。 ASA CX がサーバ証明書を模倣すると、アップロードされた証明書とともに模倣された
証明書がクライアント アプリケーションに送信されます。 このように、クライアント アプ
リケーションが信頼する認証局によって中間証明書が署名される限り、アプリケーションは
模倣されたサーバ証明書も信頼します。 組織が独自の認証局を使用する場合、中間証明書を
アップロードすることもできますが、セキュリティ上の理由から、ルート証明書は ASA CX
にアップロードしないでください。
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CA から新しい証明書を要求する場合、それ自体が認証局となる証明書を要求するようにし
てください。 つまり、追加の「子」証明書を発行できる証明書が必要です。
アップロードする証明書とキー ファイルは PEM 形式にする必要があります。 DER 形式はサ
ポートされていません。 DER 形式の証明書またはキーを PEM 形式に変換する方法の詳細に
ついては、証明書およびキー形式の変換, （309 ページ）を参照してください。

（注）

アップロードする証明書は、Mozilla Firefox ブラウザを使用して機能するため
の、基本制約拡張が行われている必要があります。 この制約により、Firefox
は証明書を信頼された CA として認識できるようになります。 一般的に、証
明書には基本制約拡張が含まれている必要があり、証明書は CA 証明書となっ
ている必要があります。

生成またはアップロードする証明書は、クライアント アプリケーション（通常はブラウザ）から
認識される必要があります。認識されない場合、信頼されていない証明書に関する警告がユーザ
に表示されることがあります。 また、SSL/TLS 証明書のダウンロードとインストール, （310 ペー
ジ） で説明されているように、証明書を認識するようにユーザのアプリケーションを設定する必
要もあります。
次に、復号化ポリシーに必要な証明書を生成またはアップロードする手順を説明します。

手順
ステップ 1

[Device] > [Decryption] を選択します。
[Enable Decryption Policies: On] が選択されていることを確認します。

ステップ 2

次のいずれかを実行します。
• [Certificate Initialization Method: Generate] を選択して、新しい証明書を作成します。
• [Certificate Initialization Method: Import] を選択して、すでに存在する証明書と秘密キー ファイ
ルをアップロードします。
• 設定済みの復号化証明書がすでにあり、それを置き換える場合は、[Current Certificate
Information: Replace] をクリックした後、いずれかの初期化方法を選択します。

ステップ 3

[Generate] を選択した場合、次の情報を入力します。
• [Common Name]：（CN）。証明書に含める共通名。 これは、デバイスの名前、Web サイト、
または他の文字列にすることができます。
• [Organization]：（O）。証明書に含める組織または会社の名前。
• [Organizational Unit]：（OU）。証明書に含める組織単位の名前（部門名など）。
• [Country]：（C）。証明書に含める 2 文字の ISO 3166 国番号。 たとえば、米国の国番号は
US です。
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• [Months to Expiration]：証明書の月単位の有効期間。 デフォルトは 12 ヵ月間です。
• [Set Basic Constraints Extension to Critical: On/Off]：基本制約拡張をクリティカルに設定するか
どうか。 基本制約拡張は、証明書が CA 証明書であり、他の証明書の署名にもそれを使用で
きることを示すものです。 この拡張をクリティカルとして設定すると、この拡張は証明書の
意味に対して非常に重要であり、クライアント アプリケーションはこの拡張が意味すること
を理解していない場合、証明書を受け入れるべきではないということを示します。 大部分の
TLS クライアントは、この拡張を認識します。 ただし、[Off] を選択して、拡張が意味する
ことを理解しないクライアント アプリケーションに対処することができます。
これらの証明書フィールドに含めた情報は、エンド ユーザが Web ブラウザで証明書の詳細を調べ
ると、エンド ユーザに表示されます。 [Common Name and Organization] フィールドを使用して、
エンド ユーザに証明書の所有権に関する情報をわかりやすく示します。
ステップ 4

[Import] を選択した場合、次の情報を入力します。
• [Certificate]：[Browse] をクリックし、使用する CA 証明書ファイルを選択して、それをデバ
イスにアップロードします。
• [Key]：[Browse] をクリックし、使用する秘密キー ファイルを選択して、それをデバイスに
アップロードします。
• [Private Key Phrase]：パス フレーズで保護されている場合は、秘密キー ファイルのパス フ
レーズを入力します。

ステップ 5

[Save] をクリックします。
証明書が生成またはインポートされます。 証明書の概要がページに表示されます。 [Export] をク
リックすると、証明書をエクスポートできます。

証明書およびキー形式の変換
アップロードするルート証明書と秘密キー ファイルは PEM 形式にする必要があります。 DER 形
式はサポートされていません。 ただし、DER 形式の証明書とキーを PEM 形式に変換してから、
アップロードすることはできます。 たとえば、OpenSSL を使用して形式を変換できます。
次の OpenSSL コマンドを使用して、DER 形式の証明書ファイルを PEM 形式の証明書ファイルに
変換します。
openssl x509 -inform DER -in cert_in_DER -outform PEM -out out_file_name

また、同様の OpenSSL コマンドを実行して、DER 形式のキー ファイルを PEM 形式に変換するこ
ともできます。
RSA キーの場合は、次のコマンドを使用します。
openssl rsa -inform DER -in key_in_DER -outform PEM -out out_file_name
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DSA キーの場合は、次のコマンドを使用します。
openssl dsa -inform DER -in key_in_DER -outform PEM -out out_file_name

OpenSSL の使用の詳細については、OpenSSL のマニュアルを参照するか、http://openssl.org にアク
セスしてください。

SSL/TLS 証明書のダウンロードとインストール
トラフィックを暗号化する場合、ユーザは TLS/SSL を使用するアプリケーションで、信頼できる
ルート認証局として定義された暗号化プロセスで使用される、ASA CX CA 証明書を持っている必
要があります。 通常、証明書を生成した場合や、証明書をインポートした場合であっても、これ
らのアプリケーションで証明書がすでに信頼されているものとして定義されることはありません。
大部分の Web ブラウザはデフォルトで、ユーザが HTTPS 要求を送信すると、Web サイトのセキュ
リティ証明書に問題があることを知らせる警告メッセージがクライアント アプリケーションから
表示されます。 通常、このエラー メッセージでは、Web サイトのセキュリティ証明書が信頼され
た認証局から発行されたものではないこと、または Web サイトが不明な認証局で証明されたもの
であることが示されますが、警告によって処理中に中間者攻撃の可能性があることが示唆される
場合もあります。クライアントアプリケーションによっては、この警告メッセージがユーザに示
されず、ユーザは承認されない証明書を受け入れることができません。
以下のいくつかの方法で、ユーザに必要な証明書を提供できます。
• ユーザにルート証明書を受け入れるよう知らせる：組織内のユーザに会社の新しいポリシー
の内容を伝え、信頼された送信元として組織によって提供されるルート証明書を受け入れる
ように伝えることができます。 ユーザは証明書を受け入れ、信頼されたルート認証局のスト
レージ エリアにそれを保存して、次にサイトにアクセスしたときにプロンプトが再度表示さ
れないようにする必要があります。

（注）

ユーザは、代替証明書を作成した CA 証明書を受け入れて、信頼する必要があ
ります。 そうではなく、単に代替サーバ証明書を信頼した場合は、異なる
HTTPS サイトを訪問するたびに、警告が表示される状況が続きます。

• ルート証明書をクライアント マシンに追加する：信頼できるルート認証局として、ネット
ワーク上のすべてのクライアント マシンにルート証明書を追加できます。 そうすれば、ク
ライアント アプリケーションは自動的にルート証明書を持つトランザクションを受け入れる
ようになります。 アプリケーションが使用しているルート証明書を配布したことを確認する
には、[Device] > [Decryption] ページからルート証明書をダウンロードします。 [Export] リン
クをクリックして、ファイルを保存します。
証明書を電子メールで送信するか、共有サイトに置くことで、ユーザが証明書を入手できる
ようにします。または、会社のワークステーション イメージに証明書を組み込み、アプリ
ケーションの更新機能を使用して、ユーザに証明書を自動的に配布することもできます。
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ヒント

クライアント マシンで証明書エラーが発生する可能性を下げるには、証明書をエクスポート
してクライアント アプリケーションに追加するまで、証明書に変更を加えないでください。
次に、CA 証明書をダウンロードして、ブラウザにインストールする方法を説明します。

手順
ステップ 1

必要に応じて、ASA CX から証明書をダウンロードします。
a) [Device] > [Decryption] を選択します。
b) [Current Certificate Information] という見出しの横にある [Export] リンクをクリックします。
ブラウザの設定によっては、ファイルを開くか、保存するかの問い合わせが表示されます。 都
合のよい場所に保存します。

ステップ 2

クライアント システムの Web ブラウザにある信頼されたルート認証局のストレージ エリアに証
明書をインストールするか、クライアント自体が証明書をインストールできるようにします。
手順は、ブラウザのタイプによって異なります。また、ブラウザのバージョンによって異なる場
合もあります。 たとえば、Firefox 11 での手順は以下のとおりです。
a) Firefox で、[Tools] > [Options] を選択します。
b) [Advanced] を選択してから [Encryption] タブを選択します。
c) [View Certificates] をクリックして、証明書マネージャを開きます。
d) [Authorities] タブを選択します。
e) [Import] をクリックし、ダウンロード ファイル（ca.crt.pem）を選択してダウンロードし、[OK]
をクリックします。
[Downloading Certificate] ダイアログ ボックスが開きます。
f) [Trust this CA to identify web sites] を選択し、[OK] をクリックします。
[Authorities] タブの [Certificate Names] のリストに、その CA 名が表示されます。 これで、すべ
ての証明書ダイアログ ボックスを閉じて、ブラウザ ウィンドウに戻ることができます。

補足的な信頼できる証明書の管理
ASA CX が TLS サーバの接続要求を受け取ると、サーバ証明書を署名したルート認証局によって
検証された宛先サーバの信頼性を検証します。 ASA CX で、サーバ証明書に署名したルート証明
書が認識されない場合、そのサーバ証明書は信頼されません。 これは、ASA CX に付属する信頼
できる認証局のセットにリストされていない認証局を、TLS サーバが使用している場合に発生し
ます。 組織が内部認証局を使用して、内部ネットワーク上のサーバの証明書に署名する場合に発
生する可能性があります。
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ヒント

この問題の主な症状として、Event Viewer の [Deny Reason] カラムに「The server presented an
untrusted or invalid certificate」が表示されるフロー拒否イベントがあります。
ASA CX が、認識されないルート認証局を使用するサーバへのアクセスをブロックしないように
するには、組織が信頼するアプライアンスルート証明書をアップロードします。たとえば、ネッ
トワーク上のサーバによって使用されているルート証明書をアップロードできます。 これらの補
足的な証明書は、組み込まれた信頼できる証明書と組み合わせて使用されます。
複数の証明書ファイルをアップロードできます。また、アップロードする各ファイルには複数の
証明書を格納することができます。 ルート CA 証明書、中間 CA 証明書、または個々のサーバ証
明書でもアップロードできます。 ただし、アップロードする各証明書は PEM 形式にする必要が
あります。

（注）

システムには、有名な信頼できる CA 証明書の組み込みリストが含まれています。 これらの証
明書は、[Device] > [Certificates] ページには表示されません。

手順
ステップ 1

[Device] > [Certificates] を選択します。
証明書リストにはインポートしたすべての証明書が表示され、証明書に定義されている場合は、
共通名、組織、組織単位、およびそれぞれの国なども表示されます。
（注）

証明書が不要になった場合、証明書リストで対象の証明書にマウスを合わせ、[Delete
Certificate] をクリックします。

ステップ 2

[I Want To] > [Import New Certificate] を選択します。

ステップ 3

[Browse] をクリックし、証明書ファイルを選択します。

ステップ 4

[Save] をクリックします。
その証明書がルート証明書のリストに追加されます。

復号化ポリシーの設定
コンテキスト対応復号化ポリシーを ASA CX で使用して、SSL/TLS 暗号化トラフィック フローの
処理方法を判別します。 HTTPS トラフィック フローの復号化により、検査されたトラフィック
フローの内容、たとえば、アプリケーション、URL カテゴリ、Web レピュテーションなどに基づ
いてアクセス ポリシーを適用することが可能になります。
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ヒント

デフォルトでは、暗号化されたトラフィックは復号化されません。 このため、[Decrypt
Everything] または [Decrypt Potentially Malicious Traffic] アクションが適用されるポリシーを作
成することに焦点を当てます。 [Do Not Decrypt] を使用しているポリシーは、一定のレベルの
復号化が適用されるポリシーと別の方法で照合するトラフィックのサブセットを指定している
場合にのみ必要です。

手順
ステップ 1

[Policies] > [Policies] を選択します。
ポリシーはポリシーセットに編成され、各ポリシーセットは、ポリシーが別個の順序付きリスト
になっています。 ポリシー セットに関連したコマンドを参照するには、そのポリシー セットの
名前にマウスを置きます。 個々のポリシーに関連したコマンドを参照するには、そのポリシーの
名前にマウスを置きます。 これで目的のコマンドを選択できます。
既存のポリシーについて処理する必要がある場合、フィルタ コントロールを使用すると、変更す
るポリシーを簡単に見つけることができます。

ステップ 2

次のいずれかを実行します。
• リストの最上部に新規ポリシーを作成するには、復号化ポリシー セットの上にマウスを置
き、[Add New Policy] をクリックします。
• 新規ポリシーをリスト中に挿入するには、目的の位置の直下の複合化ポリシーの上にマウス
を置き、[Add Above] をクリックします。
• 既存のポリシーを編集するには、複合化ポリシー名の上にマウスを置き、[Edit Policy] をク
リックします。
• 類似した既存のポリシーを基に新規ポリシーを作成するには、複合化ポリシー名の上にマウ
スを置き、[Duplicate Policy] をクリックします。
復号化ポリシーのプロパティとともに、フォームが開きます。 これらのプロパティの詳細につい
ては、復号化ポリシーのプロパティ, （314 ページ）を参照してください。

ステップ 3

[Source]、[Destination]、および [Service] フィールドを使用して、トラフィックの一致基準を定義
します。
基準に基づいてポリシーを制限しない場合は、フィールドをブランクのままにします。 非常に複
雑な送信元または宛先基準を作成する必要がある場合は、送信元および宛先グループポリシーオ
ブジェクトを使用します。 これらのオブジェクトを使用して、複雑な組み合わせの他のオブジェ
クトでトラフィック フローを正確に定義できます。 各フィールドについての詳細情報の関連ト
ピックを参照してください。

ステップ 4

一致するトラフィックに適用するアクションを定義します。
• [Decrypt Everything]：一致するトラフィックを復号化し、追加のアクセス コントロール ポリ
シーに従うようにするには、[Decrypt Everything] を選択します。 このオプションは、セキュ
リティと脅威の特性が不明なトラフィック クラスに使用するのが最も適しています。
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• [Decrypt Potentially Malicious Traffic]：Web レピュテーションに基づいて条件付きでトラフィッ
クを複合化するときに、[Decrypt Potentially Malicious Traffic] を選択します。 低レピュテー
ション ゾーンに該当する、一致するトラフィックは復号化されますが、高レピュテーション
トラフィックは復号化されません。 このオプションを選択する場合は、[Web Reputation Action
Profile] フィールドに低レピュテーション ゾーンを定義する Web レピュテーション プロファ
イル オブジェクトも選択する必要があります。
• [Do Not Decrypt]：よく知られた銀行または他の金融機関など、受け入れ可能なことが明らか
なトラフィックについては、[Do Not Decrypt] を選択して、トラフィックが自由に渡され、ト
ラフィックの復号化に処理パワーが使用されないようにすることができます。
ステップ 5

[Save Policy] をクリックして変更を保存します。

ステップ 6

ポリシー セット内の優先順位に収まるように、必要に応じて [Policies] ページでポリシーを移動し
ます。
ポリシー セット内のポリシーは、最初に一致したものから順に適用されるため、限定的なトラ
フィック一致基準を持つポリシーは、同じトラフィックに適用され、汎用的な基準を持つポリシー
よりも上に置く必要があります。
ポリシーをドラッグ アンド ドロップしたり、ポリシーにマウスを移動すると表示される [Move
Up]、[Move Down] 各リンクを使用することができます。

復号化ポリシーのプロパティ
コンテキスト対応復号化ポリシーを ASA CX で使用して、SSL/TLS 暗号化トラフィック フローの
処理方法を判別します。 HTTPS トラフィック フローの復号化により、検査されたトラフィック
フローの内容、たとえば、アプリケーション、URL カテゴリ、Web レピュテーションなどに基づ
いてアクセス ポリシーを適用することが可能になります。
復号化ポリシーには、次のプロパティがあります。
Policy Name
ポリシーの名前。 この名前は、このポリシーと一致するトラフィックによって生成された
復号化イベントの Event Viewer に表示されます。したがって、イベント データの分析に役
立つ名前を選択してください。
Enable Policy：On/Off
ポリシーがイネーブルかどうかを示します。 ポリシーをオフにすると、ポリシーを削除せ
ずに一時的にディセーブルにできます。 ディセーブルに設定されたポリシーはトラフィッ
クに適用されません。
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ポリシーが適用されるトラフィックを特定するトラフィックの一致基準。 ポリシーと一致
するためには、フローは指定したすべてのプロパティと一致する必要があります。つまり、
プロパティの間には AND 関係があります。 条件に基づいてポリシーを制限しない場合は、
デフォルトの [Any] を選択します。 考えられるすべてのトラフィック フローを照合するに
は、すべてのフィールドをデフォルトの [Any] のままにします。
以下のすべての基準が使用されて、ポリシーが適用されるトラフィックが判別されます。
• [Source]：ネットワーク グループ（IP アドレス）、ID（ユーザまたはユーザ グループ
名）、または Secure Mobility（リモート アクセス VPN クライアントのタイプ）の各タ
イプのポリシー オブジェクトのリスト。 選択したいずれかのオブジェクトとパケット
が一致すると、送信元条件を満たしていると見なされます。
• [Destination]：URL（URL または Web カテゴリ）、または宛先オブジェクト グループ
（ポリシーでは直接定義できない複雑な AND/OR 関係のネットワーク グループまたは
URL オブジェクトの集合体）の各タイプのポリシー オブジェクトのリスト。 選択した
いずれかのオブジェクトとパケットが一致すると、宛先条件を満たしていると見なさ
れます。
URL フィルタリング機能を無効にするか、有効な Web Security Essentials ライセンスを
持っていない場合、このフィールドや宛先オブジェクト グループで URL オブジェクト
を使用することはできません。

ヒント

復号化ポリシーで使用する URL オブジェクトを設定する際には、パス情報を
含めないでください。 トラフィックが URL オブジェクトと一致するかどうか
評価する際に、復号化ポリシーではパス情報を含んだすべての URL を完全に
無視します。 オブジェクトに、ドメイン名だけの URL と、パスが含まれる
URL が混在している場合、復号化ポリシーはそのオブジェクトを、ドメイン
名だけを指定した URL のみが含まれるものとして扱います。

