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このマニュアルについて
ここでは、『Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド』の概要を
示します。次の項目について説明します。

• 「マニュアルの目的」（P.xxiii）
• 「関連資料」（P.xxiii）
• 「表記法」（P.xxiv）
• 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.xxv）

マニュアルの目的
このマニュアルは、ASDM を使用して ASA のファイアウォール機能を設定する際に役立ちます。この
マニュアルは、すべての機能を網羅しているわけではなく、ごく一般的なコンフィギュレーションの事
例を紹介しています。
このマニュアルは、Cisco ASA シリーズに適用されます。このマニュアルを通じて、「ASA」という語
は、特に指定がなければ、一般的にサポートされているモデルに適用されます。

（注）

ASDM では、多数の ASA バージョンをサポートしています。ASDM のマニュアルおよびオンライン
ヘルプには、ASA でサポートされている最新機能がすべて含まれています。古いバージョンの ASA ソ
フトウェアを実行している場合、ご使用のバージョンでサポートされていない機能がこのマニュアルに
含まれている場合があります。同様に、古いメジャー バージョンまたはマイナー バージョンのメンテ
ナンス リリースに機能が追加された場合、この新機能は、以降のすべての ASA リリースで使用できな
い場合でも、ASDM のマニュアルに含まれています。各章の機能履歴テーブルを参照して、機能がい
つ追加されたかを確認してください。各 ASA バージョンでサポートされている ASDM の最小バー
ジョンについては、『Cisco ASA Series Compatibility』を参照してください。

関連資料
詳細については、http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/roadmap/asaroadmap.html の
『Navigating the Cisco ASA Series Documentation』を参照してください。
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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。

表記法

用途

太字フォント

コマンド、キーワード、およびユーザが入力したテキストは、太字フォントで
示しています。

イタリック体フォン
ト

ドキュメント名、新規用語または強調する用語、値を指定するための引数は、
イタリック体フォントで示しています。

[ ]

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。

string

引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。引用
符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

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。

太字の courier フォ

コマンド、キーワード、およびユーザが入力したテキストは、太字の courier
フォントで示しています。

ント
courier フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の 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。

イタリック体の

（注） 「注釈」です。

ヒント

注意

「問題解決に役立つ情報」です。

「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。
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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、『What's New in
Cisco Product Documentation』を参照してください。これは、
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html にあります。
『What's New in Cisco Product Documentation 』は RSS フィードとして購読できます。これには、新規
および改訂されたシスコ技術マニュアルの一覧が掲載されおり、リーダー アプリケーションを使用し
て直接デスクトップにコンテンツが配信されます。RSS フィードは無料のサービスです。
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P ART

1

サービス ポリシーの設定

C H A P T E R

1

サービス ポリシーの設定
サービス ポリシーでは、一貫性と柔軟性を備えた方法で ASA 機能を設定できます。たとえば、サービ
ス ポリシーを使用すると、すべての TCP アプリケーションに適用されるタイムアウト コンフィギュ
レーションではなく、特定の TCP アプリケーションに固有のタイムアウト コンフィギュレーションを
作成できます。サービス ポリシーは、1 つのインターフェイスに適用されるか、またはグローバルに適
用される複数のサービス ポリシー ルールで構成されます。
この章は、次の項で構成されています。

• 「サービス ポリシーに関する情報」（P.1-1）
• 「サービス ポリシーのライセンス要件」（P.1-6）
• 「ガイドラインと制限事項」（P.1-6）
• 「デフォルト設定」（P.1-7）
• 「サービス ポリシーを設定するためのタスク フロー」（P.1-8）
• 「通過トラフィックのサービス ポリシー ルールの追加」（P.1-9）
• 「管理トラフィックのサービス ポリシー ルールの追加」（P.1-14）
• 「サービス ポリシー ルールの順序の管理」（P.1-17）
• 「サービス ポリシーの機能履歴」（P.1-18）

サービス ポリシーに関する情報
この項では、サービス ポリシーの機能について説明します。説明する項目は次のとおりです。

• 「サポートされる機能」（P.1-1）
• 「機能の方向」（P.1-2）
• 「サービス ポリシー内の機能照合」（P.1-3）
• 「複数の機能アクションが適用される順序」（P.1-4）
• 「特定の機能アクションの非互換性」（P.1-5）
• 「複数のサービス ポリシーの場合の機能照合」（P.1-5）

サポートされる機能
表 1-1 に、サービス ポリシー ルールでサポートされる機能を示します。
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サービス ポリシーに関する情報

表 1-1

サービス ポリシー ルールの機能

機能
アプリケーション インスペク
ション（複数タイプ）

通過トラフィッ
ク用か

管理トラフィッ
ク用か

RADIUS アカ
ウンティングを
除くすべて

RADIUS アカウ
ンティングのみ

参照先

• 第 9 章「アプリケーション レイヤ プロトコル イ
ンスペクションの準備」

• 第 10 章「基本インターネット プロトコルのイ
ンスペクションの設定」

• 第 11 章「音声とビデオのプロトコルのインスペ
クションの設定」

• 第 12 章「データベースとディレクトリのプロト
コル インスペクションの設定」

• 第 13 章「管理アプリケーション プロトコルの
インスペクションの設定」

• 第 24 章「Cisco クラウド Web セキュリティ用の
ASA の設定」

ASA CSC

Yes

No

第 31 章「ASA CSC モジュールの設定」

ASA IPS

Yes

No

第 29 章「ASA IPS モジュールの設定」

ASA CX

Yes

No

第 30 章「ASA CX モジュールの設定」

NetFlow セキュア イベント ロギ Yes

Yes

一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの

Chapter 41, “Configuring NetFlow Secure Event
Logging (NSEL),”

ングのフィルタリング

Yes

No

第 22 章「QoS の設定」

QoS 標準プライオリティ キュー Yes
Yes
QoS トラフィック シェーピン

No

第 22 章「QoS の設定」

Yes

第 22 章「QoS の設定」

Yes

第 21 章「接続の設定」

QoS 入出力ポリシング

グ、階層型プライオリティ
キュー

TCP と UDP の接続制限値とタ Yes
イムアウト、および TCP シーケ
ンス番号のランダム化

TCP の正規化

Yes

No

第 21 章「接続の設定」

TCP ステート バイパス

Yes

No

第 21 章「接続の設定」

アイデンティティ ファイア
ウォールのユーザ統計情報

Yes

Yes

コマンド リファレンスの user-statistics コマンドを
参照してください。

機能の方向
アクションは、機能に応じて双方向または単方向にトラフィックに適用されます。双方向に適用される
機能の場合、トラフィックが両方向のクラス マップと一致した場合に、ポリシー マップを適用するイ
ンターフェイスを出入りするすべてのトラフィックが影響を受けます。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

1-2

第1章

サービス ポリシーの設定
サービス ポリシーに関する情報

（注）

グローバル ポリシーを使用する場合は、すべての機能が単方向です。単一インターフェイスに適用す
る場合に通常双方向の機能は、グローバルに適用される場合、各インターフェイスの入力にのみ適用さ
れます。ポリシーはすべてのインターフェイスに適用されるため、ポリシーは両方向に適用され、この
場合の双方向は冗長になります。

QoS プライオリティ キューなど単方向に適用される機能の場合は、ポリシー マップを適用するイン
ターフェイスに出入りする（機能によって異なります）トラフィックだけが影響を受けます。各機能の
方向については、表 1-2 を参照してください。
表 1-2

機能の方向

単一インターフェイスで
の方向

グローバルでの方向

アプリケーション インスペクション（複数タ
イプ）

双方向

入力

ASA CSC

双方向

入力

ASA CX

双方向

入力

ASA CX 認証プロキシ
ASA IPS

入力

入力

双方向

入力

機能

NetFlow セキュア イベント ロギングのフィル 該当なし

入力

タリング

QoS 入力ポリシング

入力

入力

QoS 出力ポリシング

出力

出力

QoS 標準プライオリティ キュー

出力

出力

QoS トラフィック シェーピング、階層型プラ
イオリティ キュー

出力

出力

TCP と UDP の接続制限値とタイムアウト、
および TCP シーケンス番号のランダム化

双方向

入力

TCP の正規化

双方向

入力

TCP ステート バイパス

双方向

入力

アイデンティティ ファイアウォールのユーザ
統計情報

双方向

入力

サービス ポリシー内の機能照合
パケットが所定のインターフェイスのポリシー内のルールと照合される方法については、次の情報を参
照してください。

1. パケットは、機能タイプごとにインターフェイスのルールの 1 つとだけ一致することができます。
2. パケットが 1 つの機能タイプのルールと一致する場合、ASA は、その機能タイプの後続のどの
ルールに対してもそのパケットを照合しません。

3. ただし、そのパケットが異なる機能タイプの後続のルールと一致する場合、ASA は後続ルールの
アクションも適用します（サポートされている場合）。サポートされていない組み合わせの詳細に
ついては、「特定の機能アクションの非互換性」（P.1-5）を参照してください。
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（注）

アプリケーション インスペクションには、複数のインスペクション タイプが含まれ、ほと
んどのタイプは相互に排他的です。組み合わせ可能なインスペクションの場合、各インス
ペクションは個々の機能と見なされます。

たとえば、パケットが接続制限のルールと一致し、アプリケーション インスペクションのルールとも
一致する場合は、両方のアクションが適用されます。
パケットが HTTP インスペクションのルールと一致するが、HTTP インスペクションを含む別のルー
ルとも一致する場合、2 番目のルールのアクションは適用されません。
パケットが HTTP インスペクションのルールと一致するが、FTP インスペクションを含む別のルール
とも一致する場合、2 番目のルールのアクションは HTTP および FTP インスペクション cannpt が組み
合わされているため、適用されません。
パケットが HTTP インスペクションのルールと一致するが、IPv6 インスペクションを含む別のルール
とも一致する場合、両方のアクションは IPv6 インスペクションが他のインスペクションのタイプと組
み合わせることができるため、適用されません。

複数の機能アクションが適用される順序
サービス ポリシーの各種のアクションが実行される順序は、アクションがテーブルに表示される順序
とは無関係です。

（注）

NetFlow セキュア イベント ロギングのフィルタリングとアイデンティティ ファイアウォールのユーザ
統計情報は順番に依存しません。
アクションは次の順序で実行されます。

1. QoS 入力ポリシング
2. TCP の正規化、TCP と UDP の接続制限値とタイムアウト、TCP シーケンス番号のランダム化、
および TCP ステート バイパス

（注）

ASA がプロキシ サービス（AAA や CSC など）を実行したり、TCP ペイロード（FTP インス
ペクション）を変更したりするときは、TCP ノーマライザはデュアル モードで動作します。そ
の場合、サービスを変更するプロキシやペイロードの前後で適用されます。

3. ASA CSC
4. 他のインスペクションと組み合わせることができるアプリケーション インスペクション：
a. IPv6
b. IP オプション
c. WAAS
5. 他のインスペクションと組み合わせることができないアプリケーション インスペクション： 詳細
については、「特定の機能アクションの非互換性」（P.1-5）を参照してください。
6. ASA IPS
7. ASA CX
8. QoS 出力ポリシング
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9. QoS 標準プライオリティ キュー
10. QoS トラフィック シェーピング、階層型プライオリティ キュー

特定の機能アクションの非互換性
一部の機能は同じトラフィックに対して相互に互換性がありません。次のリストには、すべての非互換
性が含まれていない場合があります。各機能の互換性については、機能に関する章または項を参照して
ください。

• QoS プライオリティ キューイングと QoS ポリシングは同じトラフィックの集合に対して設定でき
ません。

• ほとんどのインスペクションは別のインスペクションと組み合わせられないため、同じトラフィッ
クに複数のインスペクションを設定しても、ASA は 1 つのインスペクションだけを適用します。
HTTP インスペクションはクラウド Web セキュリティ インスペクションと組み合わせることがで
きます。他の例外は、「複数の機能アクションが適用される順序」（P.1-4）に記載されています。
• トラフィックを ASA CX および ASA IPS などの複数のモジュールに送信されるように設定できま
せん。

• HTTP インスペクションは、ASA CX と互換性がありません。
• ASA CX はクラウド Web セキュリティと互換性がありません。

（注）

デフォルトのグローバル ポリシーで使用される Default Inspection Traffic トラフィック クラスは、す
べてのインスペクションに対してデフォルトのポートを照合するための特別な CLI ショートカットで
す。ポリシー マップで使用すると、このクラス マップでは、トラフィックの宛先ポートに基づいて、
各パケットに正しいインスペクションが適用されます。たとえば、宛先がポート 69 の UDP トラ
フィックが ASA に到達すると、ASA は TFTP インスペクションを適用し、宛先がポート 21 の TCP ト
ラフィックが到着すると、ASA は FTP インスペクションを適用します。そのため、この場合に限って
同じクラス マップに複数のインスペクションを設定できます。通常、ASA は、ポート番号を使用して
適用するインスペクションを決定しないため、標準以外のポートなどにも柔軟にインスペクションを適
用できます。
このトラフィック クラスには、クラウド Web セキュリティ インスペクション用のデフォルト ポート
は含まれません（80 および 443）。

複数のサービス ポリシーの場合の機能照合
TCP および UDP トラフィック（およびステートフル ICMP インスペクションがイネーブルの場合は
ICMP）の場合、サービス ポリシーはトラフィック フローに対して作用し、個々のパケットに限定さ
れません。トラフィックが、1 つのインターフェイスのポリシーで定義されている機能に一致する既存
の接続の一部である場合、そのトラフィック フローを別のインターフェイスのポリシーにある同じ機
能と照合することはできません。最初のポリシーのみが使用されます。
たとえば、HTTP トラフィックが、HTTP トラフィックを検査する内部インターフェイスのポリシーと
一致するときに、HTTP インスペクション用の外部インターフェイスに別のポリシーがある場合、その
トラフィックが外部インターフェイスの出力側でも検査されることはありません。同様に、その接続の
リターン トラフィックが外部インターフェイスの入力ポリシーによって検査されたり、内部インター
フェイスの出力ポリシーによって検査されたりすることもありません。
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ステートフル ICMP インスペクションをイネーブルにしない場合の ICMP のように、フローとして扱
われないトラフィックの場合は、リターン トラフィックを戻り側のインターフェイスの別のポリシー
マップと照合できます。たとえば、内部および外部のインターフェイスで IPS を設定するとき、内部ポ
リシーでは仮想センサー 1 を使用するのに対して、外部ポリシーでは仮想センサー 2 を使用する場合、
非ステートフル ping は仮想センサー 1 の発信側を照合するだけでなく、仮想センサー 2 の着信側も照
合します。

サービス ポリシーのライセンス要件
モデル

ライセンス要件

すべてのモデル

基本ライセンス

ガイドラインと制限事項
この項では、この機能のガイドラインと制限事項について説明します。

コンテキスト モードのガイドライン
シングル コンテキスト モードとマルチ コンテキスト モードでサポートされています。

ファイアウォール モードのガイドライン
ルーテッド ファイアウォール モードとトランスペアレント ファイアウォール モードでサポートされて
います。

IPv6 のガイドライン
IPv6 は次の機能でサポートされています。
• DNS、FTP、HTTP、ICMP、ScanSafe、SIP、SMTP、IPsec-pass-thru、および IPv6 のアプリ
ケーション インスペクション

• ASA IPS
• ASA CX
• NetFlow セキュア イベント ロギングのフィルタリング
• TCP と UDP の接続制限値とタイムアウト、および TCP シーケンス番号のランダム化
• TCP の正規化
• TCP ステート バイパス
• アイデンティティ ファイアウォールのユーザ統計情報
トラフィック クラスのガイドライン
すべてのタイプのトラフィック クラスの最大数は、シングル モードでは 255 個、マルチ モードではコ
ンテキストごとに 255 個です。クラス マップには、次のタイプがあります。

• レイヤ 3/4 クラスマップ（通過トラフィックと管理トラフィック向け）
• インスペクション クラス マップ
• 正規表現クラス マップ
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• インスペクション ポリシー マップ下で直接使用される match コマンド
この制限にはすべてのタイプのデフォルト トラフィック クラスも含まれ、ユーザ設定のトラフィック
クラスを約 235 に制限します。「デフォルトのトラフィック クラス」（P.1-8）を参照してください。

サービス ポリシーのガイドライン
• インターフェイス サービス ポリシーは、特定の機能に対するグローバル サービス ポリシーより優
先されます。たとえば、FTP インスペクションのグローバル ポリシーと、TCP 正規化のインター
フェイス ポリシーがある場合、FTP インスペクションと TCP 正規化の両方がインターフェイスに
適用されます。これに対し、FTP インスペクションのグローバル ポリシーと、FTP インスペク
ションのインターフェイス ポリシーがある場合は、インターフェイス ポリシーの FTP インスペク
ションだけがインターフェイスに適用されます。

• 適用できるグローバル ポリシーは 1 つだけです。たとえば、機能セット 1 が含まれたグローバル
ポリシーと、機能セット 2 が含まれた別のグローバル ポリシーを作成できません。すべての機能
は 1 つのポリシーに含める必要があります。
• コンフィギュレーションに対してサービス ポリシーの変更を加えた場合は、すべての新しい接続
で新しいサービス ポリシーが使用されます。既存の接続では、その接続が確立された時点で設定
されていたポリシーの使用が続行されます。show コマンドの出力には、古い接続に関するデータ
が含まれていません。
たとえばインターフェイスから QoS サービス ポリシーを削除し、変更したバージョンを再度追加
した場合、show service-policy コマンドには、新しいサービス ポリシーに一致する新しい接続に
関連付けられた QoS カウンタだけが表示されます。古いポリシーの既存の接続はコマンド出力に
は表示されなくなります。
すべての接続が新しいポリシーを確実に使用するように、現在の接続を解除し、新しいポリシーを
使用して再度接続できるようにします。clear conn または clear local-host コマンドを参照してく
ださい。

デフォルト設定
モジュラ ポリシー フレームワークのデフォルト設定については、次の項目で説明します。

• 「デフォルト コンフィギュレーション」（P.1-7）
• 「デフォルトのトラフィック クラス」（P.1-8）

デフォルト コンフィギュレーション
デフォルトでは、すべてのデフォルト アプリケーション インスペクション トラフィックに一致するポ
リシーがコンフィギュレーションに含まれ、特定のインスペクションがすべてのインターフェイスのト
ラフィックに適用されます（グローバル ポリシー）。すべてのインスペクションがデフォルトでイネー
ブルになっているわけではありません。適用できるグローバル ポリシーは 1 つだけなので、グローバ
ル ポリシーを変更する場合は、デフォルトのポリシーを編集するか、デフォルトのポリシーをディ
セーブルにして新しいポリシーを適用します。（特定の機能では、グローバル ポリシーはインターフェ
イス ポリシーより優先されます）。
デフォルト ポリシーには、次のアプリケーション インスペクションが含まれます。

• メッセージの最大長 512 バイトに対する DNS インスペクション
• FTP
• H323（H225）
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• H323（RAS）
• RSH
• RTSP
• ESMTP
• SQLnet
• Skinny（SCCP）
• SunRPC
• XDMCP
• SIP
• NetBios
• TFTP
• IP オプション

デフォルトのトラフィック クラス
コンフィギュレーションには、デフォルト グローバル ポリシーで ASA が使用するデフォルトのトラ
フィック クラスが含まれます。これは Default Inspection Traffic と呼ばれ、デフォルト インスペク
ション トラフィックと一致します。デフォルト グローバル ポリシーで使用されるこのクラスは、デ
フォルト ポートをすべてのインスペクションと照合する特別なショートカットです。ポリシーで使用
すると、このクラスでは、トラフィックの宛先ポートに基づいて、各パケットに正しいインスペクショ
ンが適用されます。たとえば、宛先がポート 69 の UDP トラフィックが ASA に到達すると、ASA は
TFTP インスペクションを適用し、宛先がポート 21 の TCP トラフィックが到着すると、ASA は FTP
インスペクションを適用します。そのため、この場合に限って同じクラス マップに複数のインスペク
ションを設定できます。通常、ASA は、ポート番号を使用して適用するインスペクションを決定しな
いため、標準以外のポートなどにも柔軟にインスペクションを適用できます。
デフォルト コンフィギュレーションにある別のクラス マップは、class-default と呼ばれ、すべてのト
ラフィックと一致します。任意のトラフィック クラスを使用する代わりに、必要に応じて
class-default クラスを使用できます。実際のところ、class-default で使用可能な機能は、QoS トラ
フィック シェーピングなどの一部の機能だけです。

サービス ポリシーを設定するためのタスク フロー
この項は、次の内容で構成されています。

• 「サービス ポリシー ルールの設定のタスク フロー」（P.1-8）

サービス ポリシー ルールの設定のタスク フロー
サービス ポリシーの設定では、インターフェイスあたりのサービス ポリシー ルール、またはグローバ
ル ポリシーのサービス ポリシー ルールを 1 つ以上追加します。それぞれのルールごとに、次の要素を
指定します。
ステップ 1

ルールを適用するインターフェイスを指定するか、またはグローバル ポリシーを指定します。
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ステップ 2

アクションを適用するトラフィックを指定します。レイヤ 3 および 4 の通過トラフィックを指定できま
す。

ステップ 3

トラフィック クラスにアクションを適用します。トラフィック クラスごとに複数のアクションを適用
できます。

通過トラフィックのサービス ポリシー ルールの追加
詳細については、「サポートされる機能」（P.1-1）を参照してください。通過トラフィックのサービス
ポリシー ルールを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules] ペインを選択して、[Add] をクリックします。
[Add Service Policy Rule Wizard - Service Policy] ダイアログボックスが表示されます。

（注）

[Add] ボタンの右側にある小さな矢印ではなく [Add] ボタンをクリックすると、通過トラ
フィック ルールがデフォルトで追加されます。[Add] ボタン上の矢印をクリックすると、通過
トラフィック ルールと管理トラフィック ルールのいずれかを選択できます。

ステップ 2

[Create a Service Policy and Apply To] 領域で、次のオプションの 1 つをクリックします。
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• [Interface]。このオプションでは、サービス ポリシーが 1 つのインターフェイスに適用されます。
インターフェイス サービス ポリシーは、特定の機能に対するグローバル サービス ポリシーより優
先されます。たとえば、FTP インスペクションを行うグローバル ポリシーと、TCP 接続制限を行
うインターフェイス ポリシーが設定されている場合、インターフェイスには FTP インスペクショ
ンおよび TCP 接続制限がどちらも適用されます。これに対し、FTP インスペクションのグローバ
ル ポリシーと、FTP インスペクションのインターフェイス ポリシーがある場合は、インターフェ
イス ポリシーの FTP インスペクションだけがインターフェイスに適用されます。

a. ドロップダウン リストからインターフェイスを選択します。
すでにポリシーが適用されているインターフェイスを選択する場合は、ウィザードの指示に
従って、新しいサービス ポリシー ルールをそのインターフェイスに追加できます。

b. 新しいサービス ポリシーの場合は、[Policy Name] フィールドに名前を入力します。
c. （任意）[Description] フィールドに説明を入力します。
d. （任意）[Drop and log unsupported IPv6 to IPv6 traffic] チェックボックスをオンにして、IPv6
トラフィックをサポートしないアプリケーション インスペクションによってドロップされる
IPv6 トラフィックの syslog（767001）を生成します。デフォルトでは、syslog が生成されま
せん。IPv6 をサポートするインスペクションのリストについては、「IPv6 のガイドライン」
（P.1-6）を参照してください。

• [Global - applies to all interfaces]。このオプションでは、サービス ポリシーがすべてのインター
フェイスにグローバルに適用されます。デフォルト アプリケーション インスペクションのサービ
ス ポリシー ルールを含むグローバル ポリシーは、デフォルトで存在します。詳細については、
「デフォルト設定」（P.1-7）を参照してください。ウィザードを使用してルールをグローバル ポリ
シーに追加できます。

a. 新しいサービス ポリシーの場合は、[Policy Name] フィールドに名前を入力します。
b. （任意）[Description] フィールドに説明を入力します。
c. （任意）[Drop and log unsupported IPv6 to IPv6 traffic] チェックボックスをオンにして、IPv6
トラフィックをサポートしないアプリケーション インスペクションによってドロップされる
IPv6 トラフィックの syslog（767001）を生成します。デフォルトでは、syslog が生成されま
せん。IPv6 をサポートするインスペクションのリストについては、「IPv6 のガイドライン」
（P.1-6）を参照してください。
ステップ 3

[Next] をクリックします。
[Add Service Policy Rule Wizard - Traffic Classification Criteria] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

次のオプションのいずれかをクリックして、ポリシーのアクションを適用するトラフィックを指定しま
す。

• [Create a new traffic class]。[Create a new traffic class] フィールドにトラフィック クラス名を入力
し、説明（任意）を入力します。
基準のいずれかを使用してトラフィックを特定します。

– [Default Inspection Traffic]：このクラスは、ASA が検査可能なすべてのアプリケーションに
よって使用される、デフォルトの TCP および UDP ポートを照合します。
デフォルト グローバル ポリシーで使用されるこのオプションは、ルール内で使用されると、
トラフィックの宛先ポートに基づいて、パケットごとに正しい検査が適用されるようにしま
す。たとえば、宛先がポート 69 の UDP トラフィックが ASA に到達すると、ASA は TFTP イ
ンスペクションを適用し、宛先がポート 21 の TCP トラフィックが到着すると、ASA は FTP
インスペクションを適用します。つまり、この場合に限り、同じルールに対して複数の検査を
設定できます（アクションの組み合わせの詳細については、「特定の機能アクションの非互換
性」（P.1-5）を参照してください）。通常、ASA は、ポート番号を使用して適用するインスペ
クションを決定しないため、標準以外のポートなどにも柔軟にインスペクションを適用できま
す。
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デフォルト ポートのリストについては、「デフォルト設定」（P.9-4）を参照してください。
ASA には、デフォルトのインスペクション トラフィックに一致して、すべてのインターフェ
イス上のトラフィックに共通検査を適用するデフォルト グローバル ポリシーが含まれます。
Default Inspection Traffic クラスにポートが含まれているすべてのアプリケーションが、ポリ
シー マップにおいてデフォルトでイネーブルになっているわけではありません。

Source and Destination IP Address (uses ACL) クラスを Default Inspection Traffic クラスと一
緒に指定して、照合されるトラフィックを絞り込むことができます。Default Inspection
Traffic クラスは一致するポートとプロトコルを指定するので、アクセス リストのポートとプ
ロトコルはすべて無視されます。

– [Source and Destination IP Address (uses ACL)]：このクラスは拡張アクセス リストで指定さ
れているトラフィックを照合します。ASA がトランスペアレント ファイアウォール モードで
動作している場合は、EtherType ACL を使用できます。

（注）

このタイプの新しいトラフィック クラスを作成する場合は、最初にアクセス コント
ロール エントリ（ACE）を 1 つだけ指定できます。ルールを追加した後は、同じイン
ターフェイスまたはグローバル ポリシーに新しいルールを追加し、それから [Traffic
Classification] ダイアログボックス（以下を参照）で [Add rule to existing traffic class]
を指定することによって、ACE を追加できます。

– [Tunnel Group]：このクラスは、QoS を適用するトンネル グループのトラフィックを照合し
ます。その他にもう 1 つのトラフィック照合オプションを指定してトラフィック照合対象をさ
らに絞込み、[Any Traffic]、[Source and Destination IP Address (uses ACL)]、または [Default
Inspection Traffic] を排除できます。
– [TCP or UDP Destination Port]：1 つのポートまたは連続する一定範囲のポートを照合します。

ヒント 複数の非連続ポートを使用するアプリケーションの場合は、[Source and Destination IP
Address (uses ACL)] を使用して各ポートを照合します。

– [RTP Range]：クラス マップは、RTP トラフィックを照合します。
– [IP DiffServ CodePoints (DSCP)]：このクラスは、IP ヘッダーの最大 8 つの DSCP 値を照合
します。

– [IP Precedence]：このクラス マップは、IP ヘッダーの TOS バイトによって表される、最大 4
つの Precedence 値を照合します。
– [Any Traffic]：すべてのトラフィックを照合します。
• [Add rule to existing traffic class]。すでに同じインターフェイスにサービス ポリシー ルールを指
定している場合、またはグローバル サービス ポリシーを追加する場合は、このオプションによっ
て既存のアクセス リストに ACE を追加できます。このインターフェイスのサービス ポリシー
ルールで [Source and Destination IP Address (uses ACL)] オプションを選択した場合は、事前に作
成したすべてのアクセス リストに ACE を追加できます。このトラフィック クラスでは、複数の
ACE を追加する場合であっても、1 セットのルール アクションしか指定できません。この手順全
体を繰り返すことによって、複数の ACE を同じトラフィック クラスに追加できます。ACE の順
序の変更方法については、「サービス ポリシー ルールの順序の管理」（P.1-17）を参照してくださ
い。

• [Use an existing traffic class]。別のインターフェイスのルールで使用されるトラフィック クラスを
作成した場合は、そのトラフィック クラス定義をこのルールで再使用できます。1 つのルールのト
ラフィック クラスを変更すると、その変更は同じトラフィック クラスを使用するすべてのルール
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に継承されます。コンフィギュレーションに CLI で入力した class-map コマンドが含まれている
場合は、それらのトラフィック クラス名も使用できます（ただし、そのトラフィック クラスの定
義を表示するには、そのルールを作成する必要があります）。

• [Use class default as the traffic class]。このオプションでは、すべてのトラフィックを照合する
class-default クラスを使用します。class-default クラスは、ASA によって自動的に作成され、ポリ
シーの最後に配置されます。このクラスは、アクションを何も適用しない場合でも ASA によって
作成されますが、内部での使用に限られます。必要に応じて、このクラスにアクションを適用でき
ます。これは、すべてのトラフィックを照合する新しいトラフィック クラスを作成するよりも便
利な場合があります。class-default クラスを使用して、このサービス ポリシーにルールを 1 つだけ
作成できます。これは、各トラフィック クラスを関連付けることができるのは、サービス ポリ
シーごとに 1 つのルールだけであるためです。
ステップ 5

[Next] をクリックします。

ステップ 6

次に表示されるダイアログボックスは、選択したトラフィック照合基準に応じて異なります。

（注）

[Any Traffic] オプションの場合には、追加設定を行うための特別なダイアログボックスはあり
ません。

• [Default Inspections]：このダイアログボックスは情報提供の目的でだけ表示され、トラフィック
クラスに含まれるアプリケーションとポートが示されます。

• [Source and Destination Address]：このダイアログボックスでは、送信元アドレスと宛先アドレス
を設定できます。

a. [Match] または [Do Not Match] をクリックします。

[Match] オプションでは、アドレスが一致するトラフィックにアクションを適用する場合の
ルールを作成します。[Do Not Match] オプションでは、トラフィックを指定したアクションの
適用から免除します。たとえば、10.1.1.25 を除いて、10.1.1.0/24 のトラフィックすべてを照
合し、そのトラフィックに接続制限を適用するとします。この場合は、2 つのルール
（[Match] オプションを使用した 10.1.1.0/24 に対するルールおよび [Do Not Match] オプション
を使用した 10.1.1.25 に対するルール）を作成します。必ず、Do Not Match ルールが Match
ルールの上になるように配置してください。順序を逆にすると、10.1.1.25 が最初に Match
ルールを照合することになります。

b. [Source] フィールドで、送信元 IP アドレスを入力するか、[...] ボタンをクリックして ASDM
にすでに定義されている IP アドレスを選択します。
プレフィックス / 長さ表記（10.1.1.0/24 など）を使用してアドレスとサブネット マスクを指
定します。マスクを使用せずに IP アドレスを入力すると、そのアドレスは最後が 0 であって
もホスト アドレスと見なされます。
任意の送信元アドレスを指定するには、any を入力します。
アドレスが複数ある場合はカンマで区切ります。

c. [Destination] フィールドで、宛先 IP アドレスを入力するか、[...] ボタンをクリックして
ASDM にすでに定義されている IP アドレスを選択します。
プレフィックス / 長さ表記（10.1.1.0/24 など）を使用してアドレスとサブネット マスクを指
定します。マスクを使用せずに IP アドレスを入力すると、そのアドレスは最後が 0 であって
もホスト アドレスと見なされます。
任意の宛先アドレスを指定するには、any を入力します。
アドレスが複数ある場合はカンマで区切ります。

d. [Service] フィールドで、宛先サービスの IP サービス名または番号を入力するか、[...] ボタン
をクリックしてサービスを選択します。
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TCP または UDP のポート番号、あるいは ICMP サービス番号を指定する場合は、プロトコル
/ ポートを入力します。たとえば、TCP/8080 と入力します。
デフォルトでは、サービスは IP です。
サービスが複数ある場合はカンマで区切ります。

e. （任意）[Description] フィールドに説明を入力します。
f. （任意）TCP または UDP の送信元サービスを指定するには、[More Options] 領域をクリック
して開き、[Source Service] フィールドに TCP サービスまたは UDP サービスを入力します。
宛先サービスと送信元サービスは同じである必要があります。[Destination Service] フィール
ドをコピーし、[Source Service] フィールドに貼り付けます。

g. （任意）ルールを非アクティブにするには、[More Options] 領域をクリックして開き、[Enable
Rule] をオフにします。
この設定は、ルールを削除せずに無効にしたい場合に便利です。

h. （任意）ルールの時間範囲を指定するには、[More Options] 領域をクリックして開き、[Time
Range] ドロップダウン リストから時間範囲を選択します。
新しい時間範囲を追加するには、[...] ボタンをクリックします。詳細については、一般的な操
作のコンフィギュレーション ガイドの “Configuring Time Ranges” section on page 15-26 を参
照してください。
この設定は、事前に設定した時間にだけルールをアクティブにする場合に便利です。

• [Tunnel Group]：[Tunnel Group] ドロップダウン リストからトンネル グループを選択するか、ま
たは [New] をクリックして新しいトンネル グループを追加します。詳細については、VPN コン
フィギュレーション ガイドの “Add or Edit an IPsec Remote Access Connection Profile” section on
page 74-78 を参照してください。
各フローをポリシングするには、[Match flow destination IP address] をオンにします。固有の IP
宛先アドレスに向かうトラフィックは、すべてフローと見なされます。

• [Destination Port]：[TCP] または [UDP] をクリックします。

[Service] フィールドに、ポート番号または名前を入力するか、または [...] をクリックして ASDM
で定義済みのサービスを選択します。

• [RTP Range]：RTP ポート範囲を 2000 ～ 65534 の間で入力します。範囲内の最大ポート数は、
16383 です。
• [IP DiffServ CodePoints (DSCP)]：[DSCP Value to Add] 領域で、[Select Named DSCP Values] か
ら値を選択するか、または [Enter DSCP Value (0-63)] フィールドに値を入力し、[Add] をクリック
します。
必要に応じて値を追加するか、または [Remove] ボタンを使用して値を削除します。

• [IP Precedence]：[Available IP Precedence] 領域で値を選択し、[Add] をクリックします。
必要に応じて値を追加するか、または [Remove] ボタンを使用して値を削除します。
ステップ 7

[Next] をクリックします。
[Add Service Policy Rule - Rule Actions] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 8

1 つ以上のルール アクションを設定します。機能のリストについては、「サポートされる機能」（P.1-1）
を参照してください。

ステップ 9

[Finish] をクリックします。
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管理トラフィックのサービス ポリシー ルールの追加
管理目的で ASA に転送されるトラフィックのサービス ポリシーを作成できます。詳細については、
「サポートされる機能」（P.1-1）を参照してください。この項では、次のトピックについて取り上げま
す。

管理トラフィックのサービス ポリシー ルールの設定
管理トラフィックのサービス ポリシーを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules] ペインで、[Add] の横の下矢印をクリックします。

ステップ 2

[Add Management Service Policy Rule] を選択します。
[Add Management Service Policy Rule Wizard - Service Policy] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

[Create a Service Policy and Apply To] 領域で、次のオプションの 1 つをクリックします。
• [Interface]。このオプションでは、サービス ポリシーが 1 つのインターフェイスに適用されます。
インターフェイス サービス ポリシーは、特定の機能に対するグローバル サービス ポリシーより優
先されます。たとえば、RADIUS アカウンティング インスペクションを使用するグローバル ポリ
シーと接続制限を使用するインターフェイス ポリシーがある場合、RADIUS アカウンティングと
接続制限の両方がそのインターフェイスに適用されます。ただし、RADIUS アカウンティングを
使用するグローバル ポリシーと RADIUS アカウンティングを使用するインターフェイス ポリシー
がある場合、インターフェイス ポリシー RADIUS アカウンティングだけがそのインターフェイス
に適用されます。

a. ドロップダウン リストからインターフェイスを選択します。
すでにポリシーが適用されているインターフェイスを選択する場合は、ウィザードの指示に
従って、新しいサービス ポリシー ルールをそのインターフェイスに追加できます。

b. 新しいサービス ポリシーの場合は、[Policy Name] フィールドに名前を入力します。
c. （任意）[Description] フィールドに説明を入力します。
• [Global - applies to all interfaces]。このオプションでは、サービス ポリシーがすべてのインター
フェイスにグローバルに適用されます。デフォルト アプリケーション インスペクションのサービ
ス ポリシー ルールを含むグローバル ポリシーは、デフォルトで存在します。詳細については、
「デフォルト設定」（P.1-7）を参照してください。ウィザードを使用してルールをグローバル ポリ
シーに追加できます。
ステップ 4

[Next] をクリックします。
[Add Management Service Policy Rule Wizard - Traffic Classification Criteria] ダイアログボックスが
表示されます。

ステップ 5

次のオプションのいずれかをクリックして、ポリシーのアクションを適用するトラフィックを指定しま
す。

• [Create a new traffic class]。[Create a new traffic class] フィールドにトラフィック クラス名を入力
し、説明（任意）を入力します。
基準のいずれかを使用してトラフィックを特定します。

– [Source and Destination IP Address (uses ACL)]：このクラスは拡張アクセス リストで指定さ
れているトラフィックを照合します。ASA がトランスペアレント ファイアウォール モードで
動作している場合は、EtherType ACL を使用できます。
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（注）

このタイプの新しいトラフィック クラスを作成する場合は、最初にアクセス コント
ロール エントリ（ACE）を 1 つだけ指定できます。ルールを追加した後は、同じイン
ターフェイスまたはグローバル ポリシーに新しいルールを追加し、それから [Traffic
Classification] ダイアログボックス（以下を参照）で [Add rule to existing traffic class]
を指定することによって、ACE を追加できます。

– [TCP or UDP Destination Port]：1 つのポートまたは連続する一定範囲のポートを照合します。

ヒント 複数の非連続ポートを使用するアプリケーションの場合は、[Source and Destination IP
Address (uses ACL)] を使用して各ポートを照合します。

• [Add rule to existing traffic class]。すでに同じインターフェイスにサービス ポリシー ルールを指
定している場合、またはグローバル サービス ポリシーを追加する場合は、このオプションによっ
て既存のアクセス リストに ACE を追加できます。このインターフェイスのサービス ポリシー
ルールで [Source and Destination IP Address (uses ACL)] オプションを選択した場合は、事前に作
成したすべてのアクセス リストに ACE を追加できます。このトラフィック クラスでは、複数の
ACE を追加する場合であっても、1 セットのルール アクションしか指定できません。この手順全
体を繰り返すことによって、複数の ACE を同じトラフィック クラスに追加できます。ACE の順
序の変更方法については、「サービス ポリシー ルールの順序の管理」（P.1-17）を参照してくださ
い。

• [Use an existing traffic class]。別のインターフェイスのルールで使用されるトラフィック クラスを
作成した場合は、そのトラフィック クラス定義をこのルールで再使用できます。1 つのルールのト
ラフィック クラスを変更すると、その変更は同じトラフィック クラスを使用するすべてのルール
に継承されます。コンフィギュレーションに CLI で入力した class-map コマンドが含まれている
場合は、それらのトラフィック クラス名も使用できます（ただし、そのトラフィック クラスの定
義を表示するには、そのルールを作成する必要があります）。
ステップ 6

[Next] をクリックします。

ステップ 7

次に表示されるダイアログボックスは、選択したトラフィック照合基準に応じて異なります。

• [Source and Destination Address]：このダイアログボックスでは、送信元アドレスと宛先アドレス
を設定できます。

a. [Match] または [Do Not Match] をクリックします。

[Match] オプションでは、アドレスが一致するトラフィックにアクションを適用する場合の
ルールを作成します。[Do Not Match] オプションでは、トラフィックを指定したアクションの
適用から免除します。たとえば、10.1.1.25 を除いて、10.1.1.0/24 のトラフィックすべてを照
合し、そのトラフィックに接続制限を適用するとします。この場合は、2 つのルール
（[Match] オプションを使用した 10.1.1.0/24 に対するルールおよび [Do Not Match] オプション
を使用した 10.1.1.25 に対するルール）を作成します。必ず、Do Not Match ルールが Match
ルールの上になるように配置してください。順序を逆にすると、10.1.1.25 が最初に Match
ルールを照合することになります。

b. [Source] フィールドで、送信元 IP アドレスを入力するか、[...] ボタンをクリックして ASDM
にすでに定義されている IP アドレスを選択します。
プレフィックス / 長さ表記（10.1.1.0/24 など）を使用してアドレスとサブネット マスクを指
定します。マスクを使用せずに IP アドレスを入力すると、そのアドレスは最後が 0 であって
もホスト アドレスと見なされます。
任意の送信元アドレスを指定するには、any を入力します。
アドレスが複数ある場合はカンマで区切ります。
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c. [Destination] フィールドで、宛先 IP アドレスを入力するか、[...] ボタンをクリックして
ASDM にすでに定義されている IP アドレスを選択します。
プレフィックス / 長さ表記（10.1.1.0/24 など）を使用してアドレスとサブネット マスクを指
定します。マスクを使用せずに IP アドレスを入力すると、そのアドレスは最後が 0 であって
もホスト アドレスと見なされます。
任意の宛先アドレスを指定するには、any を入力します。
アドレスが複数ある場合はカンマで区切ります。

d. [Service] フィールドで、宛先サービスの IP サービス名または番号を入力するか、[...] ボタン
をクリックしてサービスを選択します。

TCP または UDP のポート番号、あるいは ICMP サービス番号を指定する場合は、プロトコル
/ ポートを入力します。たとえば、TCP/8080 と入力します。
デフォルトでは、サービスは IP です。
サービスが複数ある場合はカンマで区切ります。

e. （任意）[Description] フィールドに説明を入力します。
f. （任意）TCP または UDP の送信元サービスを指定するには、[More Options] 領域をクリック
して開き、[Source Service] フィールドに TCP サービスまたは UDP サービスを入力します。
宛先サービスと送信元サービスは同じである必要があります。[Destination Service] フィール
ドをコピーし、[Source Service] フィールドに貼り付けます。

g. （任意）ルールを非アクティブにするには、[More Options] 領域をクリックして開き、[Enable
Rule] をオフにします。
この設定は、ルールを削除せずに無効にしたい場合に便利です。

h. （任意）ルールの時間範囲を指定するには、[More Options] 領域をクリックして開き、[Time
Range] ドロップダウン リストから時間範囲を選択します。
新しい時間範囲を追加するには、[...] ボタンをクリックします。詳細については、一般的な操
作のコンフィギュレーション ガイドの “Configuring Time Ranges” section on page 15-26 を参
照してください。
この設定は、事前に設定した時間にだけルールをアクティブにする場合に便利です。

• [Destination Port]：[TCP] または [UDP] をクリックします。

[Service] フィールドに、ポート番号または名前を入力するか、または [...] をクリックして ASDM
で定義済みのサービスを選択します。
ステップ 8

[Next] をクリックします。
「Add Management Service Policy Rule - Rule Actions」ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 9

RADIUS アカウンティング インスペクションを設定するには、[RADIUS Accounting Map] ドロップ
ダウン リストからインスペクション マップを選択するか、または [Configure] をクリックしてマップ
を追加します。
詳細については、「サポートされる機能」（P.1-1）を参照してください。

ステップ 10

接続を設定するには、「接続の設定」（P.21-8）を参照してください。

ステップ 11

[Finish] をクリックします。
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サービス ポリシー ルールの順序の管理
インターフェイス上またはグローバル ポリシー内でのサービス ポリシー ルールの順序は、トラフィッ
クへのアクションの適用方法に影響します。パケットがサービス ポリシーのルールを照合する方法に
ついては、次のガイドラインを参照してください。

• パケットは、機能タイプごとにサービス ポリシーのルールを 1 つだけ照合できます。
• パケットが、1 つの機能タイプのアクションを含むルールを照合する場合、ASA は、その機能タイ
プを含む、後続のどのルールに対してもそのパケットを照合しません。

• ただし、そのパケットが異なる機能タイプの後続のルールを照合する場合、ASA は後続ルールの
アクションも適用します。
たとえば、パケットが接続制限のルールを照合し、アプリケーション インスペクションのルールも照
合する場合は、両方のアクションが適用されます。
パケットがアプリケーション インスペクションのルールを照合し、アプリケーション インスペクショ
ンを含む別のルールを照合する場合、2 番目のルール アクションは適用されません。
ルールに複数の ACE が組み込まれたアクセス リストが含まれる場合は、ACE の順序もパケット フ
ローに影響します。ASA は、リストのエントリの順序に従って、各 ACE に対してパケットをテストし
ます。一致が見つかると、ACE はそれ以上チェックされません。たとえば、すべてのトラフィックを
明示的に許可する ACE を ACL の先頭に作成した場合は、残りのステートメントはチェックされませ
ん。
ルールまたはルール内での ACE の順序を変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules] ペインで、上または下に動かすルールまたは ACE
を選択します。

ステップ 2

[Move Up] または [Move Down] カーソルをクリックします（図 1-1 を参照してください）。
図 1-1

（注）

ACE の移動

複数のサービス ポリシーで使用されるアクセス リストで ACE を並べ替えると、その変更はす
べてのサービス ポリシーで継承されます。
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ステップ 3

ルールまたは ACE を並べ替えたら、[Apply] をクリックします。

サービス ポリシーの機能履歴
表 1-3 に、この機能のリリース履歴の一覧を示します。
表 1-3

サービス ポリシーの機能履歴

機能名

リリース

機能情報

モジュラ ポリシー フレームワーク

7.0(1)

モジュラ ポリシー フレームワークが導入されました。

RADIUS アカウンティング トラフィックで使
用する管理クラス マップ

7.2(1)

RADIUS アカウンティング トラフィックで使用する管理
クラス マップが導入されました。class-map type
management コマンドおよび inspect radius-accounting
コマンドが導入されました。

インスペクション ポリシー マップ

7.2(1)

インスペクション ポリシー マップが導入されました。
class-map type inspect コマンドが導入されました。

正規表現およびポリシー マップ

7.2(1)

インスペクション ポリシー マップで使用される正規表現
およびポリシー マップが導入されました。class-map type
regex コマンド、regex コマンド、および match regex コ
マンドが導入されました。

インスペクション ポリシー マップの match any 8.0(2)

インスペクション ポリシー マップで使用される match
any キーワードが導入されました。トラフィックを 1 つ以
上の基準に照合してクラス マップに一致させることができ
ます。以前は、match all だけが使用可能でした。
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ネットワーク アドレス変換の設定

C H A P T E R

2

NAT に関する情報
この章では、ネットワーク アドレス変換（NAT）が ASA でどのように機能するかについて説明しま
す。この章は、次の項で構成されています。

• 「NAT を使用する理由」（P.2-1）
• 「NAT の用語」（P.2-2）
• 「NAT のタイプ」（P.2-3）
• 「ルーテッド モードとトランスペアレント モードの NAT」（P.2-10）
• 「NAT と IPv6」（P.2-13）
• 「NAT の実装方法」（P.2-13）
• 「NAT ルールの順序」（P.2-18）
• 「NAT パケットのルーティング」（P.2-19）
• 「VPN の NAT」（P.2-22）
• 「DNS および NAT」（P.2-29）
• 「関連情報」（P.2-34）

（注）

NAT の設定を開始するには、第 3 章「ネットワーク オブジェクト NAT の設定（ASA 8.3 以降）」また
は第 4 章「Twice NAT の設定（ASA 8.3 以降）」を参照してください。

NAT を使用する理由
IP ネットワーク内の各コンピュータおよびデバイスには、ホストを識別する固有の IP アドレスが割り
当てられています。パブリック IPv4 アドレスが不足しているため、これらの IP アドレスの大部分はプ
ライベートであり、プライベートの企業ネットワークの外部にルーティングできません。RFC 1918 で
は、アドバタイズされない、内部で使用できるプライベート IP アドレスを定義します。
• 10.0.0.0 ～ 10.255.255.255
• 172.16.0.0 ～ 172.31.255.255
• 192.168.0.0 ～ 192.168.255.255

NAT の主な機能の 1 つは、プライベート IP ネットワークがインターネットに接続できるようにするこ
とです。NAT は、プライベート IP アドレスをパブリック IP に置き換え、内部プライベート ネット
ワーク内のプライベート アドレスをパブリック インターネットで使用可能な正式の、ルーティング可
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能なアドレスに変換します。このようにして、NAT はパブリック アドレスを節約します。これは、
ネットワーク全体に対して 1 つのパブリック アドレスだけを外部に最小限にアドバタイズするように
NAT を設定できるからです。

NAT の他の機能には、次のおりです。
• セキュリティ：内部アドレスを隠蔽し、直接攻撃を防止します。
• IP ルーティング ソリューション：NAT を使用する際は、重複 IP アドレスが問題になりません。
• 柔軟性：外部で使用可能なパブリック アドレスに影響を与えずに、内部 IP アドレッシング スキー
ムを変更できます。たとえば、インターネットにアクセス可能なサーバの場合、インターネット用
に固定 IP アドレスを維持できますが、内部的にはサーバのアドレスを変更できます。

• IPv4 と IPv6（ルーテッド モードのみ）の間の変換：IPv4 ネットワークに IPv6 ネットワークを接
続する場合は、NAT を使用すると、2 つのタイプのアドレス間で変換を行うことができます。

（注）

NAT は必須ではありません。特定のトラフィックのセットに対して NAT を設定しない場合、そのトラ
フィックは変換されませんが、すべてのセキュリティ ポリシーが通常どおり適用されます。

NAT の用語
このマニュアルでは、次の用語を使用しています。

• 実際のアドレス / ホスト / ネットワーク / インターフェイス：実際のアドレスとは、ホストで定義さ
れている、変換前のアドレスです。内部ネットワークが外部にアクセスするときに内部ネットワー
クを変換するという典型的な NAT のシナリオでは、内部ネットワークが「実際の」ネットワーク
になります。内部ネットワークだけではなく、ASA に接続されている任意のネットワークを変換
「実際の」は、外部
できます。したがって、外部アドレスを変換するように NAT を設定した場合、
ネットワークが内部ネットワークにアクセスしたときの外部ネットワークを指します。

• マッピング アドレス / ホスト / ネットワーク / インターフェイス：マッピング アドレスとは、実際
のアドレスが変換されるアドレスです。内部ネットワークが外部にアクセスするときに内部ネット
ワークを変換するという典型的な NAT のシナリオでは、外部ネットワークが「マッピング」ネッ
トワークになります。

• 双方向の開始：スタティック NAT では、双方向に開始できます。つまり、ホストへの接続とホス
トからの接続の両方を開始できます。

• 送信元および宛先の NAT：任意のパケットについて、送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスの両
方を NAT ルールと比較し、1 つまたは両方を変換 / 変換解除することができます。スタティック
NAT の場合、ルールは双方向であるため、たとえば、特定の接続が「宛先」アドレスから発生す
る場合でも、このガイドを通じてのコマンドおよび説明では「送信元」および「宛先」が使用され
ていることに注意してください。
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NAT のタイプ
• 「NAT のタイプの概要」（P.2-3）
• 「スタティック NAT」（P.2-3）
• 「ダイナミック NAT」（P.2-7）
• 「ダイナミック PAT」（P.2-8）
• 「アイデンティティ NAT」（P.2-10）

NAT のタイプの概要
NAT は、次の方法を使用して実装できます。
• スタティック NAT：実際の IP アドレスとマッピング IP アドレスとの間での一貫したマッピング。
双方向にトラフィックを開始できます。「スタティック NAT」（P.2-3）を参照してください。
• ダイナミック NAT：実際の IP アドレスのグループが、（通常は、より小さい）マッピング IP アド
レスのグループに先着順でマッピングされます。実際のホストだけがトラフィックを開始できま
す。「ダイナミック NAT」（P.2-7）を参照してください。

• ダイナミック ポート アドレス変換（PAT）：実際の IP アドレスのグループが、1 つの IP アドレス
にマッピングされます。この IP アドレスのポートが使用されます。「ダイナミック PAT」（P.2-8）
を参照してください。

• アイデンティティ NAT：実際のアドレスが同一アドレスにスタティックに変換され、基本的に
NAT をバイパスします。大規模なアドレスのグループを変換するものの、小さいアドレスのサブ
セットは免除する場合は、NAT をこの方法で設定できます。「アイデンティティ NAT」（P.2-10）
を参照してください。

スタティック NAT
この項では、スタティック NAT について説明します。次の項目を取り上げます。

• 「スタティック NAT に関する情報」（P.2-3）
• 「ポート変換を設定したスタティック NAT に関する情報」（P.2-4）
• 「1 対多のスタティック NAT に関する情報」（P.2-5）
• 「他のマッピング シナリオ（非推奨）に関する情報」（P.2-6）

スタティック NAT に関する情報
スタティック NAT では、実際のアドレスからマッピング アドレスへの固定変換が作成されます。マッ
ピング アドレスは連続する各接続で同じなので、スタティック NAT では、双方向の接続（ホストへの
接続とホストから接続の両方）を開始できます（接続を許可するアクセス ルールが存在する場合）。一
方、ダイナミック NAT および PAT では、各ホストが以降の各変換に対して異なるアドレスまたはポー
トを使用するので、双方向の開始はサポートされません。
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図 2-1 に、一般的なスタティック NAT のシナリオを示します。この変換は常にアクティブなので、実
際のホストとリモート ホストの両方が接続を開始できます。
図 2-1

スタティック NAT
ࠠࡘ࠹ࠖ
ࠕࡊࠗࠕࡦࠬ

209.165.201.1

10.1.1.2

209.165.201.2

ౝㇱ

（注）

130035

10.1.1.1

ᄖㇱ

必要に応じて、双方向をディセーブルにできます。

ポート変換を設定したスタティック NAT に関する情報
ポート変換を設定したスタティック NAT では、実際のプロトコルとマッピング プロトコル（TCP また
は UDP）およびポートを指定できます。
この項は、次の内容で構成されています。

• 「ポート アドレス変換を設定したスタティック NAT に関する情報」（P.2-4）
• 「アイデンティティ ポート変換を設定したスタティック NAT」（P.2-5）
• 「標準以外のポートのポート変換を設定したスタティック NAT」（P.2-5）
• 「ポート変換を設定したスタティック インターフェイス NAT」（P.2-5）
ポート アドレス変換を設定したスタティック NAT に関する情報
スタティック NAT を使用してポートを指定する場合、ポートまたは IP アドレスを同じ値にマッピング
するか、別の値にマッピングするかを選択できます。
図 2-2 に、ポート変換が設定された一般的なスタティック NAT のシナリオを示します。自身にマッピ
ングしたポートと、別の値にマッピングしたポートの両方を示しています。いずれのケースでも、IP
アドレスは別の値にマッピングされています。この変換は常にアクティブなので、変換されたホストと
リモート ホストの両方が接続を開始できます。
図 2-2

ポート変換を設定したスタティック NAT の一般的なシナリオ

10.1.1.1:23

209.165.201.1:23

10.1.1.2:8080

209.165.201.2:80

ౝㇱ

ᄖㇱ
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（注）

セカンダリ チャネルのアプリケーション インスペクションが必要なアプリケーション（FTP、VoIP な
ど）を使用する場合は、ASA が自動的にセカンダリ ポートを変換します。

アイデンティティ ポート変換を設定したスタティック NAT
次のポート変換を設定したスタティック NAT の例では、リモート ユーザが FTP、HTTP、および
SMTP にアクセスするための単一のアドレスを提供します。実際にはこれらのサーバは、実際のネッ
トワーク上の異なるデバイスですが、各サーバに対して、異なるポートでも同じマッピング IP アドレ
スを使用するというポート変換ルールを設定したスタティック NAT を指定できます

標準以外のポートのポート変換を設定したスタティック NAT
ポート変換を設定したスタティック NAT を使用すると、予約済みポートから標準以外のポートへの変
換や、その逆の変換も実行できます。たとえば、内部 Web サーバがポート 8080 を使用する場合、
ポート 80 に接続することを外部ユーザに許可し、その後、変換を元のポート 8080 に戻すことができ
ます。同様に、セキュリティをさらに高めるには、Web ユーザに標準以外のポート 6785 に接続するよ
うに指示し、その後、変換をポート 80 に戻すことができます。

ポート変換を設定したスタティック インターフェイス NAT
スタティック NAT は、実際のアドレスをインターフェイス アドレスとポートの組み合わせにマッピン
グするように設定できます。たとえば、ASA の外部インターフェイスの Telnet アクセスを内部ホスト
にリダイレクトする場合、内部ホストの IP アドレス / ポート 23 を ASA のインターフェイス アドレス
/ ポート 23 にマッピングできます。（ASA への Telnet では最低セキュリティのインターフェイスは許
可されませんが、インターフェイス ポート変換を設定したスタティック NAT は、Telnet セッションを
拒否するのではなく、リダイレクトします）。

1 対多のスタティック NAT に関する情報
通常、スタティック NAT は 1 対 1 のマッピングで設定します。しかし場合によっては、1 つの実際の
アドレスを複数のマッピング アドレスに設定することがあります（1 対多）。1 対多のスタティック
NAT を設定する場合、実際のホストがトラフィックを開始すると、常に最初のマッピング アドレスが
使用されます。しかし、ホストに向けて開始されたトラフィックの場合、任意のマッピング アドレス
へのトラフィックを開始でき、それらのアドレスは単一の実際のアドレスに逆変換されます。
図 2-3 に、一般的な 1 対多のスタティック NAT シナリオを示します。実際のホストが開始すると、常
に最初のマッピング アドレスが使用されるため、実際のホスト IP/ 最初のマッピング IP の変換は、理
論的には双方向変換のみが行われます。
図 2-3

1 対多のスタティック NAT

10.1.2.27

209.165.201.3

10.1.2.27

209.165.201.4

10.1.2.27

209.165.201.5
ౝㇱ

248771

ࠠࡘ࠹ࠖ
ࠕࡊࠗࠕࡦࠬ
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たとえば、10.1.2.27 にロード バランサがあるとします。要求される URL に応じて、トラフィックを
正しい Web サーバにリダイレクトします。

他のマッピング シナリオ（非推奨）に関する情報
ASA には、1 対 1、1 対多だけではなく、少対多、多対少、多対 1 など任意の種類のスタティック マッ
ピング シナリオを使用できるという柔軟性があります。1 対 1 マッピングまたは 1 対多マッピングだけ
を使用することをお勧めします。これらの他のマッピング オプションは、予期しない結果が発生する
可能性があります。
機能的には、少対多は 1 対多と同じです。ただし、設定が複雑になり、実際のマッピングがひと目で明
らかにならない可能性があるため、必要とする実際の各アドレスに対して 1 対多の設定を作成すること
を推奨します。たとえば、少対多のシナリオでは、少数の実際のアドレスが多数のマッピング アドレ
スに順番にマッピングされます（A は 1、B は 2、C は 3）。すべての実際のアドレスがマッピングされ
たら、次にマッピングされるアドレスは、最初の実際のアドレスにマッピングされ、すべてのマッピン
グ アドレスがマッピングされるまで続行されます（A は 4、B は 5、C は 6）。この結果、実際の各アド
レスに対して複数のマッピング アドレスが存在することになります。1 対多のコンフィギュレーション
のように、最初のマッピングだけが双方向であり、以降のマッピングでは、実際のホストへのトラ
フィックを開始できますが、実際のホストからのすべてのトラフィックは、送信元の最初のマッピング
アドレスだけを使用できます。
図 2-4 に、一般的な少対多のスタティック NAT シナリオを示します。
図 2-4

少対多のスタティック NAT

10.1.2.27

209.165.201.3

10.1.2.28

209.165.201.4

10.1.2.27

209.165.201.5

10.1.2.28

209.165.201.6

10.1.2.27

209.165.201.7
ౝㇱ

248769

ࠠࡘ࠹ࠖ
ࠕࡊࠗࠕࡦࠬ

ᄖㇱ

多対少または多対 1 コンフィギュレーションでは、マッピング アドレスよりも多くの実際のアドレス
が存在します。実際のアドレスが不足するよりも前に、マッピング アドレスが不足します。双方向の
開始を実現できるのは、最下位の実際の IP アドレスとマッピングされたプールの間でマッピングを
行ったときだけです。残りのそれより高位の実際のアドレスはトラフィックを開始できますが、これら
へのトラフィックを開始できません。接続のリターン トラフィックは、接続の固有の 5 つのタプル
（送信元 IP、宛先 IP、送信元ポート、宛先ポート、プロトコル）によって適切な実際のアドレスに転送
されます。

（注）

多対少または多対 1 の NAT は PAT ではありません。2 台の実ホストが同じ送信元ポート番号を使用
し、同じ外部サーバおよび同じ TCP 宛先ポートに接続し、両方のホストが同一の IP アドレスに変換さ
れると、アドレスが競合する（5 つのタプルが固有ではない）ため、接続は両方ともリセットされま
す。
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図 2-5 に、一般的な多対少のスタティック NAT のシナリオを示します。
図 2-5

多対少のスタティック NAT

10.1.2.27

209.165.201.3

10.1.2.28
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このようにスタティック ルールを使用するのではなく、双方向の開始を必要とするトラフィックに 1
対 1 のルールを作成し、残りのアドレスにダイナミック ルールを作成することをお勧めします。

ダイナミック NAT
この項では、ダイナミック NAT について説明します。説明する項目は次のとおりです。

• 「ダイナミック NAT に関する情報」（P.2-7）
• 「ダイナミック NAT の欠点と利点」（P.2-8）

ダイナミック NAT に関する情報
ダイナミック NAT では、実際のアドレスのグループは、宛先ネットワーク上でルーティング可能な
マッピング アドレスのプールに変換されます。マッピングされたプールにあるアドレスは、通常、実
際のグループより少なくなります。変換対象のホストが宛先ネットワークにアクセスすると、ASA は、
マッピングされたプールから IP アドレスをそのホストに割り当てます。変換は、実際のホストが接続
を開始したときにだけ作成されます。変換は接続が継続している間だけ有効であり、変換がタイムアウ
トすると、そのユーザは同じ IP アドレスを保持しません。したがって、アクセス ルールでその接続が
許可されている場合でも、宛先ネットワークのユーザは、ダイナミック NAT を使用するホストへの確
実な接続を開始できません。
図 2-6 に、一般的なダイナミック NAT のシナリオを示します。実際のホストだけが NAT セッション
を作成でき、応答トラフィックが許可されます。
図 2-6

ダイナミック NAT
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（注）

変換が継続している間、アクセス ルールで許可されていれば、リモート ホストは変換済みホストへの
接続を開始できます。アドレスは予測不可能であるため、ホストへの接続は確立されません。ただし、
この場合は、アクセス ルールのセキュリティに依存できます。

ダイナミック NAT の欠点と利点
ダイナミック NAT には、次の欠点があります。

• マッピングされたプールにあるアドレスが実際のグループより少ない場合、予想以上にトラフィッ
クが多いと、アドレスが不足する可能性があります。

PAT では、1 つのアドレスのポートを使用して 64,000 を超える変換を処理できるため、このイベ
ントが頻繁に発生する場合は、PAT または PAT のフォール バック方式を使用します。
• マッピング プールで大量のルーティング可能なアドレスを使用する必要があり、ルーティング可
能なアドレスを大量に使用できない場合があります。
ダイナミック NAT の利点は、一部のプロトコルが PAT を使用できないということです。たとえば、
PAT は次の場合は機能しません。

• GRE バージョン 0 などのように、オーバーロードするためのポートがない IP プロトコルでは機能
しません。

• 一部のマルチメディア アプリケーションなどのように、1 つのポート上にデータ ストリームを持
ち、別のポート上に制御パスを持ち、公開規格ではないアプリケーションでも機能しません。

NAT および PAT のサポートの詳細については、「デフォルト設定」（P.9-4）を参照してください。

ダイナミック PAT
この項では、ダイナミック PAT について説明します。次の項目を取り上げます。

• 「ダイナミック PAT に関する情報」（P.2-8）
• 「Per-Session PAT と Multi-Session PAT」（P.2-9）
• 「ダイナミック PAT の欠点と利点」（P.2-9）

ダイナミック PAT に関する情報
ダイナミック PAT では、実際のアドレスおよび送信元ポートが 1 つのマッピング アドレスおよび固有
のポートに変換されることによって、複数の実際のアドレスが 1 つのマッピング IP アドレスに変換さ
れます。可能な場合は、実際の送信元ポート番号がマッピング ポートに使用されます。ただし、実際
のポートが使用できない場合は、デフォルトでマッピング ポートは実際のポート番号と同じポートの
範囲（0 ～ 511、512 ～ 1023、および 1024 ～ 65535）から選択されます。したがって、1024 未満の
ポートに使用できるのは、小さな PAT プール 1 つだけです。下位ポート範囲を使用するトラフィック
が数多くある場合は、サイズが異なる 3 つの層の代わりにフラットなポート範囲を使用するように指定
できます。
送信元ポートが接続ごとに異なるため、各接続には別の変換セッションが必要です。たとえば、

10.1.1.1:1025 には、10.1.1.1:1026 とは別の変換が必要です。
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図 2-7 に、一般的なダイナミック PAT のシナリオを示します。実際のホストだけが NAT セッションを
作成でき、応答トラフィックが許可されます。マッピング アドレスはどの変換でも同じですが、ポー
トがダイナミックに割り当てられます。
図 2-7

ダイナミック PAT
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接続の有効期限が切れると、ポート変換も有効期限切れになります。Multi-Session PAT では、デフォ
ルトで 30 秒の PAT タイムアウトが使用されます。Per-Session PAT の場合、xlate がただちに削除され
ます。宛先ネットワークのユーザは、PAT を使用するホストへの接続を確実には開始できません（ア
クセス ルールでその接続が許可されている場合も同じです）。

（注）

変換が継続している間、アクセス ルールで許可されていれば、リモート ホストは変換済みホストへの
接続を開始できます。実際のポート アドレスおよびマッピング ポート アドレスはどちらも予測不可能
であるため、ホストへの接続は確立されません。ただし、この場合は、アクセス ルールのセキュリ
ティに依存できます。

Per-Session PAT と Multi-Session PAT
Per-session PAT 機能によって PAT のスケーラビリティが向上し、クラスタリングの場合に各メンバ ユ
ニットに独自の PAT 接続を使用できるようになります。Multi-Session PAT 接続は、マスター ユニット
に転送してマスター ユニットを所有者とする必要があります。Per-session PAT セッションの終了時に、
ASA からリセットが送信され、即座に xlate が削除されます。このリセットによって、エンド ノード
は即座に接続を解放し、TIME_WAIT 状態を回避します。対照的に、Multi-Session PAT では、PAT タ
イムアウトが使用されます（デフォルトでは 30 秒）。「ヒットエンドラン」トラフィック、たとえば
HTTP や HTTPS の場合は、Per-session 機能によって、1 アドレスでサポートされる接続率が大幅に増
加することがあります。Per-session 機能を使用しない場合は、特定の IP プロトコルに対する 1 アドレ
スの最大接続率は約 2000/ 秒です。Per-session 機能を使用する場合は、特定の IP プロトコルに対する
1 アドレスの接続率は 65535/ 平均ライフタイムです。
デフォルトでは、すべての TCP トラフィックおよび UDP DNS トラフィックが、Per-session PAT xlate
を使用します。H.323、SIP、Skinny など、Multi-Session PAT による利点があるトラフィックの場合、
Per-Session PAT 拒否ルールを作成して、Per-Session PAT をディセーブルにできます。「Per-Session
PAT ルールの設定」（P.3-20）を参照してください。

ダイナミック PAT の欠点と利点
ダイナミック PAT では、1 つのマッピング アドレスを使用できるため、ルーティング可能なアドレス
が節約されます。さらに、ASA インターフェイスの IP アドレスを PAT アドレスとして使用できます。
ダイナミック PAT は、制御パスとは異なるデータ ストリームを持つ一部のマルチメディア アプリケー
ションでは機能しません。NAT および PAT のサポートの詳細については、「デフォルト設定」（P.9-4）
を参照してください。
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ダイナミック PAT では、1 つの IP アドレスから発信されたように見える大量の接続が作成されること
があり、サーバは DoS 攻撃としてトラフィックを解釈する場合があります。アドレスの PAT プールを
設定して、PAT アドレスのラウンドロビン割り当てを使用すると、この状況を緩和できます。

アイデンティティ NAT
IP アドレスを自身に変換する必要のある NAT コンフィギュレーションを設定できます。たとえば、
NAT を各ネットワークに適するものの、1 つのネットワークを NAT から除外するという広範なルール
を作成する場合、スタティック NAT ルールを作成して、アドレスを自身に変換することができます。
アイデンティティ NAT は、NAT からクライアント トラフィックを除外する必要のある、リモート ア
クセス VPN で必要です。
図 2-8 に、一般的なアイデンティティ NAT のシナリオを示します。
図 2-8

アイデンティティ NAT
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ルーテッド モードとトランスペアレント モードの NAT
NAT は、ルーテッド モードおよびトランスペアレント ファイアウォール モードの両方に設定できま
す。この項では、各ファイアウォール モードの一般的な使用方法について説明します。説明する項目
は次のとおりです。

• 「ルーテッド モードの NAT」（P.2-11）
• 「トランスペアレント モードの NAT」（P.2-11）
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ルーテッド モードの NAT
図 2-9 は、内部にプライベート ネットワークを持つ、ルーテッド モードの一般的な NAT の例を示して
います。
図 2-9

NAT の例：ルーテッド モード
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1. 内部ホスト 10.1.2.27 が Web サーバにパケットを送信すると、パケットの実際の送信元アドレス
10.1.2.27 はマッピング アドレス 209.165.201.10 に変更されます。
2. 応答時、サーバはマッピング アドレス 209.165.201.10 に応答を送信します。ASA はプロキシ
ARP を実行してパケットを要求するため、ASA がパケットを受信します。
3. ASA はその後、パケットをホストに送信する前に、マッピング アドレス 209.165.201.10 を変換
し、実際のアドレス 10.1.2.27 に戻します。

トランスペアレント モードの NAT
NAT をトランスペアレント モードで使用すると、ネットワークで NAT を実行するためのアップスト
リーム ルータまたはダウンストリーム ルータが必要なくなります。
トランスペアレント モードの NAT には、次の要件および制限があります。

• トランスペアレント ファイアウォールにはインターフェイス IP アドレスがないため、インター
フェイス PAT を使用できません。
• ARP インスペクションはサポートされていません。また、何らかの理由で、一方の ASA のホスト
がもう一方の ASA のホストに ARP 要求を送信し、開始ホストの実際のアドレスが同じサブネット
の別のアドレスにマッピングされる場合、実際のアドレスは ARP 要求で可視のままになります。
• IPv4 および IPv6 ネットワークの間の変換はサポートされていません。2 つの IPv6 ネットワーク
間、または 2 つの IPv4 ネットワーク間の変換がサポートされます。
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図 2-10 に、インターフェイス内部と外部に同じネットワークを持つ、トランスペアレント モードの一
般的な NAT のシナリオを示します。このシナリオのトランスペアレント ファイアウォールは NAT
サービスを実行しているため、アップストリーム ルータは NAT を実行する必要がありません。
図 2-10

NAT の例：トランスペアレント モード
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1. 内部ホスト 10.1.1.75 が Web サーバにパケットを送信すると、パケットの実際の送信元アドレス
10.1.1.75 はマッピング アドレス 209.165.201.15 に変更されます。
2. サーバが応答すると、マッピング アドレス 209.165.201.15 に応答を送信し、ASA がそのパケット
を受信します。これは、アップストリーム ルータには、ASA の管理 IP アドレスに転送されるスタ
ティック ルートにこのマッピング ネットワークが含まれるためです。必要なルートの詳細につい
ては、「マッピング アドレスとルーティング」（P.2-19）を参照してください。

3. その後、ASA はマッピング アドレス 209.165.201.15 を変換して実際のアドレス 10.1.1.1.75 に戻
します。実際のアドレスは直接接続されているため、ASA はそのアドレスを直接ホストに送信し
ます。

4. ホスト 192.168.1.2 の場合も、リターン トラフィックを除き、同じプロセスが発生します。ASA
はルーティング テーブルでルートを検索し、192.168.1.0/24 の ASA スタティック ルートに基づい
てパケットを 10.1.1.3 にあるダウンストリーム ルータに送信します。必要なルートの詳細につい
ては、「リモート ネットワークのトランスペアレント モードのルーティング要件」（P.2-21）を参
照してください。
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NAT と IPv6
NAT を使用すると、IPv6 ネットワーク間、さらに IPv4 および IPv6 ネットワークの間で変換できます
（ルーテッド モードのみ）。次のベスト プラクティスを推奨します。
• NAT66（IPv6-to-IPv6）：スタティック NAT を使用することを推奨します。ダイナミック NAT ま
たは PAT を使用できますが、IPv6 アドレスは大量にあるため、ダイナミック NAT を使用する必
要がありません。リターン トラフィックを許可しない場合は、スタティック NAT ルールを単一方
向にできます（Twice NAT のみ）。
• NAT46（IPv4-to-IPv6）：スタティック NAT を使用することを推奨します。IPv6 アドレス空間は
IPv4 アドレス空間よりもかなり大きいので、容易にスタティック変換に対応できます。リターン
トラフィックを許可しない場合は、スタティック NAT ルールを単一方向にできます（Twice NAT
のみ）。IPv6 サブネットに変換する場合（/96 以下）、結果のマッピング アドレスはデフォルトで
IPv4 埋め込み IPv6 アドレスとなります。このアドレスでは、IPv4 アドレスの 32 ビットが IPv6
プレフィックスの後に埋め込まれています。たとえば、IPv6 プレフィックスが /96 プレフィック
スの場合、IPv4 アドレスは、アドレスの最後の 32 ビットに追加されます。たとえば、201b::0/96
に 192.168.1.0/24 をマッピングする場合、192.168.1.4 は 201b::0.192.168.1.4 にマッピングされま
す（混合表記で表示）。/64 など、より小さいプレフィックスの場合、IPv4 アドレスがプレフィッ
クスの後に追加され、サフィックスの 0s が IPv4 アドレスの後に追加されます。また、任意で、
ネット間のアドレスを変換できます。この場合、最初の IPv6 アドレスに最初の IPv4 アドレス、2
番目 IPv6 アドレスに 2 番目の IPv4 アドレス、のようにマッピングします。
• NAT64（IPv6-to-IPv4）：IPv6 アドレスの数に対応できる十分な数の IPv4 アドレスがない場合が
あります。大量の IPv4 変換を提供するためにダイナミック PAT プールを使用することを推奨しま
す。
特定の実装のガイドラインおよび制約事項については、設定の章を参照してください。

5.

NAT の実装方法
ASA は、ネットワーク オブジェクト NAT および Twice NAT という 2 種類の方法でアドレス変換を実
装できます。この項は、次の内容で構成されています。
• 「ネットワーク オブジェクトと Twice NAT の主な違い」（P.2-13）
• 「ネットワーク オブジェクト NAT に関する情報」（P.2-14）
• 「Twice NAT に関する情報」（P.2-15）

ネットワーク オブジェクトと Twice NAT の主な違い
これら 2 つの NAT タイプの主な違いは、次のとおりです。

• 実際のアドレスの定義方法
– ネットワーク オブジェクト NAT：ネットワーク オブジェクトのパラメータとして NAT を定
義します。ネットワーク オブジェクトは、IP ホスト、範囲、またはサブネットの名前を指定
するので、実際の IP アドレスではなく、設定内のオブジェクトを使用できます。ネットワー
ク オブジェクトの IP アドレスは実際のアドレスとして利用できます。この方式では、設定の
他の部分ですでに使用されている可能性のあるネットワーク オブジェクトに NAT を容易に追
加できます。
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– Twice NAT：実際のアドレスとマッピング アドレスの両方のネットワーク オブジェクトまた
はネットワーク オブジェクト グループを識別します。この場合、NAT はネットワーク オブ
ジェクトのパラメータではありません。ネットワーク オブジェクトまたはグループが、NAT
コンフィギュレーションのパラメータです。実際のアドレスのネットワーク オブジェクト グ
ループを使用できることは、Twice NAT がよりスケーラブルであることを意味します。
• 送信元および宛先 NAT の実装方法
– ネットワーク オブジェクト NAT：各ルールは、パケットの送信元または宛先のいずれかに適
用できます。つまり、送信元 IP アドレスに 1 つ、宛先 IP アドレスに 1 つと、2 つのルールが
使用されることがあります。これらの 2 つのルールを相互に結び付けて、送信先と宛先の組み
合わせに特定の変換を適用することはできません。

– Twice NAT：1 つのルールが送信元と宛先の両方を変換します。一致するパケットは、1 つの
ルールだけに一致します。これ以外のルールはチェックされません。Twice NAT にオプショ
ンの宛先アドレスを設定しない場合でも、一致するパケットは、1 つの Twice NAT ルールだ
けに一致します。送信元および宛先は相互に結び付けられるので、送信元と宛先の組み合わせ
に応じて、異なる変換を適用できます。たとえば、sourceA/destinationA には、
sourceA/destinationB とは異なる変換を設定できます。

• NAT ルールの順序
– ネットワーク オブジェクト NAT：NAT テーブルで自動的に順序付けされます。
– Twice NAT：NAT テーブルで、手動で順序付けします（ネットワーク オブジェクト NAT ルー
ルの前または後）。
詳細については、「NAT ルールの順序」（P.2-18）を参照してください。

Twice NAT の追加機能を必要としない場合は、ネットワーク オブジェクト NAT を使用することをお勧
めします。ネットワーク オブジェクト NAT は設定が容易で、Voice over IP（VoIP）などの用途では、
信頼性が高い場合があります （Twice NAT は 2 つのオブジェクト間だけに適用可能であるため、VoIP
では、いずれのオブジェクトにも属さない間接アドレスの変換が失敗することがあります）。

ネットワーク オブジェクト NAT に関する情報
ネットワーク オブジェクトのパラメータとして設定されているすべての NAT ルールは、ネットワーク
オブジェクト NAT ルールと見なされます。ネットワーク オブジェクト NAT は、1 つの IP アドレス、
アドレスの範囲、またはサブネットであるネットワーク オブジェクトの NAT を設定するための迅速か
つ容易な方法です。
ネットワーク オブジェクトを設定すると、このオブジェクトのマッピング アドレスをインライン アド
レスとして、または別のネットワーク オブジェクトやネットワーク オブジェクト グループのいずれか
として識別できるようになります。
パケットが ASA に入ると、送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスの両方がネットワーク オブジェクト
NAT ルールと照合されます。個別の照合が行われる場合、パケット内の送信元 IP アドレスと宛先 IP
アドレスは、個別のルールによって変換できます。これらのルールは、相互に結び付けられていませ
ん。トラフィックに応じて、異なる組み合わせのルールを使用できます。
ルールがペアになることはないので、sourceA/destinationA で sourceA/destinationB とは別の変換が行
われるように指定することはできません。この種の機能には、Twice NAT を使用します（Twice NAT
を使用すると、1 つのルールで送信元アドレスおよび宛先アドレスを識別できます）。
ネットワーク オブジェクト NAT の設定を開始するには、第 3 章「ネットワーク オブジェクト NAT の
設定（ASA 8.3 以降）」を参照してください。
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Twice NAT に関する情報
Twice NAT では、1 つのルールで送信元アドレスおよび宛先アドレスの両方を識別できます。送信元ア
ドレスと宛先アドレスの両方を指定すると、sourceA/destinationA で sourceA/destinationB とは別の変
換が行われるように指定できます。
宛先アドレスはオプションです。宛先アドレスを指定する場合、宛先アドレスを自身にマッピングする
か（アイデンティティ NAT）、別のアドレスにマッピングできます。宛先マッピングは、常にスタ
ティック マッピングです。

Twice NAT では、ポート変換が設定されたスタティック NAT のサービス オブジェクトを使用できま
す。ネットワーク オブジェクト NAT は、インライン定義だけを受け入れます。
Twice NAT の設定を開始するには、第 4 章「Twice NAT の設定（ASA 8.3 以降）」を参照してくださ
い。
図 2-11 に、2 台の異なるサーバにアクセスしている 10.1.2.0/24 ネットワークのホストを示します。ホ
ストがサーバ 209.165.201.11 にアクセスすると、実際のアドレスは 209.165.202.129 に変換されます。
ホストがサーバ 209.165.200.225 にアクセスすると、実際のアドレスは 209.165.202.130 に変換されま
す
図 2-11

異なる宛先アドレスを使用する Twice NAT
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図 2-12 に、送信元ポートおよび宛先ポートの使用例を示します。10.1.2.0/24 ネットワークのホストは
Web サービスと Telnet サービスの両方を提供する 1 つのホストにアクセスします。ホストが Web サー
ビスを求めてサーバにアクセスすると、実際のアドレスは 209.165.202.129 に変換されます。ホストが
Telnet サービスを求めて同じサーバにアクセスすると、実際のアドレスは 209.165.202.130 に変換され
ます。
図 2-12

異なる宛先ポートを使用する Twice NAT
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図 2-13 に、マッピングされたホストに接続するリモート ホストを示します。マッピングされたホスト
には、209.165.201.0/27 ネットワークが起点または終点となるトラフィックに限り実際のアドレスを変
換するスタティック Twice NAT 変換があります。209.165.200.224/27 ネットワーク用の変換は存在し
ません。したがって、変換済みのホストはそのネットワークに接続できず、そのネットワークのホスト
も変換済みのホストに接続できません。
図 2-13

宛先アドレス変換が設定されたスタティック Twice NAT
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NAT ルールの順序
ネットワーク オブジェクト NAT ルールおよび Twice NAT ルールは、3 セクションに分割される 1 つ
のテーブルに保存されます。セクション 1 のルールが最初に適用され、次にセクション 2、最後にセク
ション 3 が適用されます。表 2-1 に、各セクション内のルールの順序を示します。
表 2-1

NAT ルール テーブル

テーブルのセ
クション

ルールの種類

セクション内のルールの順序

セクション 1

Twice NAT

コンフィギュレーションに登場する順に、最初の一致ベース
で適用されます。デフォルトでは、Twice NAT ルールはセク
ション 1 に追加されます。
（注）

セクション 2

ネットワーク オブ
ジェクト NAT

EasyVPN リモートを設定する場合、ASA は、このセ
クションの末尾に非表示の NAT ルールをダイナミッ
クに追加します。非表示のルールではなく、VPN トラ
フィックに一致する Twice NAT ルールは、このセク
ションで設定しないでください。NAT エラーのために
VPN が機能しない場合は、このセクションではなく、
セクション 3 に NAT ルールを追加することを検討し
てください。

セクション 2 のルールは、ASA で自動的に決定されるように、
次の順に適用されます。

1. スタティック ルール
2. ダイナミック ルール
各ルール タイプでは、次の順序ガイドラインが使用されます。

a. 実際の IP アドレスの数量：小から大の順。たとえば、
アドレスが 1 個のオブジェクトは、アドレスが 10 個
のオブジェクトよりも先に評価されます。

b. 数量が同じ場合には、アドレス番号（低から高の順）
が使用されます。たとえば、10.1.1.0 は、11.1.1.0 よ
りも先に評価されます。

c. 同じ IP アドレスが使用される場合、ネットワーク オ
ブジェクトの名前がアルファベット順で使用されま
す。たとえば、abracadabra は catwoman よりも先に
評価されます。
セクション 3

Twice NAT

セクション 3 のルールは、コンフィギュレーションに登場す
る順に、最初の一致ベースで適用されます。Twice NAT ルー
ルを追加するときには、このルールをセクション 3 に追加す
るかどうかを指定できます。

たとえばセクション 2 のルールでは、ネットワーク オブジェクト内に定義されている次の IP アドレス
があるとします。

192.168.1.0/24（スタティック）
192.168.1.0/24（ダイナミック）
10.1.1.0/24（スタティック）
192.168.1.1/32（ダイナミック）
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172.16.1.0/24（ダイナミック）（オブジェクト def）
172.16.1.0/24（ダイナミック）（オブジェクト abc）
この結果、使用される順序は次のとおりです。

192.168.1.1/32（ダイナミック）
10.1.1.0/24（スタティック）
192.168.1.0/24（スタティック）
172.16.1.0/24（ダイナミック）（オブジェクト abc）
172.16.1.0/24（ダイナミック）（オブジェクト def）
192.168.1.0/24（ダイナミック）

NAT インターフェイス
任意のインターフェイス（つまり、すべてのインターフェイス）に適用できるように NAT ルールを設
定することも、特定の実際のインターフェイスおよびマッピング インターフェイスを識別することも
できます。実際のアドレスには任意のインターフェイスを指定できます。マッピング インターフェイ
スには特定のインターフェイスを指定できます。または、その逆も可能です。
たとえば、複数のインターフェイスで同じプライベート アドレスを使用し、外部へのアクセス時には
すべてのインターフェイスを同じグローバル プールに変換する場合、実際のアドレスに任意のイン
ターフェイスを指定し、マッピング アドレスには outside インターフェイスを指定します。

（注）

トランスペアレント モードでは、特定の送信元インターフェイスと宛先インターフェイスを選択する
必要があります。

NAT パケットのルーティング
ASA は、マッピング アドレスに送信されるパケットの宛先である必要があります。ASA は、マッピン
グ アドレスの送信先を受信するすべてのパケットの出力インターフェイスを決定する必要があります。
ここでは、ASA が NAT を使用してパケットの受け入れおよび配信をどのように処理するかについて説
明します。次の項目を取り上げます。

• 「マッピング アドレスとルーティング」（P.2-19）
• 「リモート ネットワークのトランスペアレント モードのルーティング要件」（P.2-21）
• 「出力インターフェイスの決定」（P.2-22）

マッピング アドレスとルーティング
実際のアドレスをマッピング アドレスに変換すると、必要に応じてマッピング アドレスのルーティン
グを設定する方法が選択したマッピング アドレスによって決まります。
マッピング IP アドレスに関するその他のガイドラインについては、第 3 章「ネットワーク オブジェク
ト NAT の設定（ASA 8.3 以降）」および第 4 章「Twice NAT の設定（ASA 8.3 以降）」を参照してくだ
さい。
次のマッピング アドレスのタイプを参照してください。
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• マッピング インターフェイスと同じネットワーク上のアドレス
マッピング インターフェイスと同じネットワーク上のアドレスを使用する場合、ASA はプロキシ
ARP を使用してマッピング アドレスの ARP 要求に応答し、マッピング アドレス宛てのトラ
フィックを代行受信します。この方法では、ASA がその他のネットワークのゲートウェイである
必要がないため、ルーティングが簡略化されます。このソリューションは、外部ネットワークに十
分な数のフリー アドレスが含まれている場合に最も適しており、ダイナミック NAT またはスタ
ティック NAT などの 1:1 変換を使用している場合は考慮が必要です。ダイナミック PAT では、少
数のアドレスで使用できる変換の数が大きく拡張されます。そのため、外部ネットワークで使用で
きるアドレスが少なくても、この方法を使用できます。PAT では、マッピング インターフェイス
の IP アドレスも使用できます。

（注）

マッピング インターフェイスを任意のインターフェイスとして設定し、マッピング イン
ターフェイスの 1 つとして同じネットワーク上のマッピング アドレスを指定すると、その
マッピング アドレスの ARP 要求を別のインターフェイスで受信する場合、入力インター
フェイスでそのネットワークの ARP エントリを手動で設定し、その MAC アドレスを指定
する必要があります（arp コマンドを参照）。通常、マッピング インターフェイスのイン
ターフェイスを指定すると、マッピング アドレスの固有のネットワークを使用するので、
この状況は発生しません。

• 固有のネットワーク上のアドレス
マッピング インターフェイスで使用可能なアドレスより多くのアドレスが必要な場合は、別のサ
ブネット上のアドレスを指定できます。アップストリーム ルータには、ASA をポイントするマッ
ピング アドレスのスタティック ルートが必要です。または、ルーテッド モードの場合、ASA で
マッピング アドレスのスタティック ルートを設定し、ルーティング プロトコルを使用してルート
を再配布します。トランスペアレント モードの場合は、実際のホストが直接接続されていれば、
ASA を指すアップストリーム ルータにスタティック ルートを設定します。ブリッジ グループ IP
アドレスを指定します。トランスペアレント モードのリモート ホストの場合、アップストリーム
ルータのスタティック ルートで代わりにダウンストリーム ルータの IP アドレスを指定できます。

• 実際のアドレスと同じアドレス（アイデンティティ NAT）。
アイデンティティ NAT のデフォルト動作ではプロキシ ARP がイネーブルになっており、他のスタ
ティック NAT ルールと一致します。必要に応じて、プロキシ ARP をディセーブルにできます。
注：必要に応じて標準スタティック NAT のプロキシ ARP をディセーブルにできます。その場合
は、アップストリーム ルータの適切なルートがあることを確認する必要があります。
通常、アイデンティティ NAT には、プロキシ ARP は必要なく、場合によっては接続の問題を引き
起こすことがあります。たとえば、任意の IP アドレスの広範なアイデンティティ NAT ルールを設
定した場合、プロキシ ARP をイネーブルのままにしておくと、マッピング インターフェイスに直
接接続されたネットワーク上のホストの問題を引き起こすことがあります。この場合、マッピング
ネットワークのホストが同じネットワークの他のホストと通信すると、ARP 要求内のアドレスは
（任意のアドレスと一致する）NAT ルールと一致します。パケットが実際には ASA 宛てではなく
ても、ASA はそのアドレスのプロキシ ARP を実行します。（この問題は、NAT ルールが設定され
ている場合でも発生します。NAT ルールは送信元と宛先両方のアドレスと一致する必要がありま
すが、プロキシ ARP の決定は「送信元」アドレスに対してのみ行われます）。実際のホストの
ARP 応答の前に ASA の ARP 応答を受信した場合、トラフィックは誤って ASA に送信されます
（図 2-14 を参照）。
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図 2-14

アイデンティティ NAT に関するプロキシ ARP の問題
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まれに、アイデンティティ NAT にプロキシ ARP が必要になります。たとえば、仮想 Telnet 用で
す。AAA をネットワーク アクセスに使用すると、ホストは、その他のトラフィックが通過する前
に、Telnet などのサービスを使用して ASA に対して認証する必要があります。必要なログインを
提供するために、ASA に仮想 Telnet サーバを設定できます。仮想 Telnet アドレスに外部からアク
セスする場合は、特にプロキシ ARP 機能用のアドレスのアイデンティティ NAT ルールを設定する
必要があります。仮想 Telnet の内部プロセスにより、プロキシ ARP では ASA は NAT ルールに応
じて送信元インターフェイスからトラフィックを送信するのではなく、仮想 Telnet アドレス宛て
のトラフィックを保持できます。（図 2-15 を参照）。
図 2-15

プロキシ ARP と仮想 Telnet
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209.165.200.230  Telnet ㏻ಙࠋ

1

ㄆドࠋ

2

ࢧ࣮ࣂ㏻ಙࠋ

3

リモート ネットワークのトランスペアレント モードのルーティング要件
トランスペアレント モードで NAT を使用する場合、一部のタイプのトラフィックには、スタティック
ルートが必要になります。詳細については、“MAC Address vs. Route Lookups” section on page 4-4 を
参照してください。
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出力インターフェイスの決定
ASA がマッピング アドレスのトラフィックを受信する場合、ASA は NAT ルールに従って宛先アドレ
スを逆変換し、実際のアドレスにパケットを送信します。ASA は、次の方法でパケットの出力イン
ターフェイスを決定します。
• トランスペアレント モード：ASA は NAT ルールを使用して実際のアドレスの出力インターフェ
イスを決定します。NAT ルールの一部として送信元インターフェイスと宛先インターフェイスを
指定する必要があります。

• ルーテッド モード：ASA は、次のいずれかの方法で出力インターフェイスを決定します。
– NAT ルールでインターフェイスを設定する：ASA は NAT ルールを使用して出力インター
フェイスを決定します。ただし、代わりにオプションとして常にルート ルックアップを使用
することもできます。一部のシナリオでは、ルート ルックアップの上書きが必要になる場合
があります。たとえば、「NAT および VPN 管理アクセス」（P.2-27）を参照してください。

– NAT ルールでインターフェイスを設定しない：ASA はルート ルックアップを使用して出力イ
ンターフェイスを決定します。
図 2-16 は、ルーテッド モードで出力インターフェイスを選択する方法を示します。ほとんどの場合、
ルート ルックアップは NAT ルールのインターフェイスと同じです。ただし、一部のコンフィギュレー
ションでは、2 つの方法が異なる場合があります。
図 2-16

ルーテッド モードでの出力インターフェイスの選択

࢚ࣥࢪࢽࣜࣥࢢ
ࣃࢣࢵࢺ
ᐇࢻࣞࢫ㸸10.1.1.78
࣐ࢵࣆࣥࢢᚋ㸸209.165.201.08

ᐄඛ 209.165.201.08

ෆ㒊

እ㒊
209.165.201.08ࡽ10.1.1.78

ෆ㒊ࣥࢱ࣮ࣇ࢙ࢫࡽࣃࢣࢵࢺࢆ㏦ಙ

ኚゎ㝖
10.1.1.78 ࡢ㏦ಙඛࡣ?
Yes

NAT ࣮࡛ࣝࣝࣥࢱ࣮ࣇ࢙ࢫࡀᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ?

No

NAT ࣮࡛࣮ࣝࣝࣝࢺ᳨⣴ࡀᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ?

࣮ࣝࢸࣥࢢ ࢸ࣮ࣈ࡛ࣝ 10.1.1.78 ࢆ᳨⣴

Yes

VPN の NAT
• 「NAT とリモート アクセス VPN」（P.2-23）
• 「NAT およびサイトツーサイト VPN」（P.2-24）
• 「NAT および VPN 管理アクセス」（P.2-27）
• 「NAT と VPN のトラブルシューティング」（P.2-28）
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NAT とリモート アクセス VPN
図 2-17 は、内部サーバ（10.1.1.6）とインターネットにアクセスする VPN クライアント
（209.165.201.10）を示します。VPN クライアント用のスプリット トンネリング（指定したトラフィッ
クのみが VPN トンネル上でやりとりされる）を設定しない限り、インターネット バインドされた
VPN トラフィックも ASA を経由する必要があります。VPN トラフィックが ASA に渡されると、
ASA はパケットを復号化し、得られたパケットには送信元として VPN クライアント ローカル アドレ
ス（10.3.3.10）が含まれています。内部ネットワークと VPN クライアント ローカル ネットワークの
両方で、インターネットにアクセスするために NAT によって提供されるパブリック IP アドレスが必要
です。次の例では、インターフェイス PAT ルールを使用しています。VPN トラフィックが、入ってき
たインターフェイスと同じインターフェイスから出て行けるようにするには、インターフェイス内通信
（別名「ヘアピン ネットワーキング」）をイネーブルにする必要があります。
インターネット宛 VPN トラフィックのインターフェイス PAT（インターフェイス内）

1. www.example.com ࡢ HTTP せồ

2. ASA ࡀࣃࢣࢵࢺࢆྕ
㸦㏦ಙඖࢻࣞࢫࡣ࣮ࣟ࢝ࣝ ࢻࣞࢫ㸧
209.165.201.10

ᡛ̮ΨᲴ209.165.201.10

10.3.3.10

ASA እ㒊 IP㸸203.0.113.1
ෆ㒊

ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ

10.1.1.6
10.3.3.10

VPN ࢡࣛࣥࢺ
209.165.201.10
ᡛ̮ΨᲴ203.0.113.1:6070 4. www.example.comࡢ
HTTP せồ

203.0.113.1:6070

3. ASA ࡀⓎಙࢺࣛࣇࢵࢡࡢࣥࢱ࣮ࣇ࢙ࢫ PAT ࢆᐇ⾜ࠋ
ࣥࢱ࣮ࣇ࢙ࢫෆ࡛ࡢタᐃࡀᚲせࠋ
A. www.example.com

ᡛ̮ΨᲴ10.1.1.6

www.example.com

ᡛ̮ΨᲴ203.0.113.1:6075
10.1.1.6

203.0.113.1:6075

C. www.example.com ࡢ HTTP せồ

303462

図 2-17

B. ASA ࡀⓎಙࢺࣛࣇࢵࢡ

図 2-18 に、内部のメール サーバにアクセスする VPN クライアントを示します。ASA は、内部ネット
ワークと外部ネットワークの間のトラフィックが、インターネット アクセス用に設定したインター
フェイス PAT ルールに一致することを期待するので、VPN クライアント（10.3.3.10）から SMTP
サーバ（10.1.1.6）へのトラフィックは、リバース パス障害が原因で廃棄されます。10.3.3.10 から
10.1.1.6 へのトラフィックは、NAT ルールに一致しませんが、10.1.1.6 から 10.3.3.10 へのリターン ト
ラフィックは、送信トラフィックのインターフェイス PAT ルールに一致する必要があります。順方向
および逆方向のフローが一致しないため、ASA は受信時にパケットをドロップします。この障害を回
避するには、それらのネットワーク間のアイデンティティ NAT ルールを使用して、インターフェイス
PAT ルールから VPN クライアント内部のトラフィックを除外する必要があります。アイデンティティ
NAT は同じアドレスにアドレスを変換します。
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図 2-18

VPN クライアントのアイデンティティ NAT
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6. ࢹࣥࢸࢸ NAT
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SMTP ᛂ⟅

上記のネットワークのための次のサンプル NAT の設定を参照してください。
! Enable hairpin for non-split-tunneled VPN client traffic:
same-security-traffic permit intra-interface
! Identify local VPN network, & perform object interface PAT when going to Internet:
object network vpn_local
subnet 10.3.3.0 255.255.255.0
nat (outside,outside) dynamic interface
! Identify inside network, & perform object interface PAT when going to Internet:
object network inside_nw
subnet 10.1.1.0 255.255.255.0
nat (inside,outside) dynamic interface
! Use twice NAT to pass traffic between the inside network and the VPN client without
! address translation (identity NAT):
nat (inside,outside) source static inside_nw inside_nw destination static vpn_local
vpn_local

NAT およびサイトツーサイト VPN
図 2-19 に、ボールダーとサンノゼのオフィスを接続するサイトツーサイト トンネルを示します。イン
ターネットに渡すトラフィックについて（たとえばボールダーの 10.1.1.6 から www.example.com へ）、
インターネットへのアクセスのために NAT によって提供されるパブリック IP アドレスが必要です。次
の例では、インターフェイス PAT ルールを使用しています。ただし、VPN トンネルを経由するトラ
フィックについては（たとえば、ボールダーの 10.1.1.6 からサンノゼの 10.2.2.78 へ）、NAT を実行し
ません。そのため、アイデンティティ NAT ルールを作成して、そのトラフィックを除外する必要があ
ります。アイデンティティ NAT は同じアドレスにアドレスを変換します。
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図 2-19

サイトツーサイト VPN のためのインターフェイス PAT およびアイデンティティ NAT
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A. www.example.com

図 2-20 に、ASA1（ボールダー）に接続する VPN クライアントと、ASA1 と ASA2（サンノゼ）間の
サイトツーサイト トンネル上でアクセス可能なサーバ（10.2.2.78）に対する Telnet 要求を示します。
これはヘアピン接続であるため、VPN クライアントからの非スプリット トンネルのインターネット宛
トラフィックにも必要な、インターフェイス内通信をイネーブルにする必要があります。発信 NAT
ルールからこのトラフィックを除外するため、VPN に接続された各ネットワーク間で行うのと同様に、
VPN クライアントとボールダーおよびサンノゼのネットワーク間でアイデンティティ NAT を設定する
必要もあります。
図 2-20

サイトツーサイト VPN への VPN クライアント アクセス
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ASA1（ボールダー）については、次の NAT の設定例を参照してください。
! Enable hairpin for VPN client traffic:
same-security-traffic permit intra-interface
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! Identify local VPN network, & perform object interface PAT when going to Internet:
object network vpn_local
subnet 10.3.3.0 255.255.255.0
nat (outside,outside) dynamic interface
! Identify inside Boulder network, & perform object interface PAT when going to Internet:
object network boulder_inside
subnet 10.1.1.0 255.255.255.0
nat (inside,outside) dynamic interface
! Identify inside San Jose network for use in twice NAT rule:
object network sanjose_inside
subnet 10.2.2.0 255.255.255.0
! Use twice NAT to pass traffic between the Boulder network and the VPN client without
! address translation (identity NAT):
nat (inside,outside) source static boulder_inside boulder_inside destination static
vpn_local vpn_local
! Use twice NAT to pass traffic between the Boulder network and San Jose without
! address translation (identity NAT):
nat (inside,outside) source static boulder_inside boulder_inside destination static
sanjose_inside sanjose_inside
! Use twice NAT to pass traffic between the VPN client and San Jose without
! address translation (identity NAT):
nat (outside,outside) source static vpn_local vpn_local destination static sanjose_inside
sanjose_inside

ASA2（サンノゼ）については、次の NAT の設定例を参照してください。
! Identify inside San Jose network, & perform object interface PAT when going to Internet:
object network sanjose_inside
subnet 10.2.2.0 255.255.255.0
nat (inside,outside) dynamic interface
! Identify inside Boulder network for use in twice NAT rule:
object network boulder_inside
subnet 10.1.1.0 255.255.255.0
! Identify local VPN network for use in twice NAT rule:
object network vpn_local
subnet 10.3.3.0 255.255.255.0
! Use twice NAT to pass traffic between the San Jose network and Boulder without
! address translation (identity NAT):
nat (inside,outside) source static sanjose_inside sanjose_inside destination static
boulder_inside boulder_inside
! Use twice NAT to pass traffic between the San Jose network and the VPN client without
! address translation (identity NAT):
nat (inside,outside) source static sanjose_inside sanjose_inside destination static
vpn_local vpn_local
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NAT および VPN 管理アクセス
VPN を使用する場合、ASA を開始したインターフェイス以外のインターフェイスへの管理アクセスを
許可することができます（management-access コマンドを参照）。たとえば、外部インターフェイスか
ら ASA を開始する場合、管理アクセス機能では、ASDM、SSH、Telnet、または SNMP を使用して内
部インターフェイスに接続することが可能です。または、内部インターフェイスに ping を実行できま
す。
図 2-21 に、ASA 内部インターフェイスへの VPN クライアントの Telnet 接続を示します。管理アクセ
「NAT とリモート アクセス VPN」または「NAT およびサイトツーサイ
ス インターフェイスを使用し、
ト VPN」に従ってアイデンティティ NAT を設定する場合、ルート ルックアップ オプションを使用し
て NAT を設定する必要があります。ルート ルックアップがない場合、ASA は、ルーティング テーブ
ルの内容に関係なく、NAT コマンドで指定されたインターフェイスからトラフィックを送信します。
次の例では、出力インターフェイスは内部インターフェイスです。ASA で、内部ネットワークに管理
トラフィックを送信しません。これは、内部インターフェイスの IP アドレスには戻りません。ルート
ルックアップ オプションを使用すると、ASA は、内部ネットワークの代わりに内部インターフェイス
の IP アドレスに直接トラフィックを送信できます。VPN クライアントから内部ネットワーク上のホス
トへのトラフィックの場合、ルート ルックアップ オプションがあっても正しい出力インターフェイス
（内部）になるため、通常のトラフィック フローは影響を受けません。ルート ルックアップ オプショ
ンの詳細については、「出力インターフェイスの決定」（P.2-22）を参照してください。
図 2-21

VPN 管理アクセス
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上記のネットワークのための次のサンプル NAT の設定を参照してください。
! Enable hairpin for non-split-tunneled VPN client traffic:
same-security-traffic permit intra-interface
! Enable management access on inside ifc:

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

2-27

第2章

NAT に関する情報

VPN の NAT

management-access inside
! Identify local VPN network, & perform object interface PAT when going to Internet:
object network vpn_local
subnet 10.3.3.0 255.255.255.0
nat (outside,outside) dynamic interface
! Identify inside network, & perform object interface PAT when going to Internet:
object network inside_nw
subnet 10.1.1.0 255.255.255.0
nat (inside,outside) dynamic interface
! Use twice NAT to pass traffic between the inside network and the VPN client without
! address translation (identity NAT), w/route-lookup:
nat (outside,inside) source static vpn_local vpn_local destination static inside_nw
inside_nw route-lookup

NAT と VPN のトラブルシューティング
VPN を使用した NAT の問題をトラブルシューティングするためには、次の監視ツールを参照してくだ
さい。

• パケット トレーサ：正しく使用した場合、パケット トレーサは、パケットが該当している NAT
ルールを表示します。

• show nat detail：特定の NAT ルールのヒット カウントおよび変換解除されたトラフィックを表示
します。

• show conn all：ボックス トラフィックとの間の接続を含むアクティブ接続を表示します。
非動作設定と動作設定に習熟するには、次の手順を実行します。

1. アイデンティティ NAT を使用しない VPN を設定します。
2. show nat detail と show conn all を入力します。
3. アイデンティティ NAT の設定を追加します。
• show nat detail と show conn all を繰り返します。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

2-28

第2章

NAT に関する情報
DNS および NAT

DNS および NAT
応答内のアドレスを NAT コンフィギュレーションと一致するアドレスに置き換えて、DNS 応答を修正
するように ASA を設定することが必要になる場合があります。DNS 修正は、各変換ルールを設定する
ときに設定できます。
この機能は、NAT ルールに一致する DNS クエリーと応答のアドレスをリライトします（たとえば、
IPv4 の A レコード、IPv6 の AAAA レコード、または逆引き DNS クエリーの PTR レコード）。マッ
ピング インターフェイスから他のインターフェイスに移動する DNS 応答では、A レコードはマップさ
れた値から実際の値へリライトされます。逆に、任意のインターフェイスからマッピング インター
フェイスに移動する DNS 応答では、A レコードは実際の値からマップされた値へリライトされます。

（注）

Twice NAT ルールを設定する場合、送信元アドレスおよび宛先アドレスを指定すると、DNS 修正を設
定できません。これらの種類のルールでは、A と B に向かった場合に 1 つのアドレスに対して異なる
変換が行われる可能性があります。B. したがって、ASA は、DNS 応答内の IP アドレスを適切な
Twice NAT ルールに一致させることができません。DNS 応答には、DNS 要求を求めたパケット内の送
信元アドレスと宛先アドレスの組み合わせに関する情報が含まれません。
図 2-22 に、外部インターフェイスからアクセス可能である DNS サーバを示します。ftp.cisco.com と
いうサーバが内部インターフェイス上にあります。ftp.cisco.com の実際のアドレス（10.1.3.14）を、
外部ネットワーク上で可視のマッピング アドレス（209.165.201.10）にスタティックに変換するよう
に、ASA を設定します この場合、このスタティック ルールで DNS 応答修正をイネーブルにする必要
があります。これにより、実際のアドレスを使用して ftp.cisco.com にアクセスすることを許可されて
いる内部ユーザは、マッピング アドレスではなく実際のアドレスを DNS サーバから受信できるように
なります。内部ホストが ftp.cisco.com のアドレスを求める DNS 要求を送信すると、DNS サーバは応
答でマッピング アドレス（209.165.201.10）を示します。ASA は、内部サーバのスタティック ルール
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を参照し、DNS 応答内のアドレスを 10.1.3.14 に変換します。DNS 応答修正をイネーブルにしない場
合、内部ホストは ftp.cisco.com に直接アクセスする代わりに、209.165.201.10 にトラフィックを送信
することを試みます。
図 2-22

DNS 応答修正、外部の DNS サーバ

DNS ࠨࡃ

1
DNS ⷐ᳞
ftp.cisco.com ߢߔ߆?

2

ᄖㇱ

DNS ᔕ╵
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ࠠࡘ࠹ࠖ
ࠕࡊࠗࠕࡦࠬ

3
DNS ᔕ╵ୃᱜ
209.165.201.10
10.1.3.14
ౝㇱ

4
DNS ᔕ╵
10.1.3.14

࡙ࠩ

ftp.cisco.com
10.1.3.14

ᄖㇱߢߩᰴߩࠕ࠼ࠬ߳ߩ
ࠬ࠲࠹ࠖ࠶ࠢ ࠻ࡦ࡚ࠬࠪࡦ㧦
130021

209.165.201.10

5
FTP ⷐ᳞
10.1.3.14

図 2-23 に、外部 DNS サーバに DMZ ネットワークにある ftp.cisco.com の IP アドレスを要求する内部
ネットワークのユーザを示します。DNS サーバは、ユーザが DMZ ネットワーク上になくても、外部
と DMZ 間のスタティック ルールに従ってマッピング アドレス（209.165.201.10）で応答します。
ASA は、DNS 応答内のアドレスを 10.1.3.14 に変換します。実際のアドレスを使用して ftp.cisco.com
にアクセスする必要がある場合、それ以上の設定は必要ありません。内部と DMZ 間にもスタティック
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ルールがある場合は、このルールに対して DNS 応答修正もイネーブルにする必要があります。DNS 応
答は、2 回変更されます。この場合、ASA は内部と DMZ 間のスタティック ルールに従ってもう一度
DNS 応答内のアドレスを 192.168.1.10 に変換します。
図 2-23

DNS 応答修正、別々のネットワーク上の DNS サーバ、ホスト、およびサーバ
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図 2-24 に、外部の FTP サーバと DNS サーバを示します。ASA には、外部サーバ用のスタティック変
換があります。この場合、ftp.cisco.com のアドレスを DNS サーバに要求すると、DNS サーバは応答
で実際のアドレス 209.165.20.10 を示します。ftp.cisco.com のマッピング アドレス（10.1.2.56）が内
部ユーザによって使用されるようにするには、スタティック変換に対して DNS 応答修正を設定する必
要があります。
図 2-24

DNS 応答修正、ホスト ネットワーク上の DNS サーバ
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図 2-24 に、外部の IPv4 ネットワーク上の FTP サーバと DNS サーバを示します。ASA には、外部
サーバ用のスタティック変換があります。この場合に、内部 IPv6 ユーザが ftp.cisco.com のアドレスを
DNS サーバに要求すると、DNS サーバは応答として実際のアドレス 209.165.200.225 を返します。
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ftp.cisco.com のマッピング アドレス（2001:DB8::D1A5:C8E1）が内部ユーザによって使用されるよ
うにするには、スタティック変換に対して DNS 応答修正を設定する必要があります。この例には、
DNS サーバのスタティック NAT 変換、および内部 IPv6 ホストの PAT ルールも含まれています。
図 2-25

外部 NAT を使用する DNS64 応答修正
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図 2-26 に、外部の FTP サーバと DNS サーバを示します。ASA には、外部サーバ用のスタティック変
換があります。この場合、内部のユーザが 10.1.2.56 の逆引き DNS ルックアップを実行する場合、
ASA は実際のアドレスを使用して逆引き DNS クエリーを変更し、DNS サーバはサーバ名、
ftp.cisco.com を使用して応答します。
図 2-26

PTR の変更、ホスト ネットワークの DNS サーバ
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関連情報
ネットワーク オブジェクト NAT を設定するには、第 3 章「ネットワーク オブジェクト NAT の設定
（ASA 8.3 以降）」を参照してください。

Twice NAT を設定するには、第 4 章「Twice NAT の設定（ASA 8.3 以降）」を参照してください
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ネットワーク オブジェクト NAT の設定
（ASA 8.3 以降）
ネットワーク オブジェクトのパラメータとして設定されているすべての NAT ルールは、ネットワーク
オブジェクト NAT ルールと見なされます。ネットワーク オブジェクト NAT は、単一の IP アドレス、
アドレス範囲、またはサブネットの NAT を設定するための迅速かつ容易な方法です。ネットワーク オ
ブジェクトを設定したら、このオブジェクトのマッピング アドレスを識別できます。
この章では、ネットワーク オブジェクト NAT を設定する方法について説明します。この章は、次の項
で構成されています。

• 「ネットワーク オブジェクト NAT に関する情報」（P.3-1）
• 「ネットワーク オブジェクト NAT のライセンス要件」（P.3-2）
• 「ネットワーク オブジェクト NAT の前提条件」（P.3-2）
• 「ガイドラインと制限事項」（P.3-2）
• 「デフォルト設定」（P.3-4）
• 「ネットワーク オブジェクト NAT の設定」（P.3-4）
• 「ネットワーク オブジェクト NAT のモニタリング」（P.3-21）
• 「ネットワーク オブジェクト NAT の設定例」（P.3-22）
• 「ネットワーク オブジェクト NAT の機能履歴」（P.3-48）

（注）

NAT の機能の詳細については、第 2 章「NAT に関する情報」を参照してください。

ネットワーク オブジェクト NAT に関する情報
パケットが ASA に入ると、送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスの両方がネットワーク オブジェクト
NAT ルールと照合されます。個別の照合が行われる場合、パケット内の送信元 IP アドレスと宛先 IP
アドレスは、個別のルールによって変換できます。これらのルールは、相互に結び付けられていませ
ん。トラフィックに応じて、異なる組み合わせのルールを使用できます。
ルールがペアになることはありません。したがって、宛先 X に向かう場合は送信元アドレスが A と変
換され、宛先 Y に向かう場合は B と変換されるように指定することはできません。この種の機能には、
Twice NAT を使用します（Twice NAT を使用すると、1 つのルールで送信元アドレスおよび宛先アド
レスを識別できます）。

Twice NAT とネットワーク オブジェクト NAT の違いの詳細については、「NAT の実装方法」（P.2-13）
を参照してください。
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ネットワーク オブジェクト NAT のライセンス要件

ネットワーク オブジェクト NAT ルールは、NAT ルール テーブルのセクション 2 に追加されます。
NAT の順序の詳細については、「NAT ルールの順序」（P.2-18）を参照してください。

ネットワーク オブジェクト NAT のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

モデル

ライセンス要件

すべてのモデル

基本ライセンス

ネットワーク オブジェクト NAT の前提条件
コンフィギュレーションに応じて、マッピング アドレスをインラインで設定することも、マッピング
アドレスに対応する別のネットワーク オブジェクトまたはネットワーク オブジェクト グループを作成
することもできます。ネットワーク オブジェクト グループは、非連続的な IP アドレス範囲または複数
のホストやサブネットで構成されるマッピング アドレスを作成する場合に特に便利です。ネットワー
ク オブジェクトまたはグループを作成するには、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの
“Configuring Network Objects and Groups” section on page 15-2 を参照してください。
オブジェクトおよびグループに関する特定のガイドラインについては、設定する NAT タイプの設定の
項を参照してください。「ガイドラインと制限事項」の項も参照してください。

ガイドラインと制限事項
コンテキスト モードのガイドライン
シングル コンテキスト モードとマルチ コンテキスト モードでサポートされています。
ファイアウォール モードのガイドライン
• ルーテッド ファイアウォール モードとトランスペアレント ファイアウォール モードでサポートさ
れています。

• トランスペアレント モードでは、実際のインターフェイスおよびマッピング インターフェイスを
指定する必要があります。--Any-- は使用できません。
• トランスペアレント モードでは、インターフェイス PAT を設定できません。トランスペアレント
モードのインターフェイスには、IP アドレスが設定されていないためです。管理 IP アドレスも
マッピング アドレスとして使用できません。

• トランスペアレント モードでは、IPv4 ネットワークと IPv6 ネットワークとの間の変換はサポート
されていません。2 つの IPv6 ネットワーク間、または 2 つの IPv4 ネットワーク間の変換がサポー
トされます。

IPv6 のガイドライン
• IPv6 をサポートします。「NAT と IPv6」（P.2-13）も参照してください。
• ルーテッド モードの場合は、IPv4 と IPv6 との間の変換もできます。
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• トランスペアレント モードの場合は、IPv4 ネットワークと IPv6 ネットワークとの間の変換はサ
ポートされていません。2 つの IPv6 ネットワーク間、または 2 つの IPv4 ネットワーク間の変換が
サポートされます。

• トランスペアレント モードの場合は、PAT プールは IPv6 に対してはサポートされません。
• スタティック NAT の場合は、/64 までの IPv6 サブネットを指定できます。これよりも大きいサブ
ネットはサポートされません。

• FTP を NAT46 とともに使用する場合は、IPv4 FTP クライアントが IPv6 FTP サーバに接続すると
きに、クライアントは拡張パッシブ モード（EPSV）または拡張ポート モード（EPRT）を使用す
る必要があります。PASV コマンドおよび PORT コマンドは IPv6 ではサポートされません。
その他のガイドライン
• 特定のオブジェクトに対して 1 つの NAT ルールだけを定義できます。オブジェクトに対して複数
の NAT ルールを設定する場合は、object network obj-10.10.10.1-01、object network
obj-10.10.10.1-02 などのように、同じ IP アドレスを指定する異なる名前の複数のオブジェクトを
作成する必要があります。

• NAT コンフィギュレーションを変更したときに、既存の変換がタイムアウトするまで待機せずに
新しい NAT コンフィギュレーションを使用する必要がある場合は、clear xlate コマンドを使用し
て変換テーブルを消去できます。ただし、変換テーブルを消去すると、変換を使用している現在の
接続がすべて切断されます。

（注）

ダイナミック NAT または PAT ルールを削除し、次に削除したルールに含まれるアドレス
と重複するマッピング アドレスを含む新しいルールを追加すると、新しいルールは、削除
されたルールに関連付けられたすべての接続がタイムアウトするか、clear xlate コマンド
を使用してクリアされるまで使用されません。この予防手段のおかげで、同じアドレスが
複数のホストに割り当てられないようにできます。

• NAT で使用されるオブジェクトおよびオブジェクト グループを未定義にすることはできません。
IP アドレスを含める必要があります。
• 1 つのオブジェクト グループに IPv4 と IPv6 の両方のアドレスを入れることはできません。オブ
ジェクト グループには、1 つのタイプのアドレスだけが含まれている必要があります。
• 複数の NAT ルールで同じマッピングされたオブジェクトまたはグループを使用できます。
• マッピング IP アドレス プールは、次のアドレスを含むことができません。
– マッピング インターフェイスの IP アドレス。ルールに any インターフェイスを指定すると、
すべてのインターフェイスの IP アドレスが拒否されます。インターフェイス PAT（ルーテッ
ド モードだけ）の場合は、IP アドレスの代わりにインターフェイス名を使用します。
– （トランスペアレント モード）管理 IP アドレス。
– （ダイナミック NAT）VPN がイネーブルの場合は、スタンバイ インターフェイスの IP アドレ
ス。

– 既存の VPN プールのアドレス。
• NAT または PAT のアプリケーション インスペクションの制限については、第 9 章「アプリケー
ション レイヤ プロトコル インスペクションの準備」の「デフォルト設定」（P.9-4）を参照してく
ださい。
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デフォルト設定
• （ルーテッド モード）デフォルトの実際のインターフェイスおよびマッピング インターフェイスは
Any で、すべてのインターフェイスにルールが適用されます。
• （8.3(1)、8.3(2)、8.4(1)）アイデンティティ NAT のデフォルト動作で、プロキシ ARP はディセー
ブルにされます。これは設定できません。
（8.4(2) 以降）アイデンティティ NAT のデフォルト動作
で、プロキシ ARP はイネーブルにされ、他のスタティック NAT ルールと一致します。必要に応じ
て、プロキシ ARP をディセーブルにできます。詳細については、「NAT パケットのルーティング」
（P.2-19）を参照してください。
• オプションのインターフェイスを指定する場合、ASA によって NAT コンフィギュレーションが使
用されて、出力インターフェイスが決定されます。（8.3(1) ～ 8.4(1)）唯一の例外はアイデンティ
ティ NAT です。アイデンティティ NAT では、NAT コンフィギュレーションに関係なく、常に
ルート ルックアップが使用されます。（8.4(2) 以降）アイデンティティ NAT の場合、デフォルト
動作は NAT コンフィギュレーションの使用ですが、代わりにルート ルックアップを常に使用する
オプションがあります。詳細については、「NAT パケットのルーティング」（P.2-19）を参照して
ください。

ネットワーク オブジェクト NAT の設定
この項では、ネットワーク オブジェクト NAT を設定する方法について説明します。次の項目を取り上
げます。

• 「ダイナミック NAT または PAT プールを使用したダイナミック PAT の設定」（P.3-4）
• 「ダイナミック PAT（隠蔽）の設定」（P.3-10）
• 「スタティック NAT またはポート変換を設定したスタティック NAT の設定」（P.3-13）
• 「アイデンティティ NAT の設定」（P.3-16）
• 「Per-Session PAT ルールの設定」（P.3-20）