• [Service]：プロトコルとポートの組み合わせを定義するサービス グループのリスト。
選択したいずれかのオブジェクトとパケットが一致すると、サービス条件を満たして
いると見なされます。

（注）

（マルチ デバイス モード）。PRSM を マルチ デバイス モード で使
用する際には、送信元基準または宛先基準には、CX デバイスを含む
デバイスで定義されているネットワーク オブジェクトまたはグループ
を使用し、サービス基準には、ASA サービス オブジェクトを使用す
ることもできます。 ネットワーク グループ オブジェクトには 2 つの
タイプがあります。1 つは ASA と CX デバイスの両方で使用できま
す。もう 1 つは CX デバイスでのみ使用でき、特に ASA CX ネット
ワーク グループと呼ばれます。

項目の追加、編集、削除方法などの項目の選択方法、選択リストのフィルタリング方法、オ
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ブジェクトの作成または編集方法、オブジェクト内容の表示方法については、項目の選択,
（31 ページ）を参照してください。
Action
[Action] セクションによって、一致するトラフィック フローが復号化されるかどうかが決定
します。 次のオプションがあります。
• [Decrypt Everything]：トラフィックを復号化して、HTTPS トラフィックを検査します。
アクセス ポリシーによってトラフィック フローが許可された場合、フローは再暗号化
され、宛先に送信されます。

（注）

たとえば、デバイスがリモートサーバの証明書を信頼できないなどが原因で、
リモートサーバへの保護されたセッションを構築できない場合は、トラフィッ
ク フローが拒否されることがあります。 また、サーバによって強力な暗号化
が要求される場合、ASA CX の K9 ライセンスを持っている必要があります。
これがない場合、フローは拒否されます。

• [Decrypt Potentially Malicious Traffic]：Web レピュテーションに基づいて、条件付きでト
ラフィックを復号化します。 低レピュテーション ゾーンに該当する、一致するトラ
フィックは復号化されますが、高レピュテーショントラフィックは復号化されません。
このオプションを選択する場合は、[Web Reputation Action Profile] フィールドに低レピュ
テーション ゾーンを定義する Web レピュテーション プロファイル オブジェクトも選
択する必要があります。
低レピュテーションの Web サイトへのトラフィックを拒否するには、アクセス ポリ
シーと同じ Web レピュテーション プロフィルを使用する必要があります。

（注）

[Create New Profile] をクリックして、新規プロフィル オブジェクトを作成でき
ます。 プロファイルの作成、編集、および表示プロセスは、上記で述べたよ
うに、これらのアクションを他のポリシー オブジェクトで行う場合と同じで
す。

• [Do Not Decrypt]：（デフォルト）。トラフィックを復号化しません。 このトラフィッ
ク フローは検査されません。 ただし、十分な情報が HTTP ヘッダーと宛先サーバ証明
書から収集され、宛先基準に沿って URL オブジェクトの照合を行えます。 URL の照
合は、宛先のドメイン名に基づきます。これは、URL カテゴリと照合することもでき
ます。

（注）

どの宛先ポリシーとも一致しない暗号化されたフローのデフォルト アクショ
ンは、[Do Not Decrypt] です。
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Tags
この項目の識別に役立つ語とフレーズ。 たとえば、同じタグを複数の項目に割り当てると、
検索での表示が容易になります。 タグでは、ユーザが選択した使用例、目的、またはその
他の特性を識別できます。 これらのタグは、ユーザの目的にのみ対応しています。システ
ムやポリシーの機能には影響しません。 複数のタグを入力（または選択）できます。
Ticket ID
ご使用のサポート システム（Remedy など）からのケース ID またはチケット ID。 ネット
ワーク サポート ケースに関連する変更を行う場合、トラッキング用にここにチケット ID を
入力できます。 新しい ID を入力するか、保留中の変更に使用されている既存の ID から選
択することができます。必要なだけの ID を指定します。 （すでにコミットされている変更
で使用した ID は、このリストに表示されません）

ナビゲーション パス
• 復号化ポリシーを作成するには、[Policies] > [Policies] を選択してから、復号化ポリシー セッ
トの名前の上にマウスを置いて、[Add New Policy] をクリックします。
• 復号化ポリシーを編集するには、[Policies] > [Policies] を選択してから、ポリシーの上にマウ
スを置いて、[Edit Policy] をクリックします。

サポートされないアプリケーションの復号化のバイパス
Dropbox や、AOL Instant Messenger（AIM）などの大部分のインスタント メッセージ アプリケー
ションは、信頼できるルート証明書ストアに証明書を追加できません。 これらのアプリケーショ
ンでは、復号化に使用されている証明書が、あらかじめ信頼されたものになっている必要があり
ます。 ASA CX によって、信頼されていない証明書を使用してトラフィックが復号化されると、
これらのアプリケーションは機能しません。 復号化設定で適切な証明書をアップロードしなかっ
た、またはアップロードできなかった場合は、復号化ポリシーによってトラフィックを識別する
必要があります。また、これらのアプリケーションを許可する場合は、[Do Not Decrypt] アクショ
ンを適用します。
ASA CX のようなプロキシ サーバによって HTTPS サーバへのトラフィックが復号化されると、一
部の HTTPS サーバは期待どおりに機能しなくなります。 たとえば、セキュリティの高い銀行の
サイトなど、一部の Web サイトとそれらに関連する Web アプリケーションおよびアプレットは、
オペレーティング システムの証明書ストアを使用するのではなく、信頼できる証明書のハード
コードされたリストを維持します。
アプリケーションが ASA CX の復号化をサポートできない現象として、以下を考えます。
• Event Viewer で、「不明な CA」または「不適切な証明書」アラートが [Error Details] カラム
に含まれ、証明書に指定されている認証局が不明であるか、それに関して他の容認できない
問題があることを示している TLS の完了イベントを探します。 これは、自己署名証明書を
生成した場合に発生する可能性の高いエラーです。
• Event Viewer で、[Deny Reason] カラムが「The server presented an untrusted or invalid certificate」
になっているフロー拒否イベントを探します。このような場合、信頼できない CA またはサー
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バから補足的な証明書をアップロードすることで、問題が解決する場合があります（[Device]
> [Certificates] を選択）。
• Event Viewer で、拒否の理由がサーバのセキュリティ保護されたセッションの確立失敗で、
復号化エラーの詳細がハンドシェイク失敗を示しているフロー拒否イベントを探します。 こ
れは、サーバが K9 ライセンスを必要とする強力な暗号化を使用していることを示す場合が
あります。 デバイスの K9 ライセンスを取得できる場合は、それをアップロードすると、問
題が解決します。 K9 ライセンスの使用を許可されていない場合は、サイトの復号化をバイ
パスする必要があります。
• AIM の場合、ユーザはログインできません。 他のアプリケーションでも同様の問題が生じる
ことがあります。
• Dropbox の場合、ユーザに「Unable to make a secure connection」というメッセージが表示され
る可能性があります。 他のアプリケーションでも同様の問題が生じることがあります。
すべてのユーザがこれらのタイプのサイトにアクセスできるようにするには、次のアプリケーショ
ンで使用されるサーバへのトラフィックの復号化をバイパスします。 復号化をバイパスするに
は、次の手順を実行します。
1 トラフィックの宛先を識別するオブジェクトを作成します。 HTTPS の場合は URL オブジェク
トを使用できます。その他のタイプの TLS トラフィックでは、ネットワーク オブジェクトを
使用します。
2 宛先としてオブジェクトを使用する復号化ポリシーを作成し、[Do Not Decrypt] アクションを
適用します。 同じトラフィックに復号化処理を適用するどのポリシーよりも、ポリシー セッ
ト内でそのポリシーが上にあることを確認します。
次に、AIM の復号化をバイパスする方法の例を示します。

手順
ステップ 1

[Policies] > [Policies] を選択します。

ステップ 2

復号化ポリシーのセットの上にマウスを置き、[Add New Policy] をクリックします。

ステップ 3

ポリシーの名前（Bypass AIM など）を入力します。

ステップ 4

[Destination] フィールドの下にある [Create New Object] リンクをクリックして、以下を行います。
a) オブジェクト名（AIM など）を入力します。
b) オブジェクト タイプとして [URL Object] を選択します。
c) [Include] リストで [Instant Messaging] URL カテゴリを選択するか、オプションで、[URL] フィー
ルドに次の項目を入力します。
• aimpro.premiumservices.aol.com
• bos.oscar.aol.com
• kdc.uas.aol.com
• buddyart-d03c-sr1.blue.aol.com
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• 205.188.8.207
• 205.188.248.133
• 205.188.13.36
• 64.12.29.131
ヒント

両方を行うと、オブジェクトがカテゴリとサーバリストを指定するようになります。
サーバをリストする場合、AIM で使用されるサーバの実際のリストは時間の経過に
伴って変わる可能性があるため、リストの調整が必要になる可能性があることに注
意してください。

d) [Save Object] をクリックします。
オブジェクトが作成され、[Destination] フィールドに追加されます。
ステップ 5

[Action] フィールドで [Do Not Decrypt] を選択します。

ステップ 6

[Save Policy] をクリックします。

TLS/SSL 復号化のトラブルシューティング
TLS/SSL 復号化を使用するサイトへのアクセスに問題がある場合は、次の一般的な問題点と解決
の推奨事項を考慮してください。
ユーザのクライアントまたはブラウザからの情報
失敗したアクセスの試行時に発生するユーザ アプリケーションまたはブラウザから警告ま
たはエラーを探します。
クライアントがローカル認証局（CA）証明書を信頼しない
Web ブラウザは通常、証明書を信頼しないときに警告を表示します。 ただし、インスタン
ト メッセージ クライアントのような他のクライアントは、警告を表示せずに失敗すること
があります。
ASA CX がサーバ証明書を信頼しない
ユーザのアクセスの試行に対する Event Viewer のフロー拒否イベントを探します。 [Deny
Reason] カラムに、フローが拒否された理由が示されます。
• フローがポリシーによって拒否された場合、フローはその拒否しているアクセス ポリ
シーと一致しています。 フローを許可する必要がある場合は、アクセス ポリシーを調
整します。
• 拒否理由が「The server presented an untrusted or invalid certificate」の場合は、[Certificates]
ページに証明書をアップロードして問題を解決できます（[Device] > [Certificates] を選
択）。 認証局から発行された証明書の場合は、証明書の階層を調べ、ルート証明書ま
たは中間証明書をダウンロードして [Certificates] ページに追加し、CA からの証明書を
使用する他のサイトが信頼されるようにする必要があるかどうかを判別します。
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ASA CX がサーバとの TLS セッションを確立しない
ユーザのアクセスの試行に対する Event Viewer のフロー拒否イベントを探します。 [Deny
Reason] カラムに、フローが拒否された理由が示されます。
拒否の原因がサーバとのセキュリティ保護されたセッションの確立失敗で、復号化エラーが
ハンドシェイク失敗を示している場合、これは、サーバが K9 ライセンスを必要とする強力
な暗号化を使用していることを示す場合があります。 デバイスの K9 ライセンスを取得でき
る場合は、それをアップロードすると、問題が解決します。 K9 ライセンスの使用を許可さ
れていない場合は、サイトの復号化をバイパスする必要があります。
また、[Error Details] フィールドに未処理の OpenSSL エラーが表示されているフローの TLS
の完了イベントを調べます。

ヒント

ほとんどの金融系 Web サイトを含む多くの TLS/SSL アプリケーショ
ンは、man-in-the-middle 復号化では機能しないことに注意してくださ
い。 このタイプの復号化で機能しない TLS/SSL サイトを許可するに
は、これらのサイトでは復号化をバイパスするように復号化ポリシー
を設定する必要があります。

クライアントが ASA CX との TLS セッションを確立しない
この問題はまれです。 [Device] > [Decryption] ページでアップロードまたは生成した復号化
証明書が、復号化するユーザのクライアントによって認識されることを確認します。
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ASA の設定
• デバイス ロギングの設定, 325 ページ
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章

デバイス ロギングの設定
[Device Logging] オプションを使用して、選択したセキュリティ アプライアンスでのシステム ロ
ギングの有効化、ロギング オプションの設定、およびメッセージの送信先となる syslog サーバ
の定義を行えます。
• ロギングの設定, 325 ページ
• Syslog サーバ, 327 ページ

ロギングの設定
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設定するには、[Logging
Configuration] 画面を使用します。

手順
ステップ 1

[Device Configuration] ページを開くには、[Device] > [Devices] を選択してデバイスにマウスを合わ
せ、[Device Configuration] をクリックします。

ステップ 2

[Device Configuration] 画面の [Device Logging Configuration] セクションで [Logging Configuration] を
クリックします。
[Logging Configuration] 画面が表示されます。

ステップ 3

必要に応じてロギング パラメータを定義または変更します。
• [Logging]：セキュリティ アプライアンスでのロギングをオンまたはオフに切り替えるには、
このスイッチをクリックします。
ASA でロギングをオフにすると、現在の設定が保持されます。
• [Filter On Severity]：syslog メッセージをその重要度に応じてフィルタリングするには、この
リストからメッセージ フィルタリング レベルを選択します。 選択したレベルは、ログに記
録される条件の中で最も低い条件を示します。 たとえば、エラー（レベル 3）に重大度フィ
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ルタを設定した場合、デバイスは、重大度レベル 3、2、1、および 0 のメッセージを記録し
ます。 重大度は次のとおりです。
◦ [None]：フィルタリングは行われません。すべてのメッセージが送信されます。
◦ [Emergency]（レベル 0）：システムが使用不能です。 重要度レベル 0 を使用することは
お勧めできません。
◦ [Alert]（レベル 1）：すぐに対処が必要です。
◦ [Critical]（レベル 2）：クリティカル条件が存在します。
◦ [Error]（レベル 3）：エラー条件が存在します。
◦ [Warning]（レベル 4）：警告条件が存在します。
◦ [Notification]（レベル 5）：正常だが重大な条件が存在します。
◦ [Informational]（レベル 6）：情報メッセージのみです。
◦ [Debugging]（レベル 7）：デバッグ メッセージのみです。
• [Logging Queue]：syslog メッセージを出力宛先に送信する前に、アプライアンスがそのキュー
に保持できる syslog メッセージの数を指定します。デフォルト値は 512 です。
有効値は 0 ～ 8192 メッセージです。値はデバイスによって異なります。 [Logging Queue] を
ゼロに設定した場合、キューはそのデバイスで設定可能な最大サイズになります。 ASA 5505
の場合、メッセージの最大数は 1024 です。ASA 5510 の場合は 2048 で、それ以外のすべて
の ASA の最大数は 8192 です。
• [Send as EMBLEM Format]：ログに記録されたメッセージの EMBLEM 形式設定をオンまたは
オフに切り替えるには、このスイッチを使用します。 これは Cisco IOS ルータおよびスイッ
チで使用される形式です。
（注）

EMBLEM 形式設定をイネーブルにする場合は、UDP プロトコルを使用して syslog
メッセージをパブリッシュする必要があります。EMBLEM は TCP と互換性があり
ません。 詳細については、Syslog サーバ, （327 ページ）を参照してください。

• [Allow user traffic when TCP server is down]：TCP ベースの syslog サーバに対する接続ブロッキ
ングをオンまたはオフに切り替えるには、このスイッチを使用します。
syslog サーバとの通信に指定されたプロトコルが TCP の場合、セキュリティ アプライアンス
は、syslog サーバが到達できない場合、デフォルトでファイアウォールを通過する接続をド
ロップします。 このオプションをオフにすると、接続ブロッキングがディセーブルになりま
す。
• [Send debug syslog]：このオプションをオンにすると、すべてのトレース出力を syslog 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、syslog 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 syslog メッセージ番号とロギング レベルの宛先として設定する必要があ
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ります。 使用される syslog メッセージ番号は 711011 です。 この syslog のデフォルト ロギン
グ レベルは [debug] です。
• [Send to standby unit]：このセキュリティ アプライアンスとペアになっているフェールオー
バー装置でロギングをオンまたはオフに切り替えるには、このスイッチを使用します。
ステップ 4

[Save] をクリックして、更新されたロギング設定情報を保存します。
[Device Configuration] 画面に戻ります。

Syslog サーバ
[Syslog Servers] 画面では、選択したセキュリティ アプライアンスが syslog メッセージを送信する
1 つ以上の syslog サーバを指定します。 セキュリティ アプライアンスで生成される syslog レコー
ドを指示することで、レコードを処理および調査できます。

（注）

定義した syslog サーバを使用するには、[Logging Settings] ページでロギングもイネーブルにし
ておく必要があります。

Syslog サーバ定義の作成と編集
デバイス設定の一環として、syslog サーバ定義の追加と編集ができます。 これらの定義は、セキュ
リティ アプライアンスが syslog メッセージを送信するターゲット サーバを指定します。 （定義
の削除については、Syslog サーバ定義の削除, （329 ページ）を参照してください）。
1 つのコンテキストに定義できる syslog サーバは 4 つに制限されています。

（注）

定義した syslog サーバを使用するには、ロギングの設定 画面でロギングをイネーブルにする
必要があります。

手順
ステップ 1

[Device Configuration] ページを開くには、[Device] > [Devices] を選択してデバイスにマウスを合わ
せ、[Device Configuration] をクリックします。

ステップ 2

[Device Configuration] 画面の [Device Logging Configuration] セクションで [Syslog Servers] をクリッ
クします。
現在設定されている syslog サーバの一覧が表示されます。

ステップ 3

次のいずれかを実行します。

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
OL-28138-01-J

327

Syslog サーバ

• syslog ターゲット サーバを新たに追加するには、[Add] ボタンをクリックして新しい syslog
サーバの設定画面を開きます。
• 既存の syslog ターゲットを編集するには、目的のサーバ エントリの任意の場所をクリックす
るだけで syslog サーバの設定画面が開きます。この画面に、目的のサーバの現在のパラメー
タが表示されます。
ステップ 4

必要に応じて、次の syslog サーバ パラメータを定義するか、変更します。
• [Interface]：syslog サーバに接続するインターフェイスを選択します。使用可能なすべてのイ
ンターフェイスが示されます。
• [IP Address]：syslog サーバの IP アドレスを入力します。
• [Protocol]：syslog サーバとの通信に使用するパケット伝送プロトコルとして [UDP] または
[TCP] を選択します。デフォルトは [UDP] です。 TCP ポートは、セキュリティ アプライア
ンスの syslog サーバとだけ連携します。
（注）

EMBLEM フォーマットを使用する場合は、UDP を選択する必要がありま
す。

• [Port]：セキュリティ アプライアンスが UDP または TCP syslog メッセージを送信するポート
の番号を入力します。 このポートは、syslog サーバがリッスンするポートと同じにする必要
があります。
デフォルトの UDP ポートと TCP ポートは次のとおりです。
◦ 514（UDP）。
◦ 1470（TCP）：TCP ポートは、セキュリティ アプライアンスの syslog サーバとだけ連携
します。
• [Send Syslog in EMBLEM Format]：Cisco IOS ルータおよびスイッチで使用される形式である
シスコの EMBLEM 形式で syslog メッセージを生成するには、このボックスをオンにします。
（注）

このオプションを使用するには、プロトコルとして [UDP] を選択する必要があり
ます。

• [Enable Secure Syslog Using SSL/TLS]：SSL/TLS over TCP を使用して syslog サーバへの接続を
セキュリティ保護し、syslog メッセージの内容を暗号化するには、このボックスをオンにし
ます。
セキュアなロギング接続は、SSL/TLS 対応の syslog サーバとのみ確立できます。 SSL/TLS 接
続を確立できない場合、新しい接続はすべて拒否されます。
（注）

ステップ 5

このオプションを使用するには、プロトコルとして [TCP] を選択する必要がありま
す。

[Save] をクリックして、新規または更新された syslog サーバ定義を保存します。
syslog サーバの一覧に戻ります。
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Syslog サーバ定義の削除
デバイス設定から syslog サーバ定義を削除できます。
定義の追加と編集については、Syslog サーバ定義の作成と編集, （327 ページ）を参照してくださ
い。

手順
ステップ 1

[Device Configuration] 画面の [Device Logging Configuration] セクションで [Syslog Servers] をクリッ
クします。 （[Device Configuration] 画面へのアクセスについては、デバイス構成の使用, （102 ペー
ジ）を参照してください）。
現在設定されている syslog サーバの一覧が表示されます。

ステップ 2

目的のサーバ エントリの任意の場所をクリックし、その syslog サーバの設定画面を開きます。

ステップ 3

この syslog サーバ定義を廃棄するには、[Delete] ボタンをクリックします。
削除を確認すると、syslog サーバの一覧に戻ります。
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付録

A

システムのメンテナンスとトラブルシュー
ティング
次のトピックでは、CX デバイスと PRSM サーバの一般的なメンテナンスおよびトラブルシュー
ティングについて説明します。 通常、手順は同じですが、システム プラットフォームに応じて
手順が異なる場合もあります。
• ユーザの管理, 331 ページ
• サーバ証明書のインストール, 338 ページ
• 基本的なトラブルシューティング, 341 ページ
• システムのメンテナンス, 350 ページ

ユーザの管理
ユーザ アカウントを作成して、複数のユーザに対してシステムへのアクセスを許可できます。
ロールベース アクセス コントロール（RBAC）を使用すると、これらのユーザに異なるアクセス
レベルを提供できます。これによって、たとえば、ヘルプデスクの担当者がイベント、ダッシュ
ボード、ポリシーを表示でき、ポリシーの変更はできないようにします。
ここでは、ユーザ管理についてより詳細に説明します。

[Users] ページの概要
[Users] ページには、Web インターフェイスにログインできるすべてのユーザ アカウントのリスト
が表示されます。 ページには、事前定義されている admin アカウントと、作成されたすべてのア
カウントが一覧表示されます。 これらのユーザは、システムでローカルに、またはディレクトリ
レルムでリモートに定義できます。
[Users] ページを開くには、[Administration] > [Users] を選択します。
[Users] ページには、次の情報が表示されます。
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• [I want to]：次のコマンドが含まれています。
• [Select Global Realm for Remote Users]：リモート ユーザとして追加するユーザが含まれ
ているディレクトリ レルムを指定します。 ローカル ユーザの作成では、レルムを選択
する必要はありません。 詳細については、リモート ユーザ用ディレクトリ レルムの設
定, （335 ページ）を参照してください。
• [Role and User Lists]：ユーザは、アカウントに割り当てられているロールに基づいて、フォ
ルダに整理されます。 ロールベース アクセス コントロール（RBAC）で使用されるロール
は、システムでのユーザの特権を定義し、ユーザが表示および変更できる項目を制御しま
す。 ロールには、アクセス権限が高い方から順に、Administrator、Security Administrator、
System Administrator、Help Desk、Reporting Administrator があります。 これらのロールに付与
されているアクセス権の詳細については、ユーザのロールと権限, （332 ページ）を参照して
ください。
ロールまたはユーザに関連するコマンドを表示するには、ロール ヘッダーまたはユーザ行の
上にマウスを置きます。 使用可能なコマンドは次のとおりです。
• [Create User]：（ロール コマンド）。新規ユーザを追加します。 このコマンドは、特定
のロールの上にマウスを置いて選択しますが、任意のロールにユーザを作成できます。
• [Delete User]：（ユーザ コマンド）。ユーザを削除します。 admin ユーザと自分のユー
ザ名（システムへのログインに使用したユーザ名）は削除できません。
• [Edit User]：（ユーザ コマンド）。ユーザ アカウントを編集します。

ユーザのロールと権限
ユーザに割り当てることができるロールは、以下のとおりです。 これらのロールは、Web イン
ターフェイスに適用されます。 システム CLI にアクセスできるユーザは作成できません。
• Administrator：スーパー管理者は、システムの管理を担当し、すべての製品機能にアクセス
できます。
• Security Administrator：セキュリティ管理者は、ネットワーク デバイスのセキュリティ ポリ
シーの設定を担当します。 ポリシーおよびいくつかのデバイス構成機能への読み取り/書き
込みアクセス権があります。
• System Administrator：システム管理者は、デバイスおよびシステムの設定および管理を担当
します。 いくつかのデバイス構成機能への読み取り/書き込みアクセス権がありますが、ポ
リシーへの読み取り/書き込みアクセス権はありません。
• Reporting Administrator：レポート管理者は、システム レポートの分析、およびネットワーク
使用状況と組織のアクセプタブル ユース ポリシーとの比較を担当します。 ダッシュボード
およびイベントの表示ができますが、設定の変更はできません。
• Help Desk User：ヘルプ デスク ユーザは、ネットワーク ユーザが報告した問題のトラブル
シューティングを行います。 ダッシュボード、イベント、ポリシー、デバイス構成の表示が
できますが、ポリシーまたは設定の変更はできません。
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次の表に、これらのユーザ ロールの特権をアプリケーション メニューに基づいて示します。
表 17：ユーザのロールと権限

ロール
メニュー

Administrator

Security
Administrator

System
Administrator

Reporting
Administrator

Help Desk

[Dashboard]、すべての項
目

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Event

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

[Policies] > [Policies]

R/W

R/W

No

No

RO

[Policies] > [Objects]

R/W

R/W

No

No

RO

[Policies] > [Applications]

R/W

R/W

No

No

RO

[Policies] > [Device Groups] R/W

R/W

R/W

No

RO

[Device] > [Devices]（デバ R/W
イス構成ページを含む）

R/W

R/W

No

RO

[Device] > [Directory Realm] R/W

R/W

R/W

No

RO

[Device] > [AD Agent]

R/W

R/W

No

No

RO

[Device] > [Authentication] R/W

R/W

No

No

RO

[Device] > [Decryption]

R/W

R/W

No

No

RO

[Device] > [Certificates]

R/W

R/W

No

No

RO

[Device] > [Updates]

R/W

R/W

R/W

No

RO

[Device] > [Packet Capture] R/W

R/W

No

No

RO

自分のアカウン
トの R/W

すべてのアカウ
ントの R/W

自分のアカウン
トの R/W

自分のアカウン
トの R/W

[Administration] > [Licenses] R/W

R/W

R/W

No

RO

[Administration] > [PRSM
Logs]

R/W

RO

R/W

No

RO

[Administration] > [Server
Certificates]

R/W

No

R/W

No

No

[Administration] > [Users]

すべてのアカウ
ントの R/W
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ロール
Security
Administrator

System
Administrator

Reporting
Administrator

Help Desk

[Administration] > [Change Yes
History]

Yes

Yes

No

Yes

[Administration] > [Database Yes
Backup]

Yes

Yes

No

No

[Administration] > [Upgrade] Yes

No

Yes

No

No

[Administration] > [About
PRSM]

Yes

Yes

Yes

Yes

R/W

R/W

No

No

メニュー

Administrator

Yes

Commit and Deploy Changes R/W
凡例

• Yes：ユーザは、読み取り/書き込み特性のない機能を使用できます。
• No：機能にアクセスできません。
• R/W：その機能への読み取り/書き込みアクセス権があります。
• RO：その機能への読み取り専用アクセス権があります。

事前定義済み admin ユーザの使用
admin ユーザは、システムで事前定義されており、特別な特性を持っています。
• admin ユーザ アカウントは削除できません。
• CLI にログインできる唯一のユーザです。
• これは、CX デバイスを PRSM マルチ デバイス モードのインベントリに追加するときに指定
できる唯一のユーザ名です。
• このユーザのパスワードは、CX デバイスと、これによって管理される PRSM サーバとの間
で同期されません。 その他のすべてのユーザは、CX デバイスを PRSM インベントリに追加
すると、CX デバイスに定義されているすべてのユーザが削除され、PRSM サーバに定義さ
れているユーザと置き換えられます。 しかし、admin ユーザのパスワードは変更されないた
め、PRSM サーバと、これによって管理される各デバイスで、admin アカウントに異なるパ
スワードを使用できます。
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（注）

インベントリに追加した後、デバイスで admin パスワードを変更しないでくだ
さい。変更すると、デバイスとの通信が失敗します。 インベントリからデバ
イスを削除し、それをもう一度追加して、新しいパスワードを使用する必要
があります。

• admin パスワードは、Web インターフェイスまたは CLI を使用して変更できます。 どちらを
使用しても、Web インターフェイスと CLI の両方のパスワードが変更されます。
• CX デバイスが PRSM サーバによって管理されている場合、admin ユーザはASA CX の管理対
象モード ホーム ページにログインできる唯一のユーザです。

リモート ユーザ用ディレクトリ レルムの設定
リモートユーザ（ネットワークディレクトリで定義されているユーザ）をシステムに追加する前
に、ユーザ アカウントが含まれているディレクトリを識別する必要があります。

手順
ステップ 1

使用するディレクトリ レルムが定義されていない場合は、作成します。
a) [Device] > [Directory Realm] を選択してレルムを作成し、ディレクトリ サーバに追加します。
b) 変更を保存します。 レルムを保存するまで、そのレルムをリモート ユーザ用のグローバル レ
ルムとして選択することはできません。

ステップ 2

[Administration] > [Users] を選択します。

ステップ 3

[I Want To] > [Select Global Realm for Remote Users] を選択します。

ステップ 4

ディレクトリ レルムを選択します。
[None] を選択して、リモート ユーザ定義のサポートを削除します。

ステップ 5

[Save] をクリックします。

ユーザの設定
ユーザ アカウントを定義して、Web インターフェイスへのアクセスを許可できます。 定義した
ユーザ名は、製品の CLI にアクセスできません。
次のタイプのユーザを定義できます。
• ローカル定義：このユーザは設定データベース内にのみ存在します。 ユーザは、Web イン
ターフェイスにアクセスするために、PRSM ユーザ名とパスワードを保存しておく必要があ
り、パスワードは Web インターフェイス内で変更する必要があります。
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• リモート（ディレクトリ）ユーザ：これらのユーザは、外部のディレクトリ サーバで定義し
ます。 通常、ユーザは標準ネットワーク ディレクトリから追加されます。 ディレクトリ
ユーザを追加すると、ユーザは Windows ワークステーションのログインに使用するものな
ど、通常のユーザ名とパスワードを使用してログインできるようになります。 パスワードは
標準的なパスワード変更手順で変更します。
ディレクトリ ユーザは、DOMAIN\username（EXAMPLE\user1 など）、username@domain
（user1@example.com など）、またはユーザ名のみでログインできます。

手順
ステップ 1

[Administration] > [Users] を選択します。

ステップ 2

次のいずれかを実行します。
• いずれかのロール名の上にマウスを置き、[Create User] をクリックします。 どのロールの上
にマウスを置いてもかまいません。ユーザを定義するときに、別のロールを選択できます。
• ユーザ名の上にマウスを置き、[Edit User] をクリックします。

ステップ 3

[User Properties] フォームで、作成するユーザのタイプを選択し、ユーザの特性をユーザのプロパ
ティ, （336 ページ）で定義されているように入力します。

ステップ 4

[Save] をクリックします。
ユーザ アカウントは、すぐに使用可能になります。

ユーザのプロパティ
PRSM および CX ユーザには、次のプロパティがあります。
User Type
次のタイプのユーザを定義できます。
• ローカル定義：このユーザは設定データベース内にのみ存在します。 ユーザは、Web
インターフェイスにアクセスするために、PRSM ユーザ名とパスワードを保存してお
く必要があり、パスワードは Web インターフェイス内で変更する必要があります。
• リモート（ディレクトリ）ユーザ：これらのユーザは、外部のディレクトリ サーバで
定義します。 通常、ユーザは標準ネットワーク ディレクトリから追加されます。 ディ
レクトリ ユーザを追加すると、ユーザは Windows ワークステーションのログインに使
用するものなど、通常のユーザ名とパスワードを使用してログインできるようになり
ます。 パスワードは標準的なパスワード変更手順で変更します。
ディレクトリ ユーザは、DOMAIN\username（EXAMPLE\user1 など）、username@domain
（user1@example.com など）、またはユーザ名のみでログインできます。
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User Name
アカウント名。これは、Web インターフェイスにログインするときに使用する名前です。
いったん作成したユーザの名前は編集できません。 ユーザ名を指定するには、次の作業を
実行します。
• [Local]：15 文字までのユーザ名を入力します。
• [Remote]：ユーザ名を入力すると、入力に従ってサーバから取得した名前のリストが返
されます。 名前を選択します。 ユーザ名のフィールドでは、複数の名前を選択できま
すが、使用されるのは最後に選択された 1 つだけです。
First Name、Last Name
ユーザの姓と名。 リモート ユーザの場合は、名前がディレクトリから取得されます。
E-mail
ユーザの電子メール アカウント（username@example.com など）。 リモート ユーザの場合
は、アドレスがディレクトリから取得されます。
Active：On/Off
アカウントがアクティブ（[On]）かどうか。アクティブとは、Web インターフェイスにログ
インできるという意味です。
Role
ユーザが表示または修正できる機能を制御するユーザ ロール。 アクセス権限が高い方から
順に、[admin]、[security admin]、[system admin]、[help desk]、[reporting admin] のいずれかを
選択します。 これらのロールに付与されているアクセス権の詳細については、ユーザのロー
ルと権限, （332 ページ）を参照してください。
Password
（ローカル ユーザのみ）。ユーザのパスワード。 パスワードは 8 文字以上で、1 個以上の
大文字（A ～ Z）、小文字（a ～ z）、数字（0 ～ 9）を使用する必要があります。 パスワー
ドはテストに合格するまで保存できません。
パスワードを変更するには、ユーザ アカウントを編集するときに [Change] をクリックしま
す。

パスワードの変更
ユーザ名をローカルで定義したユーザは、それ以外では [Users] ページのどの部分にもアクセスで
きなくても、自分のパスワードを変更できます。適切な管理者権限がない場合、ユーザアカウン
トを編集するときに、自分のパスワードが変更できる唯一の点です。
ユーザ名がローカルに定義されていない場合、つまり、通常のディレクトリ ユーザ名の場合は、
アプリケーションを使用してパスワードを変更することができません。 代わりに、パスワード変
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更の通常の手順を使用すると、新しいパスワードを使用してアプリケーションにログインできる
ようになります。
次の手順は、ローカルに定義されたユーザ名にのみ適用されます。

手順
ステップ 1

[Administration] > [Users] を選択します。

ステップ 2

ユーザ名の上にマウスを置き、[Edit User] をクリックします。

ステップ 3

[Password] フィールドの [Change] をクリックし、新しいパスワードを入力します。
パスワードは 8 文字以上で、1 個以上の大文字（A ～ Z）、小文字（a ～ z）、数字（0 ～ 9）を使
用する必要があります。 パスワードはテストに合格するまで保存できません。

ステップ 4

[Save] をクリックします。

ユーザの削除
不要になったユーザ アカウントは削除できます。 ただし、admin アカウントまたはログインに使
用しているアカウントは削除できません。
または、後で必要になる可能性がある場合は、ユーザ アカウントを一時的にディセーブルにでき
ます。 アカウントをディセーブルにするには、アカウントを編集して [Active] で [Off] を選択しま
す。
ユーザを削除すると、そのユーザに関するすべての保留中の変更が破棄されます。

手順
ステップ 1

[Administration] > [Users] を選択します。

ステップ 2

アカウントの上にマウスを置き、[Delete User] をクリックします。
削除の確認が求められます。

サーバ証明書のインストール
Web インターフェイスにログインするときに、システムはデジタル証明書を使用して HTTPS で通
信を保護します。 デフォルトの証明書はブラウザで信頼されていないため、Untrusted Authority と
いう警告が表示され、証明書を信頼するかどうかを確認されます。 証明書を Trusted Root Certificate
ストアに保存することもできますが、信頼するようにブラウザがすでに設定されている新しい証
明書をアップロードすることもできます。
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はじめる前に
サーバ証明書の取得, （340 ページ）の説明に従って、デジタル証明書を認証局から取得します。
サードパーティによって署名された証明書を使用する場合は、すべての証明書が含まれている
PEM ファイルを作成する必要があります。 サーバ証明書をファイルの最上部に置いて、その証明
書の署名に使用される CA 証明書を追加し、ファイル内の最後の証明書がルート証明書になるよ
うに、署名のチェーンに他のすべての証明書を追加して、証明書を連結します。 これらの追加の
証明書は CA から取得します。
たとえば、サーバ証明書がルート証明書によって署名されている場合、ファイルは次のようにな
ります（例の一部は示されているように編集されています。注釈を含めないでください）。
-----BEGIN CERTIFICATE----- <!-- This is the server certificate -->
MIIDzjCCArag
...(bulk of server certificate redacted)...
ng5lGTCSkEJz48Xkh3npPynf
-----END CERTIFICATE---------BEGIN CERTIFICATE----- <!-- This is the CA root certificate -->
MIID2TCCAsGg
...(bulk of CA root certificate redacted)...
9DT4XfXcg+A0EaYl/Gq8eaP2HFj2otge4JW4KV8=
-----END CERTIFICATE-----

手順
ステップ 1

[Administration] > [Server Certificates] を選択します。
このページでは、すでに証明書がアップロードされているかどうか、または現在使用しているサー
バ証明書に関する情報は表示されません。

ステップ 2

次の各フィールドで [Browse] をクリックし、適切なファイルを選択します。
• [Certificate]：CA 証明書ファイル。 サードパーティ証明書をアップロードする場合、最上部
のサーバ証明書から最下部のルート証明書まで順番に証明書チェーン全体を含むファイルを
選択します。
• [Key]：選択したサーバ証明書に対応する、復号化された RSA 秘密キー ファイル。 暗号化さ
れたキー ファイルは選択しないでください。 証明書チェーンをアップロードする場合、キー
は、チェーンの署名に使用された CA 証明書のキーではなく、サーバ証明書のキーです。