ダイナミック NAT または PAT プールを使用したダイナミック PAT の設
定
この項では、ダイナミック NAT または PAT プールを使用するダイナミック PAT のためのネットワー
ク オブジェクト NAT を設定する方法について説明します。詳細については、「ダイナミック NAT」
（P.2-7）または「ダイナミック PAT」（P.2-8）を参照してください。

ガイドライン

PAT プールの場合：
• 可能な場合は、実際の送信元ポート番号がマッピング ポートに使用されます。ただし、実際の
ポートが使用できない場合は、デフォルトでマッピング ポートは実際のポート番号と同じポート
の範囲（0 ～ 511、512 ～ 1023、および 1024 ～ 65535）から選択されます。そのため、1024 より
も下のポートでは、小さい PAT プールのみを使用できます。（8.4(3) 以降、8.5(1) または 8.6(1) を
除く）下位ポート範囲を使用するトラフィックが数多くある場合は、PAT プールに対して、サイズ
が異なる 3 つの層の代わりにフラットなポート範囲を使用するように指定できます。1024 ～
65535 または 1 ～ 65535 です。
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• 同じ PAT プール オブジェクトを 2 つの異なるルールの中で使用する場合は、必ず同じオプション
を各ルールに指定してください。たとえば、1 つのルールで拡張 PAT およびフラットな範囲が指定
される場合は、もう一方のルールでも拡張 PAT およびフラットな範囲が指定される必要がありま
す。

PAT プールに対する拡張 PAT の場合：
• 多くのアプリケーション インスペクションでは、拡張 PAT はサポートされていません。サポート
対象外のインスペクションのリストについては、第 9 章「アプリケーション レイヤ プロトコル イ
ンスペクションの準備」の「デフォルト設定」（P.9-4）を参照してください。
• ダイナミック PAT ルールに対して拡張 PAT をイネーブルにする場合、PAT プールのアドレスを、
ポート トランスレーション ルールを持つ別のスタティック NAT の PAT アドレスとしても使用す
ることはできません。たとえば、PAT プールに 10.1.1.1 が含まれている場合、PAT アドレスとし
て 10.1.1.1 を使用する、ポート トランスレーション ルールを持つスタティック NAT は作成できま
せん。

• PAT プールを使用し、フォールバックのインターフェイスを指定する場合、拡張 PAT を使用でき
ません。

• ICE または TURN を使用する VoIP 配置では、拡張 PAT を使用しないでください。ICE および
TURN は、すべての宛先に対して同じであるために PAT バインディングに依存しています。

PAT プールのラウンド ロビン方式の場合：
• ホストに既存の接続がある場合は、そのホストからの以降の接続は同じ PAT IP アドレスを使用し
ます（ポートが使用可能である場合）。注：この「スティッキ性」は、フェールオーバーが発生す
ると失われます。ASA がフェールオーバーすると、ホストからの後続の接続では最初の IP アドレ
スが使用されない場合があります。

• ラウンドロビンでは、特に拡張 PAT と組み合わせた場合に、大量のメモリが消費されます。NAT
プールはマッピングされるプロトコル /IP アドレス / ポート範囲ごとに作成されるため、ラウンド
ロビンでは数多くの同時 NAT プールが作成され、メモリが使用されます。拡張 PAT では、さらに
多くの同時 NAT プールが作成されます。
手順の詳細
ステップ 1

新規または既存のネットワーク オブジェクトに NAT を追加します。

• 新しいネットワーク オブジェクトを追加するには、[Configuration] > [Firewall] > [NAT Rules] を
選択し、[Add] > [Add Network Object NAT Rule] をクリックします。

• 既存のネットワーク オブジェクトに NAT を追加するには、[Configuration] > [Firewall] >
[Objects] > [Network Objects/Groups] を選択し、ネットワーク オブジェクトをダブルクリックし
ます。
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詳細については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Configuring a Network Object”

section on page 15-3 を参照してください。
[Add/Edit Network Object] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 2

新しいオブジェクトの場合は、次のフィールドに値を入力します。

a. [Name]：オブジェクト名。a ～ z、A ～ Z、0 ～ 9、ピリオド、ハイフン、カンマ、またはアン
ダースコアの文字を使用してください。名前は 64 文字以下にする必要があります。
b. [Type]：ホスト、ネットワーク、または範囲。
c. [IP Address]：IPv4 または IPv6 アドレス。オブジェクト タイプとして [Range] を選択した場合は、
[IP Address] フィールドは、開始アドレスと終了アドレスを入力できるように変更されます。
d. [Netmask/Prefix Length]：サブネット マスクまたはプレフィックス長を入力します。
e. [Description]：（任意）ネットワーク オブジェクトの説明（最大 200 文字）。

ステップ 3

[NAT] セクションが表示されていない場合は、[NAT] をクリックしてセクションを展開します。
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ステップ 4

[Add Automatic Translation Rules] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[Type] ドロップダウン リストから、[Dynamic] を選択します。PAT プールを使用するダイナミック
PAT を設定する場合であっても、[Dynamic] を選択してください。

ステップ 6

ダイナミック NAT、または PAT プールを使用するダイナミック PAT を設定します。

• ダイナミック NAT：[Translated Addr] フィールドの右の参照ボタンをクリックし、[Browse
Translated Addr] ダイアログボックスで、既存のネットワーク オブジェクトを選択するか新しいオ
ブジェクトを作成します。

（注）

オブジェクトまたはグループは、サブネットを含むことはできません。IPv4 アドレスと IPv6
アドレスの両方をグループに入れることはできません。1 つのタイプだけが含まれている必要
があります。

• PAT プールを使用するダイナミック PAT：PAT プールをイネーブルにします。
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a. [Translated Addr] フィールドには値を入力 せず、空白のままにしてください。
b. [PAT Pool Translated Address] チェックボックスをオンにしてから、参照ボタンをクリックして、
[Browse Translated PAT Pool Address] ダイアログボックスで既存のネットワーク オブジェクトを
選択するか新しいネットワーク オブジェクトを作成します。

（注）

PAT プール オブジェクトまたはグループにサブネットが含まれていてはなりません。IPv4
アドレスと IPv6 アドレスの両方をグループに入れることはできません。1 つのタイプだけ
が含まれている必要があります。

c. （任意）アドレス / ポートをラウンドロビン方式で割り当てるには、[Round Robin] チェックボック
スをオンにします。デフォルトではラウンドロビンは使用されず、1 つの PAT アドレスのポートが
すべて割り当てられると次の PAT アドレスが使用されます。ラウンドロビン方式では、プール内
の各 PAT アドレスから 1 つずつアドレス / ポートが割り当てられると最初のアドレスに戻り、次に
2 番目のアドレスというように順に使用されます。
d. （任意、8.4(3) 以降、ただし 8.5(1) と 8.6(1) を除く）拡張 PAT を使用する場合は、[Extend PAT
uniqueness to per destination instead of per interface] チェックボックスをオンにします。拡張 PAT
では、変換情報の宛先アドレスとポートを含め、IP アドレスごとではなく、サービスごとに
65535 個のポートが使用されます。通常は、PAT 変換を作成するときに宛先ポートとアドレスは考
慮されないため、PAT アドレスごとに 65535 個のポートに制限されます。たとえば、拡張 PAT を
使用して、192.168.1.7:23 に向かう場合の 10.1.1.1:1027 の変換、および 192.168.1.7:80 に向かう
場合の 10.1.1.1:1027 の変換を作成できます。
e. （任意、8.4(3) 以降、ただし 8.5(1) と 8.6(1) を除く）ポートを割り当てるときに 1024 ～ 65535 の
ポート範囲を 1 つのフラット範囲として使用するには、[Translate TCP or UDP ports into flat range
(1024-65535)] チェックボックスをオンにします。変換のマッピング ポート番号を選択するとき
に、ASA によって、使用可能な場合は実際の送信元ポート番号が使用されます。ただし、このオ
プションを設定しないと、実際のポートが使用できない場合は、デフォルトで、マッピング ポー
トは実際のポート番号と同じポート範囲（1 ～ 511、512 ～ 1023、および 1024 ～ 65535）から選
択されます。下位範囲でポートが不足するのを回避するには、この設定を行います。1 ～ 65535 の
全範囲を使用するには、[Include range 1 to 1023] チェックボックスもオンにします。
ステップ 7

（任意、ルーテッド モードのみ）他のマッピング アドレスがすべて割り当て済みの場合にインターフェ
イス IP アドレスをバックアップ方法として使用するには、[Fall through to interface PAT (dest intf)]
チェックボックスをオンにして、インターフェイスをドロップダウン リストから選択します。イン
ターフェイスの IPv6 アドレスを使用するには、[Use IPv6 for interface PAT] チェックボックスをオン
にします。
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ステップ 8

（任意）[Advanced] をクリックし、[Advanced NAT Settings] ダイアログボックスで次のオプションを
設定します。

• [Translate DNS replies for rule]：DNS 応答内の IP アドレスを変換します。DNS インスペクショ
ンがイネーブルになっていることを確認してください（デフォルトではイネーブルです）。詳細に
ついては、「DNS および NAT」（P.2-29）を参照してください。

• （トランスペアレント ファイアウォール モードの場合に必須）[Source Interface]：この NAT ルー
ルを適用する実際のインターフェイスを指定します。デフォルトでは、ルールはすべてのインター
フェイスに適用されます。

• （トランスペアレント ファイアウォール モードの場合に必須）[Destination Interface]：この NAT
ルールが適用されるマッピング インターフェイスを指定します。デフォルトでは、ルールはすべ
てのインターフェイスに適用されます。
終了したら、[OK] をクリックします。[Add/Edit Network Object] ダイアログボックスに戻ります。
ステップ 9

[OK]、続いて [Apply] をクリックします。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

3-9

第3章

ネットワーク オブジェクト NAT の設定（ASA 8.3 以降）

ネットワーク オブジェクト NAT の設定

ダイナミック PAT（隠蔽）の設定
この項では、ダイナミック PAT（隠蔽）のためのネットワーク オブジェクト NAT の設定方法について
説明します。PAT プールを使用するダイナミック PAT については、この項ではなく、「ダイナミック
NAT または PAT プールを使用したダイナミック PAT の設定」（P.3-4）を参照してください。詳細につ
いては、「ダイナミック PAT」（P.2-8）を参照してください。

手順の詳細
ステップ 1

新規または既存のネットワーク オブジェクトに NAT を追加します。

• 新しいネットワーク オブジェクトを追加するには、[Configuration] > [Firewall] > [NAT Rules] を
選択し、[Add] > [Add Network Object NAT Rule] をクリックします。

• 既存のネットワーク オブジェクトに NAT を追加するには、[Configuration] > [Firewall] >
[Objects] > [Network Objects/Groups] を選択し、ネットワーク オブジェクトをダブルクリックし
ます。
詳細については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Configuring a Network Object”

section on page 15-3 を参照してください。
[Add/Edit Network Object] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 2

新しいオブジェクトの場合は、次のフィールドに値を入力します。

a. [Name]：オブジェクト名。a ～ z、A ～ Z、0 ～ 9、ピリオド、ハイフン、カンマ、またはアン
ダースコアの文字を使用してください。名前は 64 文字以下にする必要があります。
b. [Type]：ホスト、ネットワーク、または範囲。
c. [IP Address]：IPv4 または IPv6 アドレス。オブジェクト タイプとして [Range] を選択した場合は、
[IP Address] フィールドは、開始アドレスと終了アドレスを入力できるように変更されます。
d. [Netmask/Prefix Length]：サブネット マスクまたはプレフィックス長を入力します。
e. [Description]：（任意）ネットワーク オブジェクトの説明（最大 200 文字）。
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ステップ 3

[NAT] セクションが表示されていない場合は、[NAT] をクリックしてセクションを展開します。

ステップ 4

[Add Automatic Translation Rules] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[Type] ドロップダウン リストから、[Dynamic PAT (Hide)] を選択します。
（注）

ステップ 6

単一アドレスではなく PAT プールを使用するダイナミック PAT を設定する方法については、
（P.3-4）を参照し
「ダイナミック NAT または PAT プールを使用したダイナミック PAT の設定」
てください。

マッピング アドレスを 1 つだけ指定します。[Translated Addr] フィールドには、次のいずれかの方法
で、マッピング IP アドレスを指定します。

• ホスト IP アドレスを入力します。
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• インターフェイス名を入力するか、または参照ボタンをクリックし、[Browse Translated Addr] ダ
イアログボックスでインターフェイスを選択します。

インターフェイス名を指定する場合は、インターフェイス PAT をイネーブルにしてください。こ
のときに指定したインターフェイス IP アドレスがマッピング アドレスとして使用されます。IPv6
インターフェイス アドレスを使用するには、[Use IPv6 for interface PAT] もオンにする必要があり
ます。インターフェイス PAT を使用する場合は、NAT ルールが適用されるのは指定したマッピン
グ インターフェイスのみとなります。（インターフェイス PAT を使用しない場合は、ルールはデ
フォルトですべてのインターフェイスに適用されます）。実際のインターフェイスも [--Any--] では
なく特定のインターフェイスとなるように設定する方法については、ステップ 7 を参照してくださ
い。

（注）

トランスペアレント モードでは、インターフェイスを指定することはできません。

• 参照ボタンをクリックし、[Browse Translated Addr] ダイアログボックスで既存のホスト アドレス
を選択します。

• 参照ボタンをクリックし、[Browse Translated Addr] ダイアログボックスで新しい名前付きオブ
ジェクトを作成します。
ステップ 7

（任意）[Advanced] をクリックし、[Advanced NAT Settings] ダイアログボックスで次のオプションを
設定します。

• [Translate DNS replies for rule]：DNS 応答内の IP アドレスを変換します。DNS インスペクショ
ンがイネーブルになっていることを確認してください（デフォルトではイネーブルです）。詳細に
ついては、「DNS および NAT」（P.2-29）を参照してください。

• （トランスペアレント ファイアウォール モードの場合に必須）[Source Interface]：この NAT ルー
ルを適用する実際のインターフェイスを指定します。デフォルトでは、ルールはすべてのインター
フェイスに適用されます。

• （トランスペアレント ファイアウォール モードの場合に必須）[Destination Interface]：この NAT
ルールが適用されるマッピング インターフェイスを指定します。デフォルトでは、ルールはすべ
てのインターフェイスに適用されます。
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終了したら、[OK] をクリックします。[Add/Edit Network Object] ダイアログボックスに戻ります。
ステップ 8

[OK]、続いて [Apply] をクリックします。

スタティック NAT またはポート変換を設定したスタティック NAT の設定
この項では、ネットワーク オブジェクト NAT を使用してスタティック NAT ルールを設定する方法に
ついて説明します。詳細については、「スタティック NAT」（P.2-3）を参照してください。

手順の詳細
ステップ 1

新規または既存のネットワーク オブジェクトに NAT を追加します。

• 新しいネットワーク オブジェクトを追加するには、[Configuration] > [Firewall] > [NAT Rules] を
選択し、[Add] > [Add Network Object NAT Rule] をクリックします。

• 既存のネットワーク オブジェクトに NAT を追加するには、[Configuration] > [Firewall] >
[Objects] > [Network Objects/Groups] を選択し、ネットワーク オブジェクトをダブルクリックし
ます。
詳細については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Configuring a Network Object”

section on page 15-3 を参照してください。
[Add/Edit Network Object] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 2

新しいオブジェクトの場合は、次のフィールドに値を入力します。

a. [Name]：オブジェクト名。a ～ z、A ～ Z、0 ～ 9、ピリオド、ハイフン、カンマ、またはアン
ダースコアの文字を使用してください。名前は 64 文字以下にする必要があります。
b. [Type]：ネットワーク、ホスト、または範囲。
c. [IP Address]：IPv4 または IPv6 アドレス。オブジェクト タイプとして [Range] を選択した場合は、
[IP Address] フィールドは、開始アドレスと終了アドレスを入力できるように変更されます。
d. [Netmask/Prefix Length]：サブネット マスクまたはプレフィックス長を入力します。
e. [Description]：（任意）ネットワーク オブジェクトの説明（最大 200 文字）。
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ステップ 3

[NAT] セクションが表示されていない場合は、[NAT] をクリックしてセクションを展開します。

ステップ 4

[Add Automatic Translation Rules] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[Type] ドロップダウン リストから、[Static] を選択します。

ステップ 6

[Translated Addr] フィールドで、次のいずれかを実行します。
• IP アドレスを入力します。

IP アドレスを入力すると、マッピングされるネットワークのネットマスクや範囲は、実際のネッ
トワークのものと同一になります。たとえば、実際のネットワークがホストの場合、このアドレス
は、ホスト アドレスです。範囲の場合、マッピング アドレスには、実際の範囲と同じ数のアドレ
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スが含まれます。たとえば、実際のアドレスが 10.1.1.1 ～ 10.1.1.6 の範囲として定義され、
172.20.1.1 をマッピング アドレスとして指定する場合、マッピング範囲には、172.20.1.1 ～
172.20.1.6 が含まれます。

• （ポート変換を設定したスタティック NAT の場合のみ）インターフェイス名を入力するか、参照ボ
タンをクリックし、[Browse Translated Addr] ダイアログボックスでインターフェイス名を選択し
ます。

IPv6 インターフェイス アドレスを使用するには、[Use IPv6 for interface PAT] もオンにする必要
があります。[Advanced NAT Settings] ダイアログボックスでのサービスの設定も必ず行ってくだ
さい（ステップ 8 を参照）。（トランスペアレント モードでは、インターフェイスを指定すること
はできません）。

• 参照ボタンをクリックし、[Browse Translated Addr] ダイアログボックスで既存のアドレスを選択
します。

• 参照ボタンをクリックし、[Browse Translated Addr] ダイアログボックスで新しいアドレスを作成
します。

通常、1 対 1 のマッピングでは、実際のアドレスと同じ数のマッピング アドレスを設定します。しか
し、アドレスの数が一致しない場合もあります。詳細については、「スタティック NAT」（P.2-3）を参
照してください。
ステップ 7

（任意）NAT46 の場合、[Use one-to-one address translation] をオンにします。NAT 46 の場合、最初の
IPv4 アドレスを最初の IPv6 アドレス、2 番目の IPv4 アドレスを 2 番目の IPv6 アドレス、以下同様に
1 対 1 で順に変換するように指定します。このオプションを指定しない場合は、IPv4 埋め込み方式が
使用されます。1 対 1 変換の場合は、このキーワードを使用する必要があります。

ステップ 8

（任意）[Advanced] をクリックし、[Advanced NAT Settings] ダイアログボックスで次のオプションを
設定します。
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• [Translate DNS replies for rule]：DNS 応答内の IP アドレスを変換します。DNS インスペクショ
ンがイネーブルになっていることを確認してください（デフォルトではイネーブルです）。詳細に
ついては、「DNS および NAT」（P.2-29）を参照してください。

• [Disable Proxy ARP on egress interface]：マッピング IP アドレスへの着信パケットのプロキシ
ARP をディセーブルにします。詳細については、「マッピング アドレスとルーティング」（P.2-19）
を参照してください。

• （トランスペアレント ファイアウォール モードの場合に必須）[Interface]：
– [Source Interface]：この NAT ルールを適用する実際のインターフェイスを指定します。デ
フォルトでは、ルールはすべてのインターフェイスに適用されます。

– [Destination Interface]：この NAT ルールが適用されるマッピング インターフェイスを指定し
ます。デフォルトでは、ルールはすべてのインターフェイスに適用されます。

• [Service]：
– [Protocol]：ポート変換を設定したスタティック NAT を設定します。[tcp] または [udp] を選
択します。

– [Real Port]：ポート番号と well-known ポート名（たとえば「ftp」）のどちらでも入力できま
す。

– [Mapped Port]：ポート番号と well-known ポート名（たとえば「ftp」）のどちらでも入力でき
ます。
終了したら、[OK] をクリックします。[Add/Edit Network Object] ダイアログボックスに戻ります。
ステップ 9

[OK]、続いて [Apply] をクリックします。
スタティック ルールが二方向である（開始を実際のホストの間で許可する）ため、NAT ルール テーブ
ルは各スタティック ルールに対して、各方向に 1 つずつ 2 つの行を表示します。

アイデンティティ NAT の設定
この項では、ネットワーク オブジェクト NAT を使用してアイデンティティ NAT ルールを設定する方
法について説明します。詳細については、「アイデンティティ NAT」（P.2-10）を参照してください。

手順の詳細
ステップ 1

新規または既存のネットワーク オブジェクトに NAT を追加します。

• 新しいネットワーク オブジェクトを追加するには、[Configuration] > [Firewall] > [NAT Rules] を
選択し、[Add] > [Add Network Object NAT Rule] をクリックします。
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• 既存のネットワーク オブジェクトに NAT を追加するには、[Configuration] > [Firewall] >
[Objects] > [Network Objects/Groups] を選択し、ネットワーク オブジェクトをダブルクリックし
ます。
詳細については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Configuring a Network Object”

section on page 15-3 を参照してください。
[Add/Edit Network Object] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 2

新しいオブジェクトの場合は、次のフィールドに値を入力します。

a. [Name]：オブジェクト名。a ～ z、A ～ Z、0 ～ 9、ピリオド、ハイフン、カンマ、またはアン
ダースコアの文字を使用してください。名前は 64 文字以下にする必要があります。
b. [Type]：ネットワーク、ホスト、または範囲。
c. [IP Address]：IPv4 または IPv6 アドレス。オブジェクト タイプとして [Range] を選択した場合は、
[IP Address] フィールドは、開始アドレスと終了アドレスを入力できるように変更されます。
d. [Netmask/Prefix Length]：サブネット マスクまたはプレフィックス長を入力します。
e. [Description]：（任意）ネットワーク オブジェクトの説明（最大 200 文字）。

ステップ 3

[NAT] セクションが表示されていない場合は、[NAT] をクリックしてセクションを展開します。
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ステップ 4

[Add Automatic Translation Rules] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[Type] ドロップダウン リストから、[Static] を選択します。

ステップ 6

[Translated Addr] フィールドで、次のいずれかを実行します。
• 実際のアドレスに使用したのと同じ IP アドレスを入力します。
• 参照ボタンをクリックし、[Browse Translated Addr] ダイアログボックスで、一致する IP アドレス
定義を持つネットワーク オブジェクトを選択します。

• 参照ボタンをクリックし、[Browse Translated Addr] ダイアログボックスで、一致する IP アドレス
定義を持つネットワーク オブジェクトを作成します。

ステップ 7

（任意）[Advanced] をクリックし、[Advanced NAT Settings] ダイアログボックスで次のオプションを
設定します。
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• [Disable Proxy ARP on egress interface]：マッピング IP アドレスへの着信パケットのプロキシ
ARP をディセーブルにします。詳細については、「マッピング アドレスとルーティング」（P.2-19）
を参照してください。

• （ルーテッド モード、インターフェイスを指定）[Lookup route table to locate egress interface]：
NAT コマンドに指定したインターフェイスを使用する代わりに、ルート ルックアップを使用して
出力インターフェイスを決定します。詳細については、「出力インターフェイスの決定」（P.2-22）
を参照してください。

• （トランスペアレント ファイアウォール モードの場合に必須）[Interface]：
– [Source Interface]：この NAT ルールを適用する実際のインターフェイスを指定します。デ
フォルトでは、ルールはすべてのインターフェイスに適用されます。

– [Destination Interface]：この NAT ルールが適用されるマッピング インターフェイスを指定し
ます。デフォルトでは、ルールはすべてのインターフェイスに適用されます。
このダイアログボックスのその他の設定は変更しないでください。終了したら、[OK] をクリックしま
す。[Add/Edit Network Object] ダイアログボックスに戻ります。
ステップ 8

[OK]、続いて [Apply] をクリックします。
スタティック ルールが二方向である（開始を実際のホストの間で許可する）ため、NAT ルール テーブ
ルは各スタティック ルールに対して、各方向に 1 つずつ 2 つの行を表示します。
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Per-Session PAT ルールの設定
デフォルトでは、すべての TCP PAT トラフィックおよびすべての UDP DNS トラフィックが
Per-Session PAT を使用します。トラフィックに Multi-Session PAT を使用するには、Per-Session PAT
ルールを設定します。許可ルールで Per-Session PAT を使用し、拒否ルールで Multi-Session PAT を使
用します。Per-Session PAT と Multi-Session PAT の詳細については、「Per-Session PAT と
Multi-Session PAT」（P.2-9）を参照してください。

デフォルト
デフォルトでは、次のルールがインストールされます。

• any（IPv4 および IPv6）から any（IPv4 および IPv6）への TCP を許可する
• any（IPv4 および IPv6）からドメインへの UDP を許可する
これらのルールは、ルール テーブルに表示されません。

（注）

これらのルールは削除できません。これらのルールは常に、手動作成されたルールの後に存在します。
ルールは順番に評価されるので、デフォルト ルールを無効にすることができます。たとえば、これら
のルールを完全に反転させるには、次のものを追加します。

• any（IPv4 および IPv6）から any（IPv4 および IPv6）への TCP を拒否する
• any（IPv4 および IPv6）からドメインへの UDP を拒否する

手順の詳細
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [Per-Session NAT Rules] を選択し、[Add] > [Add
Per-Session NAT Rule] をクリックします。

ステップ 2

[Permit] または [Deny] をクリックします。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

3-20

第3章

ネットワーク オブジェクト NAT の設定（ASA 8.3 以降）
ネットワーク オブジェクト NAT のモニタリング

許可ルールは、per-session PAT を使用し、拒否ルールは multi-session PAT を使用します。
ステップ 3

アドレスを入力するか、または [...] ボタンをクリックし、オブジェクトを選択して、送信元アドレスを
指定します。

ステップ 4

送信元サービスに UDP または TCP を指定します。通常は宛先ポートだけを指定しますが、任意で送
信元ポートを指定できます。[UDP/port] または [TCP/port] に入力するか、[...] ボタンをクリックして、
共通の値またはオブジェクトを選択します。

ステップ 5

アドレスを入力するか、または [...] ボタンをクリックし、オブジェクトを選択して、宛先アドレスを指
定します。

ステップ 6

宛先サービスに UDP または TCP を指定します。これは送信元サービスと一致する必要があります。
任意で宛先ポートを指定できます。[UDP/port] または [TCP/port] に入力するか、[...] ボタンをクリッ
クして、共通の値またはオブジェクトを選択します。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

ステップ 8

[Apply] をクリックします。

ネットワーク オブジェクト NAT のモニタリング
[Monitoring] > [Properties] > [Connection Graphs] > [Xlates] ペインでは、アクティブなネットワーク
アドレス変換をグラフィック形式で表示できます。1 つのグラフ ウィンドウに表示する統計情報のタイ
プは 4 つまで選択できます。複数のグラフ ウィンドウを同時に開くことができます。
フィールド

• [Available Graphs]：グラフ化できるコンポーネントを一覧表示します。
– [Xlate Utilization]：ASA の NAT の使用状況を表示します。
• [Graph Window Title]：グラフ タイプを追加するグラフ ウィンドウ名を表示します。既存のウィ
ンドウ タイトルを使用するには、ドロップダウン リストからいずれかを選択します。新しいウィ
ンドウにグラフを表示するには、新しいウィンドウ タイトルを入力します。

• [Add]：[Available Graphs] リストで選択したエントリを [Selected Graphs] リストに移動するには、
このフィールドをクリックします。

• [Remove]：[Selected Graphs] リストから選択したエントリを削除するには、このフィールドをク
リックします。
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• [Show Graphs]：新しいグラフ ウィンドウ、または更新したグラフ ウィンドウを表示するには、こ
のフィールドをクリックします。

[Monitoring] > [Properties] > [Connection Graphs] > [Perfmon] ペインでは、パフォーマンス情報をグ
ラフィック形式で表示できます。1 つのグラフ ウィンドウに表示する統計情報のタイプは 4 つまで選択
できます。複数のグラフ ウィンドウを同時に開くことができます。
フィールド

• [Available Graphs]：グラフ化できるコンポーネントを一覧表示します。
– [AAA Perfmon]：ASA の AAA パフォーマンス情報を表示します。
– [Inspection Perfmon]：ASA の検査パフォーマンス情報を表示します。
– [Web Perfmon]：URL アクセスおよび URL サーバ要求などの ASA の Web パフォーマンス情
報を表示します。

– [Connections Perfmon]：ASA の接続パフォーマンス情報を表示します。
– [Xlate Perfmon]：ASA の NAT パフォーマンス情報を表示します。
• [Graph Window Title]：グラフ タイプを追加するグラフ ウィンドウ名を表示します。既存のウィ
ンドウ タイトルを使用するには、ドロップダウン リストからいずれかを選択します。新しいウィ
ンドウにグラフを表示するには、新しいウィンドウ タイトルを入力します。

• [Add]：[Available Graphs] リストで選択したエントリを [Selected Graphs] リストに移動するには、
このフィールドをクリックします。

• [Remove]：[Selected Graphs] リストから選択した統計タイプを削除するには、このフィールドを
クリックします。

• [Show Graphs]：新しいグラフ ウィンドウ、または更新したグラフ ウィンドウを表示するには、こ
のフィールドをクリックします。

ネットワーク オブジェクト NAT の設定例
この項では、次の設定例を示します。

• 「内部 Web サーバへのアクセスの提供（スタティック NAT）」（P.3-23）
• 「内部ホストの NAT（ダイナミック NAT）および外部 Web サーバの NAT（スタティック NAT）」
（P.3-25）
• 「複数のマッピング アドレス（スタティック NAT、1 対多）を持つ内部ロード バランサ」（P.3-30）
• 「FTP、HTTP、および SMTP の単一アドレス（ポート変換を設定したスタティック NAT）」
（P.3-34）
• 「マッピング インターフェイス上の DNS サーバ、実際のインターフェイス上の Web サーバ（DNS
修正を設定したスタティック NAT）」（P.3-37）
• 「マッピング インターフェイス上の DNS サーバおよび FTP サーバ、FTP サーバが変換される
（DNS 修正を設定したスタティック NAT）」（P.3-40）
• 「マッピング インターフェイス上の IPv4 DNS サーバおよび FTP サーバ、実際のインターフェイス
上の IPv6 ホスト（DNS64 修正を設定したスタティック NAT64 ）」（P.3-42）
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ネットワーク オブジェクト NAT の設定例

内部 Web サーバへのアクセスの提供（スタティック NAT）
次の例では、内部 Web サーバに対してスタティック NAT を実行します。実際のアドレスはプライベー
ト ネットワーク上にあるので、パブリック アドレスが必要です。スタティック NAT は、固定アドレス
にある Web サーバへのトラフィックをホストが開始できるようにするために必要です （図 3-1 を参
照）。
図 3-1

内部 Web サーバのスタティック NAT
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myWebServ
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ステップ 1

内部 Web サーバのネットワーク オブジェクトを作成します。

ステップ 2

Web サーバのアドレスを定義します。
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ネットワーク オブジェクト NAT の設定（ASA 8.3 以降）

ネットワーク オブジェクト NAT の設定例

ステップ 3

オブジェクトのスタティック NAT を設定します。

ステップ 4

[Advanced] をクリックして、実際のインターフェイスとマッピング インターフェイス設定します。
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ネットワーク オブジェクト NAT の設定例

ステップ 5

[OK] をクリックして [Edit Network Object] ダイアログボックスに戻り、もう一度 [OK] をクリックし、
[Apply] をクリックします。

内部ホストの NAT（ダイナミック NAT）および外部 Web サーバの NAT
（スタティック NAT）
次の例では、プライベート ネットワーク上の内部ユーザが外部にアクセスする場合、このユーザにダ
イナミック NAT を設定します。また、内部ユーザが外部 Web サーバに接続する場合、この Web サー
バのアドレスが内部ネットワークに存在するように見えるアドレスに変換されます （図 3-2 を参照）。
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ネットワーク オブジェクト NAT の設定例

図 3-2

内部のダイナミック NAT、外部 Web サーバのスタティック NAT
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ステップ 1

内部ネットワークのネットワーク オブジェクトを作成します。

ステップ 2

内部ネットワークのアドレスを定義します。
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ネットワーク オブジェクト NAT の設定例

ステップ 3

内部ネットワークのダイナミック NAT をイネーブルにします。

ステップ 4

[Translated Addr] フィールドで、内部アドレスの変換先となるダイナミック NAT プールを表す新しい
ネットワーク オブジェクトを追加するには、参照ボタンをクリックします。
a. 新しいネットワーク オブジェクトを追加します。
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ネットワーク オブジェクト NAT の設定例

b. NAT プールのアドレスを定義して、[OK] をクリックします。

c. 新しいネットワーク オブジェクトをダブルクリックで選択します。[OK] をクリックして、NAT コ
ンフィギュレーションに戻ります。

ステップ 5

[Advanced] をクリックして、実際のインターフェイスとマッピング インターフェイス設定します。
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ネットワーク オブジェクト NAT の設定例

ステップ 6

[OK] をクリックして [Edit Network Object] ダイアログボックスに戻り、もう一度 [OK] をクリックし
て [NAT Rules] テーブルに戻ります。

ステップ 7

外部 Web サーバのネットワーク オブジェクトを作成します。

ステップ 8

Web サーバのアドレスを定義します。

ステップ 9

Web サーバのスタティック NAT を設定します。
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ネットワーク オブジェクト NAT の設定例

ステップ 10

[Advanced] をクリックして、実際のインターフェイスとマッピング インターフェイス設定します。

ステップ 11

[OK] をクリックして [Edit Network Object] ダイアログボックスに戻り、もう一度 [OK] をクリックし、
[Apply] をクリックします。

複数のマッピング アドレス（スタティック NAT、1 対多）を持つ内部ロー
ド バランサ
次の例では、複数の IP アドレスに変換される内部ロード バランサを示しています。外部ホストがマッ
ピング IP アドレスの 1 つにアクセスする場合、単一のロード バランサのアドレスに逆変換されます。
要求される URL に応じて、トラフィックを正しい Web サーバにリダイレクトします。（図 3-3 を参
照）。
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図 3-3

内部ロード バランサのスタティック NAT（1 対多）
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ステップ 1

ロード バランサのネットワーク オブジェクトを作成します。

ステップ 2

ロード バランサのアドレスを定義します。
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ネットワーク オブジェクト NAT の設定例

ステップ 3

ロード バランサのスタティック NAT を設定します。

ステップ 4

[Translated Addr] フィールドで、ロード バランサ アドレスの変換先となるスタティック NAT アドレ
ス グループを表す新しいネットワーク オブジェクトを追加するには、参照ボタンをクリックします。
a. 新しいネットワーク オブジェクトを追加します。

b. スタティック NAT アドレス グループを定義し、[OK] をクリックします。
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ネットワーク オブジェクト NAT の設定例

c. 新しいネットワーク オブジェクトをダブルクリックで選択します。[OK] をクリックして、NAT コ
ンフィギュレーションに戻ります。

ステップ 5

[Advanced] をクリックして、実際のインターフェイスとマッピング インターフェイス設定します。

ステップ 6

[OK] をクリックして [Edit Network Object] ダイアログボックスに戻り、もう一度 [OK] をクリックし、
[Apply] をクリックします。
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FTP、HTTP、および SMTP の単一アドレス（ポート変換を設定したスタ
ティック NAT）
次のポート変換を設定したスタティック NAT の例では、リモート ユーザが FTP、HTTP、および
SMTP にアクセスするための単一のアドレスを提供します。実際にはこれらのサーバは、実際のネッ
トワーク上の異なるデバイスですが、各サーバに対して、異なるポートでも同じマッピング IP アドレ
（図 3-4 を参照）。
スを使用するというポート変換を設定したスタティック NAT ルールを指定できます。
図 3-4

ポート変換を設定したスタティック NAT
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ステップ 1

FTP サーバ アドレスのネットワーク オブジェクトを作成します。
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ネットワーク オブジェクト NAT の設定例

ステップ 2

FTP サーバのアドレスを定義し、アイデンティティ ポート変換を設定したスタティック NAT を FTP
サーバに設定します。

ステップ 3

[Advanced] をクリックし、FTP の実際のインターフェイスおよびマッピング インターフェイスとポー
ト変換を設定します。

ステップ 4

HTTP サーバ アドレスのネットワーク オブジェクトを作成します。

ステップ 5

HTTP サーバのアドレスを定義し、アイデンティティ ポート変換を設定したスタティック NAT を
HTTP サーバに設定します。
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ステップ 6

[Advanced] をクリックし、HTTP の実際のインターフェイスおよびマッピング インターフェイスと
ポート変換を設定します。

ステップ 7

SMTP サーバ アドレスのネットワーク オブジェクトを作成します。

ステップ 8

SMTP サーバのアドレスを定義し、アイデンティティ ポート変換を設定したスタティック NAT を
SMTP サーバに設定します。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

3-36

第3章

ネットワーク オブジェクト NAT の設定（ASA 8.3 以降）
ネットワーク オブジェクト NAT の設定例

ステップ 9

[Advanced] をクリックし、SMTP の実際のインターフェイスおよびマッピング インターフェイスと
ポート変換を設定します。

ステップ 10

[OK] をクリックして [Edit Network Object] ダイアログボックスに戻り、もう一度 [OK] をクリックし、
[Apply] をクリックします。

マッピング インターフェイス上の DNS サーバ、実際のインターフェイス
上の Web サーバ（DNS 修正を設定したスタティック NAT）
たとえば、DNS サーバが外部インターフェイスからアクセス可能であるとします。ftp.cisco.com とい
うサーバが内部インターフェイス上にあります。ftp.cisco.com の実際のアドレス（10.1.3.14）を、外
部ネットワーク上で可視のマッピング アドレス（209.165.201.10）にスタティックに変換するように、
ASA を設定します （図 3-5 を参照）。この場合、このスタティック ルールで DNS 応答修正をイネーブ
ルにする必要があります。これにより、実際のアドレスを使用して ftp.cisco.com にアクセスすること
を許可されている内部ユーザは、マッピング アドレスではなく実際のアドレスを DNS サーバから受信
できるようになります。
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内部ホストが ftp.cisco.com のアドレスを求める DNS 要求を送信すると、DNS サーバは応答でマッピ
ング アドレス（209.165.201.10）を示します。ASA は、内部サーバのスタティック ルールを参照し、
DNS 応答内のアドレスを 10.1.3.14 に変換します。DNS 応答修正をイネーブルにしない場合、内部ホ
ストは ftp.cisco.com に直接アクセスする代わりに、209.165.201.10 にトラフィックを送信することを
試みます。
図 3-5

DNS 応答修正
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ステップ 1

FTP サーバ アドレスのネットワーク オブジェクトを作成します。
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ステップ 2

FTP サーバのアドレスを定義し、DNS 修正を設定したスタティック NAT を設定します。

ステップ 3

実際のインターフェイスとマッピング インターフェイスおよび DNS 修正を設定するには、[Advanced]
をクリックします。

ステップ 4

[OK] をクリックして [Edit Network Object] ダイアログボックスに戻り、もう一度 [OK] をクリックし、
[Apply] をクリックします。
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マッピング インターフェイス上の DNS サーバおよび FTP サーバ、FTP
サーバが変換される（DNS 修正を設定したスタティック NAT）
図 3-6 に、外部の FTP サーバと DNS サーバを示します。ASA には、外部サーバ用のスタティック変
換があります。この場合に、内部ユーザが ftp.cisco.com のアドレスを DNS サーバに要求すると、
DNS サーバは応答として実際のアドレス 209.165.201.10 を返します。ftp.cisco.com のマッピング ア
ドレス（10.1.2.56）が内部ユーザによって使用されるようにするには、スタティック変換に対して
DNS 応答修正を設定する必要があります。
図 3-6

外部 NAT を使用する DNS 応答修正
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ステップ 1

FTP サーバ アドレスのネットワーク オブジェクトを作成します。
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ステップ 2

FTP サーバのアドレスを定義し、DNS 修正を設定したスタティック NAT を設定します。

ステップ 3

実際のインターフェイスとマッピング インターフェイスおよび DNS 修正を設定するには、[Advanced]
をクリックします。

ステップ 4

[OK] をクリックして [Edit Network Object] ダイアログボックスに戻り、もう一度 [OK] をクリックし、
[Apply] をクリックします。
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マッピング インターフェイス上の IPv4 DNS サーバおよび FTP サーバ、実
際のインターフェイス上の IPv6 ホスト（DNS64 修正を設定したスタ
ティック NAT64）
図 3-6 に、外部の IPv4 ネットワーク上の FTP サーバと DNS サーバを示します。ASA には、外部サー
バ用のスタティック変換があります。この場合に、内部 IPv6 ユーザが ftp.cisco.com のアドレスを
DNS サーバに要求すると、DNS サーバは応答として実際のアドレス 209.165.200.225 を返します。
ftp.cisco.com のマッピング アドレス（2001:DB8::D1A5:C8E1）が内部ユーザによって使用されるよ
うにするには、スタティック変換に対して DNS 応答修正を設定する必要があります。この例には、
DNS サーバのスタティック NAT 変換、および内部 IPv6 ホストの PAT ルールも含まれています。
図 3-7

外部 NAT を使用する DNS 応答修正
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5
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2001:DB8::1
እ㒊࡛ࡢ PAT ኚࡢ⤖ᯝ㸸
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ステップ 1

FTP サーバのための、DNS 修正を設定したスタティック NAT を設定します。
a. FTP サーバ アドレスのためのネットワーク オブジェクトを作成します。
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b. FTP サーバのアドレスを定義し、DNS 修正を設定したスタティック NAT を設定します。これは 1
対 1 変換であるため、NAT46 に対して one-to-one 方式を設定します。

c. 実際のインターフェイスとマッピング インターフェイスおよび DNS 修正を設定するには、
[Advanced] をクリックします。
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d. [OK] をクリックして [Edit Network Object] ダイアログボックスに戻ります。
ステップ 2

DNS サーバの NAT を設定します。
a. DNS サーバ アドレスのためのネットワーク オブジェクトを作成します。
b. DNS サーバのアドレスを定義し、one-to-one 方式を使用してスタティック NAT を設定します。
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c. 実際のインターフェイスとマッピング インターフェイスを設定するには、[Advanced] をクリック
します。

d. [OK] をクリックして [Edit Network Object] ダイアログボックスに戻ります。
ステップ 3

内部 IPv6 ネットワークを変換するための IPv4 PAT プールを設定します。

[NAT] で、[Add Automatic Address Translation Rules] チェックボックスをオフにします。

ステップ 4

内部 IPv6 ネットワークのための PAT を設定します。

a. 内部 IPv6 ネットワークのためのネットワーク オブジェクトを作成します。
b. IPv6 ネットワーク アドレスを定義し、PAT プールを使用するダイナミック NAT を設定します。
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ネットワーク オブジェクト NAT の設定例

c. [PAT Pool Translated Address] フィールドの横にある、[...] ボタンをクリックし、以前に作成した
PAT プールを選択して、[OK] をクリックします。

d. 実際のインターフェイスとマッピング インターフェイスを設定するには、[Advanced] をクリック
します。
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e. [OK] をクリックして [Edit Network Object] ダイアログボックスに戻ります。
ステップ 5

[OK] をクリックし、さらに [Apply] をクリックします。
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ネットワーク オブジェクト NAT の機能履歴
表 3-1 に、各機能変更と、それが実装されたプラットフォーム リリースを示します。ASDM は、複数
のプラットフォーム リリースとの下位互換性があるため、サポートが追加された特定の ASDM リリー
スは一覧には含まれていません。
表 3-1

ネットワーク オブジェクト NAT の機能履歴

機能名

プラット
フォーム リ
リース

ネットワーク オブジェクト NAT

8.3(1)

機能情報
ネットワーク オブジェクトの IP アドレスの NAT を設定し
ます。
次の画面が導入または変更されました。

[Configuration] > [Firewall] > [NAT Rules]
[Configuration] > [Firewall] > [Objects] > [Network
Objects/Groups]
アイデンティティ NAT の設定が可能なプロキ
シ ARP およびルート ルックアップ

8.4(2)/8.5(1)

アイデンティティ NAT の以前のリリースでは、プロキシ
ARP はディセーブルにされ、出力インターフェイスの決定
には常にルート ルックアップが使用されていました。これ
らを設定することはできませんでした。8.4(2) 以降、アイ
デンティティ NAT のデフォルト動作は他のスタティック
NAT コンフィギュレーションの動作に一致するように変更
されました。これにより、デフォルトでプロキシ ARP は
イネーブルにされ、NAT コンフィギュレーションにより出
力インターフェイスが決定されるようになりました（指定
されている場合）。これらの設定をそのまま残すこともで
きますし、個別にイネーブルまたはディセーブルにするこ
ともできます。通常のスタティック NAT のプロキシ ARP
をディセーブルにすることもできるようになっています。

8.3(1)、8.3(2)、8.4(1) から 8.4(2) にアップグレードする
と、既存機能を保持するため、すべてのアイデンティティ
NAT コンフィギュレーションに no-proxy-arp キーワード
と route-lookup キーワードが含まれるようになっていま
す。
次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] >

[NAT Rules] > [Add/Edit Network Object] > [Advanced
NAT Settings]。

PAT プールおよびラウンド ロビン アドレス割
り当て

8.4(2)/8.5(1)

1 つのアドレスの代わりに、PAT アドレスのプールを指定
できるようになりました。プールの次のアドレスを使用す
る前に、最初に PAT アドレスのすべてのポートを使用する
のではなく、PAT アドレスのラウンド ロビン割り当てを必
要に応じてイネーブルにすることもできます。これらの機
能は、1 つの PAT アドレスで多数の接続を行っている場合
にそれが DoS 攻撃の対象となることを防止するのに役立ち
ます。またこの機能により、多数の PAT アドレスを簡単に
設定できます。
次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] >
[NAT Rules] > [Add/Edit Network Object]。
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表 3-1

ネットワーク オブジェクト NAT の機能履歴 （続き）

機能名
ラウンドロビン PAT プール割り当てで、既存
のホストの同じ IP アドレスを使用する

プラット
フォーム リ
リース

8.4(3)

機能情報
ラウンドロビン割り当てで PAT プールを使用するときに、
ホストに既存の接続がある場合、そのホストからの後続の
接続では、ポートが使用可能であれば同じ PAT IP アドレ
スが使用されます。
変更された画面はありません。

この機能は、8.5(1) または 8.6(1) では使用できません。

PAT プールの PAT ポートのフラットな範囲

8.4(3)

使用できる場合、実際の送信元ポート番号がマッピング
ポートに対して使用されます。ただし、実際のポートが使
用できない場合は、デフォルトで、マッピング ポートは実
際のポート番号と同じポート範囲（0 ～ 511 、512 ～ 1023、
および 1024 ～ 65535）から選択されます。そのため、
1024 よりも下のポートには、小さい PAT プールのみがあ
ります。
下位ポート範囲を使用するトラフィックが数多くある場合
は、PAT プールを使用するときに、サイズが異なる 3 つの
層の代わりにフラットなポート範囲を使用するように指定
できます。1024 ～ 65535 または 1 ～ 65535 です。
次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] >
[NAT Rules] > [Add/Edit Network Object]。

この機能は、8.5(1) または 8.6(1) では使用できません。

PAT プールの拡張 PAT

8.4(3)

各 PAT IP アドレスでは、最大 65535 個のポートを使用で
きます。65535 個のポートで変換が不十分な場合は、PAT
プールに対して拡張 PAT をイネーブルにすることができま
す。拡張 PAT では、変換情報の宛先アドレスとポートを含
め、IP アドレスごとではなく、サービスごとに 65535 個の
ポートが使用されます。
次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] >
[NAT Rules] > [Add/Edit Network Object]。

この機能は、8.5(1) または 8.6(1) では使用できません。
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表 3-1

ネットワーク オブジェクト NAT の機能履歴 （続き）

プラット
フォーム リ
リース

機能名

VPN ピアのローカル IP アドレスを変換してピ 8.4(3)
アの実際の IP アドレスに戻す自動 NAT ルール

機能情報
まれに、内部ネットワークで、割り当てられたローカル IP
アドレスではなく、VPN ピアの実際の IP アドレスを使用
することが必要になる場合があります。VPN では通常、内
部ネットワークにアクセスするために、割り当てられた
ローカル IP アドレスがピアに指定されます。ただし、ロー
カル IP アドレスを変換してピアの実際のパブリック IP ア
ドレスに戻すことが必要になることがあります。たとえ
ば、内部サーバおよびネットワーク セキュリティがピアの
実際の IP アドレスに基づく場合です。
この機能は、トンネル グループごとに 1 つのインターフェ
イスでイネーブルにすることができます。VPN セッション
が確立または切断されると、オブジェクト NAT ルールが
動的に追加および削除されます。ルールは show nat コマ
ンドを使用して表示できます。
（注）

ルーティングの問題のため、この機能が必要でな
い場合は、この機能の使用は推奨しません。ご使
用のネットワークとの機能の互換性を確認するに
は、Cisco TAC にお問い合わせください。次の制
限事項を確認してください。

• Cisco IPsec および AnyConnect クライアントのみ
がサポートされます。

• NAT ポリシーおよび VPN ポリシーが適用される
ように、パブリック IP アドレスへのリターン ト
ラフィックは ASA にルーティングされる必要が
あります。

• ロードバランシングはサポートされません（ルー
ティングの問題のため）。

• ローミング（パブリック IP 変更）はサポートされ
ません。

ASDM ではこのコマンドはサポートされません。コマンド
ライン ツールを使用してコマンドを入力してください。
IPv6 用の NAT のサポート

9.0(1)

NAT が IPv6 トラフィックをサポートするようになり、
IPv4 と IPv6 の間の変換もサポートされます。IPv4 と IPv6
の間の変換は、トランスペアレント モードではサポートさ
れません。
次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] >
[Objects] > [Network Objects/Group]。
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表 3-1

機能名

ネットワーク オブジェクト NAT の機能履歴 （続き）

プラット
フォーム リ
リース

機能情報

逆引き DNS ルックアップ用の NAT のサポート 9.0(1)

NAT ルールがイネーブルにされた DNS インスペクション
を使用する IPv4 NAT、IPv6 NAT、および NAT64 を使用
する場合、NAT は逆引き DNS ルックアップ用の DNS
PTR レコードの変換をサポートするようになりました。

Per-session PAT

Per-session PAT 機能によって PAT のスケーラビリティが
向上し、クラスタリングの場合に各メンバ ユニットに独自
の PAT 接続を使用できるようになります。Multi-Session
PAT 接続は、マスター ユニットに転送してマスター ユ
ニットを所有者とする必要があります。Per-session PAT
セッションの終了時に、ASA からリセットが送信され、即
座に xlate が削除されます。このリセットによって、エン
ド ノードは即座に接続を解放し、TIME_WAIT 状態を回避
します。対照的に、Multi-Session PAT では、PAT タイム
アウトが使用されます（デフォルトでは 30 秒）。「ヒット
エンドラン」トラフィック、たとえば HTTP や HTTPS の
場合は、Per-session 機能によって、1 アドレスでサポート
される接続率が大幅に増加することがあります。
Per-session 機能を使用しない場合は、特定の IP プロトコ
ルに対する 1 アドレスの最大接続率は約 2000/ 秒です。
Per-session 機能を使用する場合は、特定の IP プロトコル
に対する 1 アドレスの接続率は 65535/ 平均ライフタイムで
す。

9.0(1)

デフォルトでは、すべての TCP トラフィックおよび UDP
DNS トラフィックが、Per-session PAT xlate を使用しま
す。Multi-Session PAT を必要とするトラフィック、たと
えば H.323、SIP、Skinny に対して Per-session PAT をディ
セーブルにするには、Per-session 拒否ルールを作成しま
す。
次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] >
[Advanced] > [Per-Session NAT Rules]。
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C H A P T E R

4

Twice NAT の設定（ASA 8.3 以降）
Twice NAT では、1 つのルールで送信元アドレスおよび宛先アドレスの両方を識別できます。この章で
は、Twice NAT の設定方法について説明します。この章は、次の項で構成されています。
• 「Twice NAT に関する情報」（P.4-1）
• 「Twice NAT のライセンス要件」（P.4-2）
• 「Twice NAT の前提条件」（P.4-2）
• 「ガイドラインと制限事項」（P.4-2）
• 「デフォルト設定」（P.4-4）
• 「Twice NAT の設定」（P.4-4）
• 「Twice NAT のモニタリング」（P.4-30）
• 「Twice NAT の設定例」（P.4-31）
• 「Twice NAT の機能履歴」（P.4-49）

（注）

NAT の機能の詳細については、第 2 章「NAT に関する情報」を参照してください。

Twice NAT に関する情報
Twice NAT では、1 つのルールで送信元アドレスおよび宛先アドレスの両方を識別できます。送信元ア
ドレスと宛先アドレスの両方を指定すると、たとえば送信元アドレスが宛先 X に向かう場合は A に変
換され、宛先 Y に向かう場合は B に変換されるように指定できます。
（注）

スタティック NAT の場合、ルールは双方向であるため、たとえば、特定の接続が「宛先」アドレスか
ら発生する場合でも、このガイドを通じてのコマンドおよび説明では「送信元」および「宛先」が使用
されていることに注意してください。たとえば、ポート アドレス変換を使用するスタティック NAT を
設定し、送信元アドレスを Telnet サーバとして指定する場合に、Telnet サーバに向かうすべてのトラ
フィックのポートを 2323 から 23 に変換するには、このコマンドで、変換する送信元ポート（実際：
23、マッピング：2323）を指定する必要があります。Telnet サーバ アドレスを送信元アドレスとして
指定しているため、その送信元ポートを指定します。
宛先アドレスはオプションです。宛先アドレスを指定する場合、宛先アドレスを自身にマッピングする
か（アイデンティティ NAT）、別のアドレスにマッピングできます。宛先マッピングは、常にスタ
ティック マッピングです。
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Twice NAT のライセンス要件

Twice NAT では、ポート変換を設定したスタティック NAT のサービス オブジェクトを使用できます。
ネットワーク オブジェクト NAT は、インライン定義だけを受け入れます。
Twice NAT とネットワーク オブジェクト NAT の違いの詳細については、「NAT の実装方法」（P.2-13）
を参照してください。

Twice NAT ルールは、NAT ルール テーブルのセクション 1 に追加されます。指定した場合には、セク
ション 3 に追加されます。NAT の順序の詳細については、「NAT ルールの順序」（P.2-18）を参照して
ください。

Twice NAT のライセンス要件
モデル

ライセンス要件

すべてのモデル

基本ライセンス

Twice NAT の前提条件
• 実際のアドレスとマッピング アドレスの両方に、ネットワーク オブジェクトまたはネットワーク
オブジェクト グループを設定します。ネットワーク オブジェクト グループは、非連続的な IP アド
レスの範囲または複数のホストやサブネットで構成されるマッピング アドレスを作成する場合に
特に便利です。ネットワーク オブジェクトまたはグループを作成するには、一般的な操作のコン
フィギュレーション ガイドの “Configuring Network Objects and Groups” section on page 15-2 を
参照してください。

• スタティック NAT-with-port-translation の場合は、TCP または UDP のサービス オブジェクトを設
定します。サービス オブジェクトを作成するには、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイ
ドの “Configuring Service Objects and Service Groups” section on page 15-7 を参照してください。
オブジェクトおよびグループに関する特定のガイドラインについては、設定する NAT タイプの設定の
項を参照してください。「ガイドラインと制限事項」の項も参照してください。

ガイドラインと制限事項
この項では、この機能のガイドラインと制限事項について説明します。

コンテキスト モードのガイドライン
シングル コンテキスト モードとマルチ コンテキスト モードでサポートされています。

ファイアウォール モードのガイドライン

• ルーテッド ファイアウォール モードとトランスペアレント ファイアウォール モードでサポートさ
れています。

• トランスペアレント モードでは、実際のインターフェイスおよびマッピング インターフェイスを
指定する必要があります。--Any-- は使用できません。
• トランスペアレント モードでは、インターフェイス PAT を設定できません。トランスペアレント
モードのインターフェイスには、IP アドレスが設定されていないためです。管理 IP アドレスも
マッピング アドレスとして使用できません。
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• トランスペアレント モードでは、IPv4 ネットワークと IPv6 ネットワークとの間の変換はサポート
されていません。2 つの IPv6 ネットワーク間、または 2 つの IPv4 ネットワーク間の変換がサポー
トされます。

IPv6 のガイドライン
• IPv6 をサポートします。
• ルーテッド モードの場合は、IPv4 と IPv6 との間の変換もできます。
• トランスペアレント モードの場合は、IPv4 ネットワークと IPv6 ネットワークとの間の変換はサ
ポートされていません。2 つの IPv6 ネットワーク間、または 2 つの IPv4 ネットワーク間の変換が
サポートされます。

• トランスペアレント モードの場合は、PAT プールは IPv6 に対してはサポートされません。
• スタティック NAT の場合は、/64 までの IPv6 サブネットを指定できます。これよりも大きいサブ
ネットはサポートされません。

• FTP を NAT46 とともに使用する場合は、IPv4 FTP クライアントが IPv6 FTP サーバに接続すると
きに、クライアントは拡張パッシブ モード（EPSV）または拡張ポート モード（EPRT）を使用す
る必要があります。PASV コマンドおよび PORT コマンドは IPv6 ではサポートされません。
その他のガイドライン

• 送信元 IP アドレスがサブネット（またはセカンダリ接続を使用するその他のアプリケーション）
の場合、FTP 宛先ポート変換を設定できません。FTP データ チャネルの確立に失敗します。
• NAT コンフィギュレーションを変更したときに、既存の変換がタイムアウトするまで待機せずに
新しい NAT 情報を使用する必要がある場合は、clear xlate コマンドを使用して変換テーブルを消
去できます。ただし、変換テーブルを消去すると、変換を使用している現在の接続がすべて切断さ
れます。

（注）

ダイナミック NAT または PAT ルールを削除し、次に削除したルールに含まれるアドレス
と重複するマッピング アドレスを含む新しいルールを追加すると、新しいルールは、削除
されたルールに関連付けられたすべての接続がタイムアウトするか、clear xlate コマンド
を使用してクリアされるまで使用されません。この予防手段のおかげで、同じアドレスが
複数のホストに割り当てられないようにできます。

• 1 つのオブジェクト グループに IPv4 と IPv6 の両方のアドレスを入れることはできません。オブ
ジェクト グループには、1 つのタイプのアドレスだけが含まれている必要があります。
• NAT ルールで any キーワードを使用する場合、「any」トラフィック（IPv4 と IPv6）は、ルール
によって異なります。ASA がパケットに対して NAT を実行する前に、パケットが IPv6-to-IPv6
または IPv4-to-IPv4 である必要があります。この前提条件では、ASA は、NAT ルールの any の値
を決定できます。たとえば、「any」から IPv6 サーバへのルールを設定しており、このサーバが
IPv4 アドレスからマッピングされている場合、any は「任意の IPv6 トラフィック」を意味しま
す。「any」から「any」へのルールを設定しており、送信元をインターフェイス IPv4 アドレスに
マッピングする場合、マッピングされたインターフェイス アドレスによって宛先も IPv4 であるこ
とが示されるため、any は、「任意の IPv4 トラフィック」を意味します。
• NAT で使用されるオブジェクトおよびオブジェクト グループを未定義にすることはできません。
IP アドレスを含める必要があります。
• 複数のルールで同じオブジェクトを使用できます。
• マッピング IP アドレス プールは、次のアドレスを含むことができません。
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– マッピング インターフェイスの IP アドレス。ルールに any インターフェイスを指定すると、
すべてのインターフェイスの IP アドレスが拒否されます。インターフェイス PAT（ルーテッ
ド モードだけ）の場合は、IP アドレスの代わりにインターフェイス名を使用します。
– （トランスペアレント モード）管理 IP アドレス。
– （ダイナミック NAT）VPN がイネーブルの場合は、スタンバイ インターフェイスの IP アドレ
ス。

– 既存の VPN プールのアドレス。

デフォルト設定
• デフォルトでは、NAT テーブルのセクション 1 の最後にルールが追加されます。
• （ルーテッド モード）デフォルトの実際のインターフェイスおよびマッピング インターフェイスは
Any で、すべてのインターフェイスにルールが適用されます。
• （8.3(1)、8.3(2)、8.4(1)）アイデンティティ NAT のデフォルト動作で、プロキシ ARP はディセー
ブルにされます。これは設定できません。
（8.4(2) 以降）アイデンティティ NAT のデフォルト動作
で、プロキシ ARP はイネーブルにされ、他のスタティック NAT ルールと一致します。必要に応じ
てプロキシ ARP をディセーブルにできます。
• オプションのインターフェイスを指定する場合、ASA によって NAT コンフィギュレーションが使
用されて、出力インターフェイスが決定されます。（8.3(1) ～ 8.4(1)）唯一の例外はアイデンティ
ティ NAT です。アイデンティティ NAT では、NAT コンフィギュレーションに関係なく、常に
ルート ルックアップが使用されます。（8.4(2) 以降）アイデンティティ NAT の場合、デフォルト
動作は NAT コンフィギュレーションの使用ですが、代わりにルート ルックアップを常に使用する
オプションがあります。