ステップ 3

[Upload] をクリックして、ファイルをシステムにコピーします。
サーバ証明書の詳細が表示されます。 証明書チェーンをアップロードする場合、チェーン全体の
詳細は表示されません。

ステップ 4

正しい証明書が選択されていることを確認し、[Install and Restart Server] をクリックします。
証明書がインストールされます。 証明書をイネーブルにするには、システムの Web サーバ コン
ポーネントを再起動する必要があります。 CX デバイスの場合、Web サーバを再起動しても、デ
バイスを経由するトラフィック フローは影響を受けません。

ステップ 5

[Restart] をクリックして Web サーバを再起動し、インストールを完了します。
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この時点で、Web インターフェイスへの接続は切断されます。 Web サーバの再起動を示すメッ
セージを待ち、ブラウザウィンドウをリフレッシュ（リロード）します。ブラウザが認識する証
明書をアップロードした場合、証明書の警告は表示されません。

サーバ証明書の取得
アプライアンスにアップロードする証明書は、次の要件を満たしている必要があります。
• X.509 標準を使用していること。
• 一致する秘密キーが PEM 形式で含まれていること。 DER 形式はサポートされていません。
• 秘密キーが暗号化されていないこと。
• ルート証明書または中間証明書であること。
システムから証明書の証明書署名要求（CSR）を生成することはできません。 そのため、システ
ム用に作成された証明書を使用するには、UNIX ワークステーションから署名要求を発行する必
要があります。 後でシステムにインストールする必要があるため、この UNIX ワークステーショ
ンから PEM 形式のキーを保存します。
最新バージョンの OpenSSL がインストールされた、任意の UNIX マシンを使用できます。 CSR
に CX デバイスまたは PRSM サーバのホスト名があることを確認してください。 OpenSSL を使用
した CSR の生成の詳細については、次の場所にあるガイドラインを参照してください。次の手順
は、このサイトで説明されている手順をまとめたものです。
http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl_faq.html#ToC28
CSR が生成されたら、認証局（CA）に送信します。 CA は、証明書を PEM 形式で返します。
最初に証明書を取得する場合、インターネットで「certificate authority services SSL server certificates
（SSL サーバ証明書を提供している認証局）」を検索して、お客様の環境のニーズに最適なサー
ビスを選択してください。 サービスの手順に従って、SSL 証明書を取得します。

ヒント

独自の証明書を生成して署名することもできます。 そのためのツールは http://www.openssl.org
の無料のソフトウェア OpenSSL に含まれています。

手順
ステップ 1

OpenSSL を使用して、システム用に暗号化されていない RSA 秘密キーを作成します。
例：
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次のコマンドで、server.key という RSA キー ファイルと、server.key.decrypted という RSA 秘密キー
の復号化された PEM バージョンが作成されます。 キーを作成するときに、入力したパス フレー
ズを覚えておいてください。
$ openssl genrsa -des3 -out server.key 1024
$ openssl rsa -in server.key -out server.key.decrypted

ステップ 2

RSA 秘密キーを使用して、PEM 形式の証明書署名要求を生成します。
例：

次の例では、暗号化されたキー ファイルを使用して、署名要求ファイル server.csr を生成します。
通常名を要求するプロンプトが表示されたら、システムの完全修飾ドメイン名（FQDN）を入力
します。 たとえば、https://prsm.example.com を開くことができるように、DNS 名を prsm.example.com
に設定した場合、通常名は prsm.example.com になります。
$ openssl req -new -key server.key -out server.csr

ステップ 3

CSR を CA に送信して、署名付きの証明書を取得します。
商用 CA を使用することも、独自の CA を作成して独自に証明書に署名することもできます。 独
自の CA を作成する方法については、OpenSSL のマニュアルを参照してください。

次の作業
[Administration] > [Server Certificates] ページを使用して、証明書をアップロードし、秘密キーを復
号化します。

基本的なトラブルシューティング
ここでは、基本的なシステムのトラブルシューティングのヒントを示します。 通常は、特定のポ
リシーおよび機能を説明するトピックの次に、それに関連するトラブルシューティングがありま
す。

システムの接続の確認
ネットワークでシステムと他のホストとの接続を確認するツールは、PRSM と CX で同じです。
物理メディアが正常である（ワイヤに断線がなく、ネットワーク ポートにしっかりと接続されて
いる）ことを前提として、次の手順で接続を確認できるコマンドを説明します。
CX デバイスでは、管理インターフェイスとホストとの間で接続がチェックされます。 管理ネッ
トワークには、システムとリモート ホスト（PRSM サーバ、アップデート サーバなど）との間の
ネットワークへのゲートウェイが必要です。
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手順
ステップ 1

コンソールまたは SSH セッションを使用して CLI にログインします。
admin ユーザとしてログインします。 Cisco Prime Security Manager では、vSphere Client アプリケー
ションを使用してコンソールにアクセスします。
ASA CX ソフトウェア モジュール では、ASA CLI で session cxsc console コマンドを使用してコン
ソール セッションを開きます。

ステップ 2

接続を確認するには、次のコマンドの組み合わせを入力します。
• ping：ホストが単純な ICMP エコー要求に応答するかどうかを確認します。 ホストまたは仲
介ルータが、到達可能なホストからの ICMP 応答を妨げる場合があることに注意してくださ
い。 たとえば、ping 10.100.10.1 または ping www.example.com と入力します。 ping を停止す
るには、Ctrl+C キーを押します。
• traceroute：システムとホストの間の経路を確認します。 システムとホストの間のホップ数
を確認できます。 ping と同様、到達可能なはずのホストからの ICMP 応答が、仲介ルータで
阻止されることがあるため注意してください。 たとえば、traceroute 10.100.10.1 または
traceroute www.example.com と入力します。 応答として最初に *（アスタリスク）が表示さ
れた場合は、ホップが応答していないため、Ctrl+C キーを押して traceroute を停止します。
ホップに問題があるか、ノードが ICMP エコー要求に応答するように設定されていません。
• nslookup：設定した DNS サーバで、DNS ホスト名を IP アドレスに解決できるかどうかを確
認します。 DNS 設定を確認するには、show dns コマンドを使用します。
• show route：ルーティング テーブルを確認します。 正しいゲートウェイが指定されたデフォ
ルト ルート（0.0.0.0）が必要です。 パケットがサブネットから送出されていないようであれ
ば、ゲートウェイに対して ping を試行します。 ゲートウェイ アドレスが正しくない場合は、
setup コマンドを実行し、プロンプトに対して正しいゲートウェイを入力します。
• show interfaces：受信（RX）および送信（TX）パケット数が増えているかどうかを確認しま
す。 管理 IP アドレスは、eth0 インターフェイスに対して定義されている必要があり、ping、
traceroute、またはその他のネットワーク アクティビティを行うと、パケット数が増えます。
IP アドレスまたはマスクが正しくない場合は、setup コマンドを実行し、プロンプトに対し
て正しい値を入力します。

パケットのキャプチャ
ASA CX デバイスでは、次の方法で、デバイスを通過するトラフィックのパケットをキャプチャ
できます。
• アクセス ポリシー：個別のアクセス ポリシーの [Capture Packets] で [On] を選択し、ポリシー
に一致するトラフィック フローのパケットを選択的にキャプチャできます。 このオプショ
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ンを選択するには、アクセス ポリシーを編集します。 次の推奨事項および制約事項を考慮
してください。
• [Capture Packets] オプションは、レイヤ 3 またはレイヤ 4（L3/L4）基準のみを使用する
か、デフォルトの [Any] 基準を使用するアクセス ポリシーで機能します。 そのほかの
一致基準を使用する場合、パケットはキャプチャされません。 L3/L4 基準は、ネット
ワーク オブジェクトおよびサービス オブジェクトです。
• ポリシー リストを表示すると、パケット キャプチャがポリシーでイネーブルになって
いることが、ポリシーの右側のアイコンで示されます。 アイコンの上にマウスを置く
と、各アイコンの意味が表示されます。
• パケット キャプチャ ファイルはポリシーを編集し、[Capture Packets] で [Off] を選択す
るまで作成されません。 キャプチャ ファイルのファイル名にはポリシー名が使用され、
拡張子 .pcap が付きます。 古いキャプチャ ファイルが存在する場合は、上書きされま
す。
• グローバル設定：[Dropped Packets] の [Capture] で [On] を選択して、L3/L4 一致基準のみを使
用する拒否アクセス ポリシーに一致するパケットと、形式が不正や、現在の TCP 状態に準
拠していない（ウィンドウの外の TCP リセットなど）といった理由により、L3/L4 チェック
でドロップされたパケットをキャプチャできます。変造または不適合パケットは、トラフィッ
クと一致するアクセス ポリシーに関係なく、ドロップされます。
パケット キャプチャ ファイルは、[Dropped Packets] の [Capture] で [Off] を選択するまで作成
されません。 キャプチャ ファイルは aspdrop.pcap です。 古いキャプチャ ファイルが存在す
る場合は、上書きされます。

（注）

管理ポートのトラフィックはキャプチャできません。 パケット キャプチャは、ASA CX デバ
イスにリダイレクトされるトラフィックにだけ使用できます。
次の手順で、両方のタイプについてパケットのキャプチャを設定し、キャプチャが含まれるファ
イルをアップロードする方法を説明します。

手順
ステップ 1

[Device] > [Packet Capture] を選択して、次のグローバル設定を指定します。
• [Circular Buffer: On/Off]：パケット キャプチャに循環バッファを使用するかどうか。 [On] を
選択した場合、キャプチャは最大バッファ サイズに達すると、最も古いパケットへの上書き
を開始します。
• [Maximum Buffer Size]：パケットを保存するためにキャプチャが使用できるメモリの最大容
量。 デフォルトは 1 MB です。 測定単位として KB または MB を選択できます。固定の有効
サイズ範囲はありません。
変更した場合は、[Save] をクリックします。
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ステップ 2

ドロップされたパケットのグローバル キャプチャを設定するには、次の手順を実行します。
a) [Device] > [Packet Capture] を選択します。
b) [Dropped Packets] セクションの [Capture] で [On] を選択します。
c) [Save] をクリックして変更を保存します。
d) メニュー バーの [Changes Pending] リンクをクリックし、[Commit and Deploy Changes] ページの
[Commit] ボタンをクリックして、変更を保存します。
e) パケットをキャプチャするネットワーク アクティビティを実行します。
f) パケット キャプチャの設定を再度編集して、今度は [Capture] で [Off] を選択します。 変更を
保存します。
g) 変更を保存します。
パケット キャプチャ ファイルがディスクに書き込まれます。

ステップ 3

個々のアクセス ポリシーにパケット キャプチャを設定するには、次の手順を実行します。
a) [Policies] > [Policies] を選択します。
b) アクセス ポリシーの上にマウスを置き、[Edit Policy] をクリックします。
c) [Capture Packets] で [On] を選択します。
d) [Save Policy] をクリックします。
ポリシーが保存されると、ポリシー リストに戻ります。 ポリシーの右側にあるパケット キャ
プチャ アイコンを確認してください。
e) メニュー バーの [Changes Pending] リンクをクリックし、[Commit and Deploy Changes] ページの
[Commit] ボタンをクリックして、変更を保存します。
f) パケットをキャプチャするネットワーク アクティビティを実行します。
g) ポリシーを再度編集し、今回は [Capture Packets] で [Off] を選択します。 変更を保存します。
h) 変更を保存します。
パケット キャプチャ ファイルがディスクに書き込まれます。

ステップ 4

パケット キャプチャをテストする準備ができるか、分析のために Cisco Technical Assistance Center
に提供する準備ができたら、CLI にログインし、support diagnostic コマンドを使用してパケット
キャプチャ ファイルを選択して、サーバにアップロードします。
例：

次の例は、ポリシーのパケット キャプチャをアップロードする方法を示しています。 パケット
キャプチャは、ファイル名に日時が含まれた ZIP ファイルに保存されます。 追加のキャプチャを
アップロードするには、単純に、ファイルを選択するときに複数のファイルを選択します。すべ
てを 1 つのアップロード ファイルにまとめることができます。 ファイル名は大文字と小文字が区
別されます。ファイルを選択するときに、必要な場合は大文字を入力してください。
asacx> support diagnostic
=======Diagnostic=======
1. Create default diagnostic archive
2. Manually create diagnostic archive
Please enter your choice (Ctrl+C to exit): 2
=== Manual Diagnostic ===

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
344

OL-28138-01-J

システムのメンテナンスとトラブルシューティング
パケットのキャプチャ

1. Add files to package
2. View files in package
3. Upload package
Please enter your choice (Ctrl+C to exit): 1
=== Add files to package | Manual Diagnostic ===
1.
2.
3.
4.
5.
6.
b.

Logs
Core dumps
Packet captures
Reporting data
Eventing data
Update data
Back to main menu

Please enter your choice (Ctrl+C to exit): 3
============================
Directory: /var/local | 514 KB
-----------files-----------2012-03-20 18:37:28 | 524134
2012-03-20 18:52:11 | 1922

| Allow All.pcap
| aspdrop.pcap

([b] to go back or [m] for the menu or [s] to select files to add)
Type a sub-dir name to see its contents: s
Type the partial name of the file to add ([*] for all, [<] to cancel)
> allow
No file named 'allow'
Type the partial name of the file to add ([*] for all, [<] to cancel)
> Allow
Allow All.pcap
Are you sure you want to add these files? (y/n) [Y]: y
=== Package Contents ===
[Added] Allow All.pcap
========================
============================
Directory: /var/local
-----------files-----------2012-03-20 18:37:28 | 524134
2012-03-20 18:52:11 | 1922

| Allow All.pcap
| aspdrop.pcap

([b] to go back or [m] for the menu or [s] to select files to add)
Type a sub-dir name to see its contents: m
=== Manual Diagnostic ===
1. Add files to package
2. View files in package
3. Upload package
Please enter your choice (Ctrl+C to exit): 3
Creating archive
Enter upload url (FTP or TFTP) or [Ctrl+C] to exit
Example: ftp://192.168.8.1/uploads
> ftp://10.69.43.239/diagnostics
Uploading file cx_asacx_03_20_2012_19_12_15.zip [size: 524280]
You need to authenticate with the server to upload/download file
Username: ftpusername
Password: (typing not displayed)
Uploading file cx_asacx_03_20_2012_19_12_15.zip [size: 524280]
Uploading the file to /diagnostics on the remote server.
....
Successfully Uploaded ftp://10.69.43.239/diagnostics/cx_asacx_03_20_2012_19_12_15.zip
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asacx>

システム プロセスの管理
CX デバイスと Cisco Prime Security Manager が使用するシステム プロセスは、一部は同じですが、
一部は異なっています。 ただし、同じ手法を使用して、システム プロセスのステータスを確認
し、必要な場合は停止および再起動できます。 これらのプロセスの管理は、システムで予期しな
い動作が発生した場合にのみ必要です。この場合は、プロセス ステータスを確認すると、解決が
必要なシステム レベルの問題かどうかを識別するために役立ちます。
次の手順で、ステータスを確認し、必要であればプロセスを再起動する方法を説明します。

（注）

CX デバイスのトラブルシューティング時は、config advanced autorestart off コマンドを使用
して、プロセスの自動再起動をディセーブルにすることもできます。

手順
ステップ 1

コンソールまたは SSH セッションを使用して CLI にログインします。
admin ユーザとしてログインします。 Cisco Prime Security Manager では、vSphere Client アプリケー
ションを使用してコンソールにアクセスします。
ASA CX ソフトウェア モジュール では、ASA CLI で session cxsc console コマンドを使用してコン
ソール セッションを開きます。

ステップ 2

show services status コマンドを入力して、現在のシステム プロセスのステータスを表示します。
例：

次の例では、PRSM のステータスが表示されます。 プロセスが正しく機能していれば、すべての
ステータスが True になります。 ステータスが False の場合は、システムが回復するまでしばらく
待ち、ステータスを再確認します。
hostname> show services status
============================================================
Process
| PID
| Enabled
| Up
| Up Time
============================================================
HTTP Server
| 6470 | True
| True | 02:39:31
AD Interface
| 6611 | True
| True | 02:39:21
Message Nameserver| 6491 | True
| True | 02:39:31
Management Plane | 6520 | True
| True | 02:39:28
Updater
| 6538 | True
| True | 02:39:24
Event Server
| 6535 | True
| True | 02:39:24
============================================================
hostname>

ステップ 3

プロセス ステータスが down のままの場合は、すべてのプロセスを再起動します。
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例：

次の例は、プロセスを停止してから再起動する方法を示しています。
hostname> services stop
Are you sure you want to stop all services? [N]: y
........................................
hostname> show services status
Process Manager Not Running
hostname> services start
Process Manager starting
hostname> show services status
============================================================
Process
| PID
| Enabled
| Up
| Up Time
============================================================
HTTP Server
| 7373 | True
| True | 00:00:16
AD Interface
| 7573 | True
| True | 00:00:05
Message Nameserver| 7394 | True
| True | 00:00:16
Management Plane | 7442 | True
| True | 00:00:13
Updater
| 7491 | True
| True | 00:00:09
Event Server
| 7483 | True
| True | 00:00:09
============================================================
hostname>

次の作業
プロセスを再起動しても問題が解決しない場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）に連
絡する前に、次のコマンドを試してください。
• system reload で、システムをブート。
• system shutdown で、システムを完全にシャットダウン。 デバイスまたは仮想マシン（VM）
を手動で再起動する必要があります。

Cisco Technical Assistance Center の診断ファイルの作成
問題レポートを提出した際に、Cisco Technical Assistance Center（TAC）の担当者により、システ
ム ログ情報の提出を求められることがあります。 この情報は、問題の診断に役立ちます。 診断
ファイルの提出は、求められた場合だけでかまいません。
診断ファイルを作成する前に、報告する問題の原因となった処理を実行してください。 必要な場
合、さまざまなシステムコンポーネントの最小ログレベルを変更して、診断情報の詳細レベルを
制御できます。
次の手順では、ログ レベルを設定して診断ファイルをダウンロードする方法について説明しま
す。

手順
ステップ 1

必要な場合、システムコンポーネントのログレベルを変更して、診断しようとする問題を引き起
こしたアクティビティを再現します。
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a) 次のいずれかを実行します。
• CX（シングル デバイス モード）、PRSM：[Administration] > [PRSM Logs] を選択します。
• PRSM マルチ デバイス モードで管理される CX デバイス（管理対象モード）：[Device
Configuration] ページを開くには、[Device] > [Devices] を選択してデバイスにマウスを合わ
せ、[Device Configuration] をクリックします。
b) ロギング設定のプロパティ（CX、PRSM）, （348 ページ）の説明に従って、ログ レベルを調
整します。
c) 管理対象モードの CX デバイスのログ レベルを変更した場合は、この変更を保存して、デバイ
スがアップデートされて新しいレベルが適用されたことを導入ステータスで確認します。
d) ログ情報を収集しようとしている問題を引き起こした、ネットワーク アクティビティまたはそ
の他のアクションを再現します。
ステップ 2

ログ ファイルをダウンロードします。
• CX（シングル デバイス モード）、PRSM：[Logging Configuration] ページで [Download Logs]
をクリックして、すべてのシステム ログが含まれている zip ファイルをダウンロードします。
• PRSM マルチ デバイス モードで管理される CX デバイス（管理対象モード）：次のいずれか
を実行します。
◦ （PRSM マルチ デバイス モードで）。[Device Configuration] ページを開くには、[Device]
> [Devices] を選択してデバイスにマウスを合わせ、[Device Configuration] をクリックし
ます。[Download Logs] をクリックして、すべてのシステム ログが含まれている zip ファ
イルをダウンロードします。
◦ ブラウザを使用して管理対象デバイスにログインし、ホーム ページに表示されたログの
ダウンロード用リンクをクリックします。
通常、ファイルを開くか、ワークステーションに保存するかを選択するプロンプトが表示されま
すが、この動作は、使用しているブラウザや、ファイルのオープンまたは保存の処理がどのよう
に設定されているかによって異なります。
（注）

ログをダウンロードするときに、自動的に show tech-support コマンドが実行され、レ
ポートが生成されてログに含まれます。 レポートの名前は、tech_support_report.txt で
す。

ロギング設定のプロパティ（CX、PRSM）
ロギングの設定プロパティを使用して、システム ロギングのログ レベルを設定します。 これら
のレベルは、設定中のプラットフォーム（CX デバイスまたは PRSM 管理プラットフォーム）に
適用されます。 ロギング設定を使用して、解決しようとしている問題について Cisco Technical
Assistance Center（TAC）の担当者がトラブルシューティングを行う際に役立つ診断ファイルの作
成中に生成されるメッセージを制御します。
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さまざまなシステム コンポーネントで、最小ログ レベルを変更できます。 生成されるメッセー
ジが多いものから少ないものの順に、次のログレベルから選択できます。あるレベルを選択する
と、そのレベルと、それよりも低いレベルのメッセージが生成されます。
• TRACE：デバッグ用のシステム トレース情報。
• DEBUG：デバッグ用の低レベル システム情報。
• INFO：全般的なシステム アクティビティに関する情報メッセージ。 これは、デフォルトの
ロギング レベルです。
• WARNING：現在はシステムの運用に影響を与えていない、小さな問題を説明した情報。 こ
れらの問題が、大きな問題の原因になることがあります。
• ERROR：システムの運用に悪影響を及ぼす可能性がある、大きな問題を説明した情報。
• CRITICAL：システム全体に障害を引き起こす可能性がある、重大な問題を説明した情報。
次のコンポーネントで、ログ レベルを制御できます。
• 管理プレーン：（ASA CX、PRSM）。Web インターフェイスなど、ユーザに表示される機能
を実行するコンポーネント。
• イベンティング：（ASA CX、PRSM）。デバイスからイベントを収集して Event Viewer に表
示するために使用されるイベント サーバ。
• HTTP インスペクション エンジン：（ASA CX のみ）。HTTP パケットについてより詳細な
検査を実行するセキュリティ アプリケーション スキャナ エンジン。
• データ プレーン：（ASA CX のみ）。データ トラフィックを処理してポリシーを適用するコ
ンポーネント。
• TLS 復号化エンジン：（ASA CX のみ）。TLS/SSL トラフィック フローを復号化するエンジ
ン。
ナビゲーション パス
• CX（シングル デバイス モード）、PRSM：[Administration] > [PRSM Logs] を選択します。
• PRSM マルチ デバイス モードで管理される CX デバイス（管理対象モード）：[Device
Configuration] ページを開くには、[Device] > [Devices] を選択してデバイスにマウスを合わせ、
[Device Configuration] をクリックします。
ログのダウンロード
[Logging Configuration] ページで [Download Logs] リンクをクリックして、すべてのシステム ログ
が含まれている zip ファイルをダウンロードします。 zip ファイルの tacsupport_report.txt という名
前のファイルには、show tacsupport コマンドの出力が含まれています。

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
OL-28138-01-J

349

システムのメンテナンスとトラブルシューティング
システムのメンテナンス

（注）

PRSM マルチ デバイス モードで管理されている CX のログをダウンロードするには、デバイ
スの [Device Configuration] ページで [Download Logs] リンクをクリックします。 ブラウザを使
用して管理対象デバイスにログインし、ホーム ページに表示されるログのダウンロード用リ
ンクをクリックすることもできます。

システムのメンテナンス
ここでは、基本的なシステムのメンテナンスについて説明します。

データベースのバックアップと復元
設定データベースはバックアップを作成したり、必要に応じて復元できます。 デバイス構成およ
びポリシー設定に大きな変更を加える前に、バックアップを作成することを検討してください。
データベースのバックアップ/復元プロセスは、PRSM サーバと CX デバイスと同じです。
バックアップおよび復元を実行する前に、次の点について検討してください。
• 通常、データベースのバックアップを復元できるのは、システムで現在稼働しているものと
同じソフトウェアのバージョンからバックアップされた場合のみです。 ただし、以前のバッ
クアップからのデータベースが新しいソフトウェアのバージョンと互換性がある場合もあり
ます。
• PRSM マルチ デバイス モード サーバにバックアップを復元したときに、復元されたデータ
ベースに定義されている管理対象デバイスのポリシーと設定が、そのデバイスで現在稼働し
ているポリシーおよび設定と異なっていることがあります。 つまり、バックアップが行われ
た時刻と、現在の時刻との間で、デバイスに変更が適用された可能性があります。 この場
合、バージョン ミスマッチ アラートが PRSM に表示されます。これは復元された PRSM サー
バに最初にログインしたときに表示されます。 バージョン ミスマッチ アラートが表示され
たデバイスごとに、デバイスの管理対象モード ホーム ページにログインして、再同期リン
クをクリックすることを推奨します。 現在稼働中の設定を保存する場合は、PRSM インベン
トリからデバイスを削除して再検出してください。

注意

バックアップ中に、パスワードをクリアするかどうか尋ねられます。 バックアップを Cisco
Technical Assistance Center などと共有する場合にのみ、パスワードをクリアしてください。 パ
スワードをクリアしたバックアップを復元した場合、すべてのデバイスを PRSM マルチ デバ
イス モード インベントリから削除してから追加し、パスワードをリセットする必要がありま
す。 すべてのモードで、ローカル ユーザ（admin ユーザ以外）、AD/LDAP ディレクトリ、AD
エージェント、シグニチャ アップデータ HTTP プロキシ ユーザ名のすべてのパスワードを定
義する必要があります。 adminユーザとしてログインできるようになるのは、パスワードをク
リアしたデータベースを復元した後です。
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次の手順では、バックアップと復元の両方の手順を示します。

手順
ステップ 1

コンソールまたは SSH セッションを使用して CLI にログインします。
admin ユーザとしてログインします。 Cisco Prime Security Manager では、vSphere Client アプリケー
ションを使用してコンソールにアクセスします。
ASA CX ソフトウェア モジュール では、ASA CLI で session cxsc console コマンドを使用してコン
ソール セッションを開きます。

ステップ 2

データベース バックアップを作成するには、config backup コマンドを使用します。
例：

次の例は、FTP サーバのバックアップ フォルダにデータベースをバックアップします。 バック
アップ ファイルの名前を指定しないことに注意してください。生成されるファイル名に、システ
ム タイプ、ホスト名、month_day_year_hour_minutes_seconds 形式の日時情報が含まれます（24 時
間形式）。
hostname> config backup ftp://10.69.43.239/backups
Starting the database backup process....
Please note that eventing/reporting data will not be backed up
If you are creating a backup to share with others for system Troubleshooting,
you can clear device passwords to maintain security.
A backup with cleared passwords is not suitable for system recovery.
Do you want to clear the passwords in the backup database(y/n)?[n]:n
Uploading file prsm_prsm-vm_1.0.0_04_02_2012_16_25_30.pkg to
ftp://10.69.43.239/backups
You need to authenticate with the server to upload/download file
Username: ftpusername
Password: (typing not displayed)
Backup of the database is completed.
hostname>

ステップ 3

バックアップを復元するには、config restore コマンドを使用します。
例：

次の例では、指定したバックアップ ファイルを復元します。 ファイル名を URL に含める必要が
あります。 バージョン ミスマッチ アラートの確認に関する注は、PRSM マルチ デバイス モード
にのみ適用されます。
hostname> config restore ftp://10.69.43.239/backups/
prsm_prsm-vm_1.0.0_04_02_2012_16_25_30.pkg
Downloading: ftp://10.69.43.239/backups/prsm_prsm-vm_1.0.0_04_02_2012_16_25_30.pkg
You need to authenticate with the server to upload/download file
Username: ftpusername
Password: (typing not displayed)
Starting the database restore process....
Please note that existing eventing and reporting data will not be restored.
NOTE: The restore process removes the present configuration replacing it with
the backed up configuration.
Do you want to proceed with restore?(y/n)?[n]: y
Stopping Cisco Services for restoring Database
The database has been restored to a backup version.
NOTE: Log into PRSM and check the inventory for Version Mismatch alerts.
These alerts indicate that a managed ASA CX is running a different
configuration than the one defined in the PRSM database. You must
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correct the mismatch. Either log into each ASA CX home page and
click the resynchronize link to revert to the old configuration, or
remove the device from the inventory and rediscover it to preserve
the current configuration.
Restarting Cisco Services after restoring Database
.......................................................
hostname>

データベース バックアップのスケジューリング
FTP サーバへのコンフィギュレーション データベースの定期的なバックアップを設定できます。
バックアップ スケジュールは、設定しているデバイスにのみ適用されます。 PRSM マルチ デバイ
ス モードでは、PRSM サーバに適用され、管理対象デバイスには適用されません。これは、管理
対象デバイスの設定は PRSM サーバのデータベースで維持されるためです。
デバイスのスケジュール バックアップをイネーブルにし、PRSM サーバのインベントリに追加し
た場合、スケジュールは検出されたデバイスで無効になります。

手順
ステップ 1

[Administration] > [Database Backup] を選択します。
[Database Backup Settings] ページに、現在のバックアップ スケジュール（ある場合）および最後の
バックアップのステータス（既知の場合）が表示されます。

ステップ 2

[Periodic Backup] で [On] を選択します。
[Periodic Backup] で [Off] を選択すると、バックアップ スケジュールをディセーブルにできます。

ステップ 3

[Backup Periodicity] に、バックアップ スケジュールの頻度を時間単位で入力します。
周期は 1 ～ 168 時間である場合があります。 デフォルトは 24 時間です。
この頻度は、変更を保存する時間に関連します。開始時間やバックアップウィンドウは選択でき
ません。

ステップ 4

次のフィールドを使用して FTP サーバを特定します。
• [Server Host Name / IP Address]：FTP サーバの DNS 名または IP アドレス。
• [Server Port]：サーバが FTP 接続をリッスンするポート。 デフォルトは 21 です。
• [User Name]、[Password]：ファイルをアップロードする FTP サーバにログインするためのユー
ザ名とパスワード。
• [Backup File Location on Server]：バックアップ ファイルをアップロードするサーバ パス。 た
とえば、ルート フォルダは / で、backup フォルダは /backup/ です。

ステップ 5

[Save] をクリックします。
バックアップは変更を保存したときに開始され、後続のバックアップはスケジュールに従って発
生します。 バックアップを復元するには、CLI で config restore コマンドを使用します。
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PRSM VM のバックアップと復元
（注）

VM のバックアップと復元は、PRSM マルチ デバイス モードでのみ使用できます。 この手順
は、個別の CX システムのバックアップおよび復元には使用できません。
データベースと構成の設定を含めて PRSM マルチ デバイス モード仮想マシン（VM）のバック
アップを作成するには、VMware スナップショット機能を使用します。 config backup コマンドを
使用して、VM 内のコンフィギュレーション データベース バックアップの作成に加えてスナップ
ショットを作成できます。 スナップショットとデータベースのバックアップの両方を作成する場
合は、問題の発生時にシステムを回復するための最適な方法を選択できます。
次の手順で、全体的なスナップショット（バックアップ）および復元プロセスについて説明しま
す。 ただし、必要なプロセスと特定の手順を理解するには、VMware のマニュアルでスナップ
ショットに関する記述を参照する必要があります。 すべてのアクションは、VMware vSphere Client
で実行します。

手順
ステップ 1

プライマリ ディスクが、スナップショットに含まれる唯一のディスクになることを確認してくだ
さい。
すべてのセカンダリ ディスクで、[Independent-Persistent] モードが選択されている必要があります
（PRSM VM を右クリックし、[Edit Settings] を選択してから各セカンダリ ディスクを選択し、こ
のオプションが選択されているかどうかを確認します）。 この選択によって、イベントおよびレ
ポート データが含まれているディスクがスナップショットに含まれないようにして、バックアッ
プが不必要に大きくなることを防ぎます。 スナップショットのポイントは、必要なときに既知の
正常な状態に戻せるように、データベースおよびその他の構成設定をバックアップすることです。
1 台または複数のセカンダリ ディスクでこのオプションが選択されていない場合は、コンソール
を開き、PRSM CLI にログインして system shutdown コマンドを入力し、システムをシャットダウ
ンします。 次に、vSphere Client で VM の電源を切ります。 次に、[Independent-Persistent] モード
オプションを選択して VM の電源を投入します。 ディスク モード オプションを変更する場合は、
VMware Snapshot Manager を使用して、これまでに作成した既存のスナップショットをすべて削除
する必要もあります。

ステップ 2

スナップショットを作成するには、PRSM VM を右クリックし、[Snapshot] > [Take Snapshot] を選
択します。
名前と説明を入力するプロンプトと、追加のオプションを選択するプロンプトが表示されます。
最良のスナップショット品質を得るには、[Snapshot the Virtual Machine’s Memory] オプションと
[Quiesce Guest File System] オプションの両方を選択する必要があります。

ステップ 3

バックアップ時の状態にシステムを復元するには、Snapshot Manager を開き、目的のスナップ
ショットを選択して、[Go To] をクリックします。
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選択したスナップショットに含まれるシステム状態に戻すことを確認するプロンプトが表示され
ます。

admin パスワードのリセット
admin ユーザのパスワードを忘れた場合は、リセットできます。 次の手順で、このプロセスにつ
いて説明します。 この手順を使用するには、次の点に注意してください。
• コンソールを使用する必要があります。 SSH セッションからは、recovery ユーザとしてログ
インできません。
• パスワードがわかっていて、単に変更するだけの場合は、コンソールまたは SSH セッション
から config passwd コマンドを使用します。
• ASA CX ハードウェア モジュールでは、次のいずれかのコマンドを使用して（パスワードは
「Admin123」にリセットされます）、またはブート イメージをリブートして、親 ASA 経由
でパスワードを回復できます。
• hw-module module 1 password-reset
• session 1 do password-reset
• ASA CX ソフトウェア モジュールでは、次のいずれかのコマンドを使用して（パスワードは
「Admin123」にリセットされます）、またはブート イメージをリブートして、親 ASA 経由
でパスワードを回復できます。
• sw-module module cxsc password-reset
• session cxsc do password-reset

はじめる前に
この手順を使用して、データベースを出荷時のデフォルト状態にリセットすることもできます。
設定したすべてのポリシー、イベントおよびレポート データ、セットアップ コンフィギュレー
ション（IP アドレス、マスク、ゲートウェイ、DNS、NTP など）が消去されます。

手順
ステップ 1

次のいずれかを実行します。
• （Cisco Prime Security Manager）。vSphere Client を使用して VMware コンソールを開きます。
• （ASA CX ハードウェア モジュール）。コンソール ポートからデバイス コンソールを開き
ます。
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• （ASA CX ソフトウェア モジュール）。ASA CLI で session cxsc console コマンドを使用し
て、コンソール セッションを開きます。
ステップ 2

ログイン プロンプトで、ユーザ名 recovery を使用してログインします。
コンソール セッションがアクティブな場合は、exit コマンドを入力するとログイン プロンプトが
表示されます。 recovery ユーザのパスワードはありません。 実行するアクションを選択するプロ
ンプトが表示されます。
例：
hostname login: recovery
1) Reset admin password.
2) Reset to factory defaults.
3) Exit.
#?

ステップ 3

1 を入力してパスワードをリセットし、プロンプトが表示されたら新しいパスワードを 2 回入力
します。
例：
#? 1
Changing password for admin
New password: (typing not displayed)
Retype password: (typing not displayed)
Password for admin changed by service
Press any key to exit.