Twice NAT の設定
この項では、Twice NAT を設定する方法について説明します。この項は、次の内容で構成されていま
す。

• 「ダイナミック NAT または PAT プールを使用したダイナミック PAT の設定」（P.4-4）
• 「ダイナミック PAT（隠蔽）の設定」（P.4-12）
• 「スタティック NAT またはポート変換を設定したスタティック NAT の設定」（P.4-18）
• 「アイデンティティ NAT の設定」（P.4-24）
• 「Per-Session PAT ルールの設定」（P.4-30）

ダイナミック NAT または PAT プールを使用したダイナミック PAT の設
定
この項では、ダイナミック NAT または PAT プールを使用するダイナミック PAT の Twice NAT を設定
する方法について説明します。詳細については、「ダイナミック NAT」（P.2-7）または「ダイナミック
PAT」（P.2-8）を参照してください。
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ガイドライン

PAT プールの場合：
• 可能な場合は、実際の送信元ポート番号がマッピング ポートに使用されます。ただし、実際の
ポートが使用できない場合は、デフォルトでマッピング ポートは実際のポート番号と同じポート
の範囲（0 ～ 511、512 ～ 1023、および 1024 ～ 65535）から選択されます。そのため、1024 より
も下のポートでは、小さい PAT プールのみを使用できます。（8.4(3) 以降、8.5(1) または 8.6(1) を
除く）下位ポート範囲を使用するトラフィックが数多くある場合は、PAT プールに対して、サイズ
が異なる 3 つの層の代わりにフラットなポート範囲を使用するように指定できます。1024 ～
65535 または 1 ～ 65535 です。
• （8.4(3) 以降、8.5(1) または 8.6(1) を除く）2 つの個別のルールで同じ PAT プール オブジェクトを
使用する場合は、各ルールに対して同じオプションを指定します。たとえば、1 つのルールで拡張
PAT およびフラットな範囲が指定される場合は、もう一方のルールでも拡張 PAT およびフラット
な範囲が指定される必要があります。

PAT プールの拡張 PAT の場合（8.4(3) 以降、8.5(1) または 8.6(1) を除く）：
• 多くのアプリケーション インスペクションでは、拡張 PAT はサポートされていません。サポート
対象外のインスペクションのリストについては、第 9 章「アプリケーション レイヤ プロトコル イ
ンスペクションの準備」の「デフォルト設定」（P.9-4）を参照してください。
• ダイナミック PAT ルールに対して拡張 PAT をイネーブルにする場合、PAT プールのアドレスを、
ポート トランスレーション ルールを持つ別のスタティック NAT の PAT アドレスとしても使用す
ることはできません。たとえば、PAT プールに 10.1.1.1 が含まれている場合、PAT アドレスとし
て 10.1.1.1 を使用する、ポート トランスレーション ルールを持つスタティック NAT は作成できま
せん。

• PAT プールを使用し、フォールバックのインターフェイスを指定する場合、拡張 PAT を使用でき
ません。

• ICE または TURN を使用する VoIP 配置では、拡張 PAT を使用しないでください。ICE および
TURN は、すべての宛先に対して同じであるために PAT バインディングに依存しています。

PAT プールのラウンド ロビン方式の場合：
• （8.4(3) 以降、8.5(1) または 8.6(1) を除く）ホストに既存の接続がある場合、そのホストからの後
続の接続では、ポートが使用可能であれば同じ PAT IP アドレスが使用されます。注：この「ス
ティッキ性」は、フェールオーバーが発生すると失われます。ASA がフェールオーバーすると、
ホストからの後続の接続では最初の IP アドレスが使用されない場合があります。
• （8.4(2)、8.5(1)、および 8.6(1)）ホストに既存の接続がある場合、そのホストからの後続の接続で
は、ラウンドロビン割り当てのため、接続ごとに別の PAT アドレスが使用される可能性がありま
す。この場合、ホストについて情報を交換する 2 つの Web サイト（e- コマース サイトと支払サイ
トなど）にアクセスするときに問題が発生する可能性があります。これらのサイトが、1 つのホス
トとして扱うべきものを 2 つの異なる IP アドレスと見なした場合、トランザクションは失敗する
ことがあります。

• ラウンドロビンでは、特に拡張 PAT と組み合わせた場合に、大量のメモリが消費されます。NAT
プールはマッピングされるプロトコル /IP アドレス / ポート範囲ごとに作成されるため、ラウンド
ロビンでは数多くの同時 NAT プールが作成され、メモリが使用されます。拡張 PAT では、さらに
多くの同時 NAT プールが作成されます。
手順の詳細
ダイナミック NAT を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [NAT Rules] を選択して、[Add] をクリックします。
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このルールをセクション 3（ネットワーク オブジェクト ルールの後）に追加する場合は、[Add] の横
にある下矢印をクリックし、[Add NAT Rule After Network Object NAT Rules] を選択します。

[Add NAT Rule] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

送信元インターフェイスおよび宛先インターフェイスを設定します。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

4-6

第4章

Twice NAT の設定（ASA 8.3 以降）
Twice NAT の設定

ルーテッド モードのデフォルトでは、どちらのインターフェイスも --Any-- に設定されています。トラ
ンスペアレント ファイアウォール モードでは、特定のインターフェイスを設定する必要があります。

a. [Match Criteria: Original Packet] > [Source Interface] ドロップダウン リストから、送信元インター
フェイスを選択します。

b. [Match Criteria: Original Packet] > [Destination Interface] ドロップダウン リストから、宛先イン
ターフェイスを選択します。

ステップ 3

元のパケットのアドレスが IPv4 であるか IPv6 であるか、つまり、パケットのアドレスが送信元イン
ターフェイス上のネットワーク（実際の送信元アドレスとマッピング宛先アドレス）に表示されるかど
うかを識別します。元のパケットと変換されたパケットの例については、次の図を参照してください。
ǽȸǹ

ܮέ
ෆ㒊

ᐇ㝿㸸10.1.2.2
࣐ࢵࣆࣥࢢ㸸192.168.2.2

እ㒊
NAT

10.1.2.2 ---> 10.1.1.1
࢜ࣜࢪࢼࣝࡢࣃࢣࢵࢺ

ᐇ㝿㸸192.168.1.1
࣐ࢵࣆࣥࢢ㸸10.1.1.1
192.168.2.2 ---> 192.168.1.1
ኚᚋࡢࣃࢣࢵࢺ

a. [Match Criteria: Original Packet] > [Source Address] の場合、参照ボタンをクリックして既存の
ネットワーク オブジェクトまたはグループを選択するか、[Browse Original Source Address] ダイ
アログボックスから新しいオブジェクトまたはグループを作成します。IPv4 アドレスと IPv6 アド
レスの両方をグループに入れることはできません。1 つのタイプだけが含まれている必要がありま
す。デフォルトは any です。

b. （任意）[Match Criteria: Original Packet] > [Destination Address] の場合、参照ボタンをクリックし
て既存のネットワーク オブジェクトまたはグループを選択するか、[Browse Original Destination
Address] ダイアログボックスから新しいオブジェクトまたはグループを作成します。IPv4 アドレ
スと IPv6 アドレスの両方をグループに入れることはできません。1 つのタイプだけが含まれてい
る必要があります。

Twice NAT の主な機能は、宛先 IP アドレスを含めることですが、宛先アドレスはオプションで
す。宛先アドレスを指定した場合、このアドレスにスタティック変換を設定できるか、単にアイデ
ンティティ NAT を使用できます。宛先アドレスを使用せずに Twice NAT を設定して、実際のアド
レスに対するネットワーク オブジェクト グループの使用または手動でのルールの順序付けを含む、
Twice NAT の他の特質の一部を活用することができます。詳細については、「ネットワーク オブ
ジェクトと Twice NAT の主な違い」（P.2-13）を参照してください。
ステップ 4

（任意）元のパケット ポート（マッピング宛先ポート）を識別します。[Match Criteria: Original
Packet] > [Service] の場合、参照ボタンをクリックして既存の TCP または UDP サービス オブジェクト
を選択するか、[Browse Original Service] ダイアログボックスから新しいオブジェクトを作成します。
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ダイナミック NAT では、ポート変換はサポートされません。しかし、宛先変換は常にスタティックな
ので、宛先ポートに対してポート変換を実行できます。サービス オブジェクトには送信元ポートと宛
先ポートの両方を含めることができますが、この場合は、宛先ポートだけが使用されます。送信元ポー
トを指定した場合、無視されます。NAT では、TCP または UDP だけがサポートされます。ポートを
変換する場合、実際のサービス オブジェクトのプロトコルとマッピング サービス オブジェクトのプロ
トコルの両方を同じにします（両方とも TCP または両方とも UDP）。アイデンティティ NAT では、実
際のポートとマッピング ポートの両方に同じサービス オブジェクトを使用できます。
「not equal」
（!=）
演算子は、サポートされていません。

ステップ 5

[Match Criteria: Translated Packet] > [Source NAT Type] ドロップダウン リストから、[Dynamic] を選
択します。
この設定は送信元アドレスにのみ適用されます。宛先の変換は常にスタティックになります。

ステップ 6

変換済みパケットのアドレスが IPv4 であるか IPv6 であるか、つまり、パケットのアドレスが宛先イン
ターフェイス上のネットワーク（マッピング送信元アドレスと実際の宛先アドレス）に表示されるかど
うかを識別します。必要に応じて、IPv4 と IPv6 の間で変換できます。元のパケットと変換されたパ
ケットの例については、次の図を参照してください。
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ǽȸǹ

ܮέ
ෆ㒊

ᐇ㝿㸸10.1.2.2
࣐ࢵࣆࣥࢢ㸸192.168.2.2

እ㒊
NAT

10.1.2.2 ---> 10.1.1.1
࢜ࣜࢪࢼࣝࡢࣃࢣࢵࢺ

ᐇ㝿㸸192.168.1.1
࣐ࢵࣆࣥࢢ㸸10.1.1.1
192.168.2.2 ---> 192.168.1.1
ኚᚋࡢࣃࢣࢵࢺ

a. ダイナミック NAT または PAT プールを使用するダイナミック PAT を実行できます。
• ダイナミック NAT：[Match Criteria: Translated Packet] > [Source Address] の場合、参照ボタンを
クリックして既存のネットワーク オブジェクトまたはグループを選択するか、[Browse Translated
Source Address] ダイアログボックスから新しいオブジェクトまたはグループを作成します。
ダイナミック NAT では、通常、大きい送信元アドレスのグループが小さいグループにマッピング
されます。

（注）

オブジェクトまたはグループは、サブネットを含むことはできません。

• PAT プールを使用するダイナミック PAT：PAT プールを設定するには、[PAT Pool Translated
Address] チェックボックスをオンにし、参照ボタンをクリックして既存のネットワーク オブジェ
クトまたはグループを選択するか、[Browse Translated PAT Pool Address] ダイアログボックスか
ら新しいオブジェクトまたはグループを作成します。注：[Source Address] フィールドは空のまま
にしておきます。

（注）

オブジェクトまたはグループは、サブネットを含むことはできません。

（任意）PAT プールの場合は、次のオプションを設定します。

– ラウンドロビン方式でアドレス / ポートを割り当てるには、[Round Robin] チェックボックス
をオンにします。ラウンドロビンを使用しない場合、デフォルトでは、次の PAT アドレスが
使用される前に PAT アドレスのすべてのポートが割り当てられます。ラウンド ロビン方式は、
最初のアドレス、次に 2 つめのアドレスというように使用するために戻る前にプールの各 PAT
アドレスからアドレス / ポートを割り当てます。
– （8.4(3) 以降、8.5(1) または 8.6(1) を除く）拡張 PAT を使用するには、[Extend PAT
uniqueness to per destination instead of per interface] チェックボックスをオンにします。拡張
PAT では、変換情報の宛先アドレスとポートを含め、IP アドレスごとではなく、サービスご
とに 65535 個のポートが使用されます。通常は、PAT 変換を作成するときに宛先ポートとア

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

4-9

第4章

Twice NAT の設定（ASA 8.3 以降）

Twice NAT の設定

ドレスは考慮されないため、PAT アドレスごとに 65535 個のポートに制限されます。たとえ
ば、拡張 PAT を使用して、192.168.1.7:23 に向かう場合の 10.1.1.1:1027 の変換、および
192.168.1.7:80 に向かう場合の 10.1.1.1:1027 の変換を作成できます。

– （8.4(3) 以降、8.5(1) または 8.6(1) を除く）ポートの割り当て時に 1 つのフラットな範囲とし
て 1024 ～ 65535 のポート範囲を使用するには、[Translate TCP or UDP ports into flat range
(1024-65535)] チェックボックスをオンにします。変換のマッピング ポート番号を選択すると
きに、ASA によって、使用可能な場合は実際の送信元ポート番号が使用されます。ただし、
このオプションを設定しないと、実際のポートが使用できない場合は、デフォルトで、マッピ
ング ポートは実際のポート番号と同じポート範囲（1 ～ 511、512 ～ 1023、および 1024 ～
65535）から選択されます。下位範囲でポートが不足するのを回避するには、この設定を行い
ます。1 ～ 65535 の全範囲を使用するには、[Include range 1 to 1023] チェックボックスもオ
ンにします。

b. （任意、ルーテッド モードのみ）他のマッピングされた送信元アドレスがすでに割り当てられてい
る場合に、インターフェイス IP アドレスをバックアップの手段として使用するには、[Fall
through to interface PAT] チェックボックスをオンにします。IPv6 インターフェイス アドレスを使
用するには、[Use IPv6 for interface PAT] チェックボックスもオンにします。
宛先インターフェイス IP アドレスが使用されます。このオプションは、特定の [Destination
Interface] を設定する場合にだけ使用できます。

c. [Match Criteria: Translated Packet] > [Destination Address] の場合、参照ボタンをクリックして既
存のネットワーク オブジェクト、グループ、またはインターフェイスを選択するか、[Browse
Translated Destination Address] ダイアログボックスから新しいオブジェクトまたはグループを作
成します。
宛先アドレスのアイデンティティ NAT では、実際のアドレスとマッピング アドレスの両方に単に
同じオブジェクトまたはグループを使用します。
宛先アドレスを変換する場合、スタティック マッピングは、通常 1 対 1 です。したがって、実際
のアドレスとマッピング アドレスの数は同じです。ただし、必要に応じて異なる数にすることが
できます。詳細については、「スタティック NAT」（P.2-3）を参照してください。拒否されるマッ
ピング IP アドレスについては、「ガイドラインと制限事項」（P.4-2）を参照してください。
ポート変換を設定したスタティック インターフェイス NAT に限り、[Browse] ダイアログボックス
からインターフェイスを選択します。サービス変換も必ず設定します（ステップ 7 を参照）。この
オプションでは、ステップ 2 で [Source Interface] に特定のインターフェイスを設定する必要があ
ります。詳細については、「ポート変換を設定したスタティック インターフェイス NAT」（P.2-5）
を参照してください。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

4-10

第4章

Twice NAT の設定（ASA 8.3 以降）
Twice NAT の設定

ステップ 7

（任意）変換されたパケット ポート（実際の宛先ポート）を識別します。[Match Criteria: Translated
Packet] > [Service] の場合、参照ボタンをクリックして既存の TCP または UDP サービス オブジェクト
を選択するか、[Browse Translated Service] ダイアログボックスから新しいオブジェクトを作成しま
す。
ダイナミック NAT では、ポート変換はサポートされません。しかし、宛先変換は常にスタティックな
ので、宛先ポートに対してポート変換を実行できます。サービス オブジェクトには送信元ポートと宛
先ポートの両方を含めることができますが、この場合は、宛先ポートだけが使用されます。送信元ポー
トを指定した場合、無視されます。NAT では、TCP または UDP だけがサポートされます。ポートを
変換する場合、実際のサービス オブジェクトのプロトコルとマッピング サービス オブジェクトのプロ
トコルの両方を同じにします（両方とも TCP または両方とも UDP）。アイデンティティ NAT では、実
「not equal」
（!=）
際のポートとマッピング ポートの両方に同じサービス オブジェクトを使用できます。
演算子は、サポートされていません。

ステップ 8

（任意）[Options] 領域で NAT オプションを設定します。

a. [Enable rule]：この NAT ルールをイネーブルにします。このルールはデフォルトでイネーブルに
なっています。
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b. （送信元専用ルールの場合）[Translate DNS replies that match this rule]：DNS 応答内の DNS A レ
コードを書き換えます。DNS インスペクションがイネーブルになっていることを確認してくださ
い（デフォルトではイネーブルです）。宛先アドレスを設定する場合、DNS 修正は設定できませ
ん。詳細については、「DNS および NAT」（P.2-29）を参照してください。
c. [Description]：ルールに関する説明を 200 文字以内で追加します。
ステップ 9

[OK] をクリックします。

ダイナミック PAT（隠蔽）の設定
この項では、ダイナミック PAT（隠蔽）の Twice NAT の設定方法について説明します。PAT プールを
使用するダイナミック PAT については、この項ではなく、「ダイナミック NAT または PAT プールを使
用したダイナミック PAT の設定」（P.4-4）を参照してください。詳細については、「ダイナミック
PAT」（P.2-8）を参照してください。

手順の詳細
ダイナミック PAT を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [NAT Rules] を選択して、[Add] をクリックします。
このルールをセクション 3（ネットワーク オブジェクト ルールの後）に追加する場合は、[Add] の横
にある下矢印をクリックし、[Add NAT Rule After Network Object NAT Rules] を選択します。

[Add NAT Rule] ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 2

送信元インターフェイスおよび宛先インターフェイスを設定します。
ルーテッド モードのデフォルトでは、どちらのインターフェイスも --Any-- に設定されています。トラ
ンスペアレント ファイアウォール モードでは、特定のインターフェイスを設定する必要があります。

a. [Match Criteria: Original Packet] > [Source Interface] ドロップダウン リストから、送信元インター
フェイスを選択します。

b. [Match Criteria: Original Packet] > [Destination Interface] ドロップダウン リストから、宛先イン
ターフェイスを選択します。

ステップ 3

元のパケットのアドレスが IPv4 であるか IPv6 であるか、つまり、パケットのアドレスが送信元イン
ターフェイス上のネットワーク（実際の送信元アドレスとマッピング宛先アドレス）に表示されるかど
うかを識別します。元のパケットと変換されたパケットの例については、次の図を参照してください。
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a. [Match Criteria: Original Packet] > [Source Address] の場合、参照ボタンをクリックして既存の
ネットワーク オブジェクトまたはグループを選択するか、[Browse Original Source Address] ダイ
アログボックスから新しいオブジェクトまたはグループを作成します。IPv4 アドレスと IPv6 アド
レスの両方をグループに入れることはできません。1 つのタイプだけが含まれている必要がありま
す。デフォルトは any です。

b. （任意）[Match Criteria: Original Packet] > [Destination Address] の場合、参照ボタン をクリッ
クして既存のネットワーク オブジェクトまたはグループを選択するか、[Browse Original
Destination Address] ダイアログボックスから新しいオブジェクトまたはグループを作成します。
IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方をグループに入れることはできません。1 つのタイプだけが
含まれている必要があります。

Twice NAT の主な機能は、宛先 IP アドレスを含めることですが、宛先アドレスはオプションで
す。宛先アドレスを指定した場合、このアドレスにスタティック変換を設定できるか、単にアイデ
ンティティ NAT を使用できます。宛先アドレスを使用せずに Twice NAT を設定して、実際のアド
レスに対するネットワーク オブジェクト グループの使用または手動でのルールの順序付けを含む、
Twice NAT の他の特質の一部を活用することができます。詳細については、「ネットワーク オブ
ジェクトと Twice NAT の主な違い」（P.2-13）を参照してください。
ステップ 4

（任意）元のパケット ポート（マッピング宛先ポート）を識別します。[Match Criteria: Original
Packet] > [Service] の場合、参照ボタンをクリックして既存の TCP または UDP サービス オブジェクト
を選択するか、[Browse Original Service] ダイアログボックスから新しいオブジェクトを作成します。
ダイナミック PAT では、追加のポート変換はサポートされません。しかし、宛先変換は常にスタ
ティックなので、宛先ポートに対してポート変換を実行できます。サービス オブジェクトには送信元
ポートと宛先ポートの両方を含めることができますが、この場合は、宛先ポートだけが使用されます。
送信元ポートを指定した場合、無視されます。NAT では、TCP または UDP だけがサポートされます。
ポートを変換する場合、実際のサービス オブジェクトのプロトコルとマッピング サービス オブジェク
トのプロトコルの両方を同じにします（両方とも TCP または両方とも UDP）。アイデンティティ NAT
では、実際のポートとマッピング ポートの両方に同じサービス オブジェクトを使用できます。「not
equal」（!=）演算子は、サポートされていません。
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ステップ 5

[Match Criteria: Translated Packet] > [Source NAT Type] ドロップダウン リストから、[Dynamic PAT
(Hide)] を選択します。
この設定は送信元アドレスにのみ適用されます。宛先の変換は常にスタティックになります。

（注）

ステップ 6

PAT プールを使用するダイナミック PAT を設定するには、[Dynamic PAT (Hide)] の代わりに
「ダイナミック NAT または PAT プールを使用したダイナミック PAT
[Dynamic] を選択します。
の設定」（P.4-4）を参照してください。

変換済みパケットのアドレスが IPv4 であるか IPv6 であるか、つまり、パケットのアドレスが宛先イン
ターフェイス上のネットワーク（マッピング送信元アドレスと実際の宛先アドレス）に表示されるかど
うかを識別します。必要に応じて、IPv4 と IPv6 の間で変換できます。元のパケットと変換されたパ
ケットの例については、次の図を参照してください。
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a. [Match Criteria: Translated Packet] > [Source Address] の場合、参照ボタンをクリックして既存の
ネットワーク オブジェクトまたはインターフェイスを選択するか、[Browse Translated Source
Address] ダイアログボックスから新しいオブジェクトを作成します。

インターフェイスの IPv6 アドレスを使用するには、[Use IPv6 for interface PAT] チェックボック
スをオンにします。

b. [Match Criteria: Translated Packet] > [Destination Address] の場合、参照ボタンをクリックして既
存のネットワーク オブジェクトまたはグループを選択するか、[Browse Translated Destination
Address] ダイアログボックスから新しいオブジェクトまたはグループを作成します。IPv4 アドレ
スと IPv6 アドレスの両方をグループに入れることはできません。1 つのタイプだけが含まれてい
る必要があります。
宛先アドレスのアイデンティティ NAT では、実際のアドレスとマッピング アドレスの両方に単に
同じオブジェクトまたはグループを使用します。
宛先アドレスを変換する場合、スタティック マッピングは、通常 1 対 1 です。したがって、実際
のアドレスとマッピング アドレスの数は同じです。ただし、必要に応じて異なる数にすることが
できます。詳細については、「スタティック NAT」（P.2-3）を参照してください。拒否されるマッ
ピング IP アドレスについては、「ガイドラインと制限事項」（P.4-2）を参照してください。
ポート変換を設定したスタティック インターフェイス NAT に限り、[Browse] ダイアログボックス
からインターフェイスを選択します。サービス変換も必ず設定します（ステップ 7 を参照）。この
オプションでは、ステップ 2 で [Source Interface] に特定のインターフェイスを設定する必要があ
ります。詳細については、「ポート変換を設定したスタティック インターフェイス NAT」（P.2-5）
を参照してください。
ステップ 7

（任意）変換されたパケット ポート（実際の宛先ポート）を識別します。[Match Criteria: Translated
Packet] > [Service] の場合、参照ボタンをクリックして [Browse Translated Service] ダイアログボック
スから既存の TCP または UDP サービス オブジェクトを選択します。
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[Browse Translated Service] ダイアログボックスから新しいサービス オブジェクトを作成して、このオ
ブジェクトをマッピング宛先ポートとして使用することもできます。
ダイナミック PAT では、追加のポート変換はサポートされません。しかし、宛先変換は常にスタ
ティックなので、宛先ポートに対してポート変換を実行できます。サービス オブジェクトには送信元
ポートと宛先ポートの両方を含めることができますが、この場合は、宛先ポートだけが使用されます。
送信元ポートを指定した場合、無視されます。NAT では、TCP または UDP だけがサポートされます。
ポートを変換する場合、実際のサービス オブジェクトのプロトコルとマッピング サービス オブジェク
トのプロトコルの両方を同じにします（両方とも TCP または両方とも UDP）。アイデンティティ NAT
では、実際のポートとマッピング ポートの両方に同じサービス オブジェクトを使用できます。「not
equal」（!=）演算子は、サポートされていません。

ステップ 8

（任意）[Options] 領域で NAT オプションを設定します。

a. [Enable rule]：この NAT ルールをイネーブルにします。このルールはデフォルトでイネーブルに
なっています。

b. （送信元専用ルールの場合）[Translate DNS replies that match this rule]：DNS 応答内の DNS A レ
コードを書き換えます。DNS インスペクションがイネーブルになっていることを確認してくださ
い（デフォルトではイネーブルです）。宛先アドレスを設定する場合、DNS 修正は設定できませ
ん。詳細については、「DNS および NAT」（P.2-29）を参照してください。
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c. [Description]：ルールに関する説明を 200 文字以内で追加します。
ステップ 9

[OK] をクリックします。

スタティック NAT またはポート変換を設定したスタティック NAT の設定
この項では、Twice NAT を使用してスタティック NAT ルールを設定する方法について説明します。ス
タティック NAT の詳細については、「スタティック NAT」（P.2-3）を参照してください。

手順の詳細
スタティック NAT を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [NAT Rules] を選択して、[Add] をクリックします。
このルールをセクション 3（ネットワーク オブジェクト ルールの後）に追加する場合は、[Add] の横
にある下矢印をクリックし、[Add NAT Rule After Network Object NAT Rules] を選択します。

[Add NAT Rule] ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 2

送信元インターフェイスおよび宛先インターフェイスを設定します。
ルーテッド モードのデフォルトでは、どちらのインターフェイスも --Any-- に設定されています。トラ
ンスペアレント ファイアウォール モードでは、特定のインターフェイスを設定する必要があります。

a. [Match Criteria: Original Packet] > [Source Interface] ドロップダウン リストから、送信元インター
フェイスを選択します。

b. [Match Criteria: Original Packet] > [Destination Interface] ドロップダウン リストから、宛先イン
ターフェイスを選択します。

ステップ 3

元のパケットのアドレスが IPv4 であるか IPv6 であるか、つまり、パケットのアドレスが送信元イン
ターフェイス上のネットワーク（実際の送信元アドレスとマッピング宛先アドレス）に表示されるかど
うかを識別します。元のパケットと変換されたパケットの例については、次の図を参照してください。
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a. [Match Criteria: Original Packet] > [Source Address] の場合、参照ボタンをクリックして既存の
ネットワーク オブジェクトまたはグループを選択するか、[Browse Original Source Address] ダイ
アログボックスから新しいオブジェクトまたはグループを作成します。IPv4 アドレスと IPv6 アド
レスの両方をグループに入れることはできません。1 つのタイプだけが含まれている必要がありま
す。デフォルトは any ですが、アイデンティティ NAT を除いてはこのオプションを使用しないで
ください。詳細については、「アイデンティティ NAT の設定」（P.4-24）を参照してください。

b. （任意）[Match Criteria: Original Packet] > [Destination Address] の場合、参照ボタンをクリックし
て既存のネットワーク オブジェクトまたはグループを選択するか、[Browse Original Destination
Address] ダイアログボックスから新しいオブジェクトまたはグループを作成します。

Twice NAT の主な機能は、宛先 IP アドレスを含めることですが、宛先アドレスはオプションで
す。宛先アドレスを指定した場合、このアドレスにスタティック変換を設定できるか、単にアイデ
ンティティ NAT を使用できます。宛先アドレスを使用せずに Twice NAT を設定して、実際のアド
レスに対するネットワーク オブジェクト グループの使用または手動でのルールの順序付けを含む、
Twice NAT の他の特質の一部を活用することができます。詳細については、「ネットワーク オブ
ジェクトと Twice NAT の主な違い」（P.2-13）を参照してください。
ステップ 4

（任意）元のパケットの送信元ポートまたは宛先ポート（実際の送信元ポートまたはマッピング宛先
ポート）を識別します。[Match Criteria: Original Packet] > [Service] の場合、参照ボタンをクリックし
て既存の TCP または UDP サービス オブジェクトを選択するか、[Browse Original Service] ダイアロ
グボックスから新しいオブジェクトを作成します。
サービス オブジェクトは、送信元ポートと宛先ポートの両方を含むことができます。実際のサービス
オブジェクトとマッピング サービス オブジェクトの両方に、送信元ポートまたは宛先ポートのいずれ
かを指定する必要があります。ご使用のアプリケーションが固定の送信元ポートを使用する場合（一部
の DNS サーバなど）に送信元ポートおよび宛先ポートの両方を指定する必要がありますが、固定の送
信元ポートはめったに使用されません。オブジェクトで送信元ポートと宛先ポートの両方を指定するこ
とはほとんどありませんが、この場合には、元のパケットのサービス オブジェクトに実際の送信元
ポート / マッピングされた宛先ポートが含まれます。変換されたパケットのサービス オブジェクトに
は、マッピングされた送信元ポート / 実際の宛先ポートが含まれます。NAT では、TCP または UDP だ
けがサポートされます。ポートを変換する場合、実際のサービス オブジェクトのプロトコルとマッピ
ング サービス オブジェクトのプロトコルの両方を同じにします（両方とも TCP または両方とも
UDP）。アイデンティティ NAT では、実際のポートとマッピング ポートの両方に同じサービス オブ
ジェクトを使用できます。「not equal」（!=）演算子は、サポートされていません。
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ステップ 5

[Match Criteria: Translated Packet] > [Source NAT Type] ドロップダウン リストから、[Static] を選択
します。[Static] がデフォルトの設定です。
この設定は送信元アドレスにのみ適用されます。宛先の変換は常にスタティックになります。

ステップ 6

変換済みパケットのアドレスが IPv4 であるか IPv6 であるか、つまり、パケットのアドレスが宛先イン
ターフェイス上のネットワーク（マッピング送信元アドレスと実際の宛先アドレス）に表示されるかど
うかを識別します。必要に応じて、IPv4 と IPv6 の間で変換できます。元のパケットと変換されたパ
ケットの例については、次の図を参照してください。
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a. [Match Criteria: Translated Packet] > [Source Address] の場合、参照ボタンをクリックして既存の
ネットワーク オブジェクトまたはグループを選択するか、[Browse Translated Source Address] ダ
イアログボックスから新しいオブジェクトまたはグループを作成します。
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スタティック NAT のマッピングは、通常 1 対 1 です。したがって、実際のアドレスとマッピング
アドレスの数は同じです。ただし、必要に応じて異なる数にすることができます。
ポート変換が設定されたスタティック インターフェイス NAT では、マッピング アドレスのネット
ワーク オブジェクト / グループではなく、インターフェイスを指定できます。インターフェイスの
IPv6 アドレスを使用するには、[Use IPv6 for interface PAT] チェックボックスをオンにします。

詳細については、「ポート変換を設定したスタティック インターフェイス NAT」（P.2-5）を参照し
てください。拒否されるマッピング IP アドレスについては、「ガイドラインと制限事項」（P.4-2）
を参照してください。

b. [Match Criteria: Translated Packet] > [Destination Address] の場合、参照ボタンをクリックして既
存のネットワーク オブジェクト、グループ、またはインターフェイスを選択するか、[Browse
Translated Destination Address] ダイアログボックスから新しいオブジェクトまたはグループを作
成します。
スタティック NAT のマッピングは、通常 1 対 1 です。したがって、実際のアドレスとマッピング
アドレスの数は同じです。ただし、必要に応じて異なる数にすることができます。
ポート変換が設定されたスタティック インターフェイス NAT では、マッピング アドレスのネット
ワーク オブジェクト / グループではなく、インターフェイスを指定できます。詳細については、
「ポート変換を設定したスタティック インターフェイス NAT」（P.2-5）を参照してください。拒否
されるマッピング IP アドレスについては、「ガイドラインと制限事項」（P.4-2）を参照してくださ
い。
ステップ 7

（任意）変換されたパケットの送信元ポートまたは宛先ポート（マッピング送信元ポートまたは実際の
宛先ポート）を識別します。[Match Criteria: Translated Packet] > [Service] の場合、参照ボタンをク
リックして既存の TCP または UDP サービス オブジェクトを選択するか、[Browse Translated Service]
ダイアログボックスから新しいオブジェクトを作成します。
サービス オブジェクトは、送信元ポートと宛先ポートの両方を含むことができます。実際のサービス
オブジェクトとマッピング サービス オブジェクトの両方に、送信元ポートまたは宛先ポートのいずれ
かを指定する必要があります。ご使用のアプリケーションが固定の送信元ポートを使用する場合（一部
の DNS サーバなど）に送信元ポートおよび宛先ポートの両方を指定する必要がありますが、固定の送
信元ポートはめったに使用されません。オブジェクトで送信元ポートと宛先ポートの両方を指定するこ
とはほとんどありませんが、この場合には、元のパケットのサービス オブジェクトに実際の送信元
ポート / マッピングされた宛先ポートが含まれます。変換されたパケットのサービス オブジェクトに
は、マッピングされた送信元ポート / 実際の宛先ポートが含まれます。NAT では、TCP または UDP だ
けがサポートされます。ポートを変換する場合、実際のサービス オブジェクトのプロトコルとマッピ
ング サービス オブジェクトのプロトコルの両方を同じにします（両方とも TCP または両方とも
UDP）。アイデンティティ NAT では、実際のポートとマッピング ポートの両方に同じサービス オブ
ジェクトを使用できます。「not equal」（!=）演算子は、サポートされていません。
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ステップ 8

（任意）NAT46 の場合、[Use one-to-one address translation] チェックボックスをオンにします。NAT
46 の場合、最初の IPv4 アドレスを最初の IPv6 アドレス、2 番目の IPv4 アドレスを 2 番目の IPv6 ア
ドレス、以下同様に 1 対 1 で順に変換するように指定します。このオプションを指定しない場合は、
IPv4 埋め込み方式が使用されます。1 対 1 変換の場合は、このキーワードを使用する必要があります。

ステップ 9

（任意）[Options] 領域で NAT オプションを設定します。

a. [Enable rule]：この NAT ルールをイネーブルにします。このルールはデフォルトでイネーブルに
なっています。

b. （送信元専用ルールの場合）[Translate DNS replies that match this rule]：DNS 応答内の DNS A レ
コードを書き換えます。DNS インスペクションがイネーブルになっていることを確認してくださ
い（デフォルトではイネーブルです）。宛先アドレスを設定する場合、DNS 修正は設定できませ
ん。詳細については、「DNS および NAT」（P.2-29）を参照してください。
c. [Disable Proxy ARP on egress interface]：マッピング IP アドレスへの着信パケットのプロキシ
ARP をディセーブルにします。詳細については、「マッピング アドレスとルーティング」（P.2-19）
を参照してください。
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d. [Direction]：ルールを単方向にするには、[Unidirectional] を選択します。デフォルトは [Both] で
す。ルールを単方向にすると、トラフィックが実際のアドレスへの接続を開始するのを回避できま
す。

e. [Description]：ルールに関する説明を 200 文字以内で追加します。
ステップ 10

[OK] をクリックします。

アイデンティティ NAT の設定
この項では、Twice NAT を使用してアイデンティティ NAT ルールを設定する方法について説明しま
す。アイデンティティ NAT の詳細については、「アイデンティティ NAT」（P.2-10）を参照してくださ
い。

手順の詳細
アイデンティティ NAT を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [NAT Rules] を選択して、[Add] をクリックします。
このルールをセクション 3（ネットワーク オブジェクト ルールの後）に追加する場合は、[Add] の横
にある下矢印をクリックし、[Add NAT Rule After Network Object NAT Rules] を選択します。

[Add NAT Rule] ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 2

送信元インターフェイスおよび宛先インターフェイスを設定します。
ルーテッド モードのデフォルトでは、どちらのインターフェイスも --Any-- に設定されています。トラ
ンスペアレント ファイアウォール モードでは、特定のインターフェイスを設定する必要があります。

a. [Match Criteria: Original Packet] > [Source Interface] ドロップダウン リストから、送信元インター
フェイスを選択します。

b. [Match Criteria: Original Packet] > [Destination Interface] ドロップダウン リストから、宛先イン
ターフェイスを選択します。

ステップ 3

元のパケットのアドレスが IPv4 であるか IPv6 であるか、つまり、パケットのアドレスが送信元イン
ターフェイス上のネットワーク（実際の送信元アドレスとマッピング宛先アドレス）に表示されるかど
うかを識別します。元のパケットと変換されたパケットの例については、次の図を参照してください。
ここでは、内部ホストでアイデンティティ NAT を実行しますが、外部ホストを変換します。
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a. [Match Criteria: Original Packet] > [Source Address] の場合、参照ボタンをクリックして既存の
ネットワーク オブジェクトまたはグループを選択するか、[Browse Original Source Address] ダイ
アログボックスから新しいオブジェクトまたはグループを作成します。IPv4 アドレスと IPv6 アド
レスの両方をグループに入れることはできません。1 つのタイプだけが含まれている必要がありま
す。デフォルトは any です。このオプションは、マッピング アドレスも any に設定する場合にの
み使用します。

b. （任意）[Match Criteria: Original Packet] > [Destination Address] の場合、参照ボタン をクリッ
クして既存のネットワーク オブジェクトまたはグループを選択するか、[Browse Original
Destination Address] ダイアログボックスから新しいオブジェクトまたはグループを作成します。

Twice NAT の主な機能は、宛先 IP アドレスを含めることですが、宛先アドレスはオプションで
す。宛先アドレスを指定した場合、このアドレスにスタティック変換を設定できるか、単にアイデ
ンティティ NAT を使用できます。宛先アドレスを使用せずに Twice NAT を設定して、実際のアド
レスに対するネットワーク オブジェクト グループの使用または手動でのルールの順序付けを含む、
Twice NAT の他の特質の一部を活用することができます。詳細については、「ネットワーク オブ
ジェクトと Twice NAT の主な違い」（P.2-13）を参照してください。
ステップ 4

（任意）元のパケットの送信元ポートまたは宛先ポート（実際の送信元ポートまたはマッピング宛先
ポート）を識別します。[Match Criteria: Original Packet] > [Service] の場合、参照ボタンをクリックし
て既存の TCP または UDP サービス オブジェクトを選択するか、[Browse Original Service] ダイアロ
グボックスから新しいオブジェクトを作成します。
サービス オブジェクトは、送信元ポートと宛先ポートの両方を含むことができます。両方のサービス
オブジェクトに、送信元ポートまたは宛先ポートのいずれかを指定する必要があります。ご使用のアプ
リケーションが固定の送信元ポートを使用する場合（一部の DNS サーバなど）に送信元ポートおよび
宛先ポートの両方を指定する必要がありますが、固定の送信元ポートはめったに使用されません。オブ
ジェクトで送信元ポートと宛先ポートの両方を指定することはほとんどありませんが、この場合には、
元のパケットのサービス オブジェクトに実際の送信元ポート / マッピングされた宛先ポートが含まれま
す。変換されたパケットのサービス オブジェクトには、マッピングされた送信元ポート / 実際の宛先
ポートが含まれます。NAT では、TCP または UDP だけがサポートされます。ポートを変換する場合、
実際のサービス オブジェクトのプロトコルとマッピング サービス オブジェクトのプロトコルの両方を
同じにします（両方とも TCP または両方とも UDP）。アイデンティティ NAT では、実際のポートと
マッピング ポートの両方に同じサービス オブジェクトを使用できます。「not equal」（!=）演算子は、
サポートされていません。
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ステップ 5

[Match Criteria: Translated Packet] > [Source NAT Type] ドロップダウン リストから、[Static] を選択
します。[Static] がデフォルトの設定です。
この設定は送信元アドレスにのみ適用されます。宛先の変換は常にスタティックになります。

ステップ 6

変換されたパケット アドレスを識別します。つまり、宛先インターフェイス ネットワークに表示され
るパケット アドレス（マッピング送信元アドレスと実際の宛先アドレス）です。元のパケットと変換
されたパケットの例については、次の図を参照してください。ここでは、内部ホストでアイデンティ
ティ NAT を実行しますが、外部ホストを変換します。
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a. [Match Criteria: Translated Packet] > [Source Address] の場合、参照ボタンをクリックして
[Browse Translated Source Address] ダイアログボックスから実際の送信元アドレスに選択したも
のと同じネットワーク オブジェクトまたはグループを選択します。実際のアドレスに any を指定
した場合は any を使用します。
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b. [Match Criteria: Translated Packet] > [Destination Address] の場合、参照ボタンをクリックして既
存のネットワーク オブジェクト、グループ、またはインターフェイスを選択するか、[Browse
Translated Destination Address] ダイアログボックスから新しいオブジェクトまたはグループを作
成します。
宛先アドレスのアイデンティティ NAT では、実際のアドレスとマッピング アドレスの両方に単に
同じオブジェクトまたはグループを使用します。
宛先アドレスを変換する場合、スタティック マッピングは、通常 1 対 1 です。したがって、実際
のアドレスとマッピング アドレスの数は同じです。ただし、必要に応じて異なる数にすることが
できます。詳細については、「スタティック NAT」（P.2-3）を参照してください。拒否されるマッ
ピング IP アドレスについては、「ガイドラインと制限事項」（P.4-2）を参照してください。
ポート変換を設定したスタティック インターフェイス NAT に限り、インターフェイスを選択しま
す。インターフェイスを指定する場合は、必ずサービス変換も設定します。詳細については、
「ポート変換を設定したスタティック インターフェイス NAT」（P.2-5）を参照してください。
ステップ 7

（任意）変換されたパケットの送信元ポートまたは宛先ポート（マッピング送信元ポートまたは実際の
宛先ポート）を識別します。[Match Criteria: Translated Packet] > [Service] の場合、参照ボタンをク
リックして既存の TCP または UDP サービス オブジェクトを選択するか、[Browse Translated Service]
ダイアログボックスから新しいオブジェクトを作成します。
サービス オブジェクトは、送信元ポートと宛先ポートの両方を含むことができます。両方のサービス
オブジェクトに、送信元ポートまたは宛先ポートのいずれかを指定する必要があります。ご使用のアプ
リケーションが固定の送信元ポートを使用する場合（一部の DNS サーバなど）に送信元ポートおよび
宛先ポートの両方を指定する必要がありますが、固定の送信元ポートはめったに使用されません。オブ
ジェクトで送信元ポートと宛先ポートの両方を指定することはほとんどありませんが、この場合には、
元のパケットのサービス オブジェクトに実際の送信元ポート / マッピングされた宛先ポートが含まれま
す。変換されたパケットのサービス オブジェクトには、マッピングされた送信元ポート / 実際の宛先
ポートが含まれます。NAT では、TCP または UDP だけがサポートされます。ポートを変換する場合、
実際のサービス オブジェクトのプロトコルとマッピング サービス オブジェクトのプロトコルの両方を
同じにします（両方とも TCP または両方とも UDP）。アイデンティティ NAT では、実際のポートと
マッピング ポートの両方に同じサービス オブジェクトを使用できます。「not equal」（!=）演算子は、
サポートされていません。
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ステップ 8

（任意）[Options] 領域で NAT オプションを設定します。

a. [Enable rule]：この NAT ルールをイネーブルにします。このルールはデフォルトでイネーブルに
なっています。

b. [Disable Proxy ARP on egress interface]：マッピング IP アドレスへの着信パケットのプロキシ
ARP をディセーブルにします。詳細については、「マッピング アドレスとルーティング」（P.2-19）
を参照してください。

c. （ルーテッド モード、インターフェイスを指定）[Lookup route table to locate egress interface]：
NAT コマンドに指定したインターフェイスを使用する代わりに、ルート ルックアップを使用して
出力インターフェイスを決定します。詳細については、「出力インターフェイスの決定」（P.2-22）
を参照してください。

d. [Direction]：ルールを単方向にするには、[Unidirectional] を選択します。デフォルトは [Both] で
す。ルールを単方向にすると、トラフィックが実際のアドレスへの接続を開始するのを回避できま
す。この設定は、テストのために使用する場合があります。

e. [Description]：ルールに関する説明を 200 文字以内で追加します。

（注）

ステップ 9

宛先アドレスを設定しない場合でも [Translate DNS replies that match this rule] チェックボッ
クスを使用できますが、アドレスをそれ自身に変換しているので DNS 応答に修正が必要ない
「DNS
ため、このオプションはアイデンティティ NAT には適用されません。詳細については、
および NAT」（P.2-29）を参照してください。

[OK] をクリックします。
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Per-Session PAT ルールの設定
デフォルトでは、すべての TCP PAT トラフィックおよびすべての UDP DNS トラフィックが
Per-Session PAT を使用します。トラフィックに Multi-Session PAT を使用するには、Per-Session PAT
ルールを設定します。許可ルールで Per-Session PAT を使用し、拒否ルールで Multi-Session PAT を使
用します。Per-Session PAT と Multi-Session PAT の詳細については、「Per-Session PAT と
Multi-Session PAT」（P.2-9）を参照してください。

手順の詳細

Per-Session PAT ルールを設定するには、「Per-Session PAT ルールの設定」（P.3-20）を参照してくださ
い。

Twice NAT のモニタリング
[Monitoring] > [Properties] > [Connection Graphs] > [Xlates] ペインでは、アクティブなネットワーク
アドレス変換をグラフィック形式で表示できます。1 つのグラフ ウィンドウに表示する統計情報のタイ
プは 4 つまで選択できます。複数のグラフ ウィンドウを同時に開くことができます。
フィールド

• [Available Graphs]：グラフ化できるコンポーネントを一覧表示します。
– [Xlate Utilization]：ASA の NAT の使用状況を表示します。
• [Graph Window Title]：グラフ タイプを追加するグラフ ウィンドウ名を表示します。既存のウィ
ンドウ タイトルを使用するには、ドロップダウン リストからいずれかを選択します。新しいウィ
ンドウにグラフを表示するには、新しいウィンドウ タイトルを入力します。

• [Add]：[Available Graphs] リストで選択したエントリを [Selected Graphs] リストに移動するには、
このフィールドをクリックします。

• [Remove]：[Selected Graphs] リストから選択したエントリを削除するには、このフィールドをク
リックします。

• [Show Graphs]：新しいグラフ ウィンドウ、または更新したグラフ ウィンドウを表示するには、こ
のフィールドをクリックします。

[Monitoring] > [Properties] > [Connection Graphs] > [Perfmon] ペインでは、パフォーマンス情報をグ
ラフィック形式で表示できます。1 つのグラフ ウィンドウに表示する統計情報のタイプは 4 つまで選択
できます。複数のグラフ ウィンドウを同時に開くことができます。
フィールド

• [Available Graphs]：グラフ化できるコンポーネントを一覧表示します。
– [AAA Perfmon]：ASA の AAA パフォーマンス情報を表示します。
– [Inspection Perfmon]：ASA の検査パフォーマンス情報を表示します。
– [Web Perfmon]：URL アクセスおよび URL サーバ要求などの ASA の Web パフォーマンス情
報を表示します。

– [Connections Perfmon]：ASA の接続パフォーマンス情報を表示します。
– [Xlate Perfmon]：ASA の NAT パフォーマンス情報を表示します。
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• [Graph Window Title]：グラフ タイプを追加するグラフ ウィンドウ名を表示します。既存のウィ
ンドウ タイトルを使用するには、ドロップダウン リストからいずれかを選択します。新しいウィ
ンドウにグラフを表示するには、新しいウィンドウ タイトルを入力します。

• [Add]：[Available Graphs] リストで選択したエントリを [Selected Graphs] リストに移動するには、
このフィールドをクリックします。

• [Remove]：[Selected Graphs] リストから選択した統計タイプを削除するには、このフィールドを
クリックします。

• [Show Graphs]：新しいグラフ ウィンドウ、または更新したグラフ ウィンドウを表示するには、こ
のフィールドをクリックします。

Twice NAT の設定例
この項では、次の設定例を示します。

• 「宛先に応じて異なる変換（ダイナミック PAT）」（P.4-31）
• 「宛先アドレスおよびポートに応じて異なる変換（ダイナミック PAT）」（P.4-40）

宛先に応じて異なる変換（ダイナミック PAT）
図 4-1 に、2 台の異なるサーバにアクセスしている 10.1.2.0/24 ネットワークのホストを示します。ホ
ストがサーバ 209.165.201.11 にアクセスすると、実際のアドレスは 209.165.202.129: ポートに変換さ
れます。ホストがサーバ 209.165.200.225 にアクセスすると、実際のアドレスは 209.165.202.130: ポー
トに変換されます。
図 4-1

異なる宛先アドレスを使用する Twice NAT
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ステップ 1

内部ネットワークから DMZ ネットワーク 1 へのトラフィックの NAT ルールを追加します。

デフォルトでは、セクション 1 の最後に NAT ルールが追加されます。NAT ルールをセクション 3
（ネットワーク オブジェクト NAT ルールの後）に追加する場合は、[Add NAT Rule After Network
Object NAT Rules] を選択します。

[Add NAT Rule] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

送信元インターフェイスおよび宛先インターフェイスを設定します。

ステップ 3

[Original Source Address] の場合、参照ボタンをクリックして、[Browse Original Source Address] ダ
イアログボックスで内部ネットワークの新しいネットワーク オブジェクトを追加します。

a. 新しいネットワーク オブジェクトを追加します。
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b. 内部ネットワーク アドレスを定義し、[OK] をクリックします。

c. 新しいネットワーク オブジェクトをダブルクリックで選択します。[OK] をクリックして、NAT コ
ンフィギュレーションに戻ります。

ステップ 4

[Original Destination Address] の場合、参照ボタンをクリックして、[Browse Original Destination
Address] ダイアログボックスで DMZ ネットワーク 1 の新しいネットワーク オブジェクトを追加しま
す。

a. 新しいネットワーク オブジェクトを追加します。

b. DMZ ネットワーク 1 のアドレスを定義し、[OK] をクリックします。
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c. 新しいネットワーク オブジェクトをダブルクリックで選択します。[OK] をクリックして、NAT コ
ンフィギュレーションに戻ります。

ステップ 5

NAT タイプを [Dynamic PAT (Hide)] に設定します。

ステップ 6

[Translated Source Address] の場合、参照ボタンをクリックして、[Browse Translated Source Address]
ダイアログボックスで PAT アドレスの新しいネットワーク オブジェクトを追加します。
a. 新しいネットワーク オブジェクトを追加します。

b. PAT アドレスを定義し、[OK] をクリックします。
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c. 新しいネットワーク オブジェクトをダブルクリックで選択します。[OK] をクリックして、NAT コ
ンフィギュレーションに戻ります。

ステップ 7

[Translated Destination Address] の場合、元の宛先アドレスの名前を入力するか（DMZnetwork1）、ま
たは参照ボタンをクリックして選択します。
宛先アドレスは変換しないため、元の宛先アドレスと変換された宛先アドレスに同じアドレスを指定す
ることによって、アイデンティティ NAT を設定する必要があります。

ステップ 8

[OK] をクリックして NAT テーブルにルールを追加します。

ステップ 9

内部ネットワークから DMZ ネットワーク 2 へのトラフィックの NAT ルールを追加します。
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デフォルトでは、セクション 1 の最後に NAT ルールが追加されます。NAT ルールをセクション 3
（ネットワーク オブジェクト NAT ルールの後）に追加する場合は、[Add NAT Rule After Network
Object NAT Rules] を選択します。

[Add NAT Rule] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 10

ステップ 11
ステップ 12

送信元インターフェイスおよび宛先インターフェイスを設定します。

[Original Source Address] の場合、内部ネットワーク オブジェクトの名前を入力するか
（myInsideNetwork）、または参照ボタンをクリックして選択します。
[Original Destination Address] の場合、参照ボタンをクリックして、[Browse Original Destination
Address] ダイアログボックスで DMZ ネットワーク 2 の新しいネットワーク オブジェクトを追加しま
す。

a. 新しいネットワーク オブジェクトを追加します。
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b. DMZ ネットワーク 2 のアドレスを定義し、[OK] をクリックします。

c. 新しいネットワーク オブジェクトをダブルクリックで選択します。[OK] をクリックして、NAT コ
ンフィギュレーションに戻ります。

ステップ 13

NAT タイプを [Dynamic PAT (Hide)] に設定します。

ステップ 14

[Translated Source Address] の場合、参照ボタンをクリックして、[Browse Translated Source Address]
ダイアログボックスで PAT アドレスの新しいネットワーク オブジェクトを追加します。
a. 新しいネットワーク オブジェクトを追加します。
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b. PAT アドレスを定義し、[OK] をクリックします。

c. 新しいネットワーク オブジェクトをダブルクリックで選択します。[OK] をクリックして、NAT コ
ンフィギュレーションに戻ります。

ステップ 15

[Translated Destination Address] の場合、元の宛先アドレスの名前を入力するか（DMZnetwork2）、ま
たは参照ボタンをクリックして選択します。
宛先アドレスは変換しないため、元の宛先アドレスと変換された宛先アドレスに同じアドレスを指定す
ることによって、アイデンティティ NAT を設定する必要があります。
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ステップ 16

[OK] をクリックして NAT テーブルにルールを追加します。

ステップ 17

[Apply] をクリックします。
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宛先アドレスおよびポートに応じて異なる変換（ダイナミック PAT）
図 4-2 に、送信元ポートおよび宛先ポートの使用例を示します。10.1.2.0/24 ネットワークのホストは
Web サービスと Telnet サービスの両方を提供する 1 つのホストにアクセスします。ホストが Telnet
サービスを求めてサーバにアクセスすると、実際のアドレスは 209.165.202.129: ポートに変換されま
す。ホストが Web サービスを求めて同じサーバにアクセスすると、実際のアドレスは
209.165.202.130: ポートに変換されます。
図 4-2

異なる宛先ポートを使用する Twice NAT
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内部ネットワークから Telnet サーバへのトラフィックの NAT ルールを追加します。

デフォルトでは、セクション 1 の最後に NAT ルールが追加されます。NAT ルールをセクション 3
（ネットワーク オブジェクト NAT ルールの後）に追加する場合は、[Add NAT Rule After Network
Object NAT Rules] を選択します。

[Add NAT Rule] ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 2

送信元インターフェイスおよび宛先インターフェイスを設定します。

ステップ 3

[Original Source Address] の場合、参照ボタンをクリックして、[Browse Original Source Address] ダ
イアログボックスで内部ネットワークの新しいネットワーク オブジェクトを追加します。

a. 新しいネットワーク オブジェクトを追加します。

b. 内部ネットワーク アドレスを定義し、[OK] をクリックします。
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c. 新しいネットワーク オブジェクトをダブルクリックで選択します。[OK] をクリックして、NAT コ
ンフィギュレーションに戻ります。

ステップ 4

[Original Destination Address] の場合、参照ボタンをクリックして、[Browse Original Destination
Address] ダイアログボックスで Telnet/Web サーバの新しいネットワーク オブジェクトを追加します。
a. 新しいネットワーク オブジェクトを追加します。

b. サーバ アドレスを定義し、[OK] をクリックします。

c. 新しいネットワーク オブジェクトをダブルクリックで選択します。[OK] をクリックして、NAT コ
ンフィギュレーションに戻ります。
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ステップ 5

[Original Service] の場合、参照ボタンをクリックして、[Browse Original Service] ダイアログボックス
で Telnet の新しいサービス オブジェクトを追加します。
a. 新しいサービス オブジェクトを追加します。

b. プロトコルとポートを定義し、[OK] をクリックします。

c. 新しいサービス オブジェクトをダブルクリックで選択します。[OK] をクリックして、NAT コン
フィギュレーションに戻ります。

ステップ 6

NAT タイプを [Dynamic PAT (Hide)] に設定します。
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ステップ 7

[Translated Source Address] の場合、参照ボタンをクリックして、[Browse Translated Source Address]
ダイアログボックスで PAT アドレスの新しいネットワーク オブジェクトを追加します。
a. 新しいネットワーク オブジェクトを追加します。

b. PAT アドレスを定義し、[OK] をクリックします。

c. 新しいネットワーク オブジェクトをダブルクリックで選択します。[OK] をクリックして、NAT コ
ンフィギュレーションに戻ります。

ステップ 8

[Translated Destination Address] の場合、元の宛先アドレスの名前を入力するか（TelnetWebServer）、
または参照ボタンをクリックして選択します。
宛先アドレスは変換しないため、元の宛先アドレスと変換された宛先アドレスに同じアドレスを指定す
ることによって、アイデンティティ NAT を設定する必要があります。
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ステップ 9

[OK] をクリックして NAT テーブルにルールを追加します。

ステップ 10

内部ネットワークから Web サーバへのトラフィックの NAT ルールを追加します。

デフォルトでは、セクション 1 の最後に NAT ルールが追加されます。NAT ルールをセクション 3
（ネットワーク オブジェクト NAT ルールの後）に追加する場合は、[Add NAT Rule After Network
Object NAT Rules] を選択します。

[Add NAT Rule] ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 11

ステップ 12

実際のインターフェイスおよびマッピング インターフェイスを設定します。

[Original Source Address] の場合、内部ネットワーク オブジェクトの名前を入力するか
（myInsideNetwork）、または参照ボタンをクリックして選択します。

ステップ 13

[Original Destination Address] の場合、Telnet/Web サーバのネットワーク オブジェクトの名前を入力
するか（TelnetWebServer）、または参照ボタンをクリックして選択します。

ステップ 14

[Original Service] の場合、参照ボタンをクリックして、[Browse Original Service] ダイアログボックス
で HTTP の新しいサービス オブジェクトを追加します。
a. 新しいサービス オブジェクトを追加します。

b. プロトコルとポートを定義し、[OK] をクリックします。
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c. 新しいサービス オブジェクトをダブルクリックで選択します。[OK] をクリックして、NAT コン
フィギュレーションに戻ります。

ステップ 15

NAT タイプを [Dynamic PAT (Hide)] に設定します。

ステップ 16

[Translated Source Address] の場合、参照ボタンをクリックして、[Browse Translated Source Address]
ダイアログボックスで PAT アドレスの新しいネットワーク オブジェクトを追加します。
a. 新しいネットワーク オブジェクトを追加します。

b. PAT アドレスを定義し、[OK] をクリックします。
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c. 新しいネットワーク オブジェクトをダブルクリックで選択します。[OK] をクリックして、NAT コ
ンフィギュレーションに戻ります。

ステップ 17

[Translated Destination Address] の場合、元の宛先アドレスの名前を入力するか（TelnetWebServer）、
または参照ボタンをクリックして選択します。
宛先アドレスは変換しないため、元の宛先アドレスと変換された宛先アドレスに同じアドレスを指定す
ることによって、アイデンティティ NAT を設定する必要があります。

ステップ 18

[OK] をクリックして NAT テーブルにルールを追加します。

ステップ 19

[Apply] をクリックします。
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Twice NAT の機能履歴
表 4-1 に、各機能変更と、それが実装されたプラットフォーム リリースを示します。ASDM は、複数
のプラットフォーム リリースとの下位互換性があるため、サポートが追加された特定の ASDM リリー
スは一覧には含まれていません。
表 4-1

Twice NAT の機能履歴

機能名

プラット
フォーム リ
リース

Twice NAT

8.3(1)

機能情報

Twice NAT では、1 つのルールで送信元アドレスおよび宛
先アドレスの両方を識別できます。
次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] >
[NAT Rules]。

アイデンティティ NAT の設定が可能なプロキ
シ ARP およびルート ルックアップ

8.4(2)/8.5(1)

アイデンティティ NAT の以前のリリースでは、プロキシ
ARP はディセーブルにされ、出力インターフェイスの決定
には常にルート ルックアップが使用されていました。これ
らを設定することはできませんでした。8.4(2) 以降、アイ
デンティティ NAT のデフォルト動作は他のスタティック
NAT コンフィギュレーションの動作に一致するように変更
されました。これにより、デフォルトでプロキシ ARP は
イネーブルにされ、NAT コンフィギュレーションにより出
力インターフェイスが決定されるようになりました（指定
されている場合）。これらの設定をそのまま残すこともで
きますし、個別にイネーブルまたはディセーブルにするこ
ともできます。通常のスタティック NAT のプロキシ ARP
をディセーブルにすることもできるようになっています。