任意のキーを押すと、ログイン プロンプトに戻ります。 これで admin ユーザとしてログインでき
るようになります。

出荷時の初期状態へのリセット
注意

データベースを出荷時デフォルト値にリセットすると、Web インターフェイスで定義したすべ
てのポリシーおよびコンフィギュレーション設定と、収集したイベントおよびレポート デー
タが消去されます。 このアクションは取り消せません。 どの設定も維持しない場合にのみ、
この手順に従ってください。 Cisco Prime Security Manager では、この手順を実行する前に、イ
ンベントリからすべてのデバイスを削除することを推奨します。
すべてのポリシー、デバイス構成、イベント、レポート データを消去し、システムを出荷時の初
期状態に戻すには、次のいずれかの方法を使用します。
• config reset コマンド。 このコマンドを使用してデータベースをリセットした場合、CLI から
設定したデバイス設定はリセットされません。 たとえば、管理 IP アドレスおよびマスク、
ゲートウェイ、DNS 設定、NTP 設定、時刻設定はリセットされません。 これらの値は保存
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され、システムは引き続きネットワークにアクセスできます。 これらの設定も変更する場合
は、setup コマンドおよび他の config コマンドを使用します。
• ユーザ名 recovery を使用して CX コンソールまたは PRSM マルチ デバイス モード vSphere
Client コンソールにログイン。 この方法を使用してデータベースをリセットすると、セット
アップ設定も削除されます。 リセットの完了後、システムを設定できるように、セットアッ
プ ウィザードが起動します。 recovery ユーザ アカウントを使用すると、選択を要求するプ
ロンプトが表示されます。admin パスワードのリセットもできます。
次に、config reset コマンドの使用例を示します。

手順
ステップ 1

コンソールまたは SSH セッションを使用して CLI にログインします。
admin ユーザとしてログインします。 Cisco Prime Security Manager では、vSphere Client アプリケー
ションを使用してコンソールにアクセスします。
ASA CX ソフトウェア モジュール では、ASA CLI で session cxsc console コマンドを使用してコン
ソール セッションを開きます。

ステップ 2

config reset コマンドを入力し、確認を要求されたら Y キーを押します。
例：

次の例は、PRSM をリセットする方法を示しています。 警告は、リセットするシステムによって
少し異なります。
hostname> config reset
WARNING: You are about to erase all policy and device configurations.
Before proceeding, remove all devices from the inventory.
Otherwise, you must unmanage each managed ASA CX from its home page.
The database will be reset to factory defaults.
System setup configuration will be preserved.
You cannot undo this action.
Are you sure you want to proceed? [y/n]: y
Stopping services...
Removing settings...
Initializing database...
Generating certificates...
Starting services...
The system has been successfully reset to factory defaults.
hostname>
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ソフトウェアのインストール
ここでは、システム ソフトウェア イメージとアップグレード パッケージをインストールする方
法について説明します。
• イメージおよびソフトウェア パッケージ, 357 ページ
• Cisco Prime Security Manager のインストール, 358 ページ
• システムのアップグレード, 367 ページ
• ASA 5585-X CX SSP のイメージの再作成, 373 ページ
• ASA CX ソフトウェア モジュールのイメージの再作成, 377 ページ
• CX および PRSM ポートを開く, 381 ページ

イメージおよびソフトウェア パッケージ
ASA CX および Cisco Prime Security Manager（PRSM）のソフトウェア パッケージには複数の異な
るタイプがあります。
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ASA CX
• ASA CX ブート イメージ。ASA CX の完全な再作成が必要な場合にインストールしま
す。 デバイスのパーティションを作成すると、すべてのユーザ データが失われます。
通常、このイメージはディザスタ リカバリの目的でのみインストールします。 ブート
イメージをインストールした後、システム ソフトウェア パッケージをインストールす
る必要があります。
ブート イメージのファイル名は、次のパターンに従っています。
• asacx-boot-*.img は、Cisco ASA 5585-X CX Security Services Processor用。
• asacx-5500x-boot-*.img は、ASA CX ソフトウェア モジュール用。
• ASA CX システム ソフトウェア。オペレーティング システムとアプリケーションが含
まれています。 システム ソフトウェアのアップグレードでは、常にリブートが必要で
す。 ASA CX システム ソフトウェア パッケージ ファイルの名前は、asacx-sys-*.pkg と
いうパターンに従います。
PRSM
• PRSM 仮想マシン（VM）。OVA ファイルの形式です。 このパッケージは、新しい VM
としてインストールするため、ユーザデータは保存されません。完全新規のインストー
ルから開始します。 PRSM OVA ファイルの名前は、prsm-vm-*.ova というパターンに
従います。
• PRSM システム ソフトウェア。オペレーティング システムとアプリケーションが含ま
れています。 システム ソフトウェアのアップグレードでは、常にリブートが必要で
す。 PRSM システム ソフトウェア パッケージ ファイルの名前は、prsm-sys-*.pkg とい
うパターンに従います。

Cisco Prime Security Manager のインストール
Cisco Prime Security Manager (PRSM) は VMWare 上で動作します。 ここでは、VMware の設定と、
PRSM 仮想マシン（VM）のインストールおよび管理方法について説明します。 PRSM マルチ デ
バイス モード サーバを効果的に管理するには、VMware の使用方法に関する知識が必要です。

PRSM インストールのためのサーバの準備
PRSM マルチ デバイス モードでは、基本の動作環境として VMware を使用します。 PRSM をイン
ストールする前に、VMware のインストール要件を満たすサーバを選択し、VMware のマニュアル
に従って正しく VMware をインストールして設定する必要があります。
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ヒント

最低でも、ハードウェア プラットフォームは Intel Xeon Dual Core 64 ビット プロセッサで、
Intel VT-x サポート、6GB RAM、500 GB ハード ドライブ（RAID 5 を推奨）、1 つまたは複数
のギガビットまたは 10 ギガビット イーサネット コントローラを搭載している必要がありま
す。 選択したサーバが、VMware の ESXi 互換ハードウェア リスト（http://www.vmware.com/
resources/compatibility/search.php）に含まれていることを確認してください。 ESXi ホストの
BIOS で、Intel Virtualization Technology（VT-x）がイネーブルになっていることを確認します。
次の VMware ソフトウェアをインストールします。
• VMware vSphere Hypervisor（ESXi）4.1 Update 2。
目的の設定を実装するために必要な VMware ライセンスの取得は、お客様が行ってくださ
い。
• （任意、ただし推奨）。VMware vCenter Server 4.1。
• VMware vSphere Client 4.1。 ワークステーションにクライアントをインストールする必要が
あり、少なくとも 2 GB の RAM が必要です。
VMware のインストールについて、PRSM に特別な要件はありませんが、PRSM で管理するデバイ
スの数に基づいて適切なサーバを選択するために、次の PRSM VM のサイジングに関する推奨事
項を検討してください。 これらは、PRSM 用に設定する仮想マシン（VM）の推奨されるサイズ
です。 ここで示すデフォルト値は、アプリケーションをインストールするときに、最初に設定さ
れている値です。
表 18：推奨される PRSM 仮想マシンのサイジング

特性

デフォルト値

10 台のデバイス

25 台のデバイス

コア数（仮想 CPU 数）

2

2

4

メモリ

4 GB

6 GB

8 GB

ディスク容量

2 台のディスク、合計 276
GB

2 TB のセカンダリ 3 TB のセカンダリ
ディスク容量。
ディスク容量。

イベントおよびレポート
データを格納するには、大
きなサイズが必要です。

• アプリケーションおよ
びデータベース用に、
40 GB のプライマリ
ディスク（ディスク
1）。
• イベントおよびレポー
ト データ用に、256 GB
のセカンダリ ディスク
（ディスク 2）。

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.1 ユーザ ガイド
OL-28138-01-J

359

ソフトウェアのインストール
PRSM 仮想マシンのインストール

重要な考慮事項
VMware では、VM に関して多くの設定ができますが、PRSM にとってすべての設定に意味がある
わけではありません。 次の点を考慮してください。
• 仮想 NIC（ネットワーク インターフェイス カード）：PRSM が使用するネットワーク イン
ターフェイスは 1 つです。 仮想 NIC を追加しても、システムのパフォーマンスまたは動作に
影響はありません。 使用されるインターフェイスは 1 つのみなので、それ以外のインター
フェイスは検出されず、使用することもできません。
• SCSI コントローラ：SCSI コントローラ タイプは変更しないでください。 サポートされるタ
イプは、LSI Logic Parallel コントローラだけです。

PRSM 仮想マシンのインストール
このインストール手順は、必要な VMware ソフトウェアがインストールされ、正しく機能するこ
とが確認されていることを前提としています（PRSM インストールのためのサーバの準備, （358
ページ）を参照してください）。 また、PRSM を使用する場合、このソフトウェアをホストする
サーバが vCenter Server に追加されていることも前提としています。

はじめる前に
VM のインストールおよび起動時に、セットアップ ウィザードでは PRSM サーバが機能するため
に必要な情報を要求されます。 インストールを開始する前に、次の値に対する正しい入力内容を
必ず確定してください。
• システムのホスト名。 ホスト名は 65 文字以内で、文字、数字、ハイフンのみが使用できま
す。 先頭と末尾の文字は英字または数字にする必要があり、ホスト名をすべて数字にするこ
とはできません。
• 管理 IP アドレスに使用するアドレス指定のタイプ。 スタティック IPv4、IPv4 用 DHCP、ス
タティック IPv6、IPv6 ステートレス自動設定のいずれかのアドレス タイプを設定できます。
ASA CX ソフトウェア モジュール では、ASA 管理アドレスと同じサブネット上にアドレス
があることが必要で、ASA の管理インターフェイスがアップ状態で、使用可能でなければな
りません。 IPv4 と IPv6 の両方のアドレス指定の設定が可能です。 次の手順を実行します。
• IPv4 スタティック アドレス：IPv4 管理 IP アドレス、サブネット マスク、ゲートウェイ
を指定します。
• DHCP：管理ネットワークで応答する DHCP サーバが必要です。

（注）

DHCP は推奨されません。 DHCP がリースの満了やその他の理由により割り
当てたアドレスを変更した場合、システムは正常に機能しなくなります。 代
わりにスタティック アドレスの使用を推奨します。

• IPv6 スタティック アドレス：IPv6 管理 IP アドレス、プレフィックス長、ゲートウェイ
を指定します。
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• IPv6 ステートレス自動設定：IPv6 ステートレス自動設定は、デバイスが存在するリン
クで使用するグローバルな IPv6 プレフィックスのアドバタイズメントなどの、IPv6 サー
ビスを提供するようにルータが設定されている場合に限り、グローバルな IPv6 アドレ
スを生成します。 IPv6 ルーティング サービスがリンクで使用できない場合、リンク
ローカルな IPv6 アドレスのみが取得され、そのデバイスが属すネットワーク リンクの
外部にアクセスできません。

（注）

IPv6 ステートレス自動設定では、ネットワーク プレフィックスおよびデバイ
ス ID に基づいてグローバル アドレスが割り当てられます。 このアドレスが
変化することはほとんどなく、変化するとシステムは正常に機能しなくなり
ます。 代わりにスタティック アドレスの使用を推奨します。

• DHCP を使用しない場合は、プライマリおよび任意でセカンダリの IP アドレス（IPv4 または
IPv6）、DNS サーバ、ローカル ドメイン名。 IPv4 と IPv6 の両方の管理アドレスを設定する
と、このいずれか、または両方の形式で DNS アドレスを入力できます。この設定を行わな
い場合は、管理アドレスの形式に合わせる必要があります。
検索ドメインのカンマ区切りリストを入力することもできます。検索ドメインは、名前から
IP アドレスへの解決の中で、完全修飾ではないホスト名に順番に付加されます。 たとえば、
検索ドメイン リストにより、www.example.com などの完全修飾名ではなく、www への ping
が可能になります。
• システム時刻に Network Time Protocol（NTP）を設定するかどうか、および NTP を使用する
場合は NTP サーバの名前または IPv4 アドレス。 すべてのシステムで同じ NTP サーバを使用
することを推奨します。

（注）

システム時刻が CX デバイス、その親デバイスおよび PRSM 管理サーバで一貫していることが
重要です。 すべてのデバイスで同じタイムゾーンと NTP サーバを使用することが、最適な方
法です。 時刻の不一致が著しい場合、たとえば、インストール プロセスで生成された ASA CX
CA 証明書の開始時刻が PRSM サーバ上の現在の時刻よりも遅い場合などは、PRSM がデバイ
スをインベントリに追加できないことがあります。 イベントとダッシュボード データでも、
スキューが発生することがあります。

手順
ステップ 1

PRSM VM イメージ（OVA ファイル）をワークステーションにダウンロードするか、vSphere Client
からアクセスできる HTTP サーバに保存します。

ステップ 2

vSphere Client にログインし、PRSM VM をインストールする vCenter Server に接続します。

ステップ 3

PRSM VM を追加します。
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a) [File] > [Deploy OVF Template] を選択して、ウィザードを起動します。 ウィザードのステップ
は、サーバの設定方法によって異なります。次に示すステップはご使用のシステムでのステッ
プと少し異なり、追加のステップが含まれたり、ここで説明するいくつかのステップがスキッ
プされる場合があります。
b) [Source] ページで、OVA ファイルの URL を入力するか、[Browse] をクリックしてワークステー
ションのファイルを選択します。 [Next] をクリックします。
c) [OVF Template Details] ページで、製品の詳細を確認し、[Next] をクリックします。
d) [End User License Agreement] ページで、[Accept] をクリックしてから [Next] をクリックします。
e) [Name and Location] ページで、VM に付ける名前を入力して [Next] をクリックします。 選択し
た名前が、PRSM の動作に影響を与えることはありません。
f) [Disk Format] ページでは、高いパフォーマンスが得られる [Thick Provisioned Format] を選択す
ることを推奨しますが、シン プロビジョニングを使用することもできます。 必要な選択を行
い、[Next] をクリックします。
g) [Network Mapping] ページで、ネットワークで必要なマッピングを選択します（まだ正しく選択
していない場合）。 送信元ネットワークは [Bridged] で、宛先ネットワークは、VMware サー
バで設定されている管理ネットワーク マッピングに対応するネットワークです。 [Next] をク
リックします。
h) [Ready to Complete] ページで設定を確認して [Finish] をクリックします。
[Deploying status] ダイアログボックスが表示され、OVF テンプレートのインストールと導入が
完了するまでの経過と推定所要時間が表示されます。 「Deployment Completed Successfully」と
いうメッセージが表示されるまで待ったうえで操作を続けます。
ステップ 4

（任意、ただし推奨）。テンプレート導入プロセスが完了したら、要件に合わせて VM 設定を編
集して調整します。 サーバの VM のリストで PRSM VM を右クリックし、[Edit Settings] を選択し
ます。
検討が必要な設定は、主に以下のとおりです。
• メモリ：デフォルトは 4 GB です。 vSphere Client から、最適な設定の推奨値が提示されま
す。必要に応じて割り当て量を増加すると、パフォーマンスが向上します。
• CPU：デフォルトは 2 つの仮想 CPU です。 これを最大で 4 つの仮想 CPU に増やして、パ
フォーマンスを引き上げることができます。
• ハード ディスク：インストール時には、次のディスクが作成されます。
• ハード ディスク 1：このプライマリ ディスクには、アプリケーションと設定データベー
スが格納されます。 このサイズは固定されています。 必要な場合にシステムを復元で
きるように、定期的にこのドライブのスナップショットを作成してください。
• ハード ディスク 2：このセカンダリ ディスクは、イベントおよびレポート データの保
存に使用されます。 VM に追加したディスクはこのディスクの拡張として扱われ、CLI
で show diskusage コマンドを使用すると /var/data として参照されます。 新しいディス
クを追加するには、[Add] ボタンをクリックします。 詳細については、PRSM ディスク
領域の管理, （364 ページ）を参照してください。
（注）

すべてのセカンダリ ディスクが、[Independent-Persistent] モードで実行され、
スナップショットに含まれないようになっていることを確認してください。
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ステップ 5

サーバ上の VM のリストから PRSM VM を選択し、右側のパネルまたは別のウィンドウとして VM
コンソールを開きます（ツールバーの [Launch Virtual Machine Console] ボタンをクリックするか、
または [Inventory] > [Virtual Machine] > [Open Console] を選択します）。

ステップ 6

メイン ウィンドウまたはコンソール ウィンドウで [Power On (Play)] ボタンをクリックするか、
[Inventory] > [Virtual Machine] > [Power On] をクリックして、VM の電源を投入します。
コンソール ウィンドウに、PRSM のブート メッセージが表示されます。 admin パスワードの設定
に関する次のメッセージが表示されるまで待ちます。
Press Enter to configure the password for ‘admin’ user ...

ステップ 7

Enter を押して admin ユーザのパスワードを指定します。入力内容は表示されません。
例：
The password must be at least 8 characters long and must contain
at least one uppercase letter (A-Z), at least one lowercase letter
(a-z) and at least one digit (0-9).
Enter password: (type password)
Confirm password: (retype password)
SUCCESS: Password changed for user admin
Welcome to Cisco Prime Security Manager Setup
[hit Ctrl-C to abort]
Default values are inside [ ]
Enter a hostname [prsm-vm]:

ステップ 8

これで、初期セットアップを案内するシステムセットアップウィザードの最初のプロンプトが表
示されます。 このウィザードを後で再実行するには、setup コマンドを使用します。
例：

VM のインストール前に決定した値を入力します。 次に、IPv4 と IPv6 の両方のスタティック ア
ドレスを設定する例を示します。
Do you want to configure IPv4 address on management interface?(y/n) [Y]: Y
Do you want to enable DHCP for IPv4 address assignment on management interface? (y/n) [N]:
N
Enter an IPv4 address [192.168.8.8]: 10.89.31.65
Enter the netmask [255.255.255.0]: 255.255.255.0
Enter the gateway [192.168.8.1]: 10.89.31.1
Do you want to configure static IPv6 address on management interface?(y/n) [N]: Y
Enter an IPv6 address: 2001:DB8:0:CD30::1234/64
Enter the gateway: 2001:DB8:0:CD30::1
Enter the primary DNS server IP address [ ]: 10.89.47.11
Do you want to configure Secondary DNS Server? (y/n) [N]: N
Do you want to configure Local Domain Name? (y/n) [N] Y
Enter the local domain name: example.com
Do you want to configure Search domains? (y/n) [N] Y
Enter the comma separated list for search domains: example.com
Do you want to enable the NTP service?(y/n) [N]: Y
Enter the NTP servers separated by commas: 1.ntp.example.com, 2.ntp.example.com
Please review the final configuration:
Hostname:
prsm-vm
Management Interface Configuration
IPv4 Configuration:
IP Address:
Netmask:

static
10.89.31.65
255.255.255.0
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Gateway:

10.89.31.1

IPv6 Configuration:
IP Address:
Gateway:

static
2001:DB8:0:CD30::1234/64
2001:DB8:0:CD30::1

DNS Configuration:
Domain:
Search:

example.com
example.com

DNS Server:
10.89.47.11
NTP servers:
1.ntp.example.com

2.ntp.example.com

Apply the changes?(y,n) [Y]: Y
Configuration saved successfully!
Applying...
Done.
Generating self-signed certificate, the web server will be restarted after that
...
Done.
Press ENTER to continue...

ステップ 9

Enter を押して、続行します。
ログイン プロンプトが表示され、Web インターフェイスを開くために使用できる URL が表示さ
れます。 ブラウザを使用して、admin としてログインし（設定したパスワードを使用）、アプリ
ケーションの使用を開始します。
ヒント

ステップ 10

サーバが見つからない、またはサーバが応答するまで時間がかかりすぎるために Web
ブラウザで URL を開くことができない場合は、PRSM コンソールに移動して、admin と
してログインし、ping コマンドを使用してワークステーションの IP アドレスに対して
ping を実行します。 その後、ブラウザで接続し直します。 また、http:// ではなく https://
を使用していることを確認してください。

NTP を使用しない場合は、時刻を設定します。
show time コマンドを使用すると、現在の日時とシステムのタイムゾーンを確認できます。 デフォ
ルトでは UTC タイムゾーンが使用されます。
時間設定を変更するには、次のコマンドを使用できます。
• config timezone で、タイムゾーンを変更します。
• config time で、ローカルの日時を設定します。

PRSM ディスク領域の管理
（注）

PRSM シングル デバイス モードは、CX デバイスに組み込まれた管理アプリケーションで、
ディスク領域を自動的に管理します。ディスク使用量は変更できません。
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PRSM マルチ デバイス モードのインストール時、イメージには次のディスクが含まれています。
• ハード ディスク 1：プライマリ ディスク。製品および設定データベースで使用します。 こ
のディスクのサイズは変更できません。
• ハード ディスク 2：セカンダリ ディスク。イベントおよびレポート データに使用されます。
CLI で show diskusage コマンドを使用すると、このディスクが /var/data ディスクとして表示
されます。 このディスクに割り当てた記憶域を拡張または縮小できます。また、このディス
クと組み合わせて使用する増設ディスクを追加できます。これにより、増設したディスク上
の記憶域は /var/data の一部となり、イベント データとレポート データの格納に使用できま
す。
データがセカンダリ ストレージに保存されるに従い、新しいデータを保存するスペースを確
保するために、古いデータが自動的に削除されます。

（注）

許可される最大ディスク サイズ、およびディスク サイズを変更できるかどう
かは、VMware およびデータストアに設定されているブロック サイズによっ
て制御されます。

VMware vSphere Client を使用して、セカンダリ ディスク領域を管理します。 次のいずれかを実行
できます。実行すると、PRSM がブート時に変更を自動的に検出し、必要に応じてディスクを
フォーマットまたは再パーティショニングして、イベントおよびレポート データ用の追加のス
ペースがあればそれを使用して起動します。
• 既存のセカンダリ ディスク サイズの変更：ディスクが独立型モードで実行されている（ス
ナップショットがイネーブルでない）場合、ディスクの容量を拡張または縮小できます。 す
べてのセカンダリ ディスクは、独立型モードで実行する必要があります。
• 追加のセカンダリ ディスクの追加：ハード ディスクのブロック化因数に応じて、仮想ディ
スクの最大サイズの上限が決まります。 ただし、複数のセカンダリ ディスクを作成して、
イベントおよびレポートデータのストレージに使用する容量を集合的に提供できます。PRSM
は、自動的に、イベントおよびレポート データ用の追加容量を使用します。

注意

ディスクは削除しないでください。 セカンダリ ディスクを削除すると、削除したディスクに
ないデータも含めて、/var/data 上のすべてのデータが失われます。 その結果、システムが正し
く機能するために必要なデータが削除されることがあります。 誤ってディスクを削除した場
合は、システム ソフトウェア パッケージをインストールしてシステムを修復する必要があり
ます。 または、VMware スナップショットを復元できます。
次の手順で、これらの変更を行う詳細なステップを示します。
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手順
ステップ 1

VMware vSphere Client を開いて、PRSM VM を選択します。

ステップ 2

ストレージを修正するには、VM の電源を切る必要があります。 VM の電源がオンされている場
合は、次の手順を実行します。
a) 右クリックして [Open Console] を選択します。
b) admin ユーザ名とパスワードを使用して、PRSM CLI にログインします。
c) system shutdown コマンドを入力して、PRSM サービスをシャットダウンします。 シャットダ
ウンが完了するまで待ちます。
d) vSphere Client のメイン ウィンドウで、PRSM VM を右クリックし、[Power] > [Power Off] を選
択します。

ステップ 3

PRSM VM を右クリックし、[Edit Settings] を選択して [VM Properties] ダイアログボックスを開き
ます。

ステップ 4

既存のセカンダリ ディスクに容量を追加するには、次の手順を実行します。
a) ディスクを選択します。
b) [Independent] モードが選択されていることを確認します。 スナップショットがイネーブルに
なっているディスクのサイズは変更できません。 （このオプションを変更するには、VM の電
源がオフされている必要があります）
c) [Provisioned Size] ディスク プロビジョニング フィールドを使用して、新しいサイズを指定しま
す。
d) [OK] をクリックします。

ステップ 5

新しいセカンダリ ディスクを追加するには、次の手順を実行します。
a) [Add] をクリックして、New Device ウィザードを起動します。
b) ウィザードに従い、最低でも次のオプションを選択してドライブを追加します。
• [Device Type]：[Hard Disk] を選択します。
• [Disk Provisioning]（[Create a Disk] ページ）：シック プロビジョニングで最適なパフォー
マンスを得るために、[Support Clustering Features Such As Fault Tolerance] オプションを選
択することを推奨します。 ただし、シン プロビジョニングもサポートされています。
• [Virtual Device Node]（[Advanced Options] ページ）：空いている SCSI スロットを選択しま
す。
• [Mode]（[Advanced Options] ページ）：ディスクがスナップショットに含まれないように、
[Independent] オプションおよび [Persistent] オプションを選択します。
c) ウィザードの [Finish] をクリックして、ディスクを作成します。 VM を再起動したときに、新
しいディスクがフォーマットされ、プロビジョニングされて、自動的にすべての既存のセカン
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ダリ ディスクと組み合わされて使用されます。これによって、拡張されたイベントおよびレ
ポート データ ストレージが提供されます。
ステップ 6

ストレージの変更が終了したら、[VM Properties] ダイアログボックスの [OK] をクリックして、変
更を保存します。

ステップ 7

vSphere Client の PRSM VM のコンソール ウィンドウで、[Power On] ボタンをクリックして PRSM
を再起動します。
再起動が完了して、ログインプロンプトが表示されるまで待ちます。再起動中にストレージの変
更が認識され、変更をシステムに統合するために必要なアクションが PRSM によって実行されま
す。システムが新しいディスクを初期化して、データボリュームを拡張しているというメッセー
ジが表示されます。

ステップ 8

PRSM CLI にログインして、show diskusage コマンドを入力します。
/var/data ファイル システムのディスク領域メトリックで、変更を確認できます。
変更が認識されていない場合は、VM に関する vSphere 設定にディスク領域の変更が反映されてい
ることを確認し、コンソールで system reload コマンドを使用してシステムをリブートし、再度
チェックします。

システムのアップグレード
CX デバイスと PRSMのアップグレード プロセスは同じで、システムにシステム ソフトウェア
パッケージを適用します（ファイル拡張子は .pkg です）。 各製品に独自のシステム ソフトウェ
ア パッケージがあります。

ヒント

ASA CX をアップグレードする間、デバイスはトラフィックを処理しません。 ネットワークに
対する影響は、ASA CX にトラフィックをリダイレクトするポリシーでフェールオープンを設
定しているか、フェールクローズを設定しているかで左右されます。 フェールクローズの場
合、アップグレード中に、すべてのトラフィックがドロップされます。フェールオープンの場
合、アクセス ポリシーの要件を満たすすべてのトラフィックを親 ASA が通過させます。
アップグレード パッケージをインストールする前に、データベースをバックアップする必要があ
ります。
一般的なルールとして、PRSM マルチ デバイス モード サーバで実行するソフトウェアのバージョ
ンは、このサーバで管理されるすべての CX デバイスで実行されるバージョンと同じにする必要
があります。 管理対象デバイスをアップグレードする前に、PRSM サーバをアップグレードする
必要があります（Web インターフェイスを使用してアップグレードを適用する場合、このルール
が強制されます）。 互換性のないバージョンを実行すると、デバイスの PRSM マルチ デバイス
モードでバージョン ミスマッチ アラートが表示されます。 バージョンが一致していない場合、
PRSM は、これらのデバイスに変更を展開できません。 したがって、短期間ですべてのシステム
をアップグレードするように計画します。
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（注）

システム ソフトウェア パッケージのサポートされるアップグレード パスについては、http://
www.cisco.com/en/US/docs/security/asacx/compatibility/cx_prsm_comp.html の『Cisco CX and Cisco
Prime Security Manager Compatibility』を参照してください。
PRSM サーバは自動的に、管理対象デバイスが互換性のあるソフトウェア バージョンにアップグ
レードされたことを検出します。これによってバージョンミスマッチ状態が解消され、デバイス
に変更を適用できるようになります。
設定変更をデバイスに直接実行できるように、バージョン ミスマッチ状態のデバイスを管理対象
外にできますが、デバイスを管理対象外にするとは、PRSM デバイス インベントリから削除し、
PRSM サーバによってデバイスを再び管理する場合に追加する必要があることを意味します。 デ
バイスを管理対象外にすることは、最後の手段です。

CLI からのシステム アップグレードのインストール
コマンドライン インターフェイス（CLI）にログインし、アップグレード パッケージをインストー
ルしてシステムをアップグレードできます。 管理対象デバイスまたは管理対象外デバイス、およ
び PRSM サーバでこの手順を使用できます。

手順
ステップ 1

管理インターフェイスからアクセス可能なサーバにアップグレードパッケージを置きます。パッ
ケージのダウンロードには、HTTP、HTTPS、または FTP を使用できます。

ステップ 2

コンソールまたは SSH セッションを使用して CLI にログインします。
admin ユーザとしてログインします。 Cisco Prime Security Manager では、vSphere Client アプリケー
ションを使用してコンソールにアクセスします。
ASA CX ソフトウェア モジュール では、ASA CLI で session cxsc console コマンドを使用してコン
ソール セッションを開きます。

ステップ 3

system upgrade コマンドにパッケージ ファイルの URL を指定して入力します。
例：

次の例では、upgrades.example.com という Web サーバの prsm-sys-9.0.2.pkg というシステム アップ
グレードが適用されます。 この例では、Web サーバでの認証が要求されません。サーバで認証が
要求される場合は、ユーザ名とパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。
prsm-vm> system upgrade http://upgrades.example.com/packages/prsm-sys-9.0.2.pkg
Verifying
Downloading
Extracting
Package Detail
Description:
Cisco Prime Security Manager 9.0.2 System Upgrade
Requires reboot:
Yes
NOTE: You must upgrade all ASA CX managed by this PRSM server to same version
or you will not be able to deploy configurations to those devices.
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Do you want to continue with upgrade? [y]: y
Warning: Please do not interrupt the process or turn off the system.
Doing so might leave system in unusable state.
Upgrading
Starting upgrade process ...
Extracting the upgrade image
Updating the system and network configuration
Reboot is required to complete the upgrade. Press Enter to reboot the system.
(press Enter)
Broadcast message from root (pts/0) (Tue May 15 22:50:17 2012):
The system is going down for reboot NOW!

ステップ 4

システムがリブートした後、CLI に再度ログインします。

ステップ 5

次の手順でインストールを確認します。
a) CLI で show services status コマンドを入力し、すべてのプロセスが稼働していることを確認し
ます。
b) Web インターフェイスにログインして、それがアクセス可能であることを確認します。
c) Event Viewer などの機能を使用して、システムが機能していることを確認します。

次の作業
以前にインストールしたパッケージがある場合は、必要に応じてアップグレードをアンインストー
ルし、以前にインストールしたパッケージの状態に戻すことができます。 前のパッケージに戻す
には、CLI コンソールにログインして、system revert コマンドを使用します。

Web インターフェイスからのアップグレードの適用
次のトピックで、Web インターフェイスを使用してアップグレードを適用する方法について説明
します。

Upgrade Manager
Upgrade Manager は、CX デバイスや PRSM システムにシステム ソフトウェア パッケージを適用
するために使用できます。 シングル デバイス モードで操作すると、アップグレードはログイン
したシステムにのみ適用されます。 マルチ デバイス モードで操作すると、管理対象デバイスも、
PRSM サーバ自体もアップグレードできます。

ヒント

管理対象デバイスをアップグレードする場合、PRSM サーバが、デバイスに適用するバージョ
ンにすでにアップグレードされている必要があります。 つまり、PRSM サーバを最初にアップ
グレードして、次に管理対象デバイスをアップグレードします。 PRSM サーバで実行されてい
るバージョンより上位レベルのパッケージは適用できません。
Upgrade Manager は、ASA デバイスへのアップグレードの適用には使用できません。
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Upgrade Manager を開くには、アップグレード[Administration] > [Upgrade] を選択します。
[Upgrade Manager] ページには 2 個のタブがあります。 [Upgrade Packages] タブで、パッケージを
アップロードして適用します。 [Upgrade Status] タブで、前または現在のアップグレードのステー
タスを表示できます。
[Upgrade Packages] タブ
[Upgrade Packages] タブには、以下が含まれています。
• [I want to]：次のコマンドが含まれています。
◦ [Upload an Upgrade Package]：デバイスにパッケージ ファイルをアップロードします。
システムに適用する前にパッケージをアップロードする必要があります。
• [Package List]：システムで使用可能な各パッケージを示します。 パッケージのタイトルは、
適用されるシステム タイプ、およびパッケージのタイプを示します。 パッケージ バージョ
ン、ファイル サイズ、パッケージがアップロードされた日付、およびアップロードしたユー
ザも表示されます。
パッケージに関連するコマンドを表示するには、パッケージの上にマウスを置きます。 使用
可能なコマンドは次のとおりです。
• [Upgrade]：デバイスへの適用を開始します。 パッケージが適用されるデバイスのリス
トが表示されます。
• [Delete]:パッケージをストレージから削除します。 パッケージを削除しても、システム
からはアンインストールされません。

[Upgrade Status] タブ
[Upgrade Status] ページには、システム内のすべてのデバイスが一覧表示されます。 シングル デバ
イス モードでは、これはデバイス自体です。 マルチ デバイス モードでは、すべての管理対象デ
バイスと PRSM サーバが含まれます。
情報には、デバイス名、IP アドレス、デバイス モデル、アップグレードのステータス、デバイス
で動作している現在のソフトウェア バージョン、および最終アップグレードの開始時刻と終了時
刻が含まれます。

アップグレード パッケージのアップロード
システムにアップグレード パッケージを適用する前に、デバイス（シングル デバイス モード）
または PRSM サーバ（管理対象デバイスまたはサーバをアップグレードする場合）にアップロー
ドする必要があります。
ワークステーションまたはファイルを選択できる別のサーバにパッケージ ファイルをダウンロー
ドします。 Web インターフェイスを使用してシステムにファイルをアップロードするときに、
URL は使用できません。
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手順
ステップ 1

[Administration] > [Upgrade] を選択します。

ステップ 2

[Upgrade Packages] タブを選択します。

ステップ 3

[I want to] > [Upload an Upgrade Package] を選択します。

ステップ 4

ファイル システムからパッケージ ファイルをアップロード ボックスにドラッグするか、ボック
スをクリックしてファイルを選択します。
アップロードが完了するまで待ちます。 ステータス行の右側の [X] をクリックすると、アップロー
ドをキャンセルできます。
複数のパッケージを一度にアップロードできます。

Web インターフェイスからのシステム アップグレードのインストール
シングル デバイス モードで、または PRSM サーバをアップグレードするときに、ログインしてい
るシステムにアップグレードを適用するための方法は、PRSM サーバから管理対象デバイスにアッ
プグレードを適用する方法と非常によく似ています。 次の手順では、両方の例について説明しま
す。

はじめる前に
インストールするパッケージをアップロードします。

手順
ステップ 1

[Administration] > [Upgrade] を選択します。

ステップ 2

[Upgrade Packages] タブを選択します。

ステップ 3

インストールするパッケージの上にマウスを置き、[Upgrade] をクリックします。
システムがそのパッケージを評価し、どのデバイスがサポートできるかを判断します。 評価が終
了すると、使用できるデバイスが表示されます。 各デバイスに関する情報には、デバイス名、IP
アドレス、現在のソフトウェア バージョン、デバイス モデル、システム ステータスが含まれま
す。
シングル デバイス モードおよび PRSM サーバ パッケージでは、ログインしている 1 つのデバイ
スがリストされます。

ステップ 4

アップグレードするデバイスを選択します。
デバイスをクリックして、選択と選択解除を切り替えます。 選択したデバイスは強調表示されま
す。

ステップ 5

[Upgrade] をクリックします。
選択したデバイスのアップグレードの開始を確認するように求められます。
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ステップ 6

[Start Upgrade] をクリックします。
システムがアップグレード要求の処理を開始します。
アップグレードが失敗した場合、以前インストールされていたバージョンに自動的に戻されます。

次の作業
アップグレードを開始した後、次にどうなるかは、適用したアップグレードのタイプによって異
なります。
• ログインしているシステムにアップグレードを適用（シングル デバイス モードまたは PRSM
サーバのアップグレード）：アップグレード プロセス中に、Web インターフェイスにアップ
グレードのステータスが表示されます。 プロセスが完了するまで待機します。 次に、リン
クをクリックしてデバイスにログインできます。 アップグレード中はシステムを使用できま
せん。
アップグレードのステータス ページからリンクを使用してログインすると、[About PRSM]
ページに移動します。 このページには、最新のアップグレードの日付、およびアップグレー
ドのステータスが表示されます。 アップグレードが正常に完了したことを示すステータスを
確認します。
• PRSMサーバから管理対象デバイスにアップグレードを適用：システムが自身のアップグレー
ドを開始したことを示す、Upgrade Started メッセージを待機します。 アップグレードのス
テータスを追跡できる [Upgrade Status] タブを開くには、[View Status] ボタンをクリックしま
す。 管理対象デバイスが自身をアップグレードしている間、PRSM サーバの他の機能を使用
することもできます。

システム アップグレードのトラブルシューティング
次に、システム アップグレードのトラブルシューティングのヒントを示します。
アップグレード後、Web インターフェイスが期待どおりに動作しない。
ブラウザのオプションに移動し、ブラウザ キャッシュ、特に Java キャッシュをクリアしま
す。 以前のバージョンから残っているものがアプリケーションに影響を与えることがあり
ます。
ファイルのアップロードがアップロード中に失敗する。
リモート アクセス VPN 接続などの接続が特に遅い場合、ブラウザがパッケージをアップ
ロードできないことがあります。 Upgrade Manager で「unexpected error」または応答が受信
されなかったことを示すエラーが表示されることがあります。 この場合、より高速なネッ
トワーク接続から再試行するか、CLI で system upgrade コマンドを使用して、各システムを
アップグレードします。
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ファイルのアップロードが容量不足で失敗する。
デバイスでパッケージを保存できる容量は限られています。 不要になった古いパッケージ
を削除してください。
マルチ デバイス モードでパッケージを選択したときに、選択可能なデバイスが表示されない。
次に、これが発生する原因をいくつか示します。
• パッケージが PRSM サーバよりも上位レベルの場合、どの管理対象デバイスにも適用
できません。 最初に PRSM サーバをこのバージョンにアップグレードし、管理対象デ
バイスをアップグレードしてみてください。
• 現在、アップグレードが適用されるデバイスが到達不能です。たとえば、接続されて
いない、デバイスが現在アップグレードを処理中、インベントリに追加したばかりで
デバイス ディスカバリが進行中の場合に発生します。 これは一時的な問題であるか、
またはデバイスに注意が必要な場合があります。 いくつかのデバイスが一時的に不適
格である場合は、リストを更新します。

ASA 5585-X CX SSP のイメージの再作成
何らかの理由で Cisco ASA 5585-X CX Security Services Processor のイメージの再作成が必要になっ
た場合は、ブート イメージと ASA CX システム ソフトウェア パッケージの両方をこの順序でイ
ンストールする必要があります。 システムが機能するには、両方のパッケージをインストールす
る必要があります。通常の状況では、アップグレードパッケージをインストールするために、シ
ステムのイメージを再作成する必要はありません。
ブート イメージをインストールするには、ASA CX SSP コンソール ポートにログインして、ASA
CX SSP の Management-0 ポートからイメージを TFTP ブートする必要があります。 Management-0
ポートは SSP の最初のスロットにあるため、Management1/0 とも呼ばれますが、ROMmon では
Management-0 または Management0/1 として認識されます。
TFTP ブートを行うには、次の手順を実行します。
• ソフトウェア イメージを、ASA CX SSP の Management1/0 インターフェイスからアクセス可
能な TFTP サーバに配置する。
• Management1/0 をネットワークに接続する。 このインターフェイスを使用して、ASA CX ブー
ト イメージを TFTP ブートする必要があります。
• ROMmon 変数を設定する。 ROMmon 変数を設定するには、Esc キーを押して自動ブート プ
ロセスを中断します。
ブート イメージがインストールされたら、ASA CX システム ソフトウェア パッケージをインス
トールします。 ASA CX からアクセス可能な HTTP サーバに、パッケージを配置する必要があり
ます。
次の手順で、ブート イメージをインストールしてから ASA CX システム ソフトウェア パッケー
ジをインストールする方法を説明します。
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手順
ステップ 1

コンソール ポートに接続します。 ASA 製品に付属のコンソール ケーブルを使用し、9600 ボー、
8 データ ビット、パリティなし、1 ストップ ビット、フロー制御なしに設定されたターミナル エ
ミュレータを用いて PC をコンソールに接続します。 コンソール ケーブルの詳細については、
ASA のハードウェア ガイドを参照してください。

ステップ 2

system reload コマンドを入力して、システムをリブートします。
例：
asacx-host > system reload
Are you sure you want to reload the system? [N]: y
Broadcast message from root (pts/0) (Mon May 14 23:07:55 2012):
The system is going down for reboot NOW!