8.3 よりも前の設定では、8.4(2) 以降への NAT 免除ルール
（nat 0 access-list コマンド）の移行には、プロキシ ARP
をディセーブルにし、ルート ルックアップを使用するため
に、no-proxy-arp キーワードと route-lookup キーワード
が含まれるようになりました。8.3(2) および 8.4(1) に移行
するために使用した unidirectional キーワードは、それ以
降の移行に使用されません。8.3(1)、8.3(2)、8.4(1) から
8.4(2) にアップグレードすると、既存機能を保持するため、
すべてのアイデンティティ NAT コンフィギュレーション
に no-proxy-arp キーワードと route-lookup キーワードが
含まれるようになっています。unidirectional キーワード
は削除されました。
次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] >

[NAT Rules] > [Add/Edit NAT Rule]
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表 4-1

Twice NAT の機能履歴 （続き）

機能名

プラット
フォーム リ
リース

PAT プールおよびラウンド ロビン アドレス割

8.4(2)/8.5(1)

り当て

機能情報

1 つのアドレスの代わりに、PAT アドレスのプールを指定
できるようになりました。プールの次のアドレスを使用す
る前に、最初に PAT アドレスのすべてのポートを使用する
のではなく、PAT アドレスのラウンド ロビン割り当てを必
要に応じてイネーブルにすることもできます。これらの機
能は、1 つの PAT アドレスで多数の接続を行っている場合
にそれが DoS 攻撃の対象となることを防止するのに役立ち
ます。またこの機能により、多数の PAT アドレスを簡単に
設定できます。
次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] >
[NAT Rules] > [Add NAT Rule]/[Edit NAT Rule]。

ラウンドロビン PAT プール割り当てで、既存
のホストの同じ IP アドレスを使用する

8.4(3)

ラウンドロビン割り当てで PAT プールを使用するときに、
ホストに既存の接続がある場合、そのホストからの後続の
接続では、ポートが使用可能であれば同じ PAT IP アドレ
スが使用されます。
変更された画面はありません。

この機能は、8.5(1) または 8.6(1) では使用できません。

PAT プールの PAT ポートのフラットな範囲

8.4(3)

使用できる場合、実際の送信元ポート番号がマッピング
ポートに対して使用されます。ただし、実際のポートが使
用できない場合は、デフォルトで、マッピング ポートは実
際のポート番号と同じポート範囲（0 ～ 511 、512 ～ 1023、
および 1024 ～ 65535）から選択されます。そのため、
1024 よりも下のポートには、小さい PAT プールのみがあ
ります。
下位ポート範囲を使用するトラフィックが数多くある場合
は、PAT プールを使用するときに、サイズが異なる 3 つの
層の代わりにフラットなポート範囲を使用するように指定
できます。1024 ～ 65535 または 1 ～ 65535 です。
次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] >
[NAT Rules] > [Add NAT Rule]/[Edit NAT Rule]。

この機能は、8.5(1) または 8.6(1) では使用できません。

PAT プールの拡張 PAT

8.4(3)

各 PAT IP アドレスでは、最大 65535 個のポートを使用で
きます。65535 個のポートで変換が不十分な場合は、PAT
プールに対して拡張 PAT をイネーブルにすることができま
す。拡張 PAT では、変換情報の宛先アドレスとポートを含
め、IP アドレスごとではなく、サービスごとに 65535 個の
ポートが使用されます。
次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] >
[NAT Rules] > [Add NAT Rule]/[Edit NAT Rule]。

この機能は、8.5(1) または 8.6(1) では使用できません。
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表 4-1

Twice NAT の機能履歴 （続き）

機能名

プラット
フォーム リ
リース

VPN ピアのローカル IP アドレスを変換してピ 8.4(3)
アの実際の IP アドレスに戻す自動 NAT ルール

機能情報
まれに、内部ネットワークで、割り当てられたローカル IP
アドレスではなく、VPN ピアの実際の IP アドレスを使用
することが必要になる場合があります。VPN では通常、内
部ネットワークにアクセスするために、割り当てられた
ローカル IP アドレスがピアに指定されます。ただし、ロー
カル IP アドレスを変換してピアの実際のパブリック IP ア
ドレスに戻すことが必要になることがあります。たとえ
ば、内部サーバおよびネットワーク セキュリティがピアの
実際の IP アドレスに基づく場合です。
この機能は、トンネル グループごとに 1 つのインターフェ
イスでイネーブルにすることができます。VPN セッション
が確立または切断されると、オブジェクト NAT ルールが
動的に追加および削除されます。ルールは show nat コマ
ンドを使用して表示できます。
（注）

ルーティングの問題のため、この機能が必要でな
い場合は、この機能の使用は推奨しません。ご使
用のネットワークとの機能の互換性を確認するに
は、Cisco TAC にお問い合わせください。次の制
限事項を確認してください。

• Cisco IPsec および AnyConnect クライアントのみ
がサポートされます。

• NAT ポリシーおよび VPN ポリシーが適用される
ように、パブリック IP アドレスへのリターン ト
ラフィックは ASA にルーティングされる必要が
あります。

• ロードバランシングはサポートされません（ルー
ティングの問題のため）。

• ローミング（パブリック IP 変更）はサポートされ
ません。

ASDM ではこのコマンドはサポートされません。コマンド
ライン ツールを使用してコマンドを入力してください。
IPv6 用の NAT のサポート

9.0(1)

NAT が IPv6 トラフィックをサポートするようになり、
IPv4 と IPv6 の間の変換もサポートされます。IPv4 と IPv6
の間の変換は、トランスペアレント モードではサポートさ
れません。
次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] >
[NAT Rules]。
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表 4-1

Twice NAT の機能履歴 （続き）

プラット
フォーム リ
リース

機能名

機能情報

逆引き DNS ルックアップ用の NAT のサポート 9.0(1)

NAT ルールがイネーブルにされた DNS インスペクション
を使用する IPv4 NAT、IPv6 NAT、および NAT64 を使用
する場合、NAT は逆引き DNS ルックアップ用の DNS
PTR レコードの変換をサポートするようになりました。

Per-Session PAT

Per-session PAT 機能によって PAT のスケーラビリティが
向上し、クラスタリングの場合に各メンバ ユニットに独自
の PAT 接続を使用できるようになります。Multi-Session
PAT 接続は、マスター ユニットに転送してマスター ユ
ニットを所有者とする必要があります。Per-Session PAT
セッションの終了時に、ASA からリセットが送信され、即
座に xlate が削除されます。このリセットによって、エン
ド ノードは即座に接続を解放し、TIME_WAIT 状態を回避
します。対照的に、Multi-Session PAT では、PAT タイム
アウトが使用されます（デフォルトでは 30 秒）。「ヒット
エンドラン」トラフィック、たとえば HTTP や HTTPS の
場合は、Per-session 機能によって、1 アドレスでサポート
される接続率が大幅に増加することがあります。
Per-session 機能を使用しない場合は、特定の IP プロトコ
ルに対する 1 アドレスの最大接続率は約 2000/ 秒です。
Per-session 機能を使用する場合は、特定の IP プロトコル
に対する 1 アドレスの接続率は 65535/ 平均ライフタイムで
す。

9.0(1)

デフォルトでは、すべての TCP トラフィックおよび UDP
DNS トラフィックが、Per-session PAT xlate を使用しま
す。Multi-Session PAT を必要とするトラフィック、たと
えば H.323、SIP、Skinny に対して Per-session PAT をディ
セーブルにするには、Per-session 拒否ルールを作成しま
す。
次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] >
[Advanced] > [Per-Session NAT Rules]。
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NAT の設定（ASA 8.2 以前）
この章では、ネットワーク アドレス変換について説明します。次の項目を取り上げます。

• 「NAT の概要」（P.5-1）
• 「NAT 制御の設定」（P.5-17）
• 「ダイナミック NAT の使用」（P.5-18）
• 「スタティック NAT の使用」（P.5-29）
• 「NAT 免除の使用」（P.5-36）

NAT の概要
ここでは、ASA 上での NAT の機能について説明します。次の項目を取り上げます。

• 「NAT の概要」（P.5-1）
• 「ルーテッド モードの NAT」（P.5-2）
• 「トランスペアレント モードの NAT」（P.5-3）
• 「NAT コントロール」（P.5-4）
• 「NAT のタイプ」（P.5-6）
• 「ポリシー NAT」（P.5-11）
• 「NAT および同じセキュリティ レベルのインターフェイス」（P.5-14）
• 「実際のアドレスとの照合に使用される NAT ルールの順序」（P.5-15）
• 「マッピング アドレスの注意事項」（P.5-15）
• 「DNS および NAT」（P.5-15）

NAT の概要
アドレス変換は、パケット内の実際のアドレスを、宛先ネットワーク上でルーティング可能な、マッピ
ングされたアドレスで置き換えます。NAT は 2 つのステップで構成されます。実際のアドレスをマッ
ピング アドレスに変換するプロセスと、リターン トラフィック用に変換を元に戻すプロセスです。

ASA は、NAT ルールがトラフィックに一致すると、アドレスを変換します。NAT ルールが一致しな
かった場合、パケットの処理が続行されます。ただし、NAT 制御をイネーブルにしている場合は例外
です。NAT 制御では、よりセキュリティの高いインターフェイス（内部）からよりセキュリティの低
いインターフェイス（外部）へのパケット通過は NAT ルールに一致している必要があります。一致し
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ていない場合、パケットの処理は停止します。セキュリティ レベルに関する詳細については、一般的
な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Security Levels” section on page 10-2 を参照してください。
NAT 制御の詳細については、「NAT コントロール」（P.5-4）を参照してください。

（注）

このマニュアルでは、すべてのタイプの変換を NAT と呼びます。NAT の説明では、内部および外部と
いう用語は任意の 2 つのインターフェイス間のセキュリティ関係を表しています。セキュリティ レベ
ルの高い方が内部で、セキュリティ レベルの低い方が外部になります。たとえば、インターフェイス 1
が 60 でインターフェイス 2 が 50 の場合、インターフェイス 1 が「内部」、インターフェイス 2 が「外
部」です。

NAT の利点の一部を紹介します。
• 内部ネットワークでプライベート アドレスを使用できます。プライベート アドレスは、インター
ネットにルーティングできません。

• NAT は他のネットワークから実アドレスを隠すので、攻撃側はホストの実アドレスを突き止める
ことができません。

• 重複アドレスなど、IP ルーティングの問題を解決できます。

NAT でサポートされないプロトコルについては、表 9-1（P.9-4）を参照してください。

ルーテッド モードの NAT
図 5-1 は、内部にプライベート ネットワークを持つ、ルーテッド モードの一般的な NAT の例を示して
います。10.1.1.27 にある内部ホストが Web サーバにパケットを送信すると、そのパケットの送信元実
アドレス 10.1.1.27 がマップ アドレス 209.165.201.10 に変更されます。サーバが応答すると、応答が
マッピング アドレス 209.165.201.10 に送信されます。そのパケットをセキュリティ アプライアンスが
受信します。セキュリティ アプライアンスはその後、パケットをホストに送信する前に、変換した
マッピング アドレス 209.165.201.10 を元の実際のアドレス 10.1.1.1.27 に戻します。
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図 5-1

NAT の例：ルーテッド モード
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トランスペアレント モードの NAT
NAT をトランスペアレント モードで使用すると、ネットワークで NAT を実行するためのアップスト
リーム ルータまたはダウンストリーム ルータが必要なくなります。たとえば、トランスペアレント
ファイアウォール ASA は 2 つの VRF 間で役立ちます。つまり、VRF およびグローバル テーブル間で
BGP ネイバー関係を確立できます。ただし、VRF ごとの NAT はサポートされない場合があります。
この場合、トランスペアレント モードで NAT を使用することが必要不可欠です。
トランスペアレント モードの NAT には、次の要件および制限があります。

• マッピング アドレスがトランスペアレント ファイアウォールと同じネットワーク上にない場合、
アップストリーム ルータで、（ASA から）ダウンストリーム ルータを指しているマッピング アド
レスにスタティック ルートを追加する必要があります。

• NAT および検査がイネーブルである VoIP または DNS トラフィックがある場合、VoIP パケットお
よび DNS パケット内の IP アドレスを正常に変換するには、ASA でルート ルックアップを実行す
る必要があります。ホストが直接接続されたネットワーク上にない限り、パケットに埋め込まれて
いる実際のホスト アドレス用のスタティック ルーツを ASA で追加する必要があります。

• alias コマンドはサポートされていません。
• トランスペアレント ファイアウォールにはインターフェイス IP アドレスがないため、インター
フェイス PAT を使用できません。
• ARP インスペクションはサポートされていません。さらに、何らかの理由でファイアウォールの
片側にあるホストからもう片側にあるホストに ARP 要求が送信され、送信側ホストの実アドレス
が同じサブネット上の別のアドレスにマップされている場合、その実アドレスは ARP 要求で表示
されたままになります。
図 5-2 に、インターフェイス内部と外部に同じネットワークを持つ、トランスペアレント モードの一
般的な NAT のシナリオを示します。このシナリオのトランスペアレント ファイアウォールは NAT
サービスを実行しているため、アップストリーム ルータは NAT を実行する必要がありません。内部ホ
スト 10.1.1.27 が Web サーバにパケットを送信すると、パケットの実際の送信元アドレス 10.1.1.27 は
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マッピング アドレス 209.165.201.10 に変更されます。サーバが応答すると、マッピング アドレス
209.165.201.10 に応答を送信し、ASA がそのパケットを受信します。これは、アップストリーム ルー
タには、ASA を経由するスタティック ルートのこのマッピング ネットワークが含まれるためです。そ
の後、ASA はマッピング アドレス 209.165.201.10 を変換して実際のアドレス 10.1.1.1.27 に戻します。
実際のアドレスは直接接続されているため、ASA はそのアドレスを直接ホストに送信します。
図 5-2

NAT の例：トランスペアレント モード
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NAT コントロール
NAT 制御では、内部インターフェイスから外部インターフェイスに移動するパケットが NAT 規則と一
致する必要があります。内部ネットワークの任意のホストが外部ネットワークのホストにアクセスでき
るようにするには、内部ホスト アドレスが変換されるように NAT を設定する必要があります（図 5-3
を参照）。
図 5-3

NAT 制御と発信トラフィック
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セキュリティ レベルが同じインターフェイス同士で通信する場合には、NAT を使用する必要はありま
せん。ただし、ダイナミック NAT または PAT を同じセキュリティ レベルのインターフェイス上に設
定した場合は、そのインターフェイスから同じセキュリティ レベルのインターフェイス、または外部
インターフェイスに向かうすべてのトラフィックは、NAT 規則と一致する必要があります（図 5-4 を
参照）。
図 5-4

NAT 制御と同一セキュリティ トラフィック
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同様に、外部のダイナミック NAT または PAT をイネーブルにした場合、すべての外部トラフィック
は、内部インターフェイスにアクセスするときに、NAT 規則と一致する必要があります（図 5-5 を参
照）。
NAT 制御と着信トラフィック

ࠠࡘ࠹ࠖ
ࠕࡊࠗࠕࡦࠬ

ࠠࡘ࠹ࠖ
ࠕࡊࠗࠕࡦࠬ

209.165.202.129
209.165.202.129 NAT ߥߒ

ᄖㇱ

209.165.202.129

ౝㇱ

10.1.1.50

࠳ࠗ࠽ࡒ࠶ࠢ NAT

209.165.200.240 NAT ߥߒ
ᄖㇱ

ౝㇱ

132213

図 5-5

スタティック NAT では、これらの制約は発生しません。
デフォルトでは、NAT 制御はディセーブルになっています。したがって、NAT を実行する場合以外、
いずれのネットワークにおいても NAT を実行する必要はありません。ただし、新バージョンのソフト
ウェアにアップグレードした場合、NAT 制御がイネーブルになっていることがあります。NAT 制御が
ディセーブルになっている場合でも、ダイナミック NAT を設定するすべてのアドレスで NAT を実行
する必要があります。ダイナミック NAT の適用方法については、「ダイナミック NAT の実装」
（P.5-18）を参照してください。

NAT 制御によってセキュリティ レベルを上げる必要があるが、一部のケースで内部アドレスを変換し
ない場合、このようなアドレスに NAT 除外またはアイデンティティ NAT ルールを適用できます。（詳
細については、「NAT 免除の使用」（P.5-36）を参照してください）。
NAT 制御を設定するには、「NAT 制御の設定」（P.5-17）を参照してください。
（注）

マルチ コンテキスト モードでは、共有インターフェイスで固有の MAC アドレスをイネーブルにしな
い場合、パケット分類子が NAT コンフィギュレーションに依存してパケットをコンテキストに割り当
てる場合があります。分類子と NAT の関係に関する詳細については、一般的な操作のコンフィギュ
レーション ガイドの “How the ASA Classifies Packets” section on page 5-3 を参照してください。
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NAT のタイプ
この項では、使用可能な NAT のタイプについて説明します。次の項目を取り上げます。

• 「ダイナミック NAT」（P.5-6）
• 「PAT」（P.5-8）
• 「スタティック NAT」（P.5-9）
• 「スタティック PAT」（P.5-9）
• 「NAT 制御がイネーブルな状態での NAT のバイパス」（P.5-10）
アドレス変換は、ダイナミック NAT、ポート アドレス変換（PAT）、スタティック NAT、スタティッ
ク PAT、またはこれらのタイプの組み合わせとして実装できます。NAT をバイパスする規則を設定す
ることもできます。たとえば、NAT を実行しない場合に、NAT 制御をイネーブルにします。

ダイナミック NAT
ダイナミック NAT では、実際のアドレスのグループは、宛先ネットワーク上でルーティング可能な
マッピング アドレスのプールに変換されます。マッピングされたプールにあるアドレスは、実際のグ
ループより少ないことがあります。変換対象のホストが宛先ネットワークにアクセスすると、ASA は、
マッピングされたプールから IP アドレスをそのホストに割り当てます。この変換は、実ホストが接続
を開始するときにだけ追加されます。変換は接続が継続している間だけ有効であり、変換がタイムアウ
トすると、そのユーザは同じ IP アドレスを保持しません。したがって、アクセス リストでその接続が
許可されている場合でも、宛先ネットワークのユーザは、ダイナミック NAT を使用しているホストへ
の確実な接続を開始できません。また、ASA は、実際のホスト アドレスに直接接続しようとする試み
を拒否します。ホストへの確実なアクセスについては、「スタティック NAT」の項または「スタティッ
ク PAT」の項を参照してください。

（注）

ASA がセッションを拒否した場合でも、接続に変換が追加されることがあります。この状況は通常、
変換がタイムアウトになる着信アクセス リスト、管理専用インターフェイス、またはバックアップ イ
ンターフェイスで発生します。
図 5-6 は、リモート ホストによる実アドレスへの接続試行を示しています。ASA はマッピング アドレ
スへのリターン接続だけを許可するため、この接続は拒否されています。
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図 5-6

リモート ホストによる実アドレスへの接続試行
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図 5-7 に、マッピング アドレスへの接続開始を試みているリモート ホストを示します。このアドレス
は、現時点では変換テーブルにないため、ASA はパケットをドロップしています。
図 5-7

マッピング アドレスへの接続開始を試みているリモート ホスト
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（注）

変換の実施中、リモート ホストから、変換されたホストへの接続を開始できます（その接続がアクセ
ス リストで許可されている場合）。アドレスは予測不可能であるため、ホストへの接続は確立されませ
ん。ただし、この場合は、アクセス リストのセキュリティに依存できます。
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ダイナミック NAT には、次の欠点があります。

• マッピングされたプールにあるアドレスが実際のグループより少ない場合、予想以上にトラフィッ
クが多いと、アドレスが不足する可能性があります。
この事象が発生した場合には、PAT を使用します。PAT では、単一アドレスのポートを使用して
64,000 を超える変換を処理できるためです。

• マッピング プールでは、ルーティング可能なアドレスを多数使用する必要があります。インター
ネットのように宛先ネットワークで登録済みアドレスが必要になる場合は、使用可能なアドレスが
不足することがあります。
ダイナミック NAT の利点は、一部のプロトコルが PAT を使用できないということです。たとえば、
PAT は次の場合は機能しません。

• GRE バージョン 0 などのように、オーバーロードするためのポートがない IP プロトコルでは機能
しません。

• 一部のマルチメディア アプリケーションなどのように、1 つのポート上にデータ ストリームを持
ち、別のポート上に制御パスを持ち、公開規格ではないアプリケーションでも機能しません。

NAT および PAT のサポートの詳細については、「アプリケーション プロトコル インスペクションを使
用するタイミング」（P.9-2）を参照してください。

PAT
PAT では、実際のアドレスおよび送信元ポートが 1 つのマッピング アドレスおよび固有のポートに変
換されることによって、複数の実際のアドレスが 1 つのマッピング IP アドレスに変換されます。使用
できる場合、実際の送信元ポート番号がマッピング ポートに対して使用されます。ただし、実際の
ポートが使用できない場合は、デフォルトで、マッピング ポートは実際のポート番号と同じポート範
囲（0 ～ 511、512 ～ 1023、および 1024 ～ 65535）から選択されます。そのため、1024 よりも下の
ポートでは、小さい PAT プールのみを使用できます。
接続ごとに送信元ポートが異なるため、それぞれの接続で個別に変換を行う必要があります。たとえ
ば、10.1.1.1:1025 には、10.1.1.1:1026 とは別の変換が必要です。
接続の有効期限が切れると、ポート変換も 30 秒間の非アクティブ状態の後に有効期限切れになります。
このタイムアウトは変更できません。宛先ネットワーク上のユーザは、PAT を使用するホストに対し
て（アクセス リストによって接続が許可されていた場合でも）、接続を確実に開始することはできませ
ん。ホストの実またはマップ ポート番号を予測できないだけでなく、ASA は変換対象ホストが接続を
開始する側でない限り、変換を作成しません。ホストへの確実なアクセスについては、次の「スタ
ティック NAT」または「スタティック PAT」の項を参照してください。

PAT では単一のマッピング先のアドレスを使用するため、ルーティング可能なアドレスの使用を抑え
ることができます。さらに、ASA インターフェイスの IP アドレスを PAT アドレスとして使用できま
す。PAT は、データ ストリームが制御パスとは別のものであるマルチメディア アプリケーションでは
機能しません。NAT および PAT のサポートの詳細については、「アプリケーション プロトコル インス
ペクションを使用するタイミング」（P.9-2）を参照してください。
（注）

変換の実施中、リモート ホストから、変換されたホストへの接続を開始できます（その接続がアクセ
ス リストで許可されている場合）。実際のポート アドレスおよびマッピング ポート アドレスはどちら
も予測不可能であるため、ホストへの接続は確立されません。ただし、この場合は、アクセス リスト
のセキュリティに依存できます。ただし、ポリシー PAT では時間ベースの ACL をサポートしていませ
ん。
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スタティック NAT
スタティック NAT では、実アドレスからマッピング先のアドレスへの固定変換が作成されます。ダイ
ナミック NAT および PAT では、各ホストは、後続の変換ごとに異なるアドレスまたはポートを使用し
ます。スタティック NAT では、マッピング アドレスは連続する各接続で同じであり、永続的な変換規
則が存在するため、宛先ネットワークのホストは変換済みのホストへのトラフィックを開始できます
（そのトラフィックを許可するアクセス リストがある場合）。
ダイナミック NAT とスタティック NAT のアドレス範囲との主な違いは、スタティック NAT ではリ
モート ホストが変換済みのホストへの接続を開始でき（それを許可するアクセス リストがある場合）、
ダイナミック NAT では開始できないという点です。また、スタティック NAT では、実アドレスと同
じ数のマッピング先のアドレスが必要です。

スタティック PAT
スタティック PAT は、プロトコル（TCP または UDP）および実際のアドレスとマッピング アドレス
のポートを指定できる点を除いて、スタティック NAT と同じです。
この機能により、各文のポートが別個である限り、多数の異なるスタティック文にわたって同じマッピ
ング アドレスを指定できます。複数のスタティック NAT 文に対しては、同じマッピング アドレスを使
用できません。
セカンダリ チャネルの検査が必要なアプリケーション（FTP、VoIP など）を使用する場合は、ASA が
自動的にセカンダリ ポートを変換します。
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たとえば、FTP、HTTP、および SMTP にアクセスする複数のリモート ユーザに単一アドレスを提供
し、実際にはそれぞれが実ネットワーク上の別々のサーバである場合、マップ IP アドレスは同じでも
ポートが異なる各サーバに対し、スタティック PAT ステートメントを指定できます（図 5-8 を参照）。
図 5-8

スタティック PAT
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スタティック PAT を使用して、well-known ポートを非標準ポートに、またはその逆に変換することも
できます。たとえば、内部 Web サーバがポート 8080 を使用する場合、ポート 80 に接続することを外
部ユーザに許可し、その後、変換を元のポート 8080 に戻すことができます。同様に、セキュリティを
さらに高めるには、Web ユーザに標準以外のポート 6785 に接続するように指示し、その後、変換を
ポート 80 に戻すことができます。

NAT 制御がイネーブルな状態での NAT のバイパス
NAT コントロールをイネーブルにした場合、内部ホストは、外部ホストにアクセスするときに NAT
ルールに一致する必要があります。一部のホストに対して NAT が実行されないようにするには、ホス
トに対する NAT をバイパスするか、NAT 制御をディセーブルにします。NAT をサポートしないアプ
リケーションを使用している場合などには、NAT をバイパスすることを推奨します。NAT をサポート
しないインスペクション エンジンについては、「アプリケーション プロトコル インスペクションを使
用するタイミング」（P.9-2）を参照してください。

3 通りの方法で、NAT をバイパスするようにトラフィックを設定できます。どの方法でも、インスペ
クション エンジンとの互換性が確保されます。ただし、機能は少しずつ異なります。
• アイデンティティ NAT：アイデンティティ NAT（ダイナミック NAT と類似）を設定するときは、
変換を特定のインターフェイス上のホストに限定しません。つまり、アイデンティティ NAT は、
すべてのインターフェイスを通過する接続に対して使用する必要があります。このため、インター
フェイス A にアクセスするときには実アドレスに対して通常の変換の実行を選択できませんが、
インターフェイス B にアクセスするときにはアイデンティティ NAT を使用できます。一方、通常
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のダイナミック NAT では、アドレス変換を実施する特定のインターフェイスを指定できます。ア
イデンティティ NAT を使用する実アドレスが、アクセス リストに従って使用できるすべてのネッ
トワークでルーティング可能であることを確認します。
アイデンティティ NAT の場合、マッピング先のアドレスは実アドレスと同じですが、外部から内
部への接続を（インターフェイスのアクセス リストで許可されていても）開始できません。この
機能には、スタティックなアイデンティティ NAT または NAT 免除を使用してください。

• スタティック アイデンティティ NAT：スタティック アイデンティティ NAT では、インターフェ
イスを指定して実際のアドレスを見えるようにするかどうかを許可できるため、インターフェイ
ス A にアクセスするときにアイデンティティ NAT を使用し、インターフェイス B にアクセスする
ときに標準の変換を使用できます。スタティック アイデンティティ NAT では、ポリシー NAT も
使用できます。この場合、変換する実アドレスを決定するときに、実アドレスと宛先アドレスを指
定します（ポリシー NAT の詳細については、「ポリシー NAT」（P.5-11）を参照してください）。
たとえば、内部アドレスから外部インターフェイスにアクセスし、宛先がサーバ A の場合に、内
部アドレスにスタティック アイデンティティ NAT を使用し、外部サーバ B にアクセスするときに
は標準変換を使用するといったことが可能です。

• NAT 免除：NAT 免除では、変換済みのホストとリモート ホストの両方が接続を開始できます。ア
イデンティティ NAT と同様に、特定のインターフェイスでホストの変換を制限するのではなく、
すべてのインターフェイスを経由する接続に NAT 免除を使用する必要があります。ただし、NAT
免除では、変換する実アドレスを判別するときに実アドレスおよび宛先アドレスを指定できるため
（ポリシー NAT に似ています）、NAT 免除を使用する方が制御の柔軟性が増します。その反面、ポ
リシー NAT と異なり、NAT 免除ではアクセス リストのポートが考慮されません。NAT 免除では、
最大 TCP 接続数など、接続制限の設定もできません。

ポリシー NAT
ポリシー NAT を使用すると、送信元アドレスおよび宛先アドレスを指定することにより、アドレス変
換対象の実際のアドレスを指定できます。任意で送信元ポートおよび宛先ポートを指定することもでき
ます。標準 NAT では送信元アドレスだけが考慮され、宛先は考慮されません。たとえば、ポリシー
NAT を使用した場合、サーバ A にアクセスするときには実アドレスをマップ アドレス A に変換します
が、サーバ B にアクセスするときには実アドレスをマップ アドレス B に変換します。
セカンダリ チャネルのアプリケーション インスペクションを必要とするアプリケーション（FTP、
VoIP など）では、ポリシー NAT ルールで指定されたポリシーにセカンダリ ポートが含まれている必
要があります。ポートを予測できない場合、ポリシーはセカンダリ チャネルの IP アドレスだけを指定
する必要があります。このコンフィギュレーションを使用して、セキュリティ アプライアンスはセカ
ンダリ ポートを変換します。
図 5-9 に、2 台の異なるサーバにアクセスしている 10.1.2.0/24 ネットワークのホストを示します。ホ
ストがサーバ 209.165.201.11 にアクセスすると、実際のアドレスは 209.165.202.129 に変換されます。
ホストがサーバ 209.165.200.225 にアクセスすると、実際のアドレスは 209.165.202.130 に変換されま
す その結果、ホストはサーバと同じネットワークにあるように見え、ルーティングに役立ちます。
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図 5-9

異なる宛先アドレスを使用するポリシー NAT
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図 5-10 に、送信元ポートおよび宛先ポートの使用例を示します。10.1.2.0/24 ネットワークのホストは
Web サービスと Telnet サービスの両方を提供する 1 つのホストにアクセスします。ホストが Web サー
ビスを求めてサーバにアクセスすると、実際のアドレスは 209.165.202.129 に変換されます。ホストが
Telnet サービスを求めて同じサーバにアクセスすると、実際のアドレスは 209.165.202.130 に変換され
ます。
図 5-10

異なる宛先ポートを使用するポリシー NAT
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ポリシー スタティック NAT では、変換済みのホストとリモート ホストの両方がトラフィックを発信で
きます。変換済みのネットワークで発信されたトラフィックについては、NAT ルールで実際のアドレ
スと宛先アドレスが指定されますが、リモート ネットワークで発信されたトラフィックについては、
この変換を使用してホストに接続することを許可されているリモート ホストの実際のアドレスと送信
元アドレスがルールで指定されます。
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図 5-11 に、変換済みのホストに接続するリモート ホストを示します。変換対象ホストには、ネット
ワーク 209.165.201.0/27 との双方向のトラフィックだけに対し実アドレスを変換する、ポリシー スタ
ティック NAT 変換が設定されています。209.165.200.224/27 ネットワーク用の変換は存在しません。
したがって、変換済みのホストはそのネットワークに接続できず、そのネットワークのホストも変換済
みのホストに接続できません。
図 5-11

宛先アドレス変換を行うポリシー スタティック NAT
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10.1.2.0/27

ポリシー NAT は SQL*Net をサポートしませんが、標準 NAT は SQL*Net をサポートします。他のプ
ロトコルの NAT サポートについては、「アプリケーション プロトコル インスペクションを使用するタ
イミング」（P.9-2）を参照してください。

NAT および同じセキュリティ レベルのインターフェイス
セキュリティ レベルが同じインターフェイス間では、NAT コントロールをイネーブルにした場合で
も、NAT は必要ありません。必要に応じて任意で NAT を設定できます。ただし、NAT 制御がイネー
ブルになっている場合にダイナミック NAT を設定するときは、NAT が必要です。詳細については、
「NAT コントロール」（P.5-4）を参照してください。また、同一セキュリティ レベルのインターフェイ
ス上でダイナミック NAT または PAT に対して IP アドレス グループを指定する場合、そのアドレス グ
ループが下位または同一セキュリティ レベルのインターフェイスにアクセスするときには、アドレス
グループに対して NAT を実行する必要があります（NAT 制御がイネーブルでない場合でも）。スタ
ティック NAT として識別されたトラフィックは影響を受けません。

（注）

同一セキュリティ レベルのインターフェイス上に NAT を設定した場合、ASA は VoIP インスペクショ
ン エンジンをサポートしません。これらのインスペクション エンジンには、Skinny、SIP、および
H.323 が含まれます。サポートされるインスペクション エンジンについては、「アプリケーション プロ
トコル インスペクションを使用するタイミング」（P.9-2）を参照してください。
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実際のアドレスとの照合に使用される NAT ルールの順序
ASA は、次の順序で実際のアドレスを NAT ルールと照合します。
1. NAT 免除：順序に従って、最初の一致が見つかるまで続行されます。
2. スタティック NAT とスタティック PAT（標準およびポリシー）：順序に従って、最初の一致が見つ
かるまで続行されます。スタティック アイデンティティ NAT はこのカテゴリに含まれません。
3. ポリシー ダイナミック NAT：順序に従って、最初の一致が見つかるまで続行されます。アドレス
の重複は可能です。

4. 標準のダイナミック NAT：最も適合する一致を見つけます。標準アイデンティティ NAT はこのカ
テゴリに含まれます。NAT ルールの順序は関係なく、実際のアドレスと最も適合する NAT ルール
が使用されます。たとえば、インターフェイス上のすべてのアドレス（0.0.0.0）を変換する汎用文
を作成できます。ネットワークのサブネット（10.1.1.1）を別のアドレスに変換する場合は、
10.1.1.1 だけを変換する文を作成できます。10.1.1.1 が接続を開始すると、10.1.1.1 用の特定の
ルールが使用されます。これは、それが実際のアドレスに最も適合するからです。重複するルール
を使用することはお勧めしません。重複するルールにより、使用メモリが増え、ASA のパフォー
マンスが低下する可能性があります。

マッピング アドレスの注意事項
実際のアドレスをマッピング アドレスに変換するときは、次のマッピング アドレスを使用できます。

• マッピング インターフェイスと同じネットワーク上のアドレス
（ASA から出ていくトラフィックが通過する）マッピング インターフェイスと同じネットワーク上
のアドレスを使用した場合、ASA はプロキシ ARP を使用してマッピング アドレスの要求に応答
することによって、実アドレス宛てのトラフィックを代行受信します。この方法では、ASA がそ
の他のネットワークのゲートウェイである必要がないため、ルーティングが簡略化されます。ただ
し、この方法では、変換に使用できるアドレス数に限度があります。

PAT では、マッピング インターフェイスの IP アドレスも使用できます。
• 固有のネットワーク上のアドレス
マッピング インターフェイスで使用可能なアドレスより多くのアドレスが必要な場合は、別のサ
ブネット上のアドレスを指定できます。ASA は、プロキシ ARP を使用してマッピング アドレス
要求に応答することによって、実アドレス宛てのトラフィックを代行受信します。OSPF を使用
し、マッピング インターフェイス上でルートをアドバタイズする場合、ASA はマッピング アドレ
スをアドバタイズします。マッピング インターフェイスがパッシブの場合（ルートをアドバタイ
ズしない）、またはスタティック ルーティングを使用する場合は、マッピング アドレス宛てのトラ
フィックを ASA に送信するアップストリーム ルータ上でスタティック ルートを追加する必要があ
ります。

DNS および NAT
応答内のアドレスを NAT コンフィギュレーションと一致するアドレスに置き換えて、DNS 応答を修正
するように ASA を設定することが必要になる場合があります。DNS 修正は、各変換を設定するときに
設定できます。
たとえば、DNS サーバが外部インターフェイスからアクセス可能であるとします。ftp.cisco.com とい
うサーバが内部インターフェイス上にあります。ftp.cisco.com の実際のアドレス（10.1.3.14）を、外
部ネットワーク上で可視のマッピング アドレス（209.165.201.10）にスタティックに変換するように、
ASA を設定します（図 5-12 を参照）。この場合、このスタティック文で DNS 応答修正をイネーブルに
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する必要があります。これにより、実際のアドレスを使用して ftp.cisco.com にアクセスすることを許
可されている内部ユーザは、マッピング アドレスではなく実際のアドレスを DNS サーバから受信でき
るようになります。
内部ホストが ftp.cisco.com のアドレスを求める DNS 要求を送信すると、DNS サーバは応答でマッピ
ング アドレス（209.165.201.10）を示します。ASA は内部サーバのスタティック ステートメントを参
照し、DNS 応答内のアドレスを 10.1.3.14 に変換します。DNS 応答修正をイネーブルにしない場合、
内部ホストは ftp.cisco.com に直接アクセスする代わりに、209.165.201.10 にトラフィックを送信する
ことを試みます。
図 5-12

DNS 応答修正
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（注）

他のネットワーク（DMZ など）のユーザも外部 DNS サーバから ftp.cisco.com の IP アドレスを要求
している場合、そのユーザがスタティック規則で参照される内部インターフェイスに存在しない場合で
も、そのユーザに対して DNS 応答の IP アドレスも修正されます。
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図 5-13 に、外部の Web サーバと DNS サーバを示します。ASA には、外部サーバ用のスタティック変
換があります。この場合、ftp.cisco.com のアドレスを DNS サーバに要求すると、DNS サーバは応答
で実際のアドレス 209.165.20.10 を示します。ftp.cisco.com のマッピング アドレス（10.1.2.56）が内
部ユーザによって使用されるようにするには、スタティック変換に対して DNS 応答修正を設定する必
要があります。
図 5-13

外部 NAT を使用する DNS 応答修正
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NAT 制御の設定
NAT 制御では、内部インターフェイスから外部インターフェイスへのパケットは NAT ルールと一致す
る必要があります。詳細については、「NAT コントロール」（P.5-4）を参照してください。
NAT 制御をイネーブルにするには、[Configuration] > [Firewall] > [NAT Rules] ペインで、[Enable
traffic through the firewall without address translation] チェックボックスをオンにします。
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ダイナミック NAT の使用
この項では、ダイナミック NAT および PAT、ダイナミック ポリシー NAT および PAT、アイデンティ
ティ NAT を含む、ダイナミック NAT の設定方法について説明します。
ポリシー NAT を使用すると、送信元アドレスおよび宛先アドレスを指定することにより、アドレス変
換対象の実際のアドレスを指定できます。任意で送信元ポートおよび宛先ポートを指定することもでき
ます。標準 NAT では送信元アドレスだけが考慮され、宛先は考慮されません。詳細については、「ポ
リシー NAT」（P.5-11）を参照してください。
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「ダイナミック NAT の実装」（P.5-18）
• 「グローバル プールの管理」（P.5-23）
• 「ダイナミック NAT、ダイナミック PAT、またはダイナミック アイデンティティ NAT の設定」
（P.5-25）
• 「ダイナミック ポリシー NAT またはダイナミック ポリシー PAT の設定」（P.5-27）

ダイナミック NAT の実装
この項では、ダイナミック NAT の実装方法について説明します。説明する内容は次のとおりです。

• 「プール ID を使用した実際のアドレスとグローバル プールのペア」（P.5-19）
• 「別のインターフェイス上の同じグローバル プールを使用する NAT ルール」（P.5-19）
• 「複数のインターフェイス上の同じプール ID を持つグローバル プール」（P.5-19）
• 「同じインターフェイス上の異なるグローバル プールを使用する複数の NAT ルール」（P.5-20）
• 「同じグローバル プール内の複数のアドレス」（P.5-21）
• 「外部 NAT」（P.5-22）
• 「NAT ルール内の実際のアドレスは同位または低位のセキュリティ レベルのインターフェイスすべ
てで変換が必要」（P.5-23）
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プール ID を使用した実際のアドレスとグローバル プールのペア
ダイナミック NAT ルールでは、実際のアドレスを指定し、それをアドレスのグローバル プールとペア
にします。実際のアドレスは別のインターフェイスを出るときにこのグローバル プールにマッピング
されます（PAT の場合、これは 1 つのアドレスになり、アイデンティティ NAT の場合は同じ実際のア
ドレスになります）。各グローバル プールにはプール ID が割り当てられます。

別のインターフェイス上の同じグローバル プールを使用する NAT ルール
同じグローバル アドレス プールを使用してインターフェイスごとに NAT ルールを作成できます。たと
えば、内部インターフェイス用と DMZ インターフェイス用の両方に外部インターフェイス上のグロー
バル プール 1 を使用して NAT ルールを設定できます。内部インターフェイスと DMZ インターフェイ
スからのトラフィックは、外部インターフェイスを出るときに、マップ プールまたは PAT アドレスを
共有します（図 5-14 を参照）。
図 5-14

複数のインターフェイス上の同じグローバル プールを使用する NAT ルール
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複数のインターフェイス上の同じプール ID を持つグローバル プール
同じプール ID を使用してインターフェイスごとにグローバル プールを作成できます。ID 1 で外部イン
ターフェイスと DMZ インターフェイス用にグローバル プールを作成した場合、トラフィックが外部
インターフェイスと DMZ インターフェイスの両方に向かうとき、ID 1 に関連付けられた 1 つの NAT
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ルールが変換対象のトラフィックを識別します。同様に、ID 1 で DMZ インターフェイス用の NAT
ルールを作成した場合、ID 1 のすべてのグローバル プールもまた DMZ トラフィックに使用されます
（図 5-15 を参照）。
図 5-15

複数のインターフェイス上の同じ ID を使用する NAT ルールとグローバル プール
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同じインターフェイス上の異なるグローバル プールを使用する複数の NAT ルール
異なる実際のアドレス セットが異なるマッピング アドレスを持つように指定できます。たとえば、内
部インターフェイスに 2 つの異なるプール ID で 2 つの NAT ルールを設定できます。外部インター
フェイスに、これらの 2 つの ID に対する 2 つのグローバル プールを設定します。設定後、内部ネット
ワーク A からのトラフィックが外部インターフェイスを出ると、IP アドレスはプール 1 のアドレスに
変換され、内部ネットワーク B からのトラフィックはプール 2 のアドレスに変換されます（図 5-16 を
参照）。ポリシー NAT を使用すると、宛先アドレスとポートが各アクセス リスト内で一意である限り、
複数の NAT ルールに対して同じ実際のアドレスを指定できます。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

5-20

第5章

NAT の設定（ASA 8.2 以前）
ダイナミック NAT の使用

図 5-16

異なる NAT ID

Web ࠨࡃ㧦
www.cisco.com

ᄖㇱ
ǰȭȸȐȫ 1Ჴ209.165.201.3209.165.201.10
ǰȭȸȐȫ 2Ჴ209.165.201.11

192.168.1.14

10.1.2.27

ᄌ឵
209.165.201.11:4567

NAT 1Ჴ10.1.2.0/24

ᄌ឵
209.165.201.3

NAT 2Ჴ192.168.1.0/24

10.1.2.27

132927

ౝㇱ

192.168.1.14

同じグローバル プール内の複数のアドレス
同じグローバル プール内に複数のアドレスを持てます。ASA は最初にダイナミック NAT のアドレス
範囲をコンフィギュレーション内の順序に従って使用し、次に PAT の 1 つのアドレスを順序に従って
使用します。さらに、特定のアプリケーションにはダイナミック NAT を使用し、ダイナミック NAT
のアドレスをすべて使い切ったときに備えて予備の PAT ルールを用意する必要がある場合、アドレス
範囲と PAT アドレスの両方を追加できます。同様に、1 つの PAT マッピング アドレスがサポートする
およそ 64,000 より多くの PAT セッションが必要な場合、プールに 2 つの PAT アドレスを持てます
（図 5-17 を参照）。
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図 5-17

NAT および PAT の併用
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外部 NAT
アドレスを外部インターフェイスから内部インターフェイスに変換する NAT ルールは外部 NAT ルー
ルです。外部 NAT ルールが着信トラフィックを変換することを指定する必要があります。同じトラ
フィックがセキュリティの低いインターフェイスにアクセスするときも変換が必要な場合（たとえば、
DMZ のトラフィックを内部および外部インターフェイスにアクセスするときに変換する場合など）、
同じ NAT ID を使用して、発信を指定する 2 つ目の NAT ルールを作成できます（図 5-18 を参照）。外
部 NAT（DMZ インターフェイスから内部インターフェイス）の場合、内部ホストはスタティック
ルールを使用して外部アクセスを許可するので、送信元アドレスと宛先アドレスの両方が変換されま
す。
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図 5-18

外部 NAT および内部 NAT の組み合わせ
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NAT ルール内の実際のアドレスは同位または低位のセキュリティ レベルのインターフェイス
すべてで変換が必要
IP アドレス グループに対する NAT ルールを作成した場合、そのグループが同位か低位のセキュリティ
レベルのインターフェイスにアクセスするときに NAT を実行する必要があります。また、各インター
フェイスに同じプール ID を持つグローバル プールを作成するか、スタティック ルールを使用する必要
があります。グループが高位のセキュリティ インターフェイスにアクセスするときには、NAT は必要
ありません。外部 NAT ルールを作成した場合、上記の NAT 要件は、そのアドレス グループが高位の
セキュリティ インターフェイスにアクセスするときは常に適用されます。スタティック ルールで指定
されたトラフィックは影響を受けません。

グローバル プールの管理
ダイナミック NAT は変換にグローバル プールを使用します。グローバル プールの動作については、
「ダイナミック NAT の実装」（P.5-18）を参照してください。
グローバル プールを管理するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Objects] > [Global Pools] ペインで、[Add] をクリックして新しいプー
ルを作成するか、プールを選択して [Edit] をクリックします。
[Add/Edit Dynamic NAT Rule] ダイアログボックスで [Manage] をクリックしてもグローバル プールを
管理できます。
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[Add/Edit Global Address Pool] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 2

新しいプールの場合、[Interface] ドロップダウン リストから、マッピング IP アドレスを使用するイン
ターフェイスを選択します。

ステップ 3

新しいプールの場合、[Pool ID] フィールドに 1 ～ 2147483647 の範囲の数値を入力します。すでに使
用されているプール ID は入力しないでください。すでに使用されている場合、設定は拒否されます。

ステップ 4

[IP Addresses to Add] 領域で、[Range]、[Port Address Translation (PAT)]、または [PAT Address
Translation (PAT) Using IP Address of the interface] をクリックします。
アドレスの範囲を指定すると、ASA はダイナミック NAT を実行します。[Netmask] フィールドにサブ
ネット マスクを指定すると、その値がマッピング アドレスがホストに割り当てられるときに使用され
るサブネット マスクになります。マスクを指定しない場合は、アドレス クラスのデフォルト マスクが
使用されます。

ステップ 5
ステップ 6

ステップ 7

[Addresses Pool] ペインにアドレスを追加するには、[Add] をクリックします。
（任意）グローバル プールには複数のアドレスを追加できます。たとえば、ダイナミック範囲を設定し
た後に PAT アドレスを追加する場合、PAT アドレスの値を入力して再度 [Add] をクリックします。1 つ
のインターフェイスに同じプール ID で複数のアドレスを使用する方法については、「同じグローバル
プール内の複数のアドレス」（P.5-21）を参照してください。

[OK] をクリックします。
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ダイナミック NAT、ダイナミック PAT、またはダイナミック アイデン
ティティ NAT の設定
図 5-19 に、一般的な、ダイナミック NAT、ダイナミック PAT、およびアイデンティティ NAT のシナ
リオを示します。接続を開始できるのは実際のホストだけです。
図 5-19

ダイナミック NAT のシナリオ
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ダイナミック NAT、ダイナミック PAT、またはダイナミック アイデンティティ NAT のルールを設定
するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [NAT Rules] ペインで、[Add] > [Add Dynamic NAT Rule] を選択しま
す。

[Add Dynamic NAT Rule] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 2

[Original] 領域で、[Interface] ドロップダウン リストから、変換対象の実際のアドレスを持つホストに
接続するインターフェイスを選択します。

ステップ 3

[Source] フィールドに実際のアドレスを入力します。または [...] ボタンをクリックして、ASDM です
でに定義されている IP アドレスを選択します。
プレフィックス / 長さ表記（10.1.1.0/24 など）を使用してアドレスとサブネット マスクを指定します。
マスクを使用せずに IP アドレスを入力すると、そのアドレスは最後が 0 であってもホスト アドレスと
見なされます。

ステップ 4

グローバル プールを選択するには、次のいずれかのオプションを使用します。

• すでに定義されているグローバル プールを選択する。
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プールにアドレス範囲が含まれている場合、ASA はダイナミック NAT を実行します。プールに含
まれるアドレスが 1 つだけの場合、ASA はダイナミック PAT を実行します。プールにアドレス範
囲と単一アドレスの両方が含まれている場合、範囲が順序に従って使用され、続いて PAT アドレ
スが順序に従って使用されます。詳細については、「同じグローバル プール内の複数のアドレス」
（P.5-21）を参照してください。
プールはプール ID で識別されます。異なるインターフェイスにある複数のグローバル プールが同
じプール ID を共有する場合、それらのプールはグループとなります。複数のインターフェイスを
持つプール ID を選択すると、トラフィックはプールのいずれかのインターフェイスにアクセスし
たときに指定どおりに変換されます。プール ID の詳細については、「ダイナミック NAT の実装」
（P.5-18）を参照してください。

• [Manage] をクリックして新しいグローバル プールを作成するか既存のプールを編集する。「グ
ローバル プールの管理」（P.5-23）を参照してください。
• [global pool 0] を選択してアイデンティティ NAT を選択する。
ステップ 5

（任意）DNS 応答内部のアドレスの変換をイネーブルにするには、[Connection Settings] 領域を展開し
て、[Translate the DNS replies that match the translation rule] チェックボックスをオンにします。

NAT ルールに DNS サーバ内にエントリを持つホストの実際のアドレスが含まれており、その DNS
サーバがクライアントと異なるインターフェイス上にある場合、クライアントと DNS サーバではホス
トのアドレスが異なっている必要があります。一方にはマッピング アドレスが、もう一方には実際の
アドレスが必要です。このオプションは、クライアントに送信される DNS 応答内のアドレスを書き換
えます。マッピングされるホストは、クライアントまたは DNS サーバのいずれかと同じインターフェ
イス上にある必要があります。通常、他のインターフェイスからのアクセスを許可する必要があるホス
トはスタティック変換を使用するため、このオプションはスタティック ルールで使用される可能性が
あります。詳細については、「DNS および NAT」（P.5-15）を参照してください。
ステップ 6

（任意）接続設定をイネーブルにするには、[Connection Settings] 領域を展開し、次のオプションを 1
つ以上設定します。

（注）

これらの値は、セキュリティ ポリシー ルールを使用しても設定できます（第 21 章「接続の設
定」を参照）。これらのオプションを両方に設定した場合、ASA は低い方の制限値を使用しま
す。TCP シーケンスのランダム化がいずれかの方法を使用してディセーブルになっている場
合、ASA は TCP シーケンスのランダム化をディセーブルにします。

• [Randomize sequence number]：このチェックボックスをオンにすると（デフォルト）、ASA は
TCP パケットのシーケンス番号をランダム化します。それぞれの TCP 接続には 2 つの ISN が割り
当てられており、そのうちの 1 つはクライアントで生成され、もう 1 つはサーバで生成されます。
ASA は、着信と発信の両方向で通過する TCP SNY の ISN をランダム化します。
保護対象のホストの ISN をランダム化することにより、攻撃者が新しい接続に使用される次の
ISN を予測して新しいセッションをハイジャックするのを阻止します。

TCP 初期シーケンス番号のランダム化は、必要に応じてディセーブルにできます。次に例を示し
ます。
– 別の直列接続されたファイアウォールでも初期シーケンス番号がランダム化され、トラフィッ
クに影響することはないものの、両方のファイアウォールでこの動作を実行する必要がない場
合。

– ASA で eBGP マルチホップを使用しており、eBGP ピアで MD5 を使用している場合。ランダ
ム化により、MD5 チェックサムは分解されます。
– ASA で接続のシーケンスをランダム化しないようにする必要がある WAAS デバイスを使用す
る場合。

• [Maximum TCP Connections]：TCP の最大接続数を 0 ～ 65,535 の範囲で指定します。この値を 0
に設定すると、接続数は無制限になります。
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• [Maximum UDP Connections]：UDP の最大接続数を 0 ～ 65,535 の範囲で指定します。この値を 0
に設定すると、接続数は無制限になります。

• [Maximum Embryonic Connections]：初期接続の最大数を 65,536 までの範囲で指定します。初期
接続とは、送信元と宛先の間で必要になるハンドシェイクを完了していない接続要求のことです。
この制限により、TCP 代行受信機能がイネーブルになります。デフォルトは 0 で、最大初期接続
数であることを示します。TCP 代行受信は、TCP SYN パケットを使用してインターフェイスをフ
ラッディングすることによる DoS 攻撃から内部システムを保護します。初期接続制限を超えると、
クライアントからセキュリティ レベルのより高いサーバに送信される TCP SYN パケットが、TCP
代行受信機能によって代行受信されます。検証プロセス中に SYN クッキーが使用され、ドロップ
される有効なトラフィックの数が最小限に抑えられます。したがって、到達不能なホストからの接
続試行がサーバに到達することはありません。
ステップ 7

[OK] をクリックします。

ダイナミック ポリシー NAT またはダイナミック ポリシー PAT の設定
図 5-20 に、一般的な、ダイナミック ポリシー NAT およびダイナミック ポリシー PAT のシナリオを示
します。接続を開始できるのは実際のホストだけです。
図 5-20

ダイナミック ポリシー NAT のシナリオ
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ダイナミック ポリシー NAT またはダイナミック ポリシー PAT を設定するには、次の手順を実行しま
す。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [NAT Rules] ペインで、[Add] > [Advanced] > [Add Dynamic Policy
NAT Rule] を選択します。
[Add Dynamic Policy NAT Rule] ダイアログボックスが開きます。

ステップ 2

[Original] 領域で、[Interface] ドロップダウン リストから、変換対象の実際のアドレスを持つホストに
接続するインターフェイスを選択します。

ステップ 3

[Source] フィールドに実際のアドレスを入力します。または [...] ボタンをクリックして、ASDM です
でに定義されている IP アドレスを選択します。
プレフィックス / 長さ表記（10.1.1.0/24 など）を使用してアドレスとサブネット マスクを指定します。
マスクを使用せずに IP アドレスを入力すると、そのアドレスは最後が 0 であってもホスト アドレスと
見なされます。
実際のアドレスが複数ある場合はカンマで区切ります。
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ステップ 4

[Destination] フィールドに宛先アドレスを入力します。または [...] ボタンをクリックして、ASDM で
すでに定義されている IP アドレスを選択します。
プレフィックス / 長さ表記（10.1.1.0/24 など）を使用してアドレスとサブネット マスクを指定します。
マスクを使用せずに IP アドレスを入力すると、そのアドレスは最後が 0 であってもホスト アドレスと
見なされます。
宛先アドレスが複数ある場合はカンマで区切ります。
デフォルトでは、フィールドには任意の宛先アドレスを許可する any が表示されています。

ステップ 5

グローバル プールを選択するには、次のいずれかのオプションを使用します。

• すでに定義されているグローバル プールを選択する。
プールにアドレス範囲が含まれている場合、ASA はダイナミック NAT を実行します。プールに含
まれるアドレスが 1 つだけの場合、ASA はダイナミック PAT を実行します。プールにアドレス範
囲と単一アドレスの両方が含まれている場合、範囲が順序に従って使用され、続いて PAT アドレ
スが順序に従って使用されます。詳細については、「同じグローバル プール内の複数のアドレス」
（P.5-21）を参照してください。
プールはプール ID で識別されます。異なるインターフェイスにある複数のグローバル プールが同
じプール ID を共有する場合、それらのプールはグループとなります。複数のインターフェイスを
持つプール ID を選択すると、トラフィックはプールのいずれかのインターフェイスにアクセスし
たときに指定どおりに変換されます。プール ID の詳細については、「ダイナミック NAT の実装」
（P.5-18）を参照してください。

• [Manage] をクリックして新しいグローバル プールを作成するか既存のプールを編集する。「グ
ローバル プールの管理」（P.5-23）を参照してください。
• [global pool 0] を選択してアイデンティティ NAT を選択する。
ステップ 6

（任意）[Description] フィールドに説明を入力します。

ステップ 7

（任意）DNS 応答内部のアドレスの変換をイネーブルにするには、[Connection Settings] 領域を展開し
て、[Translate the DNS replies that match the translation rule] チェックボックスをオンにします。

NAT ルールに DNS サーバ内にエントリを持つホストの実際のアドレスが含まれており、その DNS
サーバがクライアントと異なるインターフェイス上にある場合、クライアントと DNS サーバではホス
トのアドレスが異なっている必要があります。一方にはマッピング アドレスが、もう一方には実際の
アドレスが必要です。このオプションは、クライアントに送信される DNS 応答内のアドレスを書き換
えます。マッピングされるホストは、クライアントまたは DNS サーバのいずれかと同じインターフェ
イス上にある必要があります。通常、他のインターフェイスからのアクセスを許可する必要があるホス
トはスタティック変換を使用するため、このオプションはスタティック ルールで使用される可能性が
あります。詳細については、「DNS および NAT」（P.5-15）を参照してください。
ステップ 8

（任意）接続設定をイネーブルにするには、[Connection Settings] 領域を展開し、次のオプションを 1
つ以上設定します。

（注）

これらの値は、セキュリティ ポリシー ルールを使用しても設定できます。ホスト統計情報用に
保持されているレート間隔数を設定するには、[Configuration] > [Firewall] > [Threat
Detection] > [Scanning Threat Statistics] 領域で、[User can specify the number of rate for
Threat Detection Host] ドロップダウン リストから [1]、[2]、または [3] を選択します。ホスト
統計情報では大量のメモリが使用されるため、レート間隔の数値をデフォルトの 3 より減らす
と、メモリ使用率が軽減します。デフォルトで、[Firewall Dashboard] タブには、たとえば最
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近 1 時間、8 時間、および 24 時間のように、3 つのレート間隔の情報が表示されます。この
キーワードを 1 に設定すると、最も短いレート間隔の統計情報だけが保持されます。値を 2 に
設定すると、短い方から 2 つの間隔が保持されます。これらのオプションを両方に設定した場
合、ASA は低い方の制限値を使用します。TCP シーケンスのランダム化がいずれかの方法を
使用してディセーブルになっている場合、ASA は TCP シーケンスのランダム化をディセーブ
ルにします。

• [Randomize sequence number]：このチェックボックスをオンにすると（デフォルト）、ASA は
TCP パケットのシーケンス番号をランダム化します。それぞれの TCP 接続には 2 つの ISN が割り
当てられており、そのうちの 1 つはクライアントで生成され、もう 1 つはサーバで生成されます。
ASA は、着信と発信の両方向で通過する TCP SNY の ISN をランダム化します。
保護対象のホストの ISN をランダム化することにより、攻撃者が新しい接続に使用される次の
ISN を予測して新しいセッションをハイジャックするのを阻止します。

TCP 初期シーケンス番号のランダム化は、必要に応じてディセーブルにできます。次に例を示し
ます。
– 別の直列接続されたファイアウォールでも初期シーケンス番号がランダム化され、トラフィッ
クに影響することはないものの、両方のファイアウォールでこの動作を実行する必要がない場
合。

– ASA で eBGP マルチホップを使用しており、eBGP ピアで MD5 を使用している場合。ランダ
ム化により、MD5 チェックサムは分解されます。
– ASA で接続のシーケンスをランダム化しないようにする必要がある WAAS デバイスを使用す
る場合。

• [Maximum TCP Connections]：TCP の最大接続数を 0 ～ 65,535 の範囲で指定します。この値を 0
に設定すると、接続数は無制限になります。

• [Maximum UDP Connections]：UDP の最大接続数を 0 ～ 65,535 の範囲で指定します。この値を 0
に設定すると、接続数は無制限になります。

• [Maximum Embryonic Connections]：初期接続の最大数を 65,536 までの範囲で指定します。初期
接続とは、送信元と宛先の間で必要になるハンドシェイクを完了していない接続要求のことです。
この制限により、TCP 代行受信機能がイネーブルになります。デフォルトは 0 で、最大初期接続
数であることを示します。TCP 代行受信は、TCP SYN パケットを使用してインターフェイスをフ
ラッディングすることによる DoS 攻撃から内部システムを保護します。初期接続制限を超えると、
クライアントからセキュリティ レベルのより高いサーバに送信される TCP SYN パケットが、TCP
代行受信機能によって代行受信されます。検証プロセス中に SYN クッキーが使用され、ドロップ
される有効なトラフィックの数が最小限に抑えられます。したがって、到達不能なホストからの接
続試行がサーバに到達することはありません。
ステップ 9