ステップ 3

ROMmon 変数を設定するため、Esc キーを押してブート プロセスを中断します。
少なくとも、次の変数を設定する必要があります。
• ADDRESS：ASA CX SSP の IP アドレス。
• SERVER：TFTP サーバの IP アドレス。
• GATEWAY：TFTP サーバのゲートウェイ アドレス。 TFTP サーバが Management1/0 に直接
接続されている場合は、TFTP サーバの IP アドレスを使用します。
• IMAGE：TFTP サーバ上の ASA CX ブート イメージのパスとイメージ名。 たとえば、TFTP
サーバの /tftpboot/asacsimages/filename.img にファイルを置いた場合、IMAGE の値は
asacximages/filename.img となります。

例：

次に、変数の設定例を示します。 同期コマンドを入力する前に set コマンドを入力して ROMmon
変数を表示し、正しいかどうかを確認できます。
（注）

rommon
rommon
rommon
rommon
rommon

これらのパラメータは、ここに示すように、すべて大文字で入力します。 この構文は、
小文字を使用すると機能しません。 イメージ ファイルの完全な名前を含めます。
#1>
#2>
#3>
#4>
#5>

ADDRESS=172.20.12.60
SERVER=172.20.12.51
GATEWAY=172.20.12.2
IMAGE=asacximages/asacx-boot.img
sync

Updating NVRAM Parameters...

ステップ 4

TFTP ブートを開始します。
例：
rommon #6> tftp
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ブート プロセスには数分かかることがあります。
ステップ 5

admin としてログインします（デフォルトのパスワードは Admin123）。

ステップ 6

必要なパーティションを作成します。
例：
asacx-boot> partition
....
Partition Successfully Completed
asacx-boot>

ステップ 7

setup コマンドを使用して、システムを設定します。
例：
asacx-boot> setup

セットアップ ウィザードを起動する前に、次の値に対する正しい入力内容を必ず確定してくださ
い（デフォルトのホスト名は asacx です）。
• システムのホスト名。 ホスト名は 65 文字以内で、文字、数字、ハイフンのみが使用できま
す。 先頭と末尾の文字は英字または数字にする必要があり、ホスト名をすべて数字にするこ
とはできません。
• 管理 IP アドレスに使用するアドレス指定のタイプ。 スタティック IPv4、IPv4 用 DHCP、ス
タティック IPv6、IPv6 ステートレス自動設定のいずれかのアドレス タイプを設定できます。
ASA CX ソフトウェア モジュール では、ASA 管理アドレスと同じサブネット上にアドレス
があることが必要で、ASA の管理インターフェイスがアップ状態で、使用可能でなければな
りません。 IPv4 と IPv6 の両方のアドレス指定の設定が可能です。 次の手順を実行します。
• IPv4 スタティック アドレス：IPv4 管理 IP アドレス、サブネット マスク、ゲートウェイ
を指定します。
• DHCP：管理ネットワークで応答する DHCP サーバが必要です。
（注）

DHCP は推奨されません。 DHCP がリースの満了やその他の理由により割り
当てたアドレスを変更した場合、システムは正常に機能しなくなります。 代
わりにスタティック アドレスの使用を推奨します。

• IPv6 スタティック アドレス：IPv6 管理 IP アドレス、プレフィックス長、ゲートウェイ
を指定します。
• IPv6 ステートレス自動設定：IPv6 ステートレス自動設定は、デバイスが存在するリン
クで使用するグローバルな IPv6 プレフィックスのアドバタイズメントなどの、IPv6 サー
ビスを提供するようにルータが設定されている場合に限り、グローバルな IPv6 アドレ
スを生成します。 IPv6 ルーティング サービスがリンクで使用できない場合、リンク
ローカルな IPv6 アドレスのみが取得され、そのデバイスが属すネットワーク リンクの
外部にアクセスできません。
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（注）

IPv6 ステートレス自動設定では、ネットワーク プレフィックスおよびデバイ
ス ID に基づいてグローバル アドレスが割り当てられます。 このアドレスが
変化することはほとんどなく、変化するとシステムは正常に機能しなくなり
ます。 代わりにスタティック アドレスの使用を推奨します。

• DHCP を使用しない場合は、プライマリおよび任意でセカンダリの IP アドレス（IPv4 または
IPv6）、DNS サーバ、ローカル ドメイン名。 IPv4 と IPv6 の両方の管理アドレスを設定する
と、このいずれか、または両方の形式で DNS アドレスを入力できます。この設定を行わな
い場合は、管理アドレスの形式に合わせる必要があります。
検索ドメインのカンマ区切りリストを入力することもできます。検索ドメインは、名前から
IP アドレスへの解決の中で、完全修飾ではないホスト名に順番に付加されます。 たとえば、
検索ドメイン リストにより、www.example.com などの完全修飾名ではなく、www への ping
が可能になります。
• システム時刻に Network Time Protocol（NTP）を設定するかどうか、および NTP を使用する
場合は NTP サーバの名前または IPv4 アドレス。 すべてのシステムで同じ NTP サーバを使用
することを推奨します。
ウィザードが完了すると、設定のサマリーが表示されます。 設定を保存するには、Y と入力しま
す。
ステップ 8

system install コマンドを使用して、ASA CX システム ソフトウェア パッケージをインストールし
ます。 まず、ASA CX がアクセスできる HTTP/HTTPS/FTP サーバにパッケージがあることを確認
する必要があります。
例：

たとえば、次のコマンドは、システムを asacx-sys-9.0.2.pkg パッケージでアップグレードします。
Y を入力して、アップグレードをインストールします。
asacx-boot> system install https://upgrades.example.com/packages/asacx-sys-9.0.2.pkg
You need to authenticate with the server to download the package.
Username: username
Password: (typing not displayed)
Verifying
Downloading
Extracting
Package Detail
Description:
Cisco ASA CX System Upgrade
Requires reboot:
Yes
Do you want to continue with upgrade? [y]: Y
Warning: Please do not interrupt the process or turn off the system.
Doing so might leave system in unusable state.
Upgrading
Stopping all the services ...
Starting upgrade process ...
Reboot is required to complete the upgrade. Press Enter to reboot the system.

ステップ 9

Enter を押してシステムをリブートします。
リブート プロセスで、次のブート オプションが表示されます。 オプション 0 （Cisco ASA CX
Image）は、自動的にブートするオプションで、これを選択します。 他のオプションは、ディザ
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スタ リカバリ用です。 デフォルトのオプション 0 で自動的にシステムをブートするか、手動でオ
プション 0 を選択して Enter を押します。
------------------------------------------------------------------0: Cisco ASA CX Image
1: Cisco ASA CX Boot Image
-------------------------------------------------------------------

ステップ 10

admin ユーザとして、パスワード Admin123 を使用して、ログインします。

ステップ 11

NTP を使用しない場合は、時刻を設定します。
show time コマンドを使用すると、現在の日時とシステムのタイムゾーンを確認できます。 デフォ
ルトでは UTC タイムゾーンが使用されます。
時間設定を変更するには、次のコマンドを使用できます。
• config timezone で、タイムゾーンを変更します。
• config time で、ローカルの日時を設定します。

ステップ 12

config passwd コマンドを使用して、admin ユーザのパスワードを変更します。 新しいパスワード
を入力するように求められます。

ステップ 13

これでデバイスの使用準備が完了しました。
ブラウザで、https://server_address を使用して、Web インターフェイスを開きます。
exit コマンドを入力すると、CLI からログアウトできます。
（注）

CLI で使用可能な他のコマンドについては、help または ? を入力してくださ
い。

ASA CX ソフトウェア モジュールのイメージの再作成
ASA 5500-X シリーズで使用可能な ASA CX ソフトウェア モジュールのイメージを何らかの理由
で再作成する必要がある場合は、ブート イメージと ASA CX システム ソフトウェア パッケージ
の両方をこの順序でインストールする必要があります。 システムが機能するには、両方のパッ
ケージをインストールする必要があります。通常の状況では、アップグレードパッケージをイン
ストールするために、システムのイメージを再作成する必要はありません。

（注）

ASA 5500-X シャーシに新しい ASA CX ドライブをインストールする場合も、この手順を使用
します。 この手順では、デバイスにすでに正しく必須のドライブがインストールされている
と見なします。 また、ASA CX ソフトウェア モジュールをサポートする ASA イメージがイン
ストールされていると見なします。
TFTP サーバから ASA のフラッシュに適切な ASA CX ブート イメージをダウンロードする必要が
あります。 ASA 管理ポートからアクセスできる TFTP サーバにイメージを置きます。
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フラッシュの空き領域には、少なくとも、ブート イメージのサイズに 3 GB を加えた大きさが必
要です。

手順
ステップ 1

コンソールまたは SSH を使用して ASA への CLI セッションを開きます。

ステップ 2

ASA のフラッシュに適切な ASA CX イメージをダウンロードします。
例：

次の例で、<TFTP Server> をサーバのアドレスに変更し、ダウンロードするファイルに適切なイ
メージ名を使用します。
ciscoasa# conf t
ciscoasa(config)# copy tftp://<TFTP SERVER>/asacx-5500x-boot-9.1.1-28.img disk0:/

ステップ 3

既存の ASA CX イメージを削除してから、必要に応じて IPS をシャットダウンします。
システムに既存の ASA CX イメージがある場合はそれをアンインストールします。 IPS ソフトウェ
ア モジュールをイネーブルにした場合も、シャットダウンされ、アンインストールされているこ
とを確認します。
ヒント

IPS モジュールにトラフィックをリダイレクトするアクティブ サービス ポリシーがある
場合、そのポリシーを削除する必要があります。 たとえば、ポリシーがグローバル ポ
リシーの場合、noservice-policy ips_policyglobal を使用します。

例：

次の例は、ASA CX イメージをアンインストールし、IPS モジュールがアンインストールの前に
シャットダウンされていることを確認します。 show module の出力で IPS モジュールのステータ
スが「Down」であることを確認します。この例は、必須のコマンド シーケンスを示すものではあ
りません。デバイスに必要ではないコマンドは省略してください。 モジュールをアンインストー
ルする必要があった場合、デバイスをリロードします。 （出力は省略します）。
ciscoasa(config)#
ciscoasa(config)#
ciscoasa(config)#
ciscoasa(config)#
ciscoasa(config)#

ステップ 4

sw-module
sw-module
sh module
sw-module
reload

module cxsc uninstall
module ips shutdown
ips
module ips uninstall

ブート イメージをインストールします。
イメージのブートには、少なくとも 5 ～ 15 分かかります。
例：

次の例では、disk0 にダウンロードしたイメージの名前を使用します。
ciscoasa(config)# sw-module module cxsc recover configure image
disk0:/asacx-5500x-boot-9.1.1-28.img
ciscoasa(config)# sw-module module cxsc recover boot

ステップ 5

session cxsc console コマンドを使用して、ASA CX へのコンソール セッションを開きます。
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admin としてログインします（デフォルトのパスワードは Admin123）。
コンソール セッションを残し、ASA CLI に戻るには、Ctrl+^（通常は Ctrl+Shift+6）を押して、x
を押します。
例：
ciscoasa# session cxsc console
Establishing console session with slot 1
Opening console session with module cxsc.
Connected to module cxsc. Escape character sequence is 'CTRL-SHIFT-6 then x'.
cxsc login: admin
Password: Admin123

ステップ 6

必要なパーティションを作成します。
例：
asacx-boot> partition
Disk /dev/sda doesn't contain a valid partition table
WARNING: You are about to erase all policy configurations and data.
You cannot undo this action.
Are you sure you want to proceed? [y/n]: y
....
Partition Successfully Completed
asacx-boot>

ステップ 7

setup コマンドを使用して、システムを設定します。
例：
asacx-boot> setup

セットアップ ウィザードを起動する前に、次の値に対する正しい入力内容を必ず確定してくださ
い（デフォルトのホスト名は asacx です）。
• システムのホスト名。 ホスト名は 65 文字以内で、文字、数字、ハイフンのみが使用できま
す。 先頭と末尾の文字は英字または数字にする必要があり、ホスト名をすべて数字にするこ
とはできません。
• 管理 IP アドレスに使用するアドレス指定のタイプ。 スタティック IPv4、IPv4 用 DHCP、ス
タティック IPv6、IPv6 ステートレス自動設定のいずれかのアドレス タイプを設定できます。
ASA CX ソフトウェア モジュール では、ASA 管理アドレスと同じサブネット上にアドレス
があることが必要で、ASA の管理インターフェイスがアップ状態で、使用可能でなければな
りません。 IPv4 と IPv6 の両方のアドレス指定の設定が可能です。 次の手順を実行します。
• IPv4 スタティック アドレス：IPv4 管理 IP アドレス、サブネット マスク、ゲートウェイ
を指定します。
• DHCP：管理ネットワークで応答する DHCP サーバが必要です。
（注）

DHCP は推奨されません。 DHCP がリースの満了やその他の理由により割り
当てたアドレスを変更した場合、システムは正常に機能しなくなります。 代
わりにスタティック アドレスの使用を推奨します。
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• IPv6 スタティック アドレス：IPv6 管理 IP アドレス、プレフィックス長、ゲートウェイ
を指定します。
• IPv6 ステートレス自動設定：IPv6 ステートレス自動設定は、デバイスが存在するリン
クで使用するグローバルな IPv6 プレフィックスのアドバタイズメントなどの、IPv6 サー
ビスを提供するようにルータが設定されている場合に限り、グローバルな IPv6 アドレ
スを生成します。 IPv6 ルーティング サービスがリンクで使用できない場合、リンク
ローカルな IPv6 アドレスのみが取得され、そのデバイスが属すネットワーク リンクの
外部にアクセスできません。
（注）

IPv6 ステートレス自動設定では、ネットワーク プレフィックスおよびデバイ
ス ID に基づいてグローバル アドレスが割り当てられます。 このアドレスが
変化することはほとんどなく、変化するとシステムは正常に機能しなくなり
ます。 代わりにスタティック アドレスの使用を推奨します。

• DHCP を使用しない場合は、プライマリおよび任意でセカンダリの IP アドレス（IPv4 または
IPv6）、DNS サーバ、ローカル ドメイン名。 IPv4 と IPv6 の両方の管理アドレスを設定する
と、このいずれか、または両方の形式で DNS アドレスを入力できます。この設定を行わな
い場合は、管理アドレスの形式に合わせる必要があります。
検索ドメインのカンマ区切りリストを入力することもできます。検索ドメインは、名前から
IP アドレスへの解決の中で、完全修飾ではないホスト名に順番に付加されます。 たとえば、
検索ドメイン リストにより、www.example.com などの完全修飾名ではなく、www への ping
が可能になります。
• システム時刻に Network Time Protocol（NTP）を設定するかどうか、および NTP を使用する
場合は NTP サーバの名前または IPv4 アドレス。 すべてのシステムで同じ NTP サーバを使用
することを推奨します。
ウィザードが完了すると、設定のサマリーが表示されます。 設定を保存するには、Y と入力しま
す。
ステップ 8

system install コマンドを使用して、ASA CX システム ソフトウェア パッケージをインストールし
ます。 まず、ASA CX がアクセスできる HTTP/HTTPS/FTP サーバにパッケージがあることを確認
する必要があります。
例：

たとえば、次のコマンドは、システムを asacx-sys-9.1.1.pkg パッケージでアップグレードします。
Y を入力して、アップグレードをインストールします。
asacx-boot> system install https://upgrades.example.com/packages/asacx-sys-9.1.1.pkg
You need to authenticate with the server to download the package.
Username: username
Password: (typing not displayed)
Verifying
Downloading
Extracting
Package Detail
Description:
Cisco ASA CX System Upgrade
Requires reboot:
Yes
Do you want to continue with upgrade? [y]: Y
Warning: Please do not interrupt the process or turn off the system.
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Doing so might leave system in unusable state.
Upgrading
Stopping all the services ...
Starting upgrade process ...
Reboot is required to complete the upgrade. Press Enter to reboot the system.

ステップ 9

Enter を押してシステムをリブートします。
システムをリブートすると、コンソールセッションが閉じます。システムがリブートするまで、
10 ～ 15 分待ちます。

ステップ 10

コンソール セッションを開き、admin ユーザとしてログインします。
例：
ciscoasa# session cxsc console

ステップ 11

NTP を使用しない場合は、時刻を設定します。
show time コマンドを使用すると、現在の日時とシステムのタイムゾーンを確認できます。 デフォ
ルトでは UTC タイムゾーンが使用されます。
時間設定を変更するには、次のコマンドを使用できます。
• config timezone で、タイムゾーンを変更します。
• config time で、ローカルの日時を設定します。

ステップ 12

config passwd コマンドを使用して、admin ユーザのパスワードを変更します。 新しいパスワード
を入力するように求められます。

ステップ 13

これでデバイスの使用準備が完了しました。
ブラウザで、https://server_address を使用して、Web インターフェイスを開きます。
exit コマンドを入力すると、CLI からログアウトできます。
（注）

CLI で使用可能な他のコマンドについては、help または ? を入力してくださ
い。

CX および PRSM ポートを開く
CX デバイスおよび PRSM サーバの管理インターフェイス上のファイアウォールは、着信接続に
対してほとんどすべてのポートを閉じています。 次のリストに、開いているポートと、その用途
を示します。
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CX デバイス
• ICMP エコー要求（ping）：icmp/8
• SSH：tcp/22
• HTTPS：tcp/443
• AD エージェント通信：udp/3799
PRSM サーバ
• ICMP エコー要求（ping）：icmp/8
• SSH：tcp/22
• HTTPS：tcp/443
• CX イベント受信：tcp/4466
• syslog：udp/514
• AD エージェント通信：udp/3799
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