[OK] をクリックします。

スタティック NAT の使用
この項では、標準またはポリシー スタティック NAT、PAT、またはアイデンティティ NAT を使用して
スタティック変換を設定する方法について説明します。
スタティック NAT の詳細については、「スタティック NAT」（P.5-9）を参照してください。
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ポリシー NAT を使用すると、送信元アドレスおよび宛先アドレスを指定することにより、アドレス変
換対象の実際のアドレスを指定できます。任意で送信元ポートおよび宛先ポートを指定することもでき
ます。標準 NAT では送信元アドレスだけが考慮され、宛先は考慮されません。詳細については、「ポ
リシー NAT」（P.5-11）を参照してください。
スタティック PAT を使用すると、実 IP アドレスをマップ IP アドレスに変換し、さらに実ポートを
マップ ポートに変換できます。同じポートを変換する場合は、特定のトラフィック タイプを変換でき
ます。または、別のポートに変換することによってさらに細かく制御することもできます。セカンダリ
チャネルのアプリケーション インスペクションが必要なアプリケーション（FTP、VoIP など）を使用
する場合は、ASA が自動的にセカンダリ ポートを変換します。スタティック PAT の詳細については、
「スタティック PAT」（P.5-9）を参照してください。
同じ 2 つのインターフェイス間で複数のスタティック ルールに同じ実際のアドレスまたはマッピング
アドレスを使用するには、スタティック PAT を使用する必要があります。同じマッピング インター
フェイスのグローバル プールにも定義されているマッピング アドレスをスタティック ルールに使用し
ないでください。
スタティック アイデンティティ NAT では、実際の IP アドレスが同じ IP アドレスに変換されます。
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「スタティック NAT、スタティック PAT、またはスタティック アイデンティティ NAT の設定」
（P.5-31）
• 「スタティック ポリシー NAT、スタティック ポリシー PAT、またはスタティック ポリシー アイデ
ンティティ NAT の設定」（P.5-34）
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スタティック NAT、スタティック PAT、またはスタティック アイデン
ティティ NAT の設定
図 5-21 に、一般的な、スタティック NAT、スタティック PAT、およびスタティック アイデンティ
ティ NAT のシナリオを示します。変換は常にアクティブになっているので、変換済みのホストとリ
モート ホストの両方で接続を開始できます。
図 5-21

スタティック NAT のシナリオ
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スタティック NAT、スタティック PAT、またはスタティック アイデンティティ NAT を設定するには、
次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [NAT Rules] ペインで、[Add] > [Add Static NAT Rule] を選択します。
[Add Static NAT Rule] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

[Original] 領域で、[Interface] ドロップダウン リストから、変換対象の実際のアドレスを持つホストに
接続するインターフェイスを選択します。

ステップ 3

[Source] フィールドに実際のアドレスを入力します。または [...] ボタンをクリックして、ASDM です
でに定義されている IP アドレスを選択します。
プレフィックス / 長さ表記（10.1.1.0/24 など）を使用してアドレスとサブネット マスクを指定します。
マスクを使用せずに IP アドレスを入力すると、そのアドレスは最後が 0 であってもホスト アドレスと
見なされます。

ステップ 4

[Translated] 領域で、[Interface] ドロップダウン リストから、マッピング アドレスを使用するインター
フェイスを選択します。

ステップ 5

マッピング IP アドレスを指定するには、次のいずれかをクリックします。

• Use IP Address
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IP アドレスを入力するか、[...] ボタンをクリックして ASDM ですでに定義されている IP アドレス
を選択します。
プレフィックス / 長さ表記（10.1.1.0/24 など）を使用してアドレスとサブネット マスクを指定し
ます。マスクを使用せずに IP アドレスを入力すると、そのアドレスは最後が 0 であってもホスト
アドレスと見なされます。

• Use Interface IP Address
実際のアドレスとマッピング アドレスのサブネット マスクは同じである必要があります。

（注）

ステップ 6

アイデンティティ NAT の場合、[Original] フィールドと [Translated] フィールドに同じ IP アド
レスを入力します。

（任意）スタティック PAT を使用するには、[Enable Port Address Translation (PAT)] をオンにします。

a. [Protocol] では、[TCP] または [UDP] をクリックします。
b. [Original Port] フィールドで、実際のポート番号を入力します。
c. [Translated Port] フィールドで、マッピング ポート番号を入力します。
ステップ 7

（任意）DNS 応答内部のアドレスの変換をイネーブルにするには、[Connection Settings] 領域を展開し
て、[Translate the DNS replies that match the translation rule] チェックボックスをオンにします。

NAT ルールに DNS サーバ内にエントリを持つホストの実際のアドレスが含まれており、その DNS
サーバがクライアントと異なるインターフェイス上にある場合、クライアントと DNS サーバではホス
トのアドレスが異なっている必要があります。一方にはマッピング アドレスが、もう一方には実際の
アドレスが必要です。このオプションは、クライアントに送信される DNS 応答内のアドレスを書き換
えます。マッピングされるホストは、クライアントまたは DNS サーバのいずれかと同じインターフェ
イス上にある必要があります。詳細については、「DNS および NAT」（P.5-15）を参照してください。
ステップ 8

（任意）接続設定をイネーブルにするには、[Connection Settings] 領域を展開し、次のオプションを 1
つ以上設定します。

（注）

これらの値は、セキュリティ ポリシー ルールを使用しても設定できます。ホスト統計情報用に
保持されているレート間隔数を設定するには、[Configuration] > [Firewall] > [Threat
Detection] > [Scanning Threat Statistics] 領域で、[User can specify the number of rate for
Threat Detection Host] ドロップダウン リストから [1]、[2]、または [3] を選択します。ホスト
統計情報では大量のメモリが使用されるため、レート間隔の数値をデフォルトの 3 より減らす
と、メモリ使用率が軽減します。デフォルトで、[Firewall Dashboard] タブには、たとえば最
近 1 時間、8 時間、および 24 時間のように、3 つのレート間隔の情報が表示されます。この
キーワードを 1 に設定すると、最も短いレート間隔の統計情報だけが保持されます。値を 2 に
設定すると、短い方から 2 つの間隔が保持されます。これらのオプションを両方に設定した場
合、ASA は低い方の制限値を使用します。TCP シーケンスのランダム化がいずれかの方法を
使用してディセーブルになっている場合、ASA は TCP シーケンスのランダム化をディセーブ
ルにします。

• [Randomize sequence number]：このチェックボックスをオンにすると（デフォルト）、ASA は
TCP パケットのシーケンス番号をランダム化します。それぞれの TCP 接続には 2 つの ISN が割り
当てられており、そのうちの 1 つはクライアントで生成され、もう 1 つはサーバで生成されます。
ASA は、着信と発信の両方向で通過する TCP SNY の ISN をランダム化します。
保護対象のホストの ISN をランダム化することにより、攻撃者が新しい接続に使用される次の
ISN を予測して新しいセッションをハイジャックするのを阻止します。

TCP 初期シーケンス番号のランダム化は、必要に応じてディセーブルにできます。次に例を示し
ます。
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– 別の直列接続されたファイアウォールでも初期シーケンス番号がランダム化され、トラフィッ
クに影響することはないものの、両方のファイアウォールでこの動作を実行する必要がない場
合。

– ASA で eBGP マルチホップを使用しており、eBGP ピアで MD5 を使用している場合。ランダ
ム化により、MD5 チェックサムは分解されます。
– ASA で接続のシーケンスをランダム化しないようにする必要がある WAAS デバイスを使用す
る場合。

• [Maximum TCP Connections]：TCP の最大接続数を 0 ～ 65,535 の範囲で指定します。この値を 0
に設定すると、接続数は無制限になります。

• [Maximum UDP Connections]：UDP の最大接続数を 0 ～ 65,535 の範囲で指定します。この値を 0
に設定すると、接続数は無制限になります。

• [Maximum Embryonic Connections]：初期接続の最大数を 65,536 までの範囲で指定します。初期
接続とは、送信元と宛先の間で必要になるハンドシェイクを完了していない接続要求のことです。
この制限により、TCP 代行受信機能がイネーブルになります。デフォルトは 0 で、最大初期接続
数であることを示します。TCP 代行受信は、TCP SYN パケットを使用してインターフェイスをフ
ラッディングすることによる DoS 攻撃から内部システムを保護します。初期接続制限を超えると、
クライアントからセキュリティ レベルのより高いサーバに送信される TCP SYN パケットが、TCP
代行受信機能によって代行受信されます。検証プロセス中に SYN クッキーが使用され、ドロップ
される有効なトラフィックの数が最小限に抑えられます。したがって、到達不能なホストからの接
続試行がサーバに到達することはありません。
ステップ 9

[OK] をクリックします。
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スタティック ポリシー NAT、スタティック ポリシー PAT、またはスタ
ティック ポリシー アイデンティティ NAT の設定
図 5-22 に、一般的な、スタティック ポリシー NAT、スタティック ポリシー PAT、およびスタティッ
ク ポリシー アイデンティティ NAT のシナリオを示します。変換は常にアクティブになっているので、
変換済みのホストとリモート ホストの両方で接続を開始できます。
図 5-22

スタティック ポリシー NAT のシナリオ
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スタティック ポリシー NAT、スタティック ポリシー PAT、またはスタティック ポリシー アイデン
ティティ NAT を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [NAT Rules] ペインで、[Add] > [Advanced] > [Add Static Policy NAT
Rule] を選択します。
[Add Static Policy NAT Rule] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

[Original] 領域で、[Interface] ドロップダウン リストから、変換対象の実際のアドレスを持つホストに
接続するインターフェイスを選択します。

ステップ 3

[Source] フィールドに実際のアドレスを入力します。または [...] ボタンをクリックして、ASDM です
でに定義されている IP アドレスを選択します。
プレフィックス / 長さ表記（10.1.1.0/24 など）を使用してアドレスとサブネット マスクを指定します。
マスクを使用せずに IP アドレスを入力すると、そのアドレスは最後が 0 であってもホスト アドレスと
見なされます。

ステップ 4

[Destination] フィールドに宛先アドレスを入力します。または [...] ボタンをクリックして、ASDM で
すでに定義されている IP アドレスを選択します。
プレフィックス / 長さ表記（10.1.1.0/24 など）を使用してアドレスとサブネット マスクを指定します。
マスクを使用せずに IP アドレスを入力すると、そのアドレスは最後が 0 であってもホスト アドレスと
見なされます。
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宛先アドレスが複数ある場合はカンマで区切ります。
デフォルトでは、フィールドには任意の宛先アドレスを許可する any が表示されています。
ステップ 5

[Translated] 領域で、[Interface] ドロップダウン リストから、マッピング アドレスを使用するインター
フェイスを選択します。

ステップ 6

マッピング IP アドレスを指定するには、次のいずれかをクリックします。

• Use IP Address

IP アドレスを入力するか、[...] ボタンをクリックして ASDM ですでに定義されている IP アドレス
を選択します。
プレフィックス / 長さ表記（10.1.1.0/24 など）を使用してアドレスとサブネット マスクを指定し
ます。マスクを使用せずに IP アドレスを入力すると、そのアドレスは最後が 0 であってもホスト
アドレスと見なされます。

• Use Interface IP Address
実際のアドレスとマッピング アドレスのサブネット マスクは同じである必要があります。
ステップ 7

（任意）スタティック PAT を使用するには、[Enable Port Address Translation (PAT)] をオンにします。

a. [Protocol] では、[TCP] または [UDP] をクリックします。
b. [Original Port] フィールドで、実際のポート番号を入力します。
c. [Translated Port] フィールドで、マッピング ポート番号を入力します。
ステップ 8

（任意）[Description] フィールドに説明を入力します。

ステップ 9

（任意）DNS 応答内部のアドレスの変換をイネーブルにするには、[Connection Settings] 領域を展開し
て、[Translate the DNS replies that match the translation rule] チェックボックスをオンにします。

NAT ルールに DNS サーバ内にエントリを持つホストの実際のアドレスが含まれており、その DNS
サーバがクライアントと異なるインターフェイス上にある場合、クライアントと DNS サーバではホス
トのアドレスが異なっている必要があります。一方にはマッピング アドレスが、もう一方には実際の
アドレスが必要です。このオプションは、クライアントに送信される DNS 応答内のアドレスを書き換
えます。マッピングされるホストは、クライアントまたは DNS サーバのいずれかと同じインターフェ
イス上にある必要があります。詳細については、「DNS および NAT」（P.5-15）を参照してください。
ステップ 10 （任意）接続設定をイネーブルにするには、[Connection Settings] 領域を展開し、次のオプションを 1
つ以上設定します。

（注）

これらの値は、セキュリティ ポリシー ルールを使用しても設定できます。ホスト統計情報用に
保持されているレート間隔数を設定するには、[Configuration] > [Firewall] > [Threat
Detection] > [Scanning Threat Statistics] 領域で、[User can specify the number of rate for
Threat Detection Host] ドロップダウン リストから [1]、[2]、または [3] を選択します。ホスト
統計情報では大量のメモリが使用されるため、レート間隔の数値をデフォルトの 3 より減らす
と、メモリ使用率が軽減します。デフォルトで、[Firewall Dashboard] タブには、たとえば最
近 1 時間、8 時間、および 24 時間のように、3 つのレート間隔の情報が表示されます。この
キーワードを 1 に設定すると、最も短いレート間隔の統計情報だけが保持されます。値を 2 に
設定すると、短い方から 2 つの間隔が保持されます。これらのオプションを両方に設定した場
合、ASA は低い方の制限値を使用します。TCP シーケンスのランダム化がいずれかの方法を
使用してディセーブルになっている場合、ASA は TCP シーケンスのランダム化をディセーブ
ルにします。

• [Randomize sequence number]：このチェックボックスをオンにすると（デフォルト）、ASA は
TCP パケットのシーケンス番号をランダム化します。それぞれの TCP 接続には 2 つの ISN が割り
当てられており、そのうちの 1 つはクライアントで生成され、もう 1 つはサーバで生成されます。
ASA は、着信と発信の両方向で通過する TCP SNY の ISN をランダム化します。
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保護対象のホストの ISN をランダム化することにより、攻撃者が新しい接続に使用される次の
ISN を予測して新しいセッションをハイジャックするのを阻止します。

TCP 初期シーケンス番号のランダム化は、必要に応じてディセーブルにできます。次に例を示し
ます。
– 別の直列接続されたファイアウォールでも初期シーケンス番号がランダム化され、トラフィッ
クに影響することはないものの、両方のファイアウォールでこの動作を実行する必要がない場
合。

– ASA で eBGP マルチホップを使用しており、eBGP ピアで MD5 を使用している場合。ランダ
ム化により、MD5 チェックサムは分解されます。
– ASA で接続のシーケンスをランダム化しないようにする必要がある WAAS デバイスを使用す
る場合。

• [Maximum TCP Connections]：TCP の最大接続数を 0 ～ 65,535 の範囲で指定します。この値を 0
に設定すると、接続数は無制限になります。

• [Maximum UDP Connections]：UDP の最大接続数を 0 ～ 65,535 の範囲で指定します。この値を 0
に設定すると、接続数は無制限になります。

• [Maximum Embryonic Connections]：初期接続の最大数を 65,536 までの範囲で指定します。初期
接続とは、送信元と宛先の間で必要になるハンドシェイクを完了していない接続要求のことです。
この制限により、TCP 代行受信機能がイネーブルになります。デフォルトは 0 で、最大初期接続
数であることを示します。TCP 代行受信は、TCP SYN パケットを使用してインターフェイスをフ
ラッディングすることによる DoS 攻撃から内部システムを保護します。初期接続制限を超えると、
クライアントからセキュリティ レベルのより高いサーバに送信される TCP SYN パケットが、TCP
代行受信機能によって代行受信されます。検証プロセス中に SYN クッキーが使用され、ドロップ
される有効なトラフィックの数が最小限に抑えられます。したがって、到達不能なホストからの接
続試行がサーバに到達することはありません。
ステップ 11

[OK] をクリックします。

NAT 免除の使用
NAT 除外ではアドレスを変換処理から除外して、実ホストとリモート ホストの両方で接続を開始でき
るようにします。NAT 免除では、免除対象の実際のトラフィックを決定するときに実際のアドレスと
宛先アドレスを指定できるので（ポリシー NAT と同様）、NAT 免除を使用するとダイナミック アイデ
ンティティ NAT よりも詳細に制御が可能です。ただし、ポリシー NAT とは異なり、NAT 免除では
ポートは考慮されません。ポートを考慮するには、スタティック ポリシー アイデンティティ NAT を使
用してください。
「NAT 制御がイネーブルな状態での NAT のバイパス」
（P.5-10）を参照し
NAT 免除の詳細については、
てください。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

5-36

NAT の設定（ASA 8.2 以前）
NAT 免除の使用

図 5-23 に、一般的な NAT 除外の使用例を示します。
図 5-23
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NAT 免除を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [NAT Rules] ペインで、[Add] > [Add NAT Exempt Rule] を選択します。
[Add NAT Exempt Rule] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

[Action: Exempt] をクリックします。

ステップ 3

[Original] 領域で、[Interface] ドロップダウン リストから、免除対象の実際のアドレスを持つホストに
接続するインターフェイスを選択します。

ステップ 4

[Source] フィールドに実際のアドレスを入力します。または [...] ボタンをクリックして、ASDM です
でに定義されている IP アドレスを選択します。
プレフィックス / 長さ表記（10.1.1.0/24 など）を使用してアドレスとサブネット マスクを指定します。
マスクを使用せずに IP アドレスを入力すると、そのアドレスは最後が 0 であってもホスト アドレスと
見なされます。

（注）

免除対象外のアドレスは後で指定できます。たとえば、免除対象のサブネット（10.1.1.0/24 な
ど）を指定できますが、10.1.1.50 を変換する必要がある場合は、そのアドレスについて免除を
除外する別のルールを作成できます。

実際のアドレスが複数ある場合はカンマで区切ります。
ステップ 5

[Destination] フィールドに宛先アドレスを入力します。または [...] ボタンをクリックして、ASDM で
すでに定義されている IP アドレスを選択します。
プレフィックス / 長さ表記（10.1.1.0/24 など）を使用してアドレスとサブネット マスクを指定します。
マスクを使用せずに IP アドレスを入力すると、そのアドレスは最後が 0 であってもホスト アドレスと
見なされます。
宛先アドレスが複数ある場合はカンマで区切ります。
デフォルトでは、フィールドには任意の宛先アドレスを許可する any が表示されています。

ステップ 6

[NAT Exempt Direction] 領域で、低位のセキュリティ インターフェイス（デフォルト）と高位のセ
キュリティ インターフェイスのどちらに向かうトラフィックを免除対象とするかを、該当するオプ
ション ボタンをクリックして選択します。

ステップ 7
ステップ 8
ステップ 9

（任意）[Description] フィールドに説明を入力します。

[OK] をクリックします。
（任意）NAT 免除ルールに含まれていた一部のアドレスを免除対象外とする場合、免除を削除する別の
ルールを作成します。既存の NAT Exempt ルールを右クリックし、[Insert] を選択します。
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[Add NAT Exempt Rule] ダイアログボックスが表示されます。
a. [Action: Do not exempt] をクリックします。
b. ステップ 3 ～ 8 を実行してルールを完成させます。

No Exempt ルールが Exempt ルールの前に追加されます。Exempt ルールと No Exempt ルールの順序
は重要です。ASA がパケットを免除するかどうか判断するとき、ASA は、ルールが並んでいる順序に
従い、パケットをそれぞれの NAT Exempt ルールと No Exempt ルールについて検証します。いずれか
のルールに合致した場合、それ以降のルールはチェックされません。
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6

アクセス ルールの設定
この章では、アクセス ルールを使用して、ASA 経由でのネットワーク アクセスを制御する方法につい
て説明します。この章は次の項で構成されています。

• 「アクセス ルールに関する情報」（P.6-1）
• 「アクセス ルールのライセンス要件」（P.6-7）
• 「ガイドラインと制限事項」（P.6-7）
• 「デフォルト設定」（P.6-7）
• 「アクセス ルールの設定」（P.6-7）
• 「アクセス ルールの機能履歴」（P.6-13）

（注）

ルーテッド ファイアウォール モードの場合もトランスペアレント ファイアウォール モードの場合も、
ネットワーク アクセスを制御するには、アクセス ルールを使用します。トランスペアレント モードで
は、アクセス ルール（レイヤ 3 トラフィックの場合）と EtherType ルール（レイヤ 2 トラフィックの
場合）の両方を使用できます。
また、ASA インターフェイスに管理アクセスの目的でアクセスするには、ホスト IP アドレスを許可す
るアクセス ルールは必要ありません。一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの Chapter 43,
“Configuring Management Access,” に従って管理アクセスを設定することだけが必要です。

アクセス ルールに関する情報
アクセス ポリシーは、1 つ以上のアクセス ルール、インターフェイスごとのまたはすべてのインター
フェイスに対するグローバルな EtherType ルール、またはその両方から構成されます。
ルーテッド ファイアウォール モードおよびトランスペアレント ファイアウォール モードの場合は、ア
クセス ルールを使用して IP トラフィックを制御できます。アクセス ルールでは、プロトコル、送信元
および宛先の IP アドレスまたはネットワーク、および任意で送信元ポートと宛先ポートに基づいてト
ラフィックが許可または拒否されます。
トランスペアレント モードの場合に限り、EtherType ルールによって非 IP トラフィックのネットワー
ク アクセスが制御されます。EtherType ルールでは、EtherType に基づいてトラフィックが許可または
拒否されます。
この項は、次の内容で構成されています。

• 「ルールに関する一般情報」（P.6-2）
• 「アクセス ルールに関する情報」（P.6-4）
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• 「EtherType ルールに関する情報」（P.6-6）

ルールに関する一般情報
この項では、アクセス ルールと EtherType ルールの両方について説明します。次の項目を取り上げま
す。

• 「暗黙的な許可」（P.6-2）
• 「インターフェイス アクセス ルールとグローバル アクセス ルールに関する情報」（P.6-2）
• 「同じインターフェイスでのアクセス ルールと EtherType ルールの使用」（P.6-3）
• 「ルールの順序」（P.6-3）
• 「暗黙の拒否」（P.6-3）
• 「コメントの使用」（P.6-3）
• 「NAT とアクセス ルール」（P.6-3）
• 「着信ルールと発信ルール」（P.6-3）
• 「アクセス ルールに関する情報」（P.6-4）

暗黙的な許可
ルーテッド モードの場合、デフォルトでは次のタイプのトラフィックが許可されます。

• 高セキュリティ インターフェイスから低セキュリティ インターフェイスへの IPv4 トラフィック。
• 高セキュリティ インターフェイスから低セキュリティ インターフェイスへの IPv6 トラフィック。
トランスペアレント モードの場合、デフォルトでは次のタイプのトラフィックが許可されます。

• 高セキュリティ インターフェイスから低セキュリティ インターフェイスへの IPv4 トラフィック。
• 高セキュリティ インターフェイスから低セキュリティ インターフェイスへの IPv6 トラフィック。
• 双方向の Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）。

（注）

ARP トラフィックは ARP インスペクションによって制御できますが、アクセス ルールに
よって制御することはできません。

• 双方向の Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）。
他のトラフィックには、アクセス ルール（IPv4 および IPv6）、または EtherType ルール（非
IPv4/IPv6）のいずれかを使用する必要があります。

インターフェイス アクセス ルールとグローバル アクセス ルールに関する情報
アクセス ルールを特定のインターフェイスに適用するか、またはアクセス ルールをすべてのインター
フェイスにグローバルに適用できます。インターフェイス アクセス ルールと一緒にグローバル アクセ
ス ルールを設定できます。この場合、特定のインターフェイス アクセス ルールが常に汎用のグローバ
ル アクセス ルールよりも前に処理されます。

（注）

グローバル アクセス ルールは、着信トラフィックにだけ適用されます。「着信ルールと発信ルール」
（P.6-3）を参照してください。
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同じインターフェイスでのアクセス ルールと EtherType ルールの使用
アクセス ルールと EtherType ルールの両方を各方向のインターフェイスに適用できます。

ルールの順序
ルールの順序が重要です。ASA において、パケットを転送するかドロップするかの判断が行われる場
合、ASA では、パケットと各ルールとの照合が、それらのルールの並び順に従って行われます。いず
れかのルールに合致した場合、それ以降のルールはチェックされません。たとえば、先頭に作成したア
クセス ルールが、インターフェイスに対してすべてのトラフィックを明示的に許可するものであれば、
それ以降のルールはチェックされません。詳細については、「暗黙の拒否」（P.6-3）を参照してくださ
い。
ルールは、非アクティブにすることで、ディセーブルにできます。

暗黙の拒否
ACL の最後で暗黙的な拒否が設定されるため、明示的に許可しない限り、トラフィックは通過できま
せん。たとえば、特定のアドレスを除くすべてのユーザに、ASA 経由でのネットワークにアクセスす
ることを許可する場合、特定のアドレスを拒否したうえで、他のすべてのユーザを許可します。
EtherType ACL の場合、ACL の末尾にある暗黙的な拒否は、IP トラフィックや ARP には影響しませ
ん。たとえば、EtherType 8037 を許可する場合、ACL の末尾にある暗黙的な拒否によって、拡張 ACL
で以前許可（または高位のセキュリティ インターフェイスから低位のセキュリティ インターフェイス
へ暗黙的に許可）した IP トラフィックがブロックされることはありません。ただし、EtherType ACE
とのすべてのトラフィックを明示的に拒否する場合、IP と ARP のトラフィックが拒否されます。
グローバル アクセス ルールを設定すると、暗黙的な拒否はグローバル ルールが処理された後になりま
す。次の動作の順序を参照してください。

1. インターフェイス アクセス ルール。
2. グローバル アクセス ルール。
3. 暗黙的な拒否。

コメントの使用
[ASDM access rule] ウィンドウでは、ルールの隣に表示されるコメントは、そのルールの前に設定さ
れたものです。つまり、CLI から設定したコメントを [ASDM access rule] ウィンドウで表示する場合、
CLI でコメントの後に設定されたルールの隣にそのコメントが表示されます。ただし、ASDM のパ
ケット トレーサは、CLI の照合ルール後に設定されたコメントに一致します。

NAT とアクセス ルール
アクセス ルールは、NAT を設定している場合でも、アクセス ルールの一致を決定する際に常に実際の
IP アドレスを使用します。たとえば、内部サーバ 10.1.1.5 用の NAT を設定して、パブリックにルー
ティング可能な外部の IP アドレス 209.165.201.5 をこのサーバに付与する場合は、この内部サーバへ
のアクセスを外部トラフィックに許可するアクセス ルールの中で、サーバのマッピング アドレス
（209.165.201.5）ではなく実際のアドレス（10.1.1.5）を参照する必要があります。

着信ルールと発信ルール
ASA では、次の 2 つの ACL タイプがサポートされています。
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• 着信：着信アクセス ルールは、インターフェイスに入ってくるトラフィックに適用されます。グ
ローバル アクセス ルールは常に着信です。

• アウトバウンド：アウトバウンド ACL は、インターフェイスから送信されるトラフィックに対し
て適用されます。

（注） 「インバウンド」および「アウトバウンド」は、インターフェイスにおける ACL の適用対象を表した
もので、前者は、インターフェイスにおいて ASA により受信されるトラフィックに ACL が適用され
ることを表し、後者はインターフェイスにおいて ASA から送信されるトラフィックに ACL が適用さ
れることを表しています。これらの用語は、一般に着信と呼ばれる、セキュリティの低いインターフェ
イスから高いインターフェイスへのトラフィックの移動や、一般に発信と呼ばれる、セキュリティの高
いインターフェイスから低いインターフェイスへのトラフィックの移動を意味しません。

たとえば、内部ネットワーク上の特定のホストに限って、外部ネットワーク上の Web サーバにアクセ
スできるようにする場合などには、アウトバウンド ACL が有用です。複数のインバウンド ACL を作
成してアクセスを制限することもできますが、指定したホストだけアクセスを許可するアウトバウンド
ACL を 1 つだけ作成する方が効率的です （図 6-1 を参照）。このアウトバウンド ACL を使用すれば、
その他のホストが外部ネットワークへアクセスすることもできなくなります。
図 6-1

アウトバウンド ACL

Web ࢧ࣮ࣂ㸸
209.165.200.225

ASA

እ㒊
ACL ࢘ࢺࣂ࢘ࣥࢻ
10.1.1.14Ŵ10.1.2.67Ŵ10.1.3.34 Ɣǒ
209.165.200.225 ǁƷ HTTP Ǜᚩӧ
ƦǕˌٳƸƢǂƯԁ

ACL ࣥࣂ࢘ࣥࢻ
any Ɣǒ any ǁᚩӧ

10.1.1.14

209.165.201.4
ࢫࢱࢸࢵࢡ NAT

ே

࢚ࣥࢪࢽࣜࣥࢢ

ACL ࣥࣂ࢘ࣥࢻ
any Ɣǒ any ǁᚩӧ

10.1.2.67
209.165.201.6
ࢫࢱࢸࢵࢡ NAT

ACL ࣥࣂ࢘ࣥࢻ
any Ɣǒ any ǁᚩӧ

10.1.3.34
209.165.201.8
ࢫࢱࢸࢵࢡ NAT

アクセス ルールに関する情報
この項では、アクセス ルールについて説明します。次の項目を取り上げます。

• 「リターン トラフィックに対するアクセス ルール」（P.6-5）
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• 「アクセス ルールを使用したトランスペアレント ファイアウォールを介したブロードキャストとマ
ルチキャスト トラフィックの許可」（P.6-5）
• 「管理アクセス ルール」（P.6-6）

リターン トラフィックに対するアクセス ルール
ルーテッド モードとトランスペアレント モードの両方に対する TCP 接続および UDP 接続については、
リターン トラフィックを許可するためのアクセス ルールは必要ありません。ASA は、確立された双方
向接続のリターン トラフィックをすべて許可します。
ただし、ICMP などのコネクションレス型プロトコルについては、ASA は単方向セッションを確立し
ます。したがって、（ACL を送信元インターフェイスと宛先インターフェイスに適用することで）アク
セス ルールで双方向の ICMP を許可するか、ICMP インスペクション エンジンをイネーブルにする必
要があります。ICMP インスペクション エンジンは、ICMP セッションを双方向接続として扱います。

アクセス ルールを使用したトランスペアレント ファイアウォールを介したブロードキャストと
マルチキャスト トラフィックの許可
ルーテッド ファイアウォール モードでは、ブロードキャストとマルチキャスト トラフィックは、アク
セス ルールで許可されている場合でもブロックされます。これには、サポートされていないダイナ
ミック ルーティング プロトコルおよび DHCP（DHCP リレーを設定している場合を除く）が含まれま
す。トランスペアレント ファイアウォール モードでは、すべての IP トラフィックの通過を許可できま
す。この機能は、たとえば、ダイナミック ルーティングが許可されていないマルチ コンテキスト モー
ドで特に有用です。

（注）

これらの特殊なタイプのトラフィックはコネクションレス型であるため、アクセス ルールを両方のイ
ンターフェイスに適用して、リターン トラフィックの通過を許可する必要があります。
表 6-1 に、トランスペアレント ファイアウォールの通過を許可できる一般的なトラフィック タイプを
示します。
表 6-1

トランスペアレント ファイアウォールの特殊トラフィック

トラフィックのタ
イプ
プロトコルまたはポート

注釈

DHCP

UDP ポート 67 および 68

EIGRP

プロトコル 88

DHCP サーバがイネーブルの場合、ASA は
DHCP パケットの通過を拒否します。
—

OSPF

プロトコル 89

—

マルチキャスト
ストリーム

UDP ポートは、アプリケーショ マルチキャスト ストリームは、常に Class D ア
ンによって異なります。
ドレス（224.0.0.0 to 239.x.x.x）に送信されま
す。

RIP（v1 または
v2）

UDP ポート 520

—
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管理アクセス ルール
ASA 宛ての管理トラフィックを制御するアクセス ルールを設定できます。to-the-box 管理トラフィッ
クに関するアクセス コントロール ルール（HTTP、Telnet、および SSH など）は、管理アクセス ルー
ルよりも優先されます。したがって、このような許可された管理トラフィックは、to-the-box ACL で
明示的に拒否されている場合でも着信が許可されます。

EtherType ルールに関する情報
この項では、EtherType ルールについて説明します。次の項目を取り上げます。

• 「サポートされている EtherType およびその他のトラフィック」（P.6-6）
• 「リターン トラフィックに対するアクセス ルール」（P.6-6）
• 「MPLS の許可」（P.6-6）

サポートされている EtherType およびその他のトラフィック
EtherType ルールは次を制御します。
• 一般的なタイプの IPX および MPLS ユニキャストまたはマルチキャストを含む、16 ビットの 16
進数値で示された EtherType。
• イーサネット V2 フレーム。
• デフォルトで許可される BPDU。BPDU は、SNAP でカプセル化されており、ASA は特別に
BPDU を処理するように設計されています。
• トランク ポート（シスコ専用）BPDU。トランク BPDU のペイロードには VLAN 情報が含まれる
ので、BPDU を許可すると、ASA により、発信 VLAN を使用してペイロードが修正されます。
• IS-IS。
次のタイプのトラフィックはサポートされていません。

• 802.3 形式フレーム：type フィールドではなく length フィールドが使用されるため、ルールでは処
理されません。

リターン トラフィックに対するアクセス ルール
EtherType はコネクションレス型であるため、トラフィックを両方向に通過させる必要がある場合は、
両方のインターフェイスにルールを適用する必要があります。

MPLS の許可
MPLS を許可する場合は、ラベル配布プロトコル（LDP）およびタグ配布プロトコル（TDP）の TCP
接続が ASA を経由して確立されるようにしてください。これには、ASA インターフェイス上の IP ア
ドレスを LDP セッションまたは TDP セッションの router-id として使用するように、ASA に接続され
ている両方の MPLS ルータを設定します （LDP および TDP を使用することにより、MPLS ルータは、
転送するパケットに使用するラベル（アドレス）をネゴシエートできるようになります）。

Cisco IOS ルータで、使用プロトコル（LDP または TDP）に適したコマンドを入力します。interface
は、ASA に接続されているインターフェイスです。
hostname(config)# mpls ldp router-id interface force
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または
hostname(config)# tag-switching tdp router-id interface force

アクセス ルールのライセンス要件
モデル

ライセンス要件

すべてのモデル

基本ライセンス

ガイドラインと制限事項
この項では、この機能のガイドラインと制限事項について説明します。

コンテキスト モードのガイドライン
シングル コンテキスト モードとマルチ コンテキスト モードでサポートされています。

ファイアウォール モードのガイドライン
ルーテッド ファイアウォール モードとトランスペアレント ファイアウォール モードでサポートされて
います。

IPv6 のガイドライン
IPv6 をサポートします。（9.0 以降）送信元アドレスと宛先アドレスには IPv4 アドレスと IPv6 アドレ
スの組み合わせを含めることができます。9.0 よりも前のバージョンでは、別の IPv6 アクセス ルール
を作成する必要があります。

デフォルト設定
「暗黙的な許可」（P.6-2）を参照してください。

アクセス ルールの設定
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「アクセス ルールの追加」（P.6-8）
• 「EtherType ルールの追加（トランスペアレント モードのみ）」（P.6-9）
• 「管理アクセス ルールの設定」（P.6-10）
• 「高度なアクセス ルール設定」（P.6-11）
• 「HTTP Redirect の設定」（P.6-12）
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アクセス ルールの追加
アクセス ルールを適用するには、次の手順を実行します。

手順の詳細
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Access Rules] の順に選択します。

ステップ 2

[Add] をクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
[Add Access Rule] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

[Interface] ドロップダウン リストから、ルールを適用するインターフェイスを選択します。グローバ
ル ルールを適用する場合は、[Any] を選択します。

ステップ 4

[Action] フィールドで、目的のアクションに対応するオプション ボタンをクリックします。オプショ
ン ボタンは次のいずれかです。
• [Permit]：条件に合致した場合にアクセスが許可されます。
• [Deny]：条件に合致した場合にアクセスが拒否されます。

ステップ 5

指定した宛先に対してトラフィックを許可または拒否する送信元のネットワーク、インターフェイス
IP、またはアドレスに対応する IP アドレスを、[Source] フィールドに入力します。IPv4 または IPv6
アドレスのいずれかを使用できます。
インターフェイスで IPv6 をイネーブルにする方法の詳細については、一般的な操作のコンフィギュ
レーション ガイドの “Configuring IPv6 Addressing” section on page 10-18 を参照してください。

ステップ 6

[User] フィールドに、ACL に対するユーザ名またはグループを入力します。ユーザ名は、
domain_NetBIOS_name\user_name という形式で入力します。グループ名は、
domain_NetBIOS_name\group_name という形式で入力します。
送信元 IP アドレスではなくユーザ名とユーザ グループ名に基づいてアクセス ルールを設定できます。
ASA は、IP アドレスと Windows Active Directory のログイン情報の関連付けに基づいてセキュリティ
ポリシーを適用し、ネットワーク IP アドレスではなくマッピングされたユーザ名を使用してイベント
を報告します。
詳細については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Configuring Identity-Based

Security Policy” section on page 36-24 を参照してください。
ステップ 7

ユーザ名とユーザ グループを参照するには、省略符号（[...]）ボタンをクリックします。[Browse
User] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 8

[Source] フィールドで指定した送信元からのトラフィックを許可または拒否する宛先のネットワーク、
インターフェイス IP、またはアドレスに対応する IP アドレスを、[Destination] フィールドに入力しま
す。IPv4 または IPv6 アドレスのいずれかを使用できます。

ステップ 9

サービス タイプを選択します。

ステップ 10 （任意）トラフィックをどのような場合に許可しどのような場合に拒否するかを指定するアクセス ルー
ルに時間範囲を追加する場合は、[More Options] をクリックしてリストを展開します。

a. [Time Range] ドロップダウン リストの右側にある参照ボタンをクリックします。

[Browse Time Range] ダイアログボックスが表示されます。
b. [Add] をクリックします。

[Add Time Range] ダイアログボックスが表示されます。
c. [Time Range Name] フィールドに、時間範囲の名前を入力します。ただし、スペースは使用できま
せん。
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d. [Start Time] および [End Time] で、開始時間および終了時間を選択します。
e. 毎日または隔週でその時間範囲がアクティブになるようにするなど、時間範囲に関する追加制限を
指定する場合は、[Add] をクリックし、指定する内容を選択します。
f. [OK] をクリックすると、時間範囲について任意で指定した内容が適用されます。
ステップ 11 （任意）[Description] フィールドに、アクセス ルールの内容説明を入力します。

この説明は、複数行に渡って入力できますが、各行に入力できるのは最大で 100 文字までです。
ステップ 12 （任意）デフォルトでは、ロギングがイネーブルになっています。ロギングをディセーブルにするには、
チェックボックスをオフにします。また、ドロップダウン リストからロギング レベルを変更すること
もできます。デフォルトのロギング レベルは [Informational] です。
ステップ 13

[OK] をクリックします。新規に設定したアクセス ルールとともにアクセス ルールが表示されます。

ステップ 14

[Apply] をクリックし、アクセス ルールを設定に保存します。
アクセス ルールを選択して [Edit] または [Delete] をクリックすると、特定のアクセス ルールを編集ま
たは削除できます。

EtherType ルールの追加（トランスペアレント モードのみ）
[EtherType Rules] ウィンドウに、パケット EtherType に基づくアクセス ルールが表示されます。
EtherType ルールは、トランスペアレント モードで動作する ASA において、非 IP 関連トラフィック
ポリシーを設定する場合に使用されます。トランスペアレント モードでは、拡張アクセス ルールと

EtherType アクセス ルールの両方をインターフェイスに適用できます。EtherType ルールは、拡張アク
セス ルールに優先されます。

EtherType ルールの詳細については、「アクセス ルールに関する情報」（P.6-1）を参照してください。
EtherType ルールを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Device Management] > [Management Access] > [EtherType Rules] を選択します。

ステップ 2

[Add] をクリックします。
[Add EtherType rules] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

（任意）特定の位置に新しい EtherType ルールを追加する場合は、まず既存のルールをいずれか 1 つ選
択します。そのうえで [Insert...] をクリックすると、選択したルールの前に目的の EtherType ルールが
追加されます。選択したルールの後に EtherType ルールを追加する場合は、[Insert After...] をクリック
します。

ステップ 4

[Interface] ドロップダウン リストから、ルールを適用するインターフェイスを選択します。グローバ
ル ルールを適用する場合は、[Any] を選択します。

ステップ 5

[Action] フィールドで、目的のアクションに対応するオプション ボタンをクリックします。オプショ
ン ボタンは次のいずれかです。
• [Permit]：条件に合致した場合にアクセスが許可されます。
• [Deny]：条件に合致した場合にアクセスが拒否されます。

ステップ 6
ステップ 7

[EtherType] フィールドで、ドロップダウン リストから、EtherType 値を選択します。
（任意）[Description] フィールドに、ルールの内容説明を入力します。
この説明は、複数行に渡って入力できますが、各行に入力できるのは最大で 100 文字までです。
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ステップ 8

（任意）このルールを適用するトラフィックの方向を指定する場合は、[More Options] をクリックして
リストを展開し、次のいずれかのオプション ボタンをクリックして、方向を指定します。

• [In]：着信トラフィック
• [Out]：発信トラフィック
ステップ 9

[OK] をクリックします。

管理アクセス ルールの設定
特定のピア（または複数のピア）からセキュリティ アプライアンスへの to-the-box 管理トラフィック
に関するアクセス コントロールをサポートするインターフェイス ACL を設定できます。このタイプの
ACL は、IKE DoS（サービス拒絶）攻撃をブロックする場合などに有用です

to-the-box トラフィックのパケットを許可または拒否する拡張 ACL を設定するには、次の手順を実行
します。
ステップ 1

[Configuration] > [Device Management] > [Management Access] > [Management Access Rules] を選択
します。

ステップ 2

[Add] をクリックし、次のいずれかの処理内容を選択します。
[Add Management Access Rule] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

[Interface] ドロップダウン リストから、ルールを適用するインターフェイスを選択します。グローバ
ル ルールを適用する場合は、[Any] を選択します。

ステップ 4

[Action] フィールドで、次のいずれかのオプション ボタンをクリックし、アクションを選択します。
• [Permit]：条件に合致した場合にアクセスが許可されます。
• [Deny]：条件に合致した場合にアクセスが拒否されます。

ステップ 5

トラフィックを許可または拒否する送信元のネットワーク オブジェクト グループ、インターフェイス
IP、またはアドレスに対応する IP アドレスを、[Source] フィールドに入力します。IPv4 または IPv6
アドレスのいずれかを使用できます。

（注）

IPv6 アドレスを使用して拡張 ACL を設定する場合は、少なくとも 1 つのインターフェイスで
IPv6 を事前にイネーブルにしておく必要があります。インターフェイスで IPv6 をイネーブル
にする方法の詳細については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Configuring
IPv6 Addressing” section on page 10-18 を参照してください。

ステップ 6

[Service] フィールドで、ルールに指定するトラフィックのサービス名を入力するか、省略符号（[...]）
ボタンをクリックしてサービスを参照します。

ステップ 7

（任意）[Description] フィールドに、追加する管理アクセス ルールについての内容説明を入力します。
この説明は、複数行に渡って入力できますが、各行に入力できるのは最大で 100 文字までです。

ステップ 8

（任意）デフォルトでは、ロギングがイネーブルになっています。ロギングをディセーブルにするには、
チェックボックスをオフにします。また、ドロップダウン リストからロギング レベルを変更すること
もできます。デフォルトのロギング レベルは [Informational] です。
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ステップ 9

（任意）トラフィックをどのような場合に許可しどのような場合に拒否するかを指定するアクセス ルー
ルに、送信元サービス（TCP、UDP、および TCP-UDP に限る）および時間範囲を追加する場合は、
[More Options] をクリックしてリストを展開します。この管理アクセス ルールをオフにする場合は、
[Enable Rule] をオフにします。

• [Source Service] フィールドに送信元サービスを入力するか、省略符号（[...]）ボタンをクリック
してサービスを参照します。
宛先サービスと送信元サービスは同じである必要があります。[Destination Service] フィールドを
コピーし、[Source Service] フィールドに貼り付けます。

• ロギング間隔を設定する場合（ただし、ロギングをイネーブルにし、デフォルト以外の設定を選択
した場合）は、[Logging Interval] フィールドに値を入力します。
• 追加するルールに対して事前定義済みの時間範囲を選択する場合は、[Time Range] ドロップダウ
ン リストから時間範囲を選択するか、省略符号（[...]）ボタンをクリックして時間範囲を参照しま
す。曜日を指定したり、時間範囲が繰り返してアクティブになる間隔を週単位で指定したりなど、
追加の時間範囲の制限を指定することもできます。
ステップ 10

[OK] をクリックします。ダイアログボックスが閉じ、管理アクセス ルールが追加されます。

ステップ 11

[Apply] をクリックします。ルールが実行コンフィギュレーションに保存されます。

高度なアクセス ルール設定
[Advanced Access Rule Configuration] ダイアログボックスでは、グローバル アクセス ルールのロギン
グ オプションを設定できます。
ロギングがイネーブルで、パケットがアクセス ルールに合致した場合、ASA では、フロー エントリが
作成され、指定された時間内に受信したパケット数の追跡が行われます。ASA は、最初のヒットが
あったとき、および各間隔の終わりにシステム ログ メッセージを生成して、その間隔におけるヒット
の合計数を示し、最後のヒットの時間を報告します。

（注）

[ASA] ペインの [last rule hit] 行にヒット数の情報が表示されます。ルールのヒット数とタイムスタン
プを表示するには、[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [ACL Manager] の順に選択し、マウ
スのポインタを [ACL Manager] テーブルのセルに重ねます。
各間隔の終わりに、ASA はヒット数を 0 にリセットします。追跡期間中、アクセス ルールに合致する
パケットがなかった場合は、ASA によりそのフロー エントリは削除されます。
どの時点でも大量のフローが同時に存在する可能性があります。メモリおよび CPU のリソースが無制
限に消費されないようにするため、ASA では同時拒否フロー数に制限が設定されます。この制限は、
拒否フローに対してだけ設定されます（許可フローには設定されません）。これは、拒否フローが攻撃
を示している可能性があるためです。制限に達した場合、ASA では既存の拒否フローが期限切れにな
るまで新しい拒否フローは作成されません。DoS 攻撃（サービス拒絶攻撃）が開始された場合、ASA
ではごく短時間のうちに大量の拒否フローが作成される可能性があります。拒否フロー数を制限するこ
とで、メモリおよび CPU のリソースが無制限に消費されるのを防ぐことができます。

前提条件
これらの設定は、アクセス ルールの新しいロギング メカニズムをイネーブルにしている場合にのみ適
用されます。
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フィールド

• [Maximum Deny-flows]：ASA によりロギングが停止される前に許可される拒否フローの最大数
を、1 からとデフォルト値までの間で指定します。デフォルトは 4096 です。
• [Alert Interval]：拒否フローが最大数に達したことを示すシステム ログ メッセージ（番号
106101）が生成される時間間隔（1 ～ 3600 秒）を指定します。デフォルトは 300 秒です。
• [Per User Override table]：ユーザごとの上書き機能の状態を指定します。インバウンド アクセス
ルールに対してユーザごとの上書き機能をイネーブルになると、RADIUS サーバによって提供さ
れるアクセス ルールは、そのインターフェイス上で設定されたアクセス ルールに置き換えられま
す。ユーザごとの上書き機能がディセーブルになると、RADIUS サーバによって提供されるアク
セス ルールは、そのインターフェイス上で設定されたアクセス ルールと結合されます。インター
フェイスにインバウンド アクセス ルールが設定されていない場合、ユーザごとの上書きは設定で
きません。

VPN リモート アクセス トラフィックの場合、グループ ポリシーで適用される VPN フィルタがあ
るかどうか（[Configuration] > [Remote Access VPN] > [Network (Client) Access] > [Group
Policies] > [Add/Edit] > [General] > [More Options] > [Filter] フィールドを参照）、および [Per
User Override] オプションを設定しているどうかによって動作が異なります。
– [Per User Override] なし、VPN フィルタなし：トラフィックは、インターフェイス ACL と照
合されます（[Configurartion] > [Remote Access VPN] > [Network (Client) Access] >
[AnyConnect Connection Profiles] ペインで、デフォルトの [Enable inbound VPN sessions to
bypass interface access lists] を設定（ディスエーブル）することによる）。
– [Per User Override] なし、VPN フィルタ：トラフィックはまずインターフェイス ACL と照合
され、次に VPN フィルタと照合されます。
– [Per User Override]、VPN フィルタ：トラフィックは VPN フィルタのみと照合されます。
• [Object Group Search Setting]：サービス ルールの保存に使用されるメモリの量が削減されますが、
一致するアクセス ルールの検索にかかる時間が増大します。

アクセス ルールの拡張機能
セキュリティ アプライアンスを使用すると、特定のオブジェクト グループを含むアクセス ルールの拡
張機能をオフにできます。拡張機能がオフになっている場合、検索にはオブジェクト グループ検索が
使用されます。これにより、拡張されたルールの保存に必要なメモリ量は削減されますが、検索のパ
フォーマンスが低下します。メモリ使用率に対するパフォーマンスのトレードオフによって、検索をオ
ンおよびオフにできます。
特定のオブジェクト グループを含むアクセス ルールの拡張機能をオフにするオプションを設定するに
は、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Access Rules] の順に選択します。

ステップ 2

[Advanced] ボタンをクリックします。

ステップ 3

[Enable Object Group Search Algorithm] チェックボックスをオンにします。

HTTP Redirect の設定
HTTP Redirect テーブルには、ASA の各インターフェイス、そのインターフェイスが HTTP 接続を
HTTPS にリダイレクトするように設定されているかどうか、および接続のリダイレクトに使用する
ポート番号が表示されます。
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（注）

HTTP をリダイレクトするには、インターフェイスに HTTP を許可する ACL が必要です。アクセス リ
ストがないと、インターフェイスは HTTP ポートをリッスンできません。
[Configuration] > [Device Management] > [Advanced] > [HTTP Redirect] > [Edit] ペインを使用して、
インターフェイスの HTTP リダイレクト設定または HTTP 接続のリダイレクト元のポートを変更でき
ます。テーブルでインターフェイスを選択し、[Edit] をクリックします。インターフェイスをダブルク
リックすることもできます。[Edit HTTP/HTTPS Settings] ダイアログボックスが表示されます。

Edit HTTP/HTTPS Settings
[Edit HTTP/HTTPS Settings] ダイアログボックスでは、インターフェイスの HTTP リダイレクト設定
またはポート番号を変更できます。
フィールド

[Edit HTTP/HTTPS Settings] ダイアログボックスには次のフィールドがあります。
• [Interface]：ASA が HTTP 要求を HTTPS にリダイレクトする（またはしない）インターフェイス
を示します。

• [Redirect HTTP to HTTPS]：HTTP 要求を HTTPS にリダイレクトするにはオンにし、リダイレク
トしない場合はオフにします。

• [HTTP Port]：インターフェイスが HTTP 接続のリダイレクトに使用するポートを指定します。デ
フォルトでは、インターフェイスはポート 80 をリッスンします。
アクセス ルールの詳細については、「アクセス ルールに関する情報」（P.6-1）を参照してください。

アクセス ルールの機能履歴
表 6-2 に、各機能変更と、それが実装されたプラットフォーム リリースを示します。ASDM は、複数
のプラットフォーム リリースとの下位互換性があるため、サポートが追加された特定の ASDM リリー
スは一覧には含まれていません。
表 6-2

アクセス ルールの機能履歴

機能名

プラット
フォーム リ
リース

インターフェイス アクセス ルール

7.0(1)

機能情報

ACL を使用した、ASA 経由のネットワーク アクセスの制
御。
次の画面が導入されました。[Configuration] > [Firewall] >
[Access Rules]。

グローバル アクセス ルール

8.3(1)

グローバル アクセス ルールが導入されました。
次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] >
[Access Rules]。
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表 6-2

アクセス ルールの機能履歴 （続き）

プラット
フォーム リ
リース

機能名

機能情報

アイデンティティ ファイアウォールのサポー
ト

8.4(2)

アイデンティティ ファイアウォールのユーザおよびグルー
プを発信元と宛先に使用できるようになりました。アイデ
ンティティ ファイアウォール ACL はアクセス ルールや
AAA ルールとともに、および VPN 認証に使用できます。

EtherType ACL が S-IS トラフィックをサポー

8.4(5)、
9.1(2)

トランスペアレント ファイアウォール モードでは、ASA
は、EtherType ACL を使用して、IS-IS トラフィックを渡
すことができるようになりました。

ト

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device

Management] > [Management Access] > [EtherType
Rules]。

TrustSec のサポート

9.0(1)

TrustSec セキュリティ グループを送信元と宛先に使用でき
るようになりました。アイデンティティ ファイアウォール
ACL をアクセス ルールとともに使用できます。

IPv4 および IPv6 の統合 ACL

9.0(1)

ACL で IPv4 および IPv6 アドレスがサポートされるように
なりました。送信元および宛先に対して IPv4 および IPv6
アドレスの組み合わせも指定できます。any キーワードは、
IPv4 および IPv6 トラフィックを表すように変更されまし
た。IPv4 のみのトラフィックを表す any4 キーワードと、
IPv6 のみのトラフィックを表す any6 キーワードが追加さ
れました。IPv6 固有の ACL は非推奨です。既存の IPv6
ACL は拡張 ACL に移行されます。移行の詳細について
は、リリース ノートを参照してください。
次の画面が変更されました。

[Configuration] > [Firewall] > [Access Rules]
[Configuration] >[Remote Access VPN] > [Network
（Client）Access] > [Group Policies] > [General] > [More
Options]
ICMP コードによって ICMP トラフィックを
フィルタリングするための拡張 ACL とオブ
ジェクト機能拡張

9.0(1)

ICMP コードに基づいて ICMP トラフィックの許可または
拒否ができるようになりました。
次の画面が導入または変更されました。

[Configuration] > [Firewall] > [Objects] > [Service
Objects/Groups]
[Configuration] > [Firewall] > [Access Rule]
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ネットワーク アクセスに対する AAA 規則の
設定
この章では、ネットワーク アクセスに対して AAA（「トリプル エー」と発音）をイネーブルにする方
法について説明します。
管理アクセスの AAA については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Configuring
AAA for System Administrators” section on page 43-21 を参照してください。
この章は、次の項で構成されています。

• 「AAA のパフォーマンス」（P.7-1）
• 「AAA ルールのライセンス要件」（P.7-1）
• 「ガイドラインと制限事項」（P.7-2）
• 「ネットワーク アクセス認証の設定」（P.7-2）
• 「ネットワーク アクセス許可の設定」（P.7-12）
• 「ネットワーク アクセスのアカウンティングの設定」（P.7-18）
• 「MAC アドレスによるトラフィックの認証と許可の免除」（P.7-19）
• 「AAA ルールの機能履歴」（P.7-21）

AAA のパフォーマンス
ASA は「カットスルー プロキシ」を使用します。これにより、従来のプロキシ サーバと比較して、パ
フォーマンスが大幅に向上します。従来のプロキシ サーバは、OSI モデルのアプリケーション レイヤ
ですべてのパケットを分析するため、プロキシ サーバのパフォーマンスに負担がかかります。ASA
カットスルー プロキシは、アプリケーション層で最初にユーザ確認を行い、続いて標準 AAA サーバま
たはローカル データベースで認証します。ASA はユーザを認証した後、セッション フローをシフトす
るため、セッション ステート情報を維持したまま、すべてのトラフィックが送信元と宛先の間で直接
かつ迅速に流れます。

AAA ルールのライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
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ガイドラインと制限事項

モデル

ライセンス要件

すべてのモデル

基本ライセンス

ガイドラインと制限事項
この項では、この機能のガイドラインと制限事項について説明します。

コンテキスト モードのガイドライン
シングル コンテキスト モードとマルチ コンテキスト モードでサポートされています。
ファイアウォール モードのガイドライン
ルーテッド ファイアウォール モードとトランスペアレント ファイアウォール モードでサポートされて
います。

IPv6 のガイドライン
IPv6 をサポートします。
その他のガイドライン
クラスタリングでは、この機能は、マスター ユニットでのみサポートされます。

ネットワーク アクセス認証の設定
この項は、次の内容で構成されています。

• 「認証について」（P.7-2）
• 「ネットワーク アクセス認証の設定」（P.7-6）
• 「HTTP 認証および HTTPS 認証におけるリダイレクション方式のイネーブル化」（P.7-7）
• 「Web クライアントのセキュアな認証のイネーブル化」（P.7-8）
• 「での直接認証 ASA」（P.7-9）
• 「認証プロキシに対する制限の設定」（P.7-11）

認証について
ASA では、AAA サーバを使用するネットワーク アクセス認証を設定できます。この項は、次の内容
で構成されています。

• 「一度だけの認証」（P.7-3）
• 「認証確認を受けるために必要なアプリケーション」（P.7-3）
• 「ASA の認証プロンプト」（P.7-3）
• 「AAA プロンプトとアイデンティティ ファイアウォール」（P.7-4）
• 「バックアップ認証方式としての AAA ルール」（P.7-5）
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• 「スタティック PAT および HTTP」（P.7-6）

一度だけの認証
所定の IP アドレスのユーザは、認証セッションが期限切れになるまで、すべてのルールおよびタイプ
に対して一度だけ認証を受ける必要があります （タイムアウト値については、[Configuration] >
[Firewall] > [Advanced] > [Global Timeouts] ペインを参照してください）。たとえば、Telnet および
FTP の認証を行うように ASA が設定されている場合、最初に Telnet 認証を受けたユーザは、その認証
セッションが継続している限り、FTP 認証を受ける必要はありません。

認証確認を受けるために必要なアプリケーション
プロトコルまたはサービスへのネットワーク アクセス認証を要求するように ASA を設定することは、
すべてのプロトコルまたはサービスについて可能ですが、ユーザが直接認証を受けることができるの
は、HTTP、HTTPS、Telnet、または FTP だけです。ユーザがこれらのサービスのいずれかの認証を
受けないと、ASA は認証が必要な他のトラフィックを許可しません。
次のように、ASA が AAA 用にサポートしている認証ポートは固定値です。

• ポート 21 は FTP 用
• ポート 23 は Telnet 用
• ポート 80 は HTTP 用
• ポート 443 は HTTPS 用

ASA の認証プロンプト
Telnet および FTP の場合、ASA は認証プロンプトを生成します。
HTTP の場合、ASA はデフォルトで基本 HTTP 認証を使用し、認証プロンプトを提供します。必要に
応じて、ユーザ名とパスワードを入力するための内部 Web ページにユーザがリダイレクトされるよう
に ASA を設定することができます（設定は、[Configuration] > [Firewall] > [AAA Rules] >
[Advanced] > [AAA Rules Advanced Options] ダイアログボックスで行います。「HTTP 認証および
HTTPS 認証におけるリダイレクション方式のイネーブル化」（P.7-7）を参照してください）。
HTTPS の場合、ASA はカスタム ログイン画面を生成します。必要に応じて、ユーザ名とパスワード
を入力するための内部 Web ページにユーザがリダイレクトされるように ASA を設定することもできま
す（設定は、[Configuration] > [Firewall] > [AAA Rules] > [Advanced] > [AAA Rules Advanced
Options] ダイアログボックスで行います。「HTTP 認証および HTTPS 認証におけるリダイレクション
方式のイネーブル化」（P.7-7）を参照してください）。
リダイレクションは、基本方式を強化したものです。これは、認証時に向上したユーザ エクスペリエ
ンスが提供されると同時に、Easy VPN でもファイアウォール モードでも、HTTP および HTTPS と同
じユーザ エクスペリエンスが提供されるためです。また、ASA での直接認証もサポートしています。
次の理由で、基本 HTTP 認証を引き続き使用しなければならない場合があります。

• ASA でリスニング ポートを開きたくない。
• ルータ上で NAT を使用しており、ASA によって提供される Web ページのトランスレーション
ルールを作成したくない。

• 基本 HTTP 認証の方がネットワークで有効に機能する見込みがある。
たとえば、電子メールに URL が埋め込まれている場合などのように、ブラウザ以外のアプリケーショ
ンでは基本認証の方が適していることがあります。
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正常に認証されると、ASA により元の宛先にリダイレクトされます。宛先サーバにも独自の認証があ
る場合、ユーザは別のユーザ名とパスワードを入力します。基本 HTTP 認証を使用する際、宛先サー
バで別のユーザ名およびパスワードの入力を必要とする場合は、仮想 HTTP を設定する必要がありま
す（[Configuration] > [Firewall] > [Advanced Options] > [Virtual Access] ペインを参照）。

（注）

HTTP 認証を使用する場合、デフォルトでクリア テキストのユーザ名とパスワードがクライアントか
ら ASA に送信されます。さらにこのユーザ名とパスワードは宛先 Web サーバにも送信されます。クレ
デンシャルの保護の詳細については、「Web クライアントのセキュアな認証のイネーブル化」（P.7-8）
を参照してください。
FTP の場合、ASA ユーザ名、アット マーク（@）、FTP ユーザ名（name1@name2）を入力するオプ
ションがあります。パスワードには、ASA パスワード、アット マーク（@）、FTP パスワード
（password1@password2）を入力します。たとえば、次のテキストを入力します。
name> name1@name2
password> password1@password2

この機能は、複数のログインを必要とするファイアウォールをカスケード接続している場合に有用で
す。複数の名前およびパスワードは、複数のアット マーク（@）で区切ることができます。

AAA プロンプトとアイデンティティ ファイアウォール
企業では、ユーザによっては、Web ポータル（カットスルー プロキシ）を使用した認証など、通常と
は異なる認証メカニズムを使用してネットワークにログインする場合があります。たとえば、クライア
ントとして Mac や Linux を使用しているユーザは、Web ポータル（カットスルー プロキシ）にログイ
ンすることがあります。そのため、これらの認証方式がアイデンティティに基づくアクセス ポリシー
と連携できるようにアイデンティティ ファイアウォールを設定する必要があります。
図 7-1 は、カットスルー プロキシ認証キャプティブ ポータルをサポートする展開方法を示しています。
Active Directory サーバと AD エージェントはメイン サイトの LAN 上に配置されています。ただし、
アイデンティティ ファイアウォールは、Active Directory ドメインに含まれないクライアントの認証を
サポートするよう設定されています。
図 7-1

カットスルー プロキシ認証をサポートする展開
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ASA は、Web ポータル（カットスルー プロキシ）経由でログインするユーザを認証が行われる Active
Directory ドメインに属するユーザと見なします。
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ASA は、Web ポータル（カットスルー プロキシ）によってログインしたユーザを AD エージェントに
報告し、AD エージェントがユーザ情報を登録されているすべての ASA デバイスに配布します。この
場合は、アイデンティティ ファイアウォールは、Active Directory ドメインとユーザを関連付けること
ができます。具体的には、認証されたユーザのユーザ アイデンティティと IP アドレスのマッピング
が、パケットを受信して認証する入力インターフェイスを含むすべての ASA コンテキストに転送され
ます。
ユーザは、HTTP/HTTPS、FTP、Telnet、または SSH を使用してログインできます。ユーザがこれら
の認証方式でログインする場合は、次のガイドラインが適用されます。

• HTTP/HTTPS トラフィックの場合、認証されていないユーザには認証ウィンドウが表示されます。
• Telnet および FTP トラフィックの場合、ユーザはカットスルー プロキシ サーバ経由でログイン
し、さらに Telnet および FTP サーバにログインする必要があります。
• ユーザは、ログイン クレデンシャル（形式は domain\username）を入力するときに、Active
Directory ドメインを指定できます。ASA は、指定されたドメインに関連付けられた AAA サーバ
グループを自動的に選択します。

• ユーザがログイン クレデンシャル（形式は domain\username）を入力するときに Active Directory
ドメインを指定すると、ASA はドメインを解析し、それを使用して、アイデンティティ ファイア
ウォール用に設定された AAA サーバから認証サーバを選択します。AAA サーバには username だ
けが渡されます。

• ログイン クレデンシャルにバックスラッシュ（\）デリミタが含まれていない場合、ASA はドメイ
ンを解析せず、アイデンティティ ファイアウォールに設定されたデフォルト ドメインに対応する
AAA サーバで認証が実行されます。

• デフォルト ドメインが設定されていない場合、またはそのデフォルト ドメインにサーバ グループ
が設定されていない場合、ASA は認証を拒否します。
• ドメインが指定されない場合、ASA はアイデンティティ ファイアウォールに設定されたデフォル
ト ドメインの AAA サーバ グループを選択します。

バックアップ認証方式としての AAA ルール
認証ルール（「カットスルー プロキシ」とも呼ばれます）は、ユーザに基づいてネットワーク アクセス
を制御します。この機能がアクセス ルールとアイデンティティ ファイアウォールに非常に似ているた
め、AAA ルールは、ユーザの AD ログインの期限が切れるか、有効なユーザが AD にまだログインし
ていない場合、認証のバックアップ方式として使用できます。たとえば、有効なログインのないユーザ
の場合、AAA ルールをトリガーできます。AAA ルールが有効なログインがないユーザに対してだけ
トリガーされるようにするには、拡張 ACL でアクセス ルールと AAA ルールに使用される特別なユー
ザ名 None（有効なログインのないユーザ）および Any（有効なログインを持つユーザ）を指定しま
す。アクセス ルールでは、ユーザおよびグループのポリシーを通常どおりに設定しますが、any any を
拒否する前にすべての None ユーザを許可するルールを含めます。これらのユーザが後で AAA ルール
をトリガーできるように、これらのユーザを許可する必要があります。次に、Any ユーザ（これらの
ユーザは、AAA ルールの対象ではなく、アクセス ルールによってすでに処理されています）を照合せ
ず、すべての None ユーザのみを照合する AAA ルールを設定して、None ユーザに対する AAA 認証を
トリガーします。ユーザがカットスルー プロキシによって正常にログインした後、トラフィックは再
び正常に流れます。
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スタティック PAT および HTTP
HTTP 認証では、スタティック PAT が設定されている場合、ASA は実際のポートをチェックします。
ASA は、マッピング ポートにかかわらず、実際のポート 80 を宛先とするトラフィックを検出した場
合、HTTP 接続を代行受信し、認証を実行します。
たとえば、外部 TCP ポート 889 が次のようにポート 80 に変換されていて、関係するすべての ACL で
このトラフィックが許可されているとします。
object network obj-192.168.123.10-01
host 192.168.123.10
nat (inside,outside) static 10.48.66.155 service tcp 80 889

この場合、ユーザはポート 889 で 10.48.66.155 にアクセスを試み、ASA はそのトラフィックを代行受
信して、HTTP 認証を実行します。ASA が HTTP 接続の完了を許可する前に、ユーザの Web ブラウザ
には HTTP 認証ページが表示されます。
次の例のように、ローカル ポートがポート 80 ではないとします。
object network obj-192.168.123.10-02
host 192.168.123.10
nat (inside,outside) static 10.48.66.155 service tcp 111 889

この場合、ユーザには認証ページは表示されません。代わりに、ASA は Web ブラウザにエラー メッ
セージを送信して、要求されたサービスを使用する前にユーザが認証を受ける必要があることを通知し
ます。

ネットワーク アクセス認証の設定
ネットワーク アクセス認証を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [AAA Rules] ペインから、[Add] > [Add Authentication Rule] を選択し
ます。

[Add Authentication Rule] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 2

ヒント

[Interface] ドロップダウン リストから、ルールを適用するためのインターフェイスを選択します。
[Action] フィールドで、実装内容に応じて、次のいずれかをクリックします。
• Authenticate
• Do not Authenticate

ステップ 3

[AAA Server Group] ドロップダウン リストから、サーバ グループを選択します。AAA サーバをサー
バ グループに追加する場合は、[Add Server] をクリックします。
AAA サーバ グループとして [LOCAL] を選択した場合は、[Add User] をクリックして新しいユーザを
追加することも可能です。詳細については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Adding
a User Account to the Local Database” section on page 31-4 を参照してください。

ステップ 4

[Source] フィールドで、送信元 IP アドレスを入力するか、省略符号（[...]）ボタンをクリックして
ASDM にすでに定義されている IP アドレスを選択します。

ステップ 5

[Destination] フィールドで、宛先 IP アドレスを入力するか、省略符号（[...]）ボタンをクリックして
ASDM にすでに定義されている IP アドレスを選択します。
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ステップ 6

[Service] フィールドで、宛先サービスの IP サービス名または IP サービス番号を入力するか、省略符
号（[...]）をクリックしてサービスを選択します。

ステップ 7

（任意）[Description] フィールドに説明を入力します。

ステップ 8

（任意）[More Options] をクリックすると、必要に応じて次のような処理を実行できます。

• TCP または UDP 用の送信元サービスを指定する場合は、[Source Service] フィールドに TCP サー
ビスまたは UDP サービスを入力します。
• 宛先サービスと送信元サービスは同じである必要があります。[Destination Service] フィールドを
コピーし、[Source Service] フィールドに貼り付けます。
• ルールを非アクティブにするには、[Enable Rule] チェックボックスをオフにします。
これにより、ルールを削除しないまま無効にできます。

• ルールの適用期間を設定する場合は、[Time Range] ドロップダウン リストから、既存の時間範囲
を選択します。時間範囲を新規に追加する場合は、省略符号（[...]）ボタンをクリックします。詳
細については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Configuring Time Ranges”
section on page 15-26 を参照してください。
ステップ 9

[OK] をクリックします。
[Add Authentication Rule] ダイアログボックスが閉じ、ルールが [AAA Rules] テーブルに表示されま
す。

ステップ 10

[Apply] をクリックします。
変更内容が実行コンフィギュレーションに保存されます。

認証の詳細については、「認証について」（P.7-2）を参照してください。

HTTP 認証および HTTPS 認証におけるリダイレクション方式のイネーブ
ル化
認証にリダイレクション方式を使用すると、HTTP リスニング ポートまたは HTTPS リスニング ポー
トで、ネットワーク ユーザを認証できます。リスニング ポートをイネーブルにすると、ASA により直
接接続に関する認証ページが表示され、さらにリダイレクションをイネーブルにすると、スルー トラ
フィックに関する認証ページが表示されます。この方式では、認証クレデンシャルが続けて宛先サーバ
に送信されないようにします。リダイレクション方式と基本方式を比較した詳細については、「ASA の
認証プロンプト」（P.7-3）を参照してください。

AAA リスナーをイネーブルにするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [AAA Rules] ペインから、[Advanced] をクリックします。
[AAA Rules Advanced Options] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

[Interactive Authentication] で、[Add] をクリックします。
[Add Interactive Authentication Entry] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

[Protocol] で、[HTTP] または [HTTPS] を選択します。HTTP と HTTPS の両方に対してリダイレク
ションをイネーブルにすることもできます。その場合は、上記の操作を繰り返し行い、それぞれに対し
て個別にルールを作成します。

ステップ 4

[Interface] ドロップダウン リストから、リスナーをイネーブルにするインターフェイスを選択します。

ステップ 5

[Port] ドロップダウン リストで、ポートを選択するか、またはポート番号を入力します。
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これは、ASA が直接トラフィックまたはリダイレクトされたトラフィックをリッスンするポートです。
デフォルトは 80（HTTP）および 443（HTTPS）です。任意のポート番号を使用して同じ機能を保持
できますが、直接認証ユーザがそのポート番号を認識している必要があります。これは、リダイレクト
されたトラフィックは正しいポート番号に自動的に送信されますが、直接認証するユーザは、ポート番
号を手動で指定する必要があるためです。
ステップ 6

（任意）[Redirect network users for authentication request] チェックボックスをオンにします。
このオプションを使用すると、ASA により表示される認証 Web ページにスルー トラフィックがリダ
イレクトされます。このオプションを使用しない場合は、ASA のインターフェイスに転送されるトラ
フィックに限り、認証 Web ページにアクセスできます。

（注）

また、リダイレクト オプションをイネーブルにすると、インターフェイス IP アドレスを変換
するインターフェイスおよびリスナーとして使用されるポートに対し、スタティック PAT は設
定できません。スタティック PAT を設定した場合、NAT は正常に実行されますが、認証は失
敗します。

ステップ 7

[OK] をクリックし、もう一度 [OK] をクリックして、[AAA Rules Advanced Options] ダイアログボッ
クスを閉じます。

ステップ 8

[Apply] をクリックします。
変更内容が実行コンフィギュレーションに保存されます。

Web クライアントのセキュアな認証のイネーブル化
HTTP 認証を使用する場合、デフォルトでユーザ名とパスワードがクリア テキストでクライアントか
ら ASA に送信されます。さらにこのユーザ名とパスワードは宛先 Web サーバにも送信されます。
ASA では、HTTP 認証の保護のために次のような方式を用意しています。
• HTTP に対してリダイレクション方式の認証をイネーブルにする：「HTTP 認証および HTTPS 認
証におけるリダイレクション方式のイネーブル化」（P.7-7）を参照してください。この方式では、
認証クレデンシャルがその後続けて宛先サーバに送信されないようにします。リダイレクション方
式と基本方式を比較した詳細については、「ASA の認証プロンプト」（P.7-3）を参照してくださ
い。

• 仮想 HTTP をイネーブルにする：仮想 HTTP では、ASA での認証と HTTP サーバでの認証を個別
に行うことができます。HTTP サーバが 2 次認証を必要としない場合でも、このコマンドにより基
「仮想サーバによる
本認証クレデンシャルは HTTP GET 要求から除去されます。詳細については、
HTTP 接続および HTTPS 接続の認証」（P.7-9）を参照してください。
• Web クライアントと ASA の間の HTTPS によるユーザ名とパスワードの交換をイネーブルにす
る：Web クライアントと ASA との間の HTTPS によるユーザ名とパスワードの交換をイネーブル
にするには、次の手順を実行します。

a. [Configuration] > [Firewall] > [AAA Rules] ペインから、[Advanced] をクリックします。
[AAA Rules Advanced Options] ダイアログボックスが表示されます。
b. [Secure HTTP] で、[Enable Secure HTTP] をクリックします。
c. [OK] をクリックし、もう一度 [OK] をクリックして、[AAA Rules Advanced Options] ダイア
ログボックスを閉じます。

d. [Apply] をクリックします。
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これは ASA と宛先サーバの間だけでなく、クライアントと ASA の間のクレデンシャルを保護する
唯一の方式です。この方式だけを使用することも、または他の方式のいずれかと組み合わせてセ
キュリティを最大限にすることもできます。
この機能をイネーブルにすると、ユーザが HTTP の使用時に認証を必要とする場合は、ASA が
HTTP ユーザを HTTPS プロンプトにリダイレクトします。正常に認証されると、ユーザは ASA
により元の HTTP URL にリダイレクトされます。
セキュアな Web クライアント認証では、次の制限事項があります。

– 同時に行うことができる HTTPS 認証セッションは、最大 16 個です。16 個の HTTPS 認証プ
ロセスがすべて実行されている場合、認証を必要とする新しい接続は失敗します。

– ユーザ認証のタイムアウト時間が無制限に設定されていると、HTTPS 認証は実行されない場
合があります。HTTPS 認証を受けた後、ブラウザが複数の TCP 接続を開始して Web ページ
のロードを試みると、最初の接続はそのまま許可されますが、後続の接続に対しては認証が発
生します。その結果、ユーザが認証ページに正しいユーザ名とパスワードを毎回入力しても、
繰り返し認証ページが表示されます。このような動作を回避するには、ユーザ認証のタイムア
ウト時間を 1 秒に設定します（[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [Global Timeouts]
ペインを参照）。ただし、この回避策では、同じ送信元 IP アドレスからアクセスした認証され
ていないユーザがファイアウォールを通過できる期間が 1 秒間発生します。

HTTPS 認証は SSL ポート 443 上で実行されるため、HTTP クライアントから HTTP サーバへのトラ
フィックをポート 443 でブロックするというアクセス ルールは設定しないようにしてください。また、
ポート 80 上の Web トラフィックに対してスタティック PAT を設定する場合は、SSL ポートに対して
もスタティック PAT を設定する必要があります。

での直接認証 ASA
HTTP、HTTPS、Telnet、または FTP が ASA を通過することを許可せずに、他のタイプのトラフィッ
クを認証する場合は、HTTP、HTTPS、または Telnet を使用して ASA の認証を直接受けることができ
ます。
この項は、次の内容で構成されています。

• 「仮想サーバによる HTTP 接続および HTTPS 接続の認証」（P.7-9）
• 「仮想サーバによる Telnet 接続の認証」（P.7-11）

仮想サーバによる HTTP 接続および HTTPS 接続の認証
「ネットワーク アクセス認証の設定」（P.7-6）に示す HTTP および HTTPS 認証のリダイレクト方式を
イネーブルにした場合は、直接認証も自動的にイネーブルになります。

ASA で HTTP 認証を使用する場合（「ネットワーク アクセス認証の設定」（P.7-6）を参照）、ASA で
は、基本 HTTP 認証がデフォルトで使用されます。
この認証方式は、ASA によって、ASA 自体が生成した Web ページに HTTP 接続がリダイレクトされ
るように変更できます（手順については、「HTTP 認証および HTTPS 認証におけるリダイレクション
方式のイネーブル化」（P.7-7）を参照してください）。
ただし、基本 HTTP 認証を引き続き使用する場合、HTTP 認証をカスケードするには仮想 HTTP サー
バが必要になることがあります。
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ASA のみでなく宛先 HTTP サーバでも認証が必要な場合は、仮想 HTTP を使用すると、ASA（AAA
サーバ経由）での認証と HTTP サーバでの認証を個別に行うことができます。仮想 HTTP を使用しな
い場合は、ASA での認証に使用したものと同じユーザ名とパスワードが HTTP サーバに送信されま
す。HTTP サーバのユーザ名とパスワードを別に入力するように求められることはありません。AAA
サーバと HTTP サーバでユーザ名とパスワードが異なる場合、HTTP 認証は失敗します。
この機能を使用すると、AAA 認証を必要とする HTTP 接続がすべて、ASA 上の仮想 HTTP サーバに
リダイレクトされます。ASA により、AAA サーバの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。AAA サーバがユーザを認証すると、ASA は HTTP 接続を元のサーバにリダイレク
トして戻しますが、AAA サーバのユーザ名とパスワードは含めません。HTTP パケットにユーザ名と
パスワードが含まれていないため、HTTP サーバによりユーザに HTTP サーバのユーザ名とパスワー
ドの入力を求めるプロンプトが別途表示されます。
着信ユーザ（セキュリティの低い方から高い方へ向かう）については、送信元インターフェイスに適用
されるアクセス ルールに、宛先インターフェイスとして仮想 HTTP アドレスを追加する必要もありま
す。さらに、NAT が必要ない場合であっても、仮想 HTTP IP アドレスに対するスタティック NAT
ルールを追加する必要があります。通常は、アイデンティティ NAT ルールが使用されます（アドレス
をそれ自身に変換）。
発信ユーザについては、トラフィックに明示的な許可がありますが、内部インターフェイスにアクセス
ルールを適用する場合は、必ず仮想 HTTP アドレスへのアクセスを許可する必要があります。スタ
ティック NAT ルールは必要ありません。

（注）

仮想 HTTP を使用する場合、ユーザ認証のタイムアウト時間を 0 秒に設定することは避けてください。
このような設定を行うと、実際の Web サーバに HTTP 接続できなくなります。「グローバル タイムア
ウトの設定」（P.21-9）を参照してください。
インターフェイスの AAA をイネーブルにすると、次の URL で ASA の直接認証を受けることができま
す。
http://interface_ip[:port]/netaccess/connstatus.html
https://interface_ip[:port]/netaccess/connstatus.html

HTTP サーバとは別に ASA の仮想サーバでユーザを認証できるようにするには、次の手順を実行しま
す。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [Virtual Access] > [Virtual HTTP Server] 領域で、[Enable]
チェックボックスをオンにします。

ステップ 2

[Virtual HTTP Server] フィールドで、仮想 HTTP サーバの IP アドレスを追加します。
このアドレスは必ず、ASA にルーティングされる未使用のアドレスにしてください。たとえば、外部
サーバにアクセスするときに内部アドレス用の NAT を実行し、仮想 HTTP サーバへの外部アクセスを
可能にする場合は、仮想 HTTP サーバのアドレスとして、グローバル NAT アドレスをいずれか 1 つ使
用できます。

ステップ 3

ステップ 4

（任意）リダイレクションが自動的には行われないテキストベースのブラウザを使用している場合は、
[Display redirection warning] チェックボックスをオンにします。これにより、HTTP 接続がリダイレ
クトされる際に、ユーザにそのことを通知するためのアラートがイネーブルになります。

[Apply] をクリックします。
仮想サーバが追加され、変更内容が実行コンフィギュレーションに保存されます。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

7-10

第7章

ネットワーク アクセスに対する AAA 規則の設定
ネットワーク アクセス認証の設定

仮想サーバによる Telnet 接続の認証
任意のプロトコルまたはサービスを対象としたネットワーク アクセス認証を設定することが可能です
が（「ネットワーク アクセス認証の設定」（P.7-6）を参照）、HTTP、Telnet、または FTP のみを使用し
て直接認証を行うこともできます。ユーザがまずこれらのサービスのいずれかで認証を受けておかない
と、他のサービスは通過を許可されません。HTTP、Telnet、または FTP トラフィックの ASA の通過
を許可せず、その他のタイプのトラフィックを認証する場合は、ASA 上で設定された所定の IP アドレ
スにユーザが Telnet で接続し、ASA によって Telnet プロンプトが表示されるように、仮想 Telnet を設
定できます。
認証が済んでいないユーザが仮想 Telnet IP アドレスに接続すると、ユーザはユーザ名とパスワードを
求められ、その後 AAA サーバにより認証されます。ユーザが認証されると、「Authentication
Successful」というメッセージが表示されます。これで、ユーザは認証が必要な他のサービスにアクセ
スできます。
着信ユーザ（セキュリティの低い方から高い方へ向かう）については、送信元インターフェイスに適用
されるアクセス ルールに、宛先インターフェイスとして仮想 Telnet アドレスを追加する必要もありま
す。さらに、NAT が不要な場合でも、仮想 Telnet IP アドレスに対するスタティック NAT ルールを追
加する必要があります。通常は、アイデンティティ NAT ルールが使用されます（アドレスをそれ自身
に変換）。
発信ユーザについては、トラフィックに明示的な許可がありますが、内部インターフェイスにアクセス
ルールを適用する場合は、必ず仮想 Telnet アドレスへのアクセスを許可する必要があります。スタ
ティック NAT ルールは必要ありません。

ASA からログアウトするには、仮想 Telnet IP アドレスに再接続します。ログアウトするように求めら
れます。

Telnet を使用した直接認証をイネーブルにするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [Virtual Access] > [Virtual Telnet Server] 領域で、[Enable]
チェックボックスをオンにします。

ステップ 2

[Virtual Telnet Server] フィールドで、仮想 Telnet サーバの IP アドレスを入力します。
このアドレスは必ず、ASA にルーティングされる未使用のアドレスにしてください。たとえば、外部
サーバにアクセスするときに内部アドレス用の NAT を実行し、仮想 HTTP サーバへの外部アクセスを
可能にする場合は、仮想 HTTP サーバのアドレスとして、グローバル NAT アドレスをいずれか 1 つ使
用できます。

ステップ 3

[Apply] をクリックします。
仮想サーバが追加され、変更内容が実行コンフィギュレーションに保存されます。

認証プロキシに対する制限の設定
ユーザごとの最大同時プロキシ接続数を設定することにより、ユーザ認証のセッション制限を手動で設
定できます。
プロキシに対する制限を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [AAA Rules] を選択し、[Advanced] をクリックします。
[AAA Rules Advanced Options] ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 2
ステップ 3

[Proxy Limit] 領域で、[Enable Proxy Limit] チェックボックスをオンにします。
[Proxy Limit] フィールドに、ユーザごとの同時プロキシ接続数として、1 から 128 の間の数を入力し
ます。

ステップ 4

[OK] をクリックして、[Apply] をクリックします。
変更内容が実行コンフィギュレーションに保存されます。

ネットワーク アクセス許可の設定
ユーザが所定の接続のための認証を受けると、ASA は許可を使用して、ユーザからのトラフィックを
さらに制御できます。
この項は、次の内容で構成されています。

• 「TACACS+ 許可の設定」（P.7-12）
• 「RADIUS 許可の設定」（P.7-13）

TACACS+ 許可の設定
TACACS+ でネットワーク アクセス許可を実行するように、ASA を設定できます。認証ステートメン
トと許可ステートメントは互いに独立しています。ただし、認証されていないトラフィックは、許可
ルールに一致した場合でも拒否されます。許可は次のように実行されます。
1. ユーザは最初に ASA で認証を受ける必要があります。
所定の IP アドレスのユーザは、すべてのルールおよびタイプに対して一度だけ認証を受ければよ
いため、認証セッションが期限切れになっていなければ、トラフィックが認証ルールで一致した場
合でも、許可が発生することがあります。

2. ユーザの認証が完了すると、ASA は、一致するトラフィックの許可ルールをチェックします。
3. トラフィックが許可ルールに一致した場合は、ASA によりユーザ名が TACACS+ サーバに送信さ
れます。

4. TACACS+ サーバは ASA に応答し、ユーザ プロファイルに基づいてそのトラフィックの許可また
は拒否を示します。

5. ASA は、その応答内の許可ルールを実施します。
ユーザに対するネットワーク アクセス許可の設定については、ご使用の TACACS+ サーバのマニュア
ルを参照してください。

TACACS+ 許可を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

認証をイネーブルにします。詳細については、「ネットワーク アクセス認証の設定」（P.7-6）を参照し
てください。すでに認証をイネーブルにしてある場合は、次の手順に進みます。

ステップ 2

[Configuration] > [Firewall] > [AAA Rules] ペインから、Add] > [Add Authorization Rule] を選択しま
す。

[Add Authorization Rule] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 3

[Interface] ドロップダウン リストから、ルールを適用するためのインターフェイスを選択します。

ステップ 4

[Action] フィールドで、実装内容に応じて、次のいずれかをクリックします。
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• Authorize
• Do not Authorize
ステップ 5

[AAA Server Group] ドロップダウン リストから、サーバ グループを選択します。AAA サーバをサー
バ グループに追加する場合は、[Add Server] をクリックします。
サポートされているのは TACACS+ サーバだけです。

ステップ 6

[Source] フィールドで、送信元 IP アドレスを入力するか、省略符号（[...]）ボタンをクリックして
ASDM にすでに定義されている IP アドレスを選択します。

ステップ 7

[Destination] フィールドで、宛先 IP アドレスを入力するか、省略符号（[...]）ボタンをクリックして
ASDM にすでに定義されている IP アドレスを選択します。

ステップ 8

[Service] フィールドで、宛先サービスの IP サービス名または IP サービス番号を入力するか、省略符
号（[...]）をクリックしてサービスを選択します。

ステップ 9

（任意）[Description] フィールドに説明を入力します。

ステップ 10 （任意）[More Options] をクリックすると、必要に応じて次のような処理を実行できます。

• TCP または UDP 用の送信元サービスを指定する場合は、[Source Service] フィールドに TCP サー
ビスまたは UDP サービスを入力します。
• 宛先サービスと送信元サービスは同じである必要があります。[Source Service] フィールドに
[Destination Service] フィールドの内容をコピー アンド ペーストします。
• ルールを非アクティブにするには、[Enable Rule] チェックボックスをオフにします。
これにより、ルールを削除しないまま無効にできます。

• ルールの適用期間を設定する場合は、[Time Range] ドロップダウン リストから、既存の時間範囲
を選択します。時間範囲を新規に追加する場合は、省略符号（[...]）ボタンをクリックします。詳
細については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Configuring Time Ranges”
section on page 15-26 を参照してください。
ステップ 11

[OK] をクリックします。
[Add Authorization Rule] ダイアログボックスが閉じ、ルールが [AAA Rules] テーブルに表示されま
す。

ステップ 12

[Apply] をクリックします。
変更内容が実行コンフィギュレーションに保存されます。

RADIUS 許可の設定
認証が成功すると、RADIUS プロトコルは RADIUS サーバによって送信される access-accept メッ
セージでユーザ許可を返します。認証の設定の詳細については、「ネットワーク アクセス認証の設定」
（P.7-6）を参照してください。
ネットワーク アクセスについてユーザを認証するように ASA を設定すると、RADIUS 許可も暗黙的に
イネーブルになっています。したがって、この項では、ASA 上の RADIUS 許可の設定については取り
上げません。ここでは、ASA が RADIUS サーバから受信した ACL 情報をどのように処理するかにつ
いて説明します。

ACL を ASA にダウンロードするように RADIUS サーバを設定できます。または、認証時に ACL 名を
ダウンロードするようにも設定できます。ユーザは、ユーザ固有の ACL で許可された操作だけを許可
されます。
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（注）

[Per User Override Setting] をイネーブルにした場合（[Configuration] > [Firewall] > [Access Rules] >
[Advanced] > [Access Rules Advanced Options] ダイアログボックスを参照）、ユーザ固有のアクセス
リストによる許可について、per-user-override 機能の次の効果に注意が必要です。
• per-user-override 機能を使用しない場合、ユーザ セッションのトラフィックは、インターフェイス
ACL とユーザ固有の ACL の両方によって許可される必要があります。
• per-user-override 機能を使用した場合、ユーザ固有の ACL によって許可される内容が決定されま
す。
この項は、次の内容で構成されています。

• 「ダウンロード可能なアクセス コントロール リスト（ACL）を送信するための RADIUS サーバの
設定」（P.7-14）
• 「ユーザごとのアクセス コントロール リスト名をダウンロードするための RADIUS サーバの設定」
（P.7-18）

ダウンロード可能なアクセス コントロール リスト（ACL）を送信するための RADIUS サーバ
の設定
この項では、Cisco Secure Access Control Server（ACS）およびサードパーティ RADIUS サーバを設
定する方法について説明します。次の項目を取り上げます。

• 「ダウンロード可能な ACL の機能と Cisco Secure ACS について」（P.7-14）
• 「ダウンロード可能な ACL に関する Cisco Secure ACS の設定」（P.7-16）
• 「ダウンロード可能な ACL に関する任意の RADIUS サーバの設定」（P.7-17）
• 「ダウンロード可能な ACL 内のワイルドカード ネットマスク表現の変換」（P.7-17）
ダウンロード可能な ACL の機能と Cisco Secure ACS について
ダウンロード可能な ACL は、Cisco Secure ACS を使用して各サーバに適切な ACL を提供する場合に
最もスケーラブルな方法です。次の機能があります。

• 無制限 ACL のサイズ：ダウンロード可能な ACL は、完全な ACL を Cisco Secure ACS から ASA
に転送するために必要な数の RADIUS パケットを使用して送信されます。
• ACL 管理の簡素化および集中化：ダウンロード可能な ACL により、一度記述した ACL セットを
多数のユーザ プロファイルまたはグループ プロファイルに適用することや、多数の ASA に配布す
ることができます。
この方法は、複数の Cisco Secure ACS ユーザまたはグループに適用する非常に大きい ACL セットが
ある場合に最適ですが、Cisco Secure ACS ユーザおよびグループの管理を簡素化できることから、
ACL のサイズを問わず有用です。

ASA は、ダウンロード可能な ACL を Cisco Secure ACS から次のプロセスで受信します。
1. ASA がユーザ セッションのための RADIUS 認証要求パケットを送信します。
2. Cisco Secure ACS がそのユーザを正常に認証した場合、Cisco Secure ACS は、該当するダウン
ロード可能な ACL の内部名が含まれた RADIUS access-accept メッセージを返します。Cisco IOS
cisco-av-pair RADIUS VSA（ベンダー 9、属性 1）には、ダウンロード可能な ACL セットを特定
する次の AV のペアが含まれています。
ACS:CiscoSecure-Defined-ACL=acl-set-name
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acl-set-name はダウンロード可能な ACL の内部名です。この名前は、Cisco Secure ACS 管理者が
ACL に割り当てた名前と ACL が最後に変更された日時の組み合わせです。
3. ASA はダウンロード可能な ACL の名前を検査し、以前にその名前のダウンロード可能な ACL を
受信したことがあるかどうかを判別します。

– ASA が以前にその名前のダウンロード可能な ACL を受信したことがある場合は、Cisco
Secure ACS との通信は完了し、ASA は ACL をユーザ セッションに適用します。ダウンロー
ド可能な ACL の名前には最後に変更された日時が含まれているため、Cisco Secure ACS から
送信された名前と、以前にダウンロードした ACL の名前が一致するということは、ASA はダ
ウンロード可能な ACL の最新バージョンを持っていることになります。
– ASA が以前にその名前のダウンロード可能な ACL を受信したことがない場合は、その ACL
の古いバージョンを持っているか、その ACL のどのバージョンもダウンロードしたことがな
いことになります。いずれの場合でも、ASA は、ダウンロード可能な ACL 名を RADIUS 要
求内のユーザ名として使用し、ヌル パスワード属性とともに RADIUS 認証要求を発行しま
す。cisco-av-pair RADIUS VSA では、この要求に次の属性と値のペアも含まれます。
AAA:service=ip-admission
AAA:event=acl-download

これに加えて、ASA は Message-Authenticator 属性（IETF RADIUS 属性 80 ）で要求に署名
します。

4. ダウンロード可能な ACL の名前が含まれているユーザ名属性を持つ RADIUS 認証要求を受信する
と、Cisco Secure ACS は Message-Authenticator 属性をチェックして要求を認証します。
Message-Authenticator 属性がない場合、または正しくない場合、Cisco Secure ACS はその要求を
無視します。Message-Authenticator 属性の存在により、ダウンロード可能な ACL 名がネット
ワーク アクセスの不正取得に悪用されることが防止されます。Message-Authenticator 属性とその
使用方法は、RFC 2869「RADIUS Extensions」で定義されています。この文書は、
http://www.ietf.org で入手できます。
5. 要求された ACL の長さが約 4 KB 未満の場合、Cisco Secure ACS はその ACL を含めた
access-accept メッセージで応答します。メッセージの一部に他の必須属性を含める必要があるの
で、1 つの access-accept メッセージに収まる ACL の最大サイズは 4 KB よりわずかに小さくなり
ます。

Cisco Secure ACS はダウンロード可能な ACL を cisco-av-pair RADIUS VSA で送信します。ACL
は、一連の属性と値のペアという形式をとります。各ペアには ACE が 1 つ含まれ、シリアル番号
が付けられます。
ip:inacl#1=ACE-1
ip:inacl#2=ACE-2
.
.
.
ip:inacl#n=ACE-n
ip:inacl#1=permit tcp 10.1.0.0 255.0.0.0 10.0.0.0 255.0.0.0

6. 要求された ACL の長さが約 4 KB を超える場合、Cisco Secure ACS は、上記の形式の ACL の一
部が含まれた access-challenge メッセージで応答します。メッセージには、State 属性（IETF
RADIUS 属性 24）も含まれています。State 属性には、Cisco Secure ACS がダウンロードの進捗
を追跡するために使用する制御データが含まれています。Cisco Secure ACS は、RADIUS メッ
セージの最大サイズ以内で可能な限り多数の完全な属性と値のペアを cisco-av-pair RADIUS VSA
に含めます。

ASA は ACL の一部を受信すると、それを保存し、新しい access-request メッセージで応答しま
す。これには、ダウンロード可能な ACL を求める最初の要求と同じ属性と、access-challenge
メッセージで受信した State 属性のコピーが含まれています。
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このプロセスは、Cisco Secure ACS が ACL の最後の部分を access-accept メッセージで送信する
まで繰り返されます。

ダウンロード可能な ACL に関する Cisco Secure ACS の設定

Cisco Secure ACS 上のダウンロード可能な ACL を共有プロファイル コンポーネントとして設定し、
その ACL をグループまたは個々のユーザに割り当てることができます。
ACL 定義は、次のプレフィックスがない点を除いて拡張 access-list コマンド（コマンド リファレンス
を参照）に類似する、1 つまたは複数の ASA のコマンドで構成されます。
access-list acl_name extended

Cisco Secure ACS バージョン 3.3 上のダウンロード可能な ACL 定義の例を次に示します。
+--------------------------------------------+
| Shared profile Components
|
|
|
|
Downloadable IP ACLs Content
|
|
|
| Name:
acs_ten_acl
|
|
|
|
ACL Definitions
|
|
|
| permit tcp any host 10.0.0.254
|
| permit udp any host 10.0.0.254
|
| permit icmp any host 10.0.0.254
|
| permit tcp any host 10.0.0.253
|
| permit udp any host 10.0.0.253
|
| permit icmp any host 10.0.0.253
|
| permit tcp any host 10.0.0.252
|
| permit udp any host 10.0.0.252
|
| permit icmp any host 10.0.0.252
|
| permit ip any any
|
+--------------------------------------------+

ダウンロード可能な ACL を作成する方法、およびそれらをユーザと関連付ける方法の詳細について
は、ご使用のバージョンの Cisco Secure ACS のガイドを参照してください。

ASA 上では、ダウンロードされた ACL の名前は次のようになります。
#ACSACL#-ip-acl_name-number

acl_name 引数は Cisco Secure ACS で定義された名前（上記の例では acs_ten_acl）、number は Cisco
Secure ACS が生成した固有のバージョン ID です。
ASA 上にダウンロードされた ACL は、次の行で構成されます。
access-list
access-list
access-list
access-list
access-list
access-list
access-list
access-list
access-list
access-list

#ACSACL#-ip-asa-acs_ten_acl-3b5385f7
#ACSACL#-ip-asa-acs_ten_acl-3b5385f7
#ACSACL#-ip-asa-acs_ten_acl-3b5385f7
#ACSACL#-ip-asa-acs_ten_acl-3b5385f7
#ACSACL#-ip-asa-acs_ten_acl-3b5385f7
#ACSACL#-ip-asa-acs_ten_acl-3b5385f7
#ACSACL#-ip-asa-acs_ten_acl-3b5385f7
#ACSACL#-ip-asa-acs_ten_acl-3b5385f7
#ACSACL#-ip-asa-acs_ten_acl-3b5385f7
#ACSACL#-ip-asa-acs_ten_acl-3b5385f7
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permit
permit
permit
permit
permit
permit
permit
permit
permit
permit

tcp any host 10.0.0.254
udp any host 10.0.0.254
icmp any host 10.0.0.254
tcp any host 10.0.0.253
udp any host 10.0.0.253
icmp any host 10.0.0.253
tcp any host 10.0.0.252
udp any host 10.0.0.252
icmp any host 10.0.0.252
ip any any
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ダウンロード可能な ACL に関する任意の RADIUS サーバの設定
ユーザ固有の ACL を Cisco IOS RADIUS cisco-av-pair VSA（ベンダー 9、属性 1）で ASA に送信す
るように、Cisco IOS RADIUS VSA をサポートする任意の RADIUS サーバを設定できます。

cisco-av-pair VSA で、access-list extended コマンド（コマンド リファレンスを参照）と類似する 1 つ
または複数の ACE を設定します。ただし、次のコマンド プレフィックスを置き換える必要がありま
す。
access-list acl_name extended

次のテキストに置き換えます。
ip:inacl#nnn=

nnn 引数は、0 ～ 999999999 の番号で、ASA 上に設定するコマンド文の順序を指定します。このパラ
メータを省略すると、順番は 0 となり、cisco-av-pair RADIUS VSA 内部の ACE の順序が使用されま
す。
RADIUS サーバ上の cisco-av-pair VSA に対して設定されている必要のある ACL 定義の例を次に示し
ます。
ip:inacl#1=permit tcp 10.1.0.0 255.0.0.0 10.0.0.0 255.0.0.0
ip:inacl#99=deny tcp any any
ip:inacl#2=permit udp 10.1.0.0 255.0.0.0 10.0.0.0 255.0.0.0
ip:inacl#100=deny udp any any
ip:inacl#3=permit icmp 10.1.0.0 255.0.0.0 10.0.0.0 255.0.0.0

cisco-av-pair 属性で送信される ACL をユーザごとに固有にする方法については、ご使用の RADIUS
サーバのマニュアルを参照してください。

ASA 上では、ダウンロードされた ACL の名前は次のようになります。
AAA-user-username

username 引数は、認証を受けるユーザの名前です。
ASA 上にダウンロードされた ACL は、次の行で構成されます。RADIUS サーバ上で指定された番号
に基づいた順序になっています。
access-list
access-list
access-list
access-list
access-list

AAA-user-bcham34-79AD4A08
AAA-user-bcham34-79AD4A08
AAA-user-bcham34-79AD4A08
AAA-user-bcham34-79AD4A08
AAA-user-bcham34-79AD4A08

permit tcp 10.1.0.0 255.0.0.0 10.0.0.0 255.0.0.0
permit udp 10.1.0.0 255.0.0.0 10.0.0.0 255.0.0.0
permit icmp 10.1.0.0 255.0.0.0 10.0.0.0 255.0.0.0
deny tcp any any
deny udp any any

ダウンロードされた ACL の「access-list」という単語と名前の間には、2 個のスペースがあります。こ
れらのスペースにより、ダウンロードされた ACL とローカルの ACL が区別されます。この例では、
「79AD4A08」は ASA によって作成されたハッシュ値で、RADIUS サーバ上で ACL 定義がいつ変更
されたかを判別するために役立ちます。

ダウンロード可能な ACL 内のワイルドカード ネットマスク表現の変換

RADIUS サーバを使用して、ダウンロード可能な ACL を Cisco VPN 3000 Series Concentrator および
ASA に提供する場合は、ワイルドカード ネットマスク表現を標準のネットマスク表現に変換するよう
に ASA を設定しなければならない場合があります。これは、Cisco VPN 3000 Series Concentrator は
ワイルドカード ネットマスク表現をサポートしますが、ASA は標準のネットマスク表現しかサポート
しないためです。これらの違いは、RADIUS サーバ上のダウンロード可能な ACL を設定する方法に影
響しますが、ワイルドカード ネットマスク表現を変換するように ASA を設定することで、その影響を
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最小限に抑えることができます。ワイルドカード ネットマスク表現の変換により、RADIUS サーバ上
のダウンロード可能な ACL のコンフィギュレーションを変更することなく、Cisco VPN 3000 Series
Concentrator 用に記述されたダウンロード可能な ACL を ASA で使用できます。
アクセス リストのネットマスク変換は、サーバごとに設定します。設定は、サーバをサーバ グループ
へ追加する際に、[Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] > [AAA Server Groups] >
[AAA Server Groups] 領域で行います。

ユーザごとのアクセス コントロール リスト名をダウンロードするための RADIUS サーバの設
定
ユーザ認証時に、ASA で作成済みの ACL の名前を RADIUS サーバからダウンロードするには、IETF
RADIUS filter-id 属性（属性番号 11）を次のように設定します。
filter-id=acl_name

（注）

Cisco Secure ACS では、filter-id 属性の値は、HTML インターフェイスのボックスで、filter-id= を省
略し、acl_name だけを入力して指定します。
filter-id 属性の値をユーザごとに固有にする方法については、ご使用の RADIUS サーバのマニュアル
を参照してください。
ASA 上で ACL を作成するには、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの Chapter 20, “Using
the ACL Manager,” を参照してください。

ネットワーク アクセスのアカウンティングの設定
ASA は、ASA を通過する任意の TCP トラフィックまたは UDP トラフィックについてのアカウンティ
ング情報を RADIUS サーバまたは TACACS+ サーバに送信できます。そのトラフィックも認証されて
いる場合、AAA サーバはユーザ名でアカウンティング情報を保持できます。トラフィックが認証済み
でない場合、AAA サーバは IP アドレスによってアカウンティング情報を保持できます。ASA アカウ
ンティング情報には、セッションの開始時刻と終了時刻、ユーザ名、そのセッションでを経由したバイ
ト数、使用されたサービス、各セッションの継続時間が含まれます。
アカウンティングを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ステップ 2

ユーザごとのアカウンティング データを提供するように ASA を設定する場合は、認証をイネーブルに
する必要があります。詳細については、「ネットワーク アクセス認証の設定」（P.7-6）を参照してくだ
さい。IP アドレスごとのアカウンティング データを提供するように ASA を設定する場合は、認証をイ
ネーブルにする必要はありません。次のステップに進みます。

[Configuration] > [Firewall] > [AAA Rules] ペインから、[Add] > [Add Accounting Rule] を選択しま
す。

[Add Accounting Rule] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 3

[Interface] ドロップダウン リストから、ルールを適用するためのインターフェイスを選択します。

ステップ 4

[Action] フィールドで、実装内容に応じて、次のいずれかをクリックします。
• Account
• Do not Account
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ステップ 5

[AAA Server Group] ドロップダウン リストから、サーバ グループを選択します。AAA サーバをサー
バ グループに追加する場合は、[Add Server] をクリックします。

ステップ 6

[Source] フィールドで、送信元 IP アドレスを入力するか、省略符号（[...]）をクリックして ASDM に
すでに定義されている IP アドレスを選択します。

ステップ 7

[Destination] フィールドで、宛先 IP アドレスを入力するか、省略符号（[...]）ボタンをクリックして
ASDM にすでに定義されている IP アドレスを選択します。

ステップ 8

[Service] フィールドで、宛先サービスの IP サービス名または IP サービス番号を入力するか、省略符
号（[...]）をクリックしてサービスを選択します。

ステップ 9

（任意）[Description] フィールドに説明を入力します。

ステップ 10 （任意）[More Options] をクリックすると、必要に応じて次のような処理を実行できます。

• TCP または UDP 用の送信元サービスを指定する場合は、[Source Service] フィールドに TCP サー
ビスまたは UDP サービスを入力します。
• 宛先サービスと送信元サービスは同じである必要があります。[Source Service] フィールドに
[Destination Service] フィールドの内容をコピー アンド ペーストします。
• ルールを非アクティブにするには、[Enable Rule] チェックボックスをオフにします。
これにより、ルールを削除しないまま無効にできます。

• ルールの適用期間を設定する場合は、[Time Range] ドロップダウン リストから、既存の時間範囲
を選択します。時間範囲を新規に追加する場合は、省略符号（[...]）ボタンをクリックします。詳
細については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Configuring Time Ranges”
section on page 15-26 を参照してください。
ステップ 11

[OK] をクリックします。
[Add Accounting Rule] ダイアログボックスが閉じ、ルールが [AAA Rules] テーブルに表示されます。

ステップ 12

[Apply] をクリックします。
変更内容が実行コンフィギュレーションに保存されます。

AAA には、ユーザ アクセスに対して、ACL だけを使用する場合よりもレベルの高い保護および制御
機能が用意されています。たとえば、DMZ ネットワーク上のサーバの Telnet に対するすべての
Outside ユーザのアクセスを許可する ACL を作成することができます。一部のユーザだけがサーバに
アクセスできるようにする際に、そのユーザの IP アドレスを常に認識しているとは限らない場合、
AAA を使用すると、認証済みまたは許可済みのユーザだけに ASA を介した接続を許可することがで
きます （Telnet サーバもまた、認証を実行します。ASA は、許可されないユーザがサーバにアクセス
できないようにします）。

MAC アドレスによるトラフィックの認証と許可の免除
ASA は、特定の MAC アドレスからのトラフィックの認証および許可を免除できます。
たとえば、ASA が特定のネットワークから発信される TCP トラフィックを認証し、特定のサーバから
の未認証の TCP 接続は許可する場合、MAC 免除規則を使用すると、この規則で指定したサーバから
のすべてのトラフィックに対して認証および許可が免除されます。この機能は、認証プロンプトに応答
できない IP 電話などのデバイスを免除する場合に特に便利です。
パケットが最適に一致するエントリではなく最初に一致するエントリを使用するため、エントリの順序
が重要になります。 permit エントリがあり、その permit エントリで許可されているアドレスを拒否す
る場合は、permit エントリよりも前に deny エントリを入力してください。
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MAC アドレスを使用してトラフィックの認証および許可を免除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [AAA Rules] ペインで、[Add] > [Add MAC Exempt Rule] を選択しま
す。

[Add MAC Exempt Rule] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 2

[Action] ドロップダウン リストから、実装内容に応じて、次のいずれかのオプションをクリックしま
す。

• MAC Exempt
• No MAC Exempt

[MAC Exempt] オプションを選択すると、特定の MAC アドレスから発信されたトラフィックを、認証
および許可を行うことなく許可できます。[No MAC Exempt] オプションを選択すると、認証および許
可を免除しない MAC アドレスを指定できます。ffff.ffff.0000 などの MAC アドレス マスクを使用して
ある範囲の MAC アドレスを許可し、その範囲内のある MAC アドレスを認証および許可の対象にする
場合は、拒否エントリの追加が必要になることがあります。
ステップ 3

[MAC Address] フィールドに、送信元の MAC アドレスを 12 桁の 16 進数の形式（nnnn.nnnn.nnnn）
で指定します。

ステップ 4

[MAC Mask] フィールドに、MAC アドレスの中で照合に使用される部分を指定します。たとえば、
ffff.ffff.ffff は完全に MAC アドレスと一致します。ffff.ffff.0000 は最初の 8 桁だけ一致します。

ステップ 5

[OK] をクリックします。
[Add MAC Exempt Rule] ダイアログボックスが閉じ、ルールが [AAA Rules] テーブルに表示されま
す。

ステップ 6

[Apply] をクリックします。
変更内容が実行コンフィギュレーションに保存されます。
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AAA ルールの機能履歴
表 7-1 に、各機能変更と、それが実装されたプラットフォーム リリースを示します。ASDM は、複数
のプラットフォーム リリースとの下位互換性があるため、サポートが追加された特定の ASDM リリー
スは一覧には含まれていません。
表 7-1

AAA ルールの機能履歴

機能名

プラット
フォーム リ
リース

AAA ルール

7.0(1)

機能情報

AAA ルールでは、ネットワーク アクセスで AAA をイ
ネーブルにする方法について説明します。
次の画面が導入されました。

[Configuration] > [Firewall] > [AAA Rules]
[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [Virtual
Access]
カットスルー プロキシを使用した認証

9.0(1)

アイデンティティ ファイアウォール機能とともに AAA
ルールを使用して認証できます。
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8

公開サーバの設定
この項では、公開サーバを設定する方法について説明します。説明する内容は次のとおりです。

• 「公開サーバに関する情報」（P.8-1）
• 「公開サーバのライセンス要件」（P.8-1）
• 「注意事項と制約事項」（P.8-1）
• 「スタティック NAT をイネーブルにする公開サーバの追加」（P.8-2）
• 「PAT を設定したスタティック NAT をイネーブルにする公開サーバの追加」（P.8-2）
• 「公開サーバの設定の編集」（P.8-3）
• 「公開サーバの機能履歴」（P.8-4）

公開サーバに関する情報
[Public Servers] ペインを使用して、管理者は内部ユーザおよび外部ユーザにさまざまなアプリケー
ション サーバへのアクセスを提供できます。このペインには公開サーバのリスト、内部および外部アド
レス、内部および外部アドレスが適用されるインターフェイス、アドレスを変換する機能、および公開
されるサービスが表示されます。既存の公開サーバを追加、編集、削除、または変更できます。

公開サーバのライセンス要件
モデル

ライセンス要件

すべてのモデル

基本ライセンス

注意事項と制約事項
この項では、この機能のガイドラインと制限事項について説明します。

コンテキスト モードのガイドライン
シングル コンテキスト モードとマルチ コンテキスト モードでサポートされています。
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スタティック NAT をイネーブルにする公開サーバの追加

ファイアウォール モードのガイドライン
ルーテッド ファイアウォール モードとトランスペアレント ファイアウォール モードでサポートされて
います。

スタティック NAT をイネーブルにする公開サーバの追加
スタティック NAT をイネーブルにする公開サーバを追加し、実際のアドレスからマッピング アドレス
への固定変換を作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Public Servers] ペインで、[Add] をクリックして新しいサーバを追加し
ます。

[Add Public Server] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 2

[Private Interface] ドロップダウン メニューで、実サーバの接続先であるプライベート インターフェイ
スの名前を選択します。

ステップ 3

[Private IP address] フィールドに、サーバの実際の IP アドレスを入力します（IPv4 のみ）。

ステップ 4

[Private Service] フィールドで、[Browse] をクリックして [Browse Service] ダイアログボックスを表
示し、外部に公開される実際のサービスを選択して、[OK] をクリックします。
必要に応じて、[Browse Service] ダイアログボックスで [Add] をクリックして、新しいサービスまたは
サービス グループを作成できます。各種ポートから複数のサービスを外部に開くことができます。
サービス オブジェクトおよびサービス グループに関する詳細については、一般的な操作のコンフィ
ギュレーション ガイドの “Configuring Service Objects and Service Groups” section on page 15-7 参照
してください。

ステップ 5

[Public Interface] ドロップダウン メニューで、外部のユーザが実サーバにアクセスするために使用す
るインターフェイスを入力します。

ステップ 6

[Public Address] フィールドで、サーバのマッピング IP アドレスを入力します。これは外部ユーザに
表示されるアドレスです。

ステップ 7

（任意）スタティック PAT をイネーブルにするには、[Specify if Public Service is different from private
service] チェックボックスをオンにします。

ステップ 8

[OK] をクリックします。メイン ペインに設定内容が表示されます。

ステップ 9

[Apply] をクリックして、スタティック NAT およびトラフィック フローの対応するアクセス ルールを
生成し、設定を保存します。
スタティック NAT の詳細については、「スタティック NAT に関する情報」（P.2-3）を参照してくださ
い。

PAT を設定したスタティック NAT をイネーブルにする公開
サーバの追加
実際のプロトコルとマッピング プロトコル（TCP または UDP）を指定できる公開サーバを追加するに
は、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Public Servers] を選択して、[Add] をクリックします。
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[Add Public Server] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 2
ステップ 3

[Private Interface] ドロップダウン メニューで、実サーバの接続先であるプライベート インターフェイ
スの名前を選択します。
[Private IP address] フィールドに、サーバの実際の IP アドレスを入力します（IPv4 のみがサポートさ
れます）。

ステップ 4

[Private Service] フィールドで、[Browse] をクリックして [Browse Service] ダイアログボックスを表
示します。

ステップ 5

外部に公開される実際のサービスを選択して、[OK] をクリックします。
必要に応じて、[Browse Service] ダイアログボックスで [Add] をクリックして、新しいサービスまたは
サービス グループを作成します。各種ポートから複数のサービスを外部に開くことができます。サー
ビス オブジェクトおよびサービス グループに関する詳細については、一般的な操作のコンフィギュ
レーション ガイドの “Configuring Service Objects and Service Groups” section on page 15-7 参照して
ください。

ステップ 6

[Public Interface] ドロップダウン メニューで、外部のユーザが実サーバにアクセスするために使用す
るインターフェイスを入力します。

ステップ 7

[Public Address] フィールドで、サーバのマッピング IP アドレスを入力します。これは外部ユーザに
表示されるアドレスです。

ステップ 8

[Specify Public Service if different from Private Service] チェックボックスをオンにして、スタティッ
ク PAT をイネーブルにします。

ステップ 9

[Public Service] フィールドで、マッピング プロトコル（TCP または UDP のみ）を入力するか、
[Browse] をクリックしてリストからプロトコルを選択します。

ステップ 10

[OK] をクリックします。

ステップ 11

[Apply] をクリックして、PAT が設定されたスタティック NAT およびトラフィック フローの対応する
アクセス ルールを生成し、設定を保存します。
ポート アドレス変換が設定されたスタティック NAT の詳細については、「ポート変換を設定したスタ
ティック NAT に関する情報」（P.2-4）を参照してください。

公開サーバの設定の編集
公開サーバの設定を編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Public Servers] の順に選択し、既存の公開サーバを選択して、[Edit] を
クリックします。

[Edit Public Server] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 2

次の設定に必要な変更を行います。

• [Private Interface]：実サーバが接続されるインターフェイスです。
• [Private IP Address] ：サーバの実際の IP アドレスです。
• [Private Service]：実サーバで実行されている実際のサービスです。
• [Public Interface]：外部ユーザが実サーバにアクセスするために使用するインターフェイスです。
• [Public Address]：外部ユーザに表示される IP アドレスです。
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公開サーバの機能履歴

• [Public Service]：変換後のアドレスで実行されているサービスです。サポートされる公共サービス
に関する情報を表示するには、[Information] アイコンをクリックします。
ステップ 3

[OK]、[Apply] の順にクリックし、変更内容を保存します。

公開サーバの機能履歴
表 8-1 に、各機能変更と、それが実装されたプラットフォーム リリースを示します。ASDM は、複数
のプラットフォーム リリースとの下位互換性があるため、サポートが追加された特定の ASDM リリー
スは一覧には含まれていません。
表 8-1

公開サーバの機能履歴

機能名

プラット
フォーム リ
リース

公開サーバ

8.3(1)

機能情報
公開サーバでは、内部ユーザおよび外部ユーザにさまざま
なアプリケーション サーバへのアクセスを提供します。
次の画面が導入されました。

[Configuration] > [Firewall] > [Public Servers]
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アプリケーション レイヤ プロトコル インスペ
クションの準備
この章では、アプリケーション レイヤ プロトコル インスペクションを設定する方法について説明しま
す。インスペクション エンジンは、ユーザのデータ パケット内に IP アドレッシング情報を埋め込む
サービスや、ダイナミックに割り当てられるポート上でセカンダリ チャネルを開くサービスに必要で
す。これらのプロトコルでは、高速パスでパケットを渡すのではなく、ASA で詳細なパケット インス
ペクションを行う必要があります（高速パスの詳細については、一般的な操作のコンフィギュレーショ
ン ガイドの “Stateful Inspection Overview” section on page 1-20 を参照してください）。そのため、イン
スペクション エンジンがスループット全体に影響を与えることがあります。ASA では、デフォルトで
いくつかの一般的なインスペクション エンジンがイネーブルになっていますが、ネットワークによっ
ては他のインスペクション エンジンをイネーブルにしなければならない場合があります。
この章は、次の項で構成されています。

• 「アプリケーション レイヤ プロトコル インスペクションに関する情報」（P.9-1）
• 「ガイドラインと制限事項」（P.9-3）
• 「デフォルト設定」（P.9-4）
• 「アプリケーション レイヤ プロトコル インスペクションの設定」（P.9-7）

アプリケーション レイヤ プロトコル インスペクションに関
する情報
この項は、次の内容で構成されています。

• 「インスペクション エンジンの動作」（P.9-1）
• 「アプリケーション プロトコル インスペクションを使用するタイミング」（P.9-2）

インスペクション エンジンの動作
図 9-1 に示されているように、ASA は基本動作に 3 種類のデータベースを使用します。

• ACL：特定のネットワーク、ホスト、およびサービス（TCP/UDP ポート番号）に基づく接続の認
証と許可のために使用されます。

• インスペクション：事前定義済みの一連のスタティックなアプリケーションレベルのインスペク
ション機能を含みます。
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アプリケーション レイヤ プロトコル インスペクションに関する情報

• 接続（XLATE および CONN テーブル）：確立済みの各接続についての状態および他の情報を保持
します。この情報は、確立済みのセッション内でトラフィックを効率的に転送するため、アダプ
ティブ セキュリティ アルゴリズムおよびカットスルー プロキシによって使用されます。
図 9-1

インスペクション エンジンの動作

ACL

2

Client

ASA

6

7

5

3

XLATE
CONN

Server

4

Inspection

132875

1

図 9-1 では、動作にはその発生順に番号が付けられており、次でその動作について説明します。

1. TCP SYN パケットが ASA に到着して、新しい接続を確立します。
2. ASA は ACL データベースをチェックして、接続が許可されるかどうかを判定します。
3. ASA は接続データベース（XLATE および CONN テーブル）に新しいエントリを作成します。
4. ASA はインスペクション データベースをチェックして、接続にアプリケーションレベルのインス
ペクションが必要かどうかを判定します。

5. アプリケーション インスペクション エンジンがパケットに必要な処理を完了した後、ASA はパ
ケットを宛先システムに転送します。

6. 宛先システムは初期要求に応答します。
7. ASA は応答パケットを受信し、接続データベースで接続を検索して、確立済みのセッションに属
しているのでパケットを転送します。

ASA のデフォルト コンフィギュレーションには、サポートされるプロトコルを特定の TCP または
UDP ポート番号と関連付けて、必要とされる特殊な処理を識別する、一連のアプリケーション インス
ペクション エントリが含まれます。

アプリケーション プロトコル インスペクションを使用するタイミング
ユーザが接続を確立すると、ASA は ACL と照合してパケットをチェックし、アドレス変換を作成し、
高速パスでのセッション用にエントリを作成して、後続のパケットが時間のかかるチェックをバイパス
できるようにします。ただし、高速パスは予測可能なポート番号に基づいており、パケット内部のアド
レス変換を実行しません。
多くのプロトコルは、セカンダリの TCP ポートまたは UDP ポートを開きます。予約済みポートでの
初期セッションは、ダイナミックに割り当てられるポート番号のネゴシエーションに使用されます。
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パケットに IP アドレスを埋め込むアプリケーションもあります。この IP アドレスは送信元アドレスと
一致する必要があり、通常、ASA を通過するときに変換されます。
これらのアプリケーションを使用する場合は、アプリケーション インスペクションをイネーブルにす
る必要があります。

IP アドレスを埋め込むサービスに対してアプリケーション インスペクションをイネーブルにすると、
ASA は埋め込まれたアドレスを変換し、チェックサムや変換の影響を受けたその他のフィールドを更
新します。
ダイナミックに割り当てられたポートを使用するサービスに対してアプリケーション インスペクショ
ンをイネーブルにすると、ASA はセッションをモニタしてダイナミックに割り当てられたポートを特
定し、所定のセッションの間、それらのポートでのデータ交換を許可します。

ガイドラインと制限事項
この項では、この機能のガイドラインと制限事項について説明します。

コンテキスト モードのガイドライン
シングル コンテキスト モードとマルチ コンテキスト モードでサポートされています。

ファイアウォール モードのガイドライン
ルーテッド ファイアウォール モードとトランスペアレント ファイアウォール モードでサポートされて
います。

フェールオーバーのガイドライン
インスペクションが必要なマルチメディア セッションのステート情報は、ステートフル フェールオー
バーのステート リンク経由では渡されません。GTP は例外で、ステート リンクで複製されます。

IPv6 のガイドライン
IPv6 は次のインスペクションでサポートされています。
• DNS
• FTP
• HTTP
• ICMP
• SIP
• SMTP
• IPSec パススルー
• IPv6

NAT64 は次のインスペクションでサポートされています。
• DNS
• FTP
• HTTP
• ICMP
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デフォルト設定

その他のガイドラインと制限事項
一部のインスペクション エンジンは、PAT、NAT、外部 NAT、または同一セキュリティ インターフェ
イス間の NAT をサポートしません。NAT サポートの詳細については、「デフォルト設定」を参照して
ください。
すべてのアプリケーション インスペクションについて、適応型セキュリティ アプライアンスはアク
ティブな同時データ接続の数を 200 接続に制限します。たとえば、FTP クライアントが複数のセカン
ダリ接続を開く場合、FTP インスペクション エンジンはアクティブな接続を 200 だけ許可して 201 番
目の接続からはドロップし、適応型セキュリティ アプライアンスはシステム エラー メッセージを生成
します。
検査対象のプロトコルは高度な TCP ステート トラッキングの対象となり、これらの接続の TCP ス
テートは自動的には複製されません。スタンバイ装置への接続は複製されますが、TCP ステートを再
確立するベスト エフォート型の試行が行われます。

デフォルト設定
デフォルトでは、すべてのデフォルト アプリケーション インスペクション トラフィックに一致するポ
リシーがコンフィギュレーションに含まれ、すべてのインスペクションがすべてのインターフェイスの
トラフィックに適用されます（グローバル ポリシー）。デフォルト アプリケーション インスペクショ
ン トラフィックには、各プロトコルのデフォルト ポートへのトラフィックが含まれます。適用できる
グローバル ポリシーは 1 つだけなので、グローバル ポリシーを変更する（標準以外のポートにインス
ペクションを適用する場合や、デフォルトでイネーブルになっていないインスペクションを追加する場
合など）には、デフォルトのポリシーを編集するか、デフォルトのポリシーをディセーブルにして新し
いポリシーを適用する必要があります。
表 9-1 にサポートされているすべてのインスペクション、デフォルトのクラス マップで使用されるデ
フォルトのポート、およびデフォルトでオンになっているインスペクション エンジン（太字）を示し
ます。この表には、NAT に関する制限事項も含まれています。
表 9-1

サポートされているアプリケーション インスペクション エンジン

アプリケーショ
ン1

デフォルト
ポート

CTIQBE

TCP/2748

NAT に関する制限事項

標準2

コメント

拡張 PAT はサポートされませ
ん。

—

—

NAT64 なし。
DCERPC

TCP/135

NAT64 なし。

—

—

DNS over UDP

UDP/53

NAT サポートは、WINS 経由
の名前解決では使用できませ
ん。

RFC 1123

PTR レコードは変更されません。

FTP

TCP/21

—

RFC 959

—

GTP

UDP/3386
UDP/2123

拡張 PAT はサポートされませ
ん。

—

特別なライセンスが必要です。

NAT64 なし。
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表 9-1

サポートされているアプリケーション インスペクション エンジン （続き）

アプリケーショ
ン1

デフォルト
ポート

H.323 H.225 お
よび RAS

TCP/1720
同一セキュリティのインター
ITU-T H.323、 —
UDP/1718 フェイス上の NAT はサポート H.245、H225.0、
UDP (RAS) されません。
Q.931、Q.932
1718-1719
スタティック PAT はサポート

NAT に関する制限事項

標準2

コメント

されません。
拡張 PAT はサポートされませ
ん。

HTTP

TCP/80

NAT64 なし。
—

RFC 2616

ActiveX と Java を除去する場合の
MTU 制限に注意してください。MTU
が小さすぎて Java タグまたは ActiveX
タグを 1 つのパケットに納められない
場合は、除去の処理は行われません。

ICMP

—

—

—

すべての ICMP トラフィックは、デ
フォルトのクラス マップで照合されま
す。

ICMP ERROR

—

—

—

すべての ICMP トラフィックは、デ
フォルトのクラス マップで照合されま
す。

ILS（LDAP）

TCP/389

拡張 PAT はサポートされませ
ん。

—

—

RFC 3860

—

RFC 791、RFC
2113

すべての IP オプション トラフィック
は、デフォルトのクラス マップで照合
されます。

RFC 2705bis-05

—

—

—

—

NetBIOS は、NBNS UDP ポート 137
および NBDS UDP ポート 138 に対し
てパケットの NAT 処理を実行すること

NAT64 なし。
Instant
Messaging（IM;

クライアン
トにより異
なる

拡張 PAT はサポートされませ
ん。

IP オプション

—

NAT64 なし。

MGCP

UDP/2427、 拡張 PAT はサポートされませ
2727
ん。

インスタント
メッセージ）

NAT64 なし。

NAT64 なし。
MMP

TCP 5443

拡張 PAT はサポートされませ
ん。

NAT64 なし。
NetBIOS Name
Server over IP

UDP/137、 拡張 PAT はサポートされませ
138（送信 ん。
元ポート）

NAT64 なし。

でサポートされます。

PPTP

TCP/1723

NAT64 なし。

RFC 2637

—

RADIUS
Accounting

1646

NAT64 なし。

RFC 2865

—
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表 9-1

サポートされているアプリケーション インスペクション エンジン （続き）

アプリケーショ
ン1

デフォルト
ポート

NAT に関する制限事項

標準2

コメント

RSH

TCP/514

PAT はサポートされません。

Berkeley UNIX

—

RTSP

TCP/554

RFC 2326、
2327、1889

HTTP クローキングは処理しません。

—

これらのポートは、ScanSafe インスペ
クションの default-inspection-traffic ク
ラスには含まれません。

RFC 2543

—

—

一定の条件下で、Cisco IP Phone 設定
をアップロード済みの TFTP は処理し
ません。

RFC 821、1123

—

NAT64 なし。
拡張 PAT はサポートされませ
ん。
外部 NAT はサポートされませ
ん。

ScanSafe

TCP/80
TCP/413

SIP

TCP/5060
UDP/5060

NAT64 なし。
—

外部 NAT はサポートされませ
ん。
同一セキュリティのインター
フェイス上の NAT はサポート
されません。
拡張 PAT はサポートされませ
ん。

NAT64 なし。
SKINNY
（SCCP）

TCP/2000

外部 NAT はサポートされませ
ん。
同一セキュリティのインター
フェイス上の NAT はサポート
されません。
拡張 PAT はサポートされませ
ん。

NAT64 なし。
SMTP および
ESMTP

TCP/25

SNMP

UDP/161、 NAT および PAT はサポートさ RFC 1155、
162
れません。
1157、1212、
1213、1215
TCP/1521
拡張 PAT はサポートされませ —

SQL*Net

NAT64 なし。

v.2 RFC 1902 ～ 1908、v.3 RFC 2570
～ 2580
v.1 および v.2

ん。

NAT64 なし。
UDP/111
Sun RPC over
UDP および TCP

拡張 PAT はサポートされませ
ん。

—

NAT64 なし。
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表 9-1

サポートされているアプリケーション インスペクション エンジン （続き）

アプリケーショ
ン1

デフォルト
ポート

NAT に関する制限事項

標準2

コメント

TFTP

UDP/69

NAT64 なし。

RFC 1350

ペイロード IP アドレスは変換されませ
ん。

WAAS

—

拡張 PAT はサポートされませ
ん。

—

—

XDCMP

UDP/177

—

—

NAT64 なし。
拡張 PAT はサポートされませ
ん。

NAT64 なし。
1. デフォルト ポートに対してデフォルトでイネーブルになっているインスペクション エンジンは太字で表記されています。
2. ASA は、これらの標準に準拠していますが、検査対象のパケットには準拠を強制しません。たとえば、各 FTP コマンドは特定の順序であ
る必要がありますが、ASA によってその順序を強制されることはありません。

アプリケーション レイヤ プロトコル インスペクションの設
定
この機能は、セキュリティ ポリシー ルールを使用してサービス ポリシーを作成します。サービス ポリ
シーでは、一貫性と柔軟性を備えた方法で ASA 機能を設定できます。たとえば、サービス ポリシーを
使用すると、すべての TCP アプリケーションに適用されるタイムアウト コンフィギュレーションでは
なく、特定の TCP アプリケーションに固有のタイムアウト コンフィギュレーションを作成できます。
詳細については、第 1 章「サービス ポリシーの設定」を参照してください。
一部のアプリケーションでは、デフォルトでインスペクションがイネーブルになっています。詳細につ
いては、「デフォルト設定」を参照してください。この項を参照してインスペクション ポリシーを変更
してください。

手順の詳細
ステップ 1
ステップ 2

[Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules] の順に選択します。
「通過トラフィックのサービス ポリシー ルールの追加」（P.1-9）を参照して、サービス ポリシー ルー
ルを追加または編集します。
標準以外のポートを照合する場合は、非標準ポート用の新しいルールを作成します。各インスペクショ
ン エンジンの標準ポートについては、「デフォルト設定」（P.9-4）を参照してください。必要に応じて
同じサービス ポリシー内に複数のルールを組み合わせることができるため、照合するトラフィックに
応じたルールを作成できます。ただし、トラフィックがインスペクション アクションを含むルールと
一致し、その後同様にインスペクション アクションを含む別のルールとも一致した場合、最初に一致
したルールだけが使用されます。

ステップ 3

[Edit Service Policy Rule] > [Rule Actions] ダイアログボックスで、[Protocol Inspection] タブをクリッ
クします。
新しいルールの場合、[Add Service Policy Rule Wizard - Rule Actions] というダイアログボックス名が
表示されます。

ステップ 4

適用する各インスペクション タイプを選択します。
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ステップ 5

（任意）一部のインスペクション エンジンでは、トラフィックにインスペクションを適用するときの追
加パラメータを制御できます。インスペクション マップを設定するには、各インスペクション タイプ
の [Configure] をクリックします。
既存のマップを選択することも、新しいマップを作成することもできます。[Configuration] >
[Firewall] > [Objects] > [Inspect Maps] ペインから、インスペクション マップを事前に定義できます。

ステップ 6

必要に応じて、他の [Rule Actions] タブを使用し、このルールに対して他の機能を設定できます。

ステップ 7

[OK] をクリックします（またはウィザードで [Finish] をクリックします）。
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10

基本インターネット プロトコルのインスペク
ションの設定
この章では、アプリケーション レイヤ プロトコル インスペクションを設定する方法について説明しま
す。インスペクション エンジンは、ユーザのデータ パケット内に IP アドレッシング情報を埋め込む
サービスや、ダイナミックに割り当てられるポート上でセカンダリ チャネルを開くサービスに必要で
す。これらのプロトコルでは、高速パスでパケットを渡すのではなく、ASA で詳細なパケット インス
ペクションを行う必要があります。そのため、インスペクション エンジンがスループット全体に影響
を与えることがあります。

ASA では、デフォルトでいくつかの一般的なインスペクション エンジンがイネーブルになっています
が、ネットワークによっては他のインスペクション エンジンをイネーブルにしなければならない場合
があります。
この章は、次の項で構成されています。

• 「DNS インスペクション」（P.10-1）
• 「FTP インスペクション」（P.10-12）
• 「HTTP インスペクション」（P.10-22）
• 「ICMP インスペクション」（P.10-35）
• 「ICMP エラー インスペクション」（P.10-35）
• 「インスタント メッセージ インスペクション」（P.10-36）
• 「IP オプション インスペクション」（P.10-38）
• 「IPsec パススルー インスペクション」（P.10-42）
• 「IPv6 インスペクション」（P.10-45）
• 「NETBIOS インスペクション」（P.10-47）
• 「PPTP インスペクション」（P.10-49）
• 「SMTP および拡張 SMTP インスペクション」（P.10-49）
• 「TFTP インスペクション」（P.10-58）

DNS インスペクション
この項では、DNS アプリケーション インスペクションについて説明します。この項は、次の内容で構
成されています。

• 「DNS アプリケーション インスペクションの動作」（P.10-2）
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• 「DNS リライトの動作」（P.10-3）
• 「DNS リライトの設定」（P.10-3）
• 「Select DNS Inspect Map」（P.10-5）
• 「DNS Class Map」（P.10-6）
• 「Add/Edit DNS Traffic Class Map」（P.10-7）
• 「Add/Edit DNS Match Criterion」（P.10-7）
• 「DNS Inspect Map」（P.10-8）
• 「Add/Edit DNS Policy Map（セキュリティ レベル）」（P.10-10）
• 「[Add/Edit DNS Policy Map]（詳細）」（P.10-11）

DNS アプリケーション インスペクションの動作
ASA で DNS 応答が転送されるとすぐに、ASA は DNS クエリーに関連付けられた DNS セッションを
切断します。ASA はまた、メッセージ交換をモニタして DNS 応答の ID が DNS クエリーの ID と一致
することを確認します。

DNS インスペクションをイネーブルにすると（デフォルト）、ASA は次の追加のタスクを実行します。
• alias、static、および nat コマンドを使用して作成されたコンフィギュレーションに基づいて、
DNS レコードを変換します（DNS リライト）。変換は、DNS 応答の A レコードだけに適用される
ため、DNS リライトによって PTR レコードを必要とする逆ルックアップが影響を受けることはあ
りません。

（注）

1 つの A レコードには複数の PAT ルールが適用可能で、使用する PAT ルールがあいまいなた
め、DNS リライトは PAT には適用できません。

• 最大 DNS メッセージ長を指定します（デフォルトは 512 バイト、最大長は 65535 バイト）。ASA
は必要に応じてリアセンブリを実行し、パケット長が設定されている最大長よりも短いことを確認
します。ASA は、最大長を超えるパケットをドロップします。

（注）

maximum-length オプションを指定せずに inspect dns コマンドを入力した場合、DNS パケッ
ト サイズはチェックされません。

• ドメイン名の長さを 255 バイトに制限し、ラベルの長さを 63 バイトに制限します。
• DNS メッセージに圧縮ポインタが出現した場合、ポインタが参照するドメイン名の整合性を確認
します。

• 圧縮ポインタのループが終了するかどうかを確認します。
複数の DNS セッションが同じ 2 つのホスト間で発生し、それらのセッションの 5 つのタプル（送信元
/ 宛先 IP アドレス、送信元 / 宛先ポート、およびプロトコル）が同じものである場合、それらのセッ
ションに対しては接続が 1 つだけ作成されます。DNS ID は app_id で追跡され、各 app_id のアイドル
タイマーは独立して実行されます。

app_id の有効期限はそれぞれ独立して満了するため、正当な DNS 応答が ASA を通過できるのは、限
られた期間内だけであり、リソースの継続使用はできません。ただし、show conn コマンドを入力し
た場合、新しい DNS セッションによってリセットされている DNS 接続のアイドル タイマーが表示さ
れます。これは共有 DNS 接続の性質によるものであり、仕様です。
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DNS リライトの動作
DNS インスペクションがイネーブルであるとき、DNS リライトは、任意のインターフェイスから送信
された DNS メッセージの NAT を完全にサポートします。
内部のネットワーク上のクライアントが、外部インターフェイス上の DNS サーバから送信される内部
アドレスの DNS 解決を要求した場合、DNS A レコードは正しく変換されます。DNS インスペクショ
ン エンジンがディセーブルである場合、A レコードは変換されません。

DNS インスペクションがイネーブルであれば、NAT ルールを使用して DNS リライトを設定できます。
DNS リライトは次の 2 つの機能を実行します。
• DNS クライアントがプライベート インターフェイスにある場合、DNS 応答のパブリック アドレス
（ルーティング可能なアドレスまたは「マッピング」アドレス）をプライベート アドレス（「実際
の」アドレス）に変換します。

• DNS クライアントがパブリック インターフェイスにある場合、プライベート アドレスをパブリッ
ク アドレスに変換します。
図 10-1 では、DNS サーバは外部（ISP）ネットワークにあります。サーバの実際のアドレス
（192.168.100.1）は、static コマンドで ISP が割り当てたアドレス（209.165.200.5）にマッピングされ
ています。内部インターフェイスの Web クライアントが http://server.example.com という URL の
Web サーバにアクセスしようとすると、Web クライアントが動作するホストが、Web サーバの IP アド
レスの解決を求める DNS 要求を DNS サーバに送信します。ASA は、IP ヘッダーに含まれるルーティ
ング不可の送信元アドレスを変換し、外部インターフェイスの ISP ネットワークに要求を転送します。
DNS 応答が返されると、ASA はアドレス変換を宛先アドレスだけではなく、DNS 応答の A レコード
に含まれる、埋め込まれた Web サーバの IP アドレスにも適用します。結果として、内部ネットワーク
上の Web クライアントは、内部ネットワーク上の Web サーバとの接続に使用する正しいアドレスを取
得します。
図 10-1

DNS 応答に含まれるアドレスの変換（DNS リライト）

DNS ࠨࡃ
209.165.200.5 ౝߩ server.example.com
Web ࠨࡃ
server.example.com
192.168.100.1

ISP ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻

132406

ࠠࡘ࠹ࠖ ࠕࡊࠗࠕࡦࠬ
209.165.200.5 ౝߩ 192.168.100.1

Web ࠢࠗࠕࡦ࠻
http://server.example.com
192.168.100.2

DNS リライトは、DNS 要求を作成するクライアントが DMZ ネットワークにあり、DNS サーバが内部
インターフェイスにある場合にも機能します。

DNS リライトの設定
NAT コンフィギュレーションを使用して DNS リライトを設定します。
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図 10-2 では、DNS インスペクションによってどのようにして NAT が最小コンフィギュレーションの
DNS サーバと透過的に連携動作するかを示す、より複雑な事例を示します。
図 10-2

3 つの NAT ゾーンを持つ DNS リライト

DNS ࠨࡃ
09.165.200.5 ౝߩ server.example.com

ᄖㇱ
ࠠࡘ࠹ࠖ
Web ࠨࡃ
ࠕࡊࠗࠕࡦࠬ
192.168.100.10
DMZ
192.168.100.1
ౝㇱ

10.10.10.1

Web ࠢࠗࠕࡦ࠻
10.10.10.25

132407

99.99.99.2

図 10-2 で、Web サーバ server.example.com の実際のアドレスは、ASA の DMZ インターフェイスの
192.168.100.10 です。IP アドレス 10.10.10.25 の Web クライアントが内部インターフェイスにあり、
パブリック DNS サーバが外部インターフェイスにあります。サイト NAT ポリシーは次のとおりです。

• 外部 DNS サーバは server.example.com の信頼できるアドレス レコードを保持しています。
• 外部ネットワークのホストは、ドメイン名が server.example.com の Web サーバに、外部 DNS
サーバまたは IP アドレス 209.165.200.5 を使用して接続できます。
• 内部ネットワークのクライアントは、ドメイン名が server.example.com の Web サーバに、外部
DNS サーバまたは IP アドレス 192.168.100.10 を使用してアクセスできます。
いずれかのインターフェイスのホストまたはクライアントは、DMZ Web サーバにアクセスするとき
に、パブリック DNS サーバに対して server.example.com の A レコードを問い合わせます。DNS サー
バは、server.example.com がアドレス 209.165.200.5 にバインドされていることを示す A レコードを
返します。

外部ネットワークの Web クライアントが http://server.example.com にアクセスを試みたときのイベン
ト シーケンスは次のとおりです。

1. Web クライアントを実行しているホストが DNS サーバに、server.example.com の IP アドレスを
求める要求を送信します。

2. DNS サーバが応答で IP アドレス 209.165.200.225 を示します。
3. Web クライアントが HTTP 要求を 209.165.200.225 に送信します。
4. 外部ホストからのパケットが ASA の外部インターフェイスに到達します。
5. スタティック ルールによってアドレス 209.165.200.225 が 192.168.100.10 に変換され、ASA がパ
ケットを DMZ の Web サーバに誘導します。
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内部ネットワークの Web クライアントが http://server.example.com にアクセスを試みたときのイベン
ト シーケンスは次のとおりです。

1. Web クライアントを実行しているホストが DNS サーバに、server.example.com の IP アドレスを
求める要求を送信します。

2. DNS サーバが応答で IP アドレス 209.165.200.225 を示します。
3. ASA が DNS 応答を受信し、その応答を DNS アプリケーション インスペクション エンジンに送信
します。

4. DNS アプリケーション インスペクション エンジンは、次の処理を行います。
a. 埋め込まれた A レコード アドレス「[outside]:209.165.200.5」の変換を元に戻す NAT ルール
を検索します。この例では、次のスタティック コンフィギュレーションが検索されます。
object network obj-192.168.100.10-01
host 192.168.100.10
nat (dmz,outside) static 209.165.200.5 dns

b. dns オプションが含まれているため、次のように A レコードをリライトするスタティック
ルールを使用します。
[outside]:209.165.200.225 --> [dmz]:192.168.100.10

（注）

nat コマンドに dns オプションが含まれていない場合、DNS リライトは実行されず、
他のパケット処理が継続されます。

c. 内部 Web クライアントと通信するときに、Web サーバ アドレス [dmz]:192.168.100.10 を変換
する NAT が検索されます。
適用可能な NAT ルールがない場合、アプリケーション インスペクションは終了します。

NAT ルール（nat または static）が適用可能な場合は、dns オプションも指定されている必要
があります。dns オプションが指定されていなかった場合、ステップ b の A レコード リライ
トは取り消され、他のパケット処理が継続されます。
5. ASA が DMZ インターフェイスの server.example.com に HTTP 要求を送信します。

Select DNS Inspect Map
[Select DNS Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Add/Edit Service Policy Rule Wizard] > [Rule Actions] > [Protocol Inspection] タブ >
[Select DNS Inspect Map]
[Select DNS Map] ダイアログボックスでは、DNS マップを選択または新しく作成できます。DNS
マップにより、DNS アプリケーション インスペクションで使用されるコンフィギュレーションの値を
変更できます。[Select DNS Map] テーブルには、アプリケーション インスペクションで選択可能な事
前に設定されたマップのリストが表示されます。

フィールド

• [Use the default DNS inspection map]：デフォルトの DNS マップの使用を指定します。
• [Select a DNS map for fine control over inspection]：定義済みのアプリケーション インスペクショ
ン マップを選択するか、新しいマップを追加できます。
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• [Enable Botnet traffic filter DNS snooping]：ボットネット トラフィック フィルタ スヌーピングを
イネーブルにします。ボットネット トラフィック フィルタ スヌーピングでは、ドメイン名がダイ
ナミック データベースまたはスタティック データベースのドメイン名と比較され、ドメイン名と
IP アドレスがボットネット トラフィック フィルタの DNS 逆ルックアップ キャッシュに追加され
ます。このキャッシュは、疑わしいアドレスへの接続が行われたときにボットネット トラフィッ
ク フィルタで使用されます。DNS スヌーピングは、外部 DNS 要求が送信されるインターフェイ
スでだけイネーブルにすることを推奨します。すべての UDP DNS トラフィック（内部 DNS サー
バへの送信トラフィックを含む）に対して DNS スヌーピングをイネーブルにすると、ASA で不要
な負荷が発生します。たとえば、DNS サーバが外部インターフェイスに存在する場合は、外部イ
ンターフェイスのすべての UDP DNS トラフィックに対して DNS インスペクションとスヌーピン
グをイネーブルにする必要があります。

• [Add]：そのインスペクションの [Add Policy Map] ダイアログボックスを開きます。

DNS Class Map
[DNS Class Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Class Maps] > [DNS]
[DNS Class Map] ペインでは、DNS インスペクションの DNS クラス マップを設定できます。
インスペクション クラス マップで、アプリケーションのトラフィックをアプリケーション固有の基準
と照合します。次に、クラス マップをインスペクション マップから特定して、アクションをイネーブ
ルにします。クラス マップを作成することとインスペクション マップでトラフィックの照合を直接定
義することの違いは、クラス マップでは複雑な照合基準を作成でき、クラス マップを再利用できると
いう点です。インスペクション クラス マップは DNS、FTP、H.323、HTTP、IM、SIP のアプリケー
ションでサポートされます。

フィールド

• [Name]：DNS クラス マップの名前を示します。
• [Match Conditions]：クラス マップに設定されているタイプ、照合基準、値を示します。
– [Match Type]：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。
– [Criterion]：DNS クラス マップの基準を示します。
– [Value]：DNS クラス マップで照合する値を示します。
• [Description]：クラス マップの説明を示します。
• [Add]：DNS クラス マップの照合条件を追加します。
• [Edit]：DNS クラス マップの照合条件を編集します。
• [Delete]：DNS クラス マップの照合条件を削除します。
モード
次の表は、この機能を使用できるモードを示したものです。

ファイアウォール モード

セキュリティ コンテキスト
マルチ

ルーテッド

•

透過

•

シングル

•

コンテキス
ト

•
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Add/Edit DNS Traffic Class Map
[Add/Edit DNS Traffic Class Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Class Maps] > [DNS] > [Add/Edit DNS Traffic Class Map]
[Add/Edit DNS Traffic Class Map] ダイアログボックスでは、DNS クラス マップを定義できます。
フィールド

• [Name]：DNS クラス マップの名前を 40 文字以内で入力します。
• [Description]：DNS クラス マップの説明を入力します。
• [Add]：DNS クラス マップを追加します。
• [Edit]：DNS クラス マップを編集します。
• [Delete]：DNS クラス マップを削除します。

Add/Edit DNS Match Criterion
[Add/Edit DNS Match Criterion] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Class Maps] > [DNS] > [Add/Edit DNS Traffic Class Map] >
[Add/Edit DNS Match Criterion]
[Add/Edit DNS Match Criterion] ダイアログボックスでは、DNS クラス マップの照合基準と値を定義
できます。

フィールド

• [Match Type]：基準に一致したトラフィックをクラス マップに含めるか、または一致しないトラ
フィックを含めるか指定します。
たとえば、文字列「example.com」で [No Match] を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラス マップの対象外になります。

• [Criterion]：DNS トラフィックに適用する照合基準を指定します。
– [Header Flag]：ヘッダーの DNS フラグを照合します。
– [Type]：DNS クエリーまたはリソース レコードのタイプを照合します。
– [Class]：DNS クエリーまたはリソース レコードのクラスを照合します。
– [Question]：DNS の問い合わせを照合します。
– [Resource Record]：DNS リソース レコードを照合します。
– [Domain Name]：DNS クエリーやリソース レコードのドメイン名を照合します。
• [Header Flag Criterion Values]：DNS ヘッダー フラグの照合値の詳細を指定します。
– [Match Option]：完全一致または全ビット一致（ビット マスク一致）のどちらかを指定しま
す。

– [Match Value]：ヘッダー フラグについて名前と値のどちらを照合するか指定します。

[Header Flag Name]：照合するヘッダー フラグ名を 1 つ以上選択できます。AA
（authoritative answer）、QR（query）、RA（recursion available）、RD（recursion denied）、
TC（truncation）のフラグ ビットがあります。
[Header Flag Value]：任意の 16 ビットの値を 16 進数で入力して照合できます。
• [Type Criterion Values]：DNS タイプの照合値の詳細を指定します。
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– [DNS Type Field Name]：選択する DNS タイプを一覧表示します。

[A]：IPv4 アドレス
[NS]：権限ネーム サーバ
[CNAME]：正規名
[SOA]：信頼ゾーンの開始
[TSIG]：トランザクション シグニチャ
[IXFR]：増分（ゾーン）転送
[AXFR]：フル（ゾーン）転送
– [DNS Type Field Value]：DNS タイプ フィールドについて値と範囲のどちらを照合するか指定
します。

[Value]：0 ～ 65535 の範囲の値を入力して照合できます。
[Range]：範囲を入力して照合します。両方とも 0 ～ 65535 の範囲の値を指定します。
• [Class Criterion Values]：DNS クラスの照合値の詳細を指定します。
– [DNS Class Field Name]：インターネットで照合する DNS クラス フィールド名を指定します。
– [DNS Class Field Value]：DNS クラス フィールドについて値と範囲のどちらを照合するか指
定します。

[Value]：0 ～ 65535 の範囲の値を入力して照合できます。
[Range]：範囲を入力して照合します。両方とも 0 ～ 65535 の範囲の値を指定します。
• [Question Criterion Values]：DNS の問い合わせセクションの照合方法を指定します。
• [Resource Record Criterion Values]：DNS リソース レコードのセクションの照合方法を指定しま
す。

– [Resource Record]：照合対象セクションを一覧表示します。

[Additional]：DNS 追加リソース レコード
[Answer]：DNS 応答リソース レコード
[Authority]：DNS 認証リソース レコード
• [Domain Name Criterion Values]：DNS ドメイン名の照合方法を指定します。
– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

DNS Inspect Map
[DNS Inspect Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [DNS]
[DNS] ペインでは、DNS アプリケーションの事前に設定されたインスペクション マップを表示できま
す。DNS マップを使用すると、DNS アプリケーション インスペクションに使用するデフォルト設定値
を変更できます。
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DNS アプリケーション インスペクションは、DNS スプーフィングとキャッシュ ポイズニングを防ぐ
ための DNS メッセージ制御をサポートしています。ユーザが設定できるルールを使用して、特定の
DNS タイプを許可、ドロップ、ロギングし、他の DNS タイプをブロックすることができます。たとえ
ば、ゾーン転送をこの機能のあるサーバ間だけに制限できます。
公開サーバが特定の内部ゾーンだけをサポートしている場合に、DNS ヘッダーにある Recursion
Desired フラグと Recursion Available フラグをマスクして、サーバを攻撃から守ることができます。ま
た、DNS のランダム化をイネーブルにすると、ランダム化をサポートしていないサーバや強度の低い
疑似乱数ジェネレータを使用するサーバのスプーフィングやキャッシュ ポイズニングを回避できます。
照会できるドメイン名を制限することにより、公開サーバの保護がさらに確実になります。
不一致の DNS 応答数が過度に増えた場合（キャッシュ ポイズニング攻撃を示している可能性がある）、
DNS 不一致のアラートを設定して通知することができます。さらに、すべての DNS メッセージにトラ
ンザクション署名（TSIG）を付けるようにチェックする設定も行うことができます。

フィールド

• [DNS Inspect Maps]：定義されている DNS インスペクション マップを一覧表示するテーブルで
す。

• [Add]：新しい DNS インスペクション マップを設定します。DNS インスペクション マップを編集
するには、[DNS Inspect Maps] テーブルで DNS のエントリを選択し、[Customize] をクリックし
ます。

• [Delete]：[DNS Inspect Maps] テーブルで選択したインスペクション マップを削除します。
• [Security Level]：セキュリティ レベル（High、Medium、Low）を選択します。
– Low：デフォルト

DNS Guard：イネーブル
NAT のリライト：イネーブル
プロトコル適用：イネーブル

ID のランダム化：ディセーブル
メッセージの長さのチェック：イネーブル
メッセージの最大長：512
不一致レートのロギング：ディセーブル

TSIG リソース レコード：適用強制しない
– Medium

DNS Guard：イネーブル
NAT のリライト：イネーブル
プロトコル適用：イネーブル

ID のランダム化：イネーブル
メッセージの長さのチェック：イネーブル
メッセージの最大長：512
不一致レートのロギング：イネーブル

TSIG リソース レコード：適用強制しない
– High

DNS Guard：イネーブル
NAT のリライト：イネーブル
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プロトコル適用：イネーブル

ID のランダム化：イネーブル
メッセージの長さのチェック：イネーブル
メッセージの最大長：512
不一致レートのロギング：イネーブル

TSIG リソース レコード：適用強制する
• [Customize]：[Add/Edit DNS Policy Map] ダイアログボックスを開き、追加の設定を行います。
• [Default Level]：セキュリティ レベルをデフォルトの Low レベルに戻します。

Add/Edit DNS Policy Map（セキュリティ レベル）
[Add/Edit DNS Policy Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [DNS] > [DNS Inspect Map] > [Basic View]
[Add/Edit DNS Policy Map] ペインでは、DNS アプリケーション インスペクション マップのセキュリ
ティ レベルと追加の設定値を設定できます。

フィールド

• [Name]：DNS マップの追加時に DNS マップの名前を入力します。DNS マップの編集時には、事
前に設定した DNS マップの名前が表示されます。
• [Description]：DNS マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [Security Level]：セキュリティ レベル（High、Medium、Low）を選択します。
– Low：デフォルト

DNS Guard：イネーブル
NAT のリライト：イネーブル
プロトコル適用：イネーブル

ID のランダム化：ディセーブル
メッセージの長さのチェック：イネーブル
メッセージの最大長：512
不一致レートのロギング：ディセーブル

TSIG リソース レコード：適用強制しない
– Medium

DNS Guard：イネーブル
NAT のリライト：イネーブル
プロトコル適用：イネーブル

ID のランダム化：イネーブル
メッセージの長さのチェック：イネーブル
メッセージの最大長：512
不一致レートのロギング：イネーブル

TSIG リソース レコード：適用強制しない
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– High

DNS Guard：イネーブル
NAT のリライト：イネーブル
プロトコル適用：イネーブル

ID のランダム化：イネーブル
メッセージの長さのチェック：イネーブル
メッセージの最大長：512
不一致レートのロギング：イネーブル

TSIG リソース レコード：適用強制する
– [Default Level]：セキュリティ レベルをデフォルトの Low レベルに戻します。
• [Details]：詳細な設定を行うための [Protocol Conformance] タブ、[Filtering] タブ、[Mismatch
Rate] タブ、および [Inspection] タブを表示します。

[Add/Edit DNS Policy Map]（詳細）
[Add/Edit DNS Policy Map] ペインでは、DNS アプリケーション インスペクション マップのセキュリ
ティ レベルと追加の設定値を設定できます。

フィールド

• [Name]：DNS マップの追加時に DNS マップの名前を入力します。DNS マップの編集時には、事
前に設定した DNS マップの名前が表示されます。
• [Description]：DNS マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [Security Level]：設定するセキュリティ レベルを表示します。
• [Protocol Conformance]：このタブで DNS のプロトコル準拠を設定します。
– [Enable DNS guard function]：DNS ヘッダーの識別フィールドを使用して、DNS クエリーと
応答の不一致のチェックを行います。クエリーごとに 1 つの応答がセキュリティ アプライアン
スを通過できます。

– [Enable NAT re-write function]：DNS 応答の A レコードにある IP アドレスの変換をイネーブ
ルにします。

– [Enable protocol enforcement]：DNS メッセージの形式チェックをイネーブルにします。ドメ
イン名、ラベルの長さ、圧縮、ループしたポインタなどをチェックします。

– [Randomize the DNS identifier for DNS query]：DNS クエリー メッセージの DNS 識別子をラ
ンダム化します。

– [Enforce TSIG resource record to be present in DNS message]：TSIG リソース レコードが
DNS トランザクションに存在する必要があります。TSIG を強制的に適用すると、次のアク
ションが実行されます。

[Drop packet]：パケットをドロップします（ロギングはイネーブルまたはディセーブルに指定
できます）。

[Log]：ロギングをイネーブルにします。
• [Filtering]：このタブで DNS のフィルタリングを設定します。
– [Global Settings]：設定がグローバルに適用されます。
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[Drop packets that exceed specified maximum length (global)]：最大長（バイト）を超えるパ
ケットをドロップします。

[Maximum Packet Length]：パケットの最大長をバイト単位で入力します。
– [Server Settings]：サーバの設定だけを適用します。

[Drop packets that exceed specified maximum length]：最大長（バイト）を超えるパケットを
ドロップします。

[Maximum Packet Length]：パケットの最大長をバイト単位で入力します。
[Drop packets sent to server that exceed length indicated by the RR]：[Resource Record] で指
定された長さを超えるパケットがサーバに送信された場合はドロップします。

– [Client Settings]：クライアントの設定だけを適用します。

[Drop packets that exceed specified maximum length]：最大長（バイト）を超えるパケットを
ドロップします。

[Maximum Packet Length]：パケットの最大長をバイト単位で入力します。
[Drop packets sent to client that exceed length indicated by the RR]：[Resource Record] で指
定された長さを超えるパケットがクライアントに送信された場合はドロップします。
• [Mismatch Rate]：このタブで DNS の ID 不一致レートを設定します。
– [Enable Logging when DNS ID mismatch rate exceeds specified rate]：DNS 識別子の不一致が
多く発生した場合にレポートを表示します。

[Mismatch Instance Threshold]：不一致のインスタンスの最大数を入力します。この値を超え
ると、システム メッセージ ログに出力されます。
[Time Interval]：監視間隔時間（秒単位）を入力します。
• [Inspections]：このタブで DNS インスペクションのコンフィギュレーションを表示して、追加や
編集ができます。

– [Match Type]：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。
– [Criterion]：DNS インスペクションの基準を示します。
– [Value]：DNS インスペクションで照合する値を示します。
– [Action]：照合条件が一致したときのアクションを示します。
– [Log]：ログの状態を示します。
– [Add]：[Add DNS Inspect] ダイアログボックスが開き、DNS インスペクションを追加できま
す。

– [Edit]：[Edit DNS Inspect] ダイアログボックスが開き、DNS インスペクションを編集できま
す。

– [Delete]：DNS インスペクションを削除します。
– [Move Up]：インスペクションをリストの上に移動します。
– [Move Down]：インスペクションをリストの下に移動します。

FTP インスペクション
この項では、FTP インスペクション エンジンについて説明します。この項は、次の内容で構成されて
います。

• 「FTP インスペクションの概要」（P.10-13）
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• 「厳密な FTP の使用方法」（P.10-13）
• 「Select FTP Map」（P.10-14）
• 「FTP Class Map」（P.10-14）
• 「Add/Edit FTP Traffic Class Map」（P.10-15）
• 「Add/Edit FTP Match Criterion」（P.10-15）
• 「FTP Inspect Map」（P.10-17）

FTP インスペクションの概要
FTP アプリケーション インスペクションは、FTP セッションを検査し、次の 4 つのタスクを実行しま
す。

• ダイナミックな二次的データ接続の準備
• FTP コマンド応答シーケンスの追跡
• 監査証跡の生成
• 埋め込み IP アドレスの変換

FTP アプリケーション インスペクションによって、FTP データ転送用にセカンダリ チャネルが用意さ
れます。これらのチャネルのポートは、PORT コマンドまたは PASV コマンドを使用してネゴシエー
トされます。セカンダリ チャネルは、ファイル アップロード、ファイル ダウンロード、またはディレ
クトリ リスト イベントへの応答で割り当てられます。

（注）

no inspect ftp コマンドを使用して、FTP インスペクション エンジンをディセーブルにすると、発信
ユーザはパッシブ モードだけで接続を開始でき、着信 FTP はすべてディセーブルになります。

厳密な FTP の使用方法
strict オプションにより厳密な FTP を使用すると、Web ブラウザが FTP 要求内の埋め込みコマンドを
送信できなくなるため、保護されたネットワークのセキュリティが強化されます。厳密な FTP をイ
ネーブルにするには、[Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules] > [Edit Service Policy Rule]
> [Rule Actions] > [Protocol Inspection] タブで、FTP の横にある [Configure] ボタンをクリックしま
す。
インターフェイスに対して strict オプションをオンにすると、FTP インスペクションによって次の動作
が適用されます。

• FTP コマンドが確認応答されてからでないと、ASA は新しいコマンドを許可しません。
• ASA は、埋め込みコマンドを送信する接続をドロップします。
• 227 コマンドと PORT コマンドが、エラー文字列に表示されないように確認されます。

注意

strict オプションを使用すると、FTP RFC に厳密に準拠していない FTP クライアントは失敗するこ
とがあります。

strict オプションがイネーブルの場合、各 FTP コマンドと応答シーケンスが追跡され、次の異常なアク
ティビティがないか確認されます。
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• 切り捨てされたコマンド：PORT コマンドおよび PASV 応答コマンドのカンマの数が 5 であるかど
うかが確認されます。カンマの数が 5 でない場合は、PORT コマンドが切り捨てられていると見な
され、TCP 接続は閉じられます。
• 不正なコマンド：FTP コマンドが、RFC の要求どおりに <CR><LF> 文字で終了しているかどうか
確認されます。終了していない場合は、接続が閉じられます。

• RETR コマンドと STOR コマンドのサイズ：これらが、固定の定数と比較チェックされます。サ
イズが定数より大きい場合は、エラー メッセージがロギングされ、接続が閉じられます。

• コマンド スプーフィング：PORT コマンドは、常にクライアントから送信されます。PORT コマン
ドがサーバから送信される場合、TCP 接続は拒否されます。
• 応答スプーフィング：PASV 応答コマンド（227）は、常にサーバから送信されます。PASV 応答
コマンドがクライアントから送信される場合、TCP 接続は拒否されます。これにより、ユーザが
「227 xxxxx a1, a2, a3, a4, p1, p2.」を実行する場合のセキュリティ ホールが予防できます。
• TCP ストリーム編集：ASA は、TCP ストリーム編集を検出した場合に接続が閉じられます。
• 無効ポート ネゴシエーション：ネゴシエートされたダイナミック ポート値が、1024 未満であるか
どうかが調べられます。1 ～ 1024 の範囲のポート番号は、予約済み接続用に指定されているため、
ネゴシエートされたポートがこの範囲内であった場合、TCP 接続は解放されます。
• コマンド パイプライン：PORT コマンドと PASV 応答コマンド内のポート番号の後に続く文字数
が、定数の 8 と比べられます。8 より大きい場合は、TCP 接続が閉じられます。
• ASA は、SYST コマンドに対する FTP サーバ応答を X の連続に置き換えることで、FTP クライア
ントがサーバのシステム タイプを取得できないようにします。このデフォルトの動作を無効にす
るには、FTP マップで、no mask-syst-reply コマンドを使用します。

Select FTP Map
[Select FTP Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Add/Edit Service Policy Rule Wizard] > [Rule Actions] > [Protocol Inspection] タブ >
[Select FTP Map]
[Select FTP Map] ダイアログボックスでは、厳密な FTP アプリケーション インスペクションのイネー
ブル化、FTP マップの選択、または新しい FTP マップの作成を行うことができます。FTP マップによ
り、FTP アプリケーション インスペクションで使用されるコンフィギュレーションの値を変更できま
す。[Select FTP Map] テーブルには、アプリケーション インスペクションで選択可能な事前に設定さ
れたマップのリストが表示されます。

フィールド

• [FTP Strict (prevent web browsers from sending embedded commands in FTP requests)]：厳密な
FTP アプリケーション インスペクションをイネーブルにします。これによっては、埋め込みコマ
ンドが FTP 要求に含まれている場合、ASA は接続をドロップします。
• [Use the default FTP inspection map] ：デフォルトの FTP マップの使用を指定します。
• [Select an FTP map for fine control over inspection]：定義済みのアプリケーション インスペクショ
ン マップを選択するか、新しいマップを追加できます。

• [Add]：そのインスペクションの [Add Policy Map] ダイアログボックスを開きます。

FTP Class Map
[FTP Class Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
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[Configuration] > [Global Objects] > [Class Maps] > [FTP]
[FTP Class Map] ペインでは、FTP インスペクションの FTP クラス マップを設定できます。
インスペクション クラス マップで、アプリケーションのトラフィックをアプリケーション固有の基準
と照合します。次に、クラス マップをインスペクション マップから特定して、アクションをイネーブ
ルにします。クラス マップを作成することとインスペクション マップでトラフィックの照合を直接定
義することの違いは、クラス マップでは複雑な照合基準を作成でき、クラス マップを再利用できると
いう点です。インスペクション クラス マップは DNS、FTP、H.323、HTTP、IM、SIP のアプリケー
ションでサポートされます。

フィールド

• [Name]：FTP クラス マップの名前を示します。
• [Match Conditions]：クラス マップに設定されているタイプ、照合基準、値を示します。
– [Match Type]：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。
– [Criterion]：FTP クラス マップの基準を示します。
– [Value]：FTP クラス マップで照合する値を示します。
• [Description]：クラス マップの説明を示します。
• [Add]：FTP クラス マップを追加します。
• [Edit]：FTP クラス マップを編集します。
• [Delete]：FTP クラス マップを削除します。

Add/Edit FTP Traffic Class Map
[Add/Edit FTP Traffic Class Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Class Maps] > [FTP] > [Add/Edit FTP Traffic Class Map]
[Add/Edit FTP Traffic Class Map] ダイアログボックスでは、FTP クラス マップを定義できます。
フィールド

• [Name]：FTP クラス マップの名前を 40 文字以内で入力します。
• [Description]：FTP クラス マップの説明を入力します。
• [Add]：FTP クラス マップを追加します。
• [Edit]：FTP クラス マップを編集します。
• [Delete]：FTP クラス マップを削除します。

Add/Edit FTP Match Criterion
[Add/Edit FTP Match Criterion] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Class Maps] > [FTP] > [Add/Edit FTP Traffic Class Map] >
[Add/Edit FTP Match Criterion]
[Add/Edit FTP Match Criterion] ダイアログボックスでは、FTP クラス マップの照合基準と値を定義で
きます。
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フィールド

• [Match Type]：基準に一致したトラフィックをクラス マップに含めるか、または一致しないトラ
フィックを含めるか指定します。
たとえば、文字列「example.com」で [No Match] を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラス マップの対象外になります。

• [Criterion]：FTP トラフィックに適用する照合基準を指定します。
– [Request-Command]：FTP 要求コマンドを照合します。
– [File Name]：FTP 転送のファイル名を照合します。
– [File Type]：FTP 転送のファイル タイプを照合します。
– [Server]：FTP サーバを照合します。
– [User Name]：FTP ユーザを照合します。
• [Request-Command Criterion Values]：FTP 要求コマンドの照合値の詳細を指定します。
– [Request Command]：照合する要求コマンドを 1 つ以上選択できます。

[APPE]：ファイルに追加します。
[CDUP]：現在のディレクトリから親ディレクトリへ移動します。
[DELE]：サーバ サイトのファイルを削除します。
[GET]：retr（retrieve a file）コマンドの FTP クライアント コマンドです。
[HELP]：サーバのヘルプ情報です。
[MKD]：ディレクトリを作成します。
[PUT]：stor（store a file）コマンドの FTP クライアント コマンドです。
[RMD]：ディレクトリを削除します。
[RNFR]：変更元ファイル名
[RNTO]：変更先ファイル名
[SITE]：サーバ固有のコマンドを指定します。
[STOU]：ファイルに一意の名前をつけて保存します。
• [File Name Criterion Values]：FTP 転送のファイル名の照合方法を指定します。
– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [File Type Criterion Values]：FTP 転送のファイル タイプの照合方法を指定します。
– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。
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• [Server Criterion Values]：FTP サーバの照合方法を指定します。
– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [User Name Criterion Values]：FTP ユーザの照合方法を指定します。
– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

FTP Inspect Map
[FTP Inspect Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [FTP]
[FTP] ペインでは、FTP アプリケーションの事前に設定されたインスペクション マップを表示できま
す。FTP マップでは、FTP アプリケーション インスペクションのデフォルト設定値を変更できます。
厳密な FTP インスペクションには、セキュリティと制御を向上させるためのコマンド フィルタリング
とセキュリティ チェック機能が用意されています。プロトコルとの適合性のインスペクションには、
パケットの長さのチェック、デリミタとパケットの形式のチェック、コマンドのターミネータのチェッ
ク、およびコマンドの検証が含まれます。
また、ユーザの値に基づいて FTP 接続をブロックできるので、FTP サイトにダウンロード用のファイ
ルを置き、アクセスを特定のユーザだけに制限できます。ファイルのタイプ、サーバ名、および他の属
性に基づいて、FTP 接続をブロックできます。インスペクション時に FTP 接続が拒否されると、シス
テム メッセージのログが作成されます。

フィールド

• [FTP Inspect Maps]：定義されている FTP インスペクション マップを一覧表示するテーブルです。
• [Add]：新しい FTP インスペクション マップを設定します。FTP インスペクション マップを編集
するには、[FTP Inspect Maps] テーブルで FTP のエントリを選択し、[Customize] をクリックしま
す。

• [Delete]：[FTP Inspect Maps] テーブルで選択したインスペクション マップを削除します。
• [Security Level]：セキュリティ レベル（Medium または Low）を選択します。
– Low

Mask Banner：ディセーブル
Mask Reply：ディセーブル
– Medium：デフォルト

Mask Banner：イネーブル
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Mask Reply：イネーブル
– [File Type Filtering]：[Type Filtering] ダイアログボックスを開き、ファイル タイプのフィル
タを設定します。

– [Customize]：[Add/Edit FTP Policy Map] ダイアログボックスを開き、追加の設定を行いま
す。

– [Default Level]：セキュリティ レベルをデフォルトの Medium レベルに戻します。

File Type Filtering
[File Type Filtering] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [FTP] > [MIME File Type Filtering]
[File Type Filtering] ダイアログボックスでは、ファイル タイプ フィルタを設定できます。
フィールド

• [Match Type]：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。
• [Criterion]：インスペクションの基準を示します。
• [Value]：インスペクションで照合する値を示します。
• [Action]：照合条件が一致したときのアクションを示します。
• [Log]：ログの状態を示します。
• [Add]：[Add File Type Filter] ダイアログボックスが開き、ファイル タイプのフィルタを追加でき
ます。

• [Edit]：[Edit File Type Filter] ダイアログボックスが開き、ファイル タイプのフィルタを編集でき
ます。

• [Delete]：ファイル タイプのフィルタを削除します。
• [Move Up]：エントリをリストの上に移動します。
• [Move Down]：エントリをリストの下に移動します。

[Add/Edit FTP Policy Map]（セキュリティ レベル）
[Add/Edit FTP Policy Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [FTP] > [FTP Inspect Map] > [Basic View]
[Add/Edit FTP Policy Map] ペインでは、FTP アプリケーション インスペクション マップのセキュリ
ティ レベルと追加の設定値を設定できます。

フィールド

• [Name]：FTP マップの追加時に FTP マップの名前を入力します。FTP マップの編集時には、事前
に設定した FTP マップの名前が表示されます。
• [Description]：FTP マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [Security Level]：セキュリティ レベル（Medium または Low）を選択します。
– Low

Mask Banner：ディセーブル
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Mask Reply：ディセーブル
– Medium：デフォルト

Mask Banner：イネーブル
Mask Reply：イネーブル
– [File Type Filtering]：[Type Filtering] ダイアログボックスを開き、ファイル タイプのフィル
タを設定します。

– [Default Level]：セキュリティ レベルをデフォルトの Medium レベルに戻します。
• [Details]：詳細な設定を行うための [Parameters] タブと [Inspections] タブを表示します。

Add/Edit FTP Policy Map (Details)
[Add/Edit FTP Policy Map (Details)] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [FTP] > [FTP Inspect Map] > [Advanced
View]
[Add/Edit FTP Policy Map] ペインでは、FTP アプリケーション インスペクション マップのセキュリ
ティ レベルと追加の設定値を設定できます。

フィールド

• [Name]：FTP マップの追加時に FTP マップの名前を入力します。FTP マップの編集時には、事前
に設定した FTP マップの名前が表示されます。
• [Description]：FTP マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [Security Level]：設定するセキュリティ レベルとファイル タイプ フィルタリング設定を表示しま
す。

• [Parameters]：このタブで FTP インスペクション マップのパラメータを設定します。
– [Mask greeting banner from the server]：FTP サーバとの接続時に表示されるバナーをマスク
し、クライアントに対するサーバ情報の公開を防止します。

– [Mask reply to SYST command]：syst コマンドに対する応答をマスクし、クライアントに対す
るサーバ情報の公開を防止します。

• [Inspections]：このタブで FTP インスペクションのコンフィギュレーションを表示して、追加や編
集ができます。

– [Match Type]：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。
– [Criterion]：FTP インスペクションの基準を示します。
– [Value]：FTP インスペクションで照合する値を示します。
– [Action]：照合条件が一致したときのアクションを示します。
– [Log]：ログの状態を示します。
– [Add]：[Add FTP Inspect] ダイアログボックスが開き、FTP インスペクションを追加できま
す。

– [Edit]：[Edit FTP Inspect] ダイアログボックスが開き、FTP インスペクションを編集できま
す。

– [Delete]：FTP インスペクションを削除します。
– [Move Up]：インスペクションをリストの上に移動します。
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– [Move Down]：インスペクションをリストの下に移動します。

Add/Edit FTP Map
[Add/Edit FTP Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [FTP] > [FTP Inspect Map] > [Advanced
View] > [Add/Edit FTP Inspect]
[Add/Edit FTP Inspect] ダイアログボックスでは、FTP インスペクション マップの照合基準と値を定義
できます。

フィールド

• [Single Match]：FTP インスペクションに照合文が 1 つだけの場合に指定します。
• [Match Type]：トラフィックと値を一致させるかどうかを指定します。
たとえば、文字列「example.com」で [No Match] を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラス マップの対象外になります。

• [Criterion]：FTP トラフィックに適用する照合基準を指定します。
– [Request-Command]：FTP 要求コマンドを照合します。
– [File Name]：FTP 転送のファイル名を照合します。
– [File Type]：FTP 転送のファイル タイプを照合します。
– [Server]：FTP サーバを照合します。
– [User Name]：FTP ユーザを照合します。
• [Request Command Criterion Values]：FTP 要求コマンドの照合値の詳細を指定します。
– 要求コマンド

APPE：ファイルに追加するコマンド
CDUP：現在の作業ディレクトリの親ディレクトリに移動するコマンド
DELE：ファイルを削除するコマンド
GET：ファイルを取得するコマンド
HELP：ヘルプ情報を提供するコマンド
MKD：ディレクトリを作成するコマンド
PUT：ファイルを送信するコマンド
RMD：ディレクトリを削除するコマンド
RNFR：変更元ファイル名を指定するコマンド
RNTO：変更先ファイル名を指定するコマンド
SITE：サーバ システム固有のコマンド。通常、リモート管理に使用します。
STOU：一意のファイル名を使用してファイル名を保存するコマンド
• [File Name Criterion Values]：FTP ファイル名の照合値の詳細を指定します。
– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
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– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [File Type Criterion Values]：FTP ファイル タイプの照合値の詳細を指定します。
– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [Server Criterion Values]：FTP サーバの照合値の詳細を指定します。
– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [User Name Criterion Values]：FTP ユーザ名の照合値の詳細を指定します。
– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [Multiple Matches]：FTP インスペクションの複数の照合文を指定します。
– [FTP Traffic Class]：FTP トラフィック クラスを照合します。
– [Manage]：[Manage FTP Class Maps] ダイアログボックスが開き、FTP クラス マップの追加、
編集、削除ができます。

• [Action]：Reset。
• [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。

FTP 検査の確認とモニタリング
FTP アプリケーション インスペクションでは、次のログ メッセージが生成されます。
• An Audit record 303002 is generated for each file that is retrieved or uploaded.
• The FTP command is checked to see if it is RETR or STOR and the retrieve and store commands are
logged.
• The username is obtained by looking up a table providing the IP address.
• The username, source IP address, destination IP address, NAT address, and the file operation are
logged.
• Audit record 201005 is generated if the secondary dynamic channel preparation failed due to
memory shortage.
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NAT と連携することにより、FTP アプリケーション インスペクションでは、アプリケーション ペイ
ロード内の IP アドレスが変換されます。これは、RFC 959 に詳細に記述されています。

HTTP インスペクション
この項では、HTTP インスペクション エンジンについて説明します。この項は、次の内容で構成され
ています。

• 「HTTP インスペクションの概要」（P.10-22）
• 「Select HTTP Map」（P.10-22）
• 「HTTP Class Map」（P.10-23）
• 「Add/Edit HTTP Traffic Class Map」（P.10-23）
• 「Add/Edit HTTP Match Criterion」（P.10-24）
• 「HTTP Inspect Map」（P.10-28）
• 「URI Filtering」（P.10-29）
• 「Add/Edit HTTP Policy Map (Security Level) 」（P.10-29）
• 「Add/Edit HTTP Policy Map（詳細）」（P.10-30）
• 「Add/Edit HTTP Map 」（P.10-31）

HTTP インスペクションの概要
HTTP インスペクション エンジンを使用して、特定の攻撃、および HTTP トラフィックに関係するそ
の他の脅威から保護します。HTTP インスペクションは、次のようないくつかの機能を実行します。
• 拡張 HTTP インスペクション
• N2H2 または Websense を使用する URL のスクリーニング
詳細については、「URL フィルタリングに関する情報」（P.28-2）を参照してください。

• Java と ActiveX のフィルタリング

2 つ目と 3 つ目の機能は、フィルタ ルールと共に設定します。
拡張 HTTP インスペクション機能はアプリケーション ファイアウォールとも呼ばれ、HTTP マップを
設定するときに使用できます。これによって、攻撃者がネットワーク セキュリティ ポリシーに従わな
い HTTP メッセージを使用できないようにします。この機能は、すべての HTTP メッセージについて
次のことを確認します。

• RFC 2616 への準拠
• RFC で定義された方式だけを使用していること
• 追加の基準への準拠

Select HTTP Map
[Select HTTP Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Add/Edit Service Policy Rule Wizard] > [Rule Actions] > [Protocol Inspection] タブ >
[Select HTTP Map]
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[Select HTTP Map] ダイアログボックスでは、HTTP マップを選択または新しく作成できます。HTTP
マップにより、HTTP アプリケーション インスペクションで使用されるコンフィギュレーションの値
を変更できます。[Select HTTP Map] テーブルには、アプリケーション インスペクションで選択可能
な事前に設定されたマップのリストが表示されます。

フィールド

• [Use the default HTTP inspection map]：デフォルトの HTTP マップの使用を指定します。
• [Select an HTTP map for fine control over inspection]：定義済みのアプリケーション インスペク
ション マップを選択するか、新しいマップを追加できます。

• [Add]：そのインスペクションの [Add Policy Map] ダイアログボックスを開きます。

HTTP Class Map
[HTTP Class Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Class Maps] > [HTTP]
[HTTP Class Map] ペインでは、HTTP インスペクションの HTTP クラス マップを設定できます。
インスペクション クラス マップで、アプリケーションのトラフィックをアプリケーション固有の基準
と照合します。次に、クラス マップをインスペクション マップから特定して、アクションをイネーブ
ルにします。クラス マップを作成することとインスペクション マップでトラフィックの照合を直接定
義することの違いは、クラス マップでは複雑な照合基準を作成でき、クラス マップを再利用できると
いう点です。インスペクション クラス マップは DNS、FTP、H.323、HTTP、IM、SIP のアプリケー
ションでサポートされます。

フィールド

• [Name]：HTTP クラス マップの名前を示します。
• [Match Conditions]：クラス マップに設定されているタイプ、照合基準、値を示します。
– [Match Type]：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。
– [Criterion]：HTTP クラス マップの基準を示します。
– [Value]：HTTP クラス マップで照合する値を示します。
• [Description]：クラス マップの説明を示します。
• [Add]：HTTP クラス マップを追加します。
• [Edit]：HTTP クラス マップを編集します。
• [Delete]：HTTP クラス マップを削除します。

Add/Edit HTTP Traffic Class Map
[Add/Edit HTTP Traffic Class Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Class Maps] > [HTTP] > [Add/Edit HTTP Traffic Class
Map]
[Add/Edit HTTP Traffic Class Map] ダイアログボックスでは、HTTP クラス マップを定義できます。
フィールド

• [Name]：HTTP クラス マップの名前を 40 文字以内で入力します。
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• [Description]：HTTP クラス マップの説明を入力します。
• [Add]：HTTP クラス マップを追加します。
• [Edit]：HTTP クラス マップを編集します。
• [Delete]：HTTP クラス マップを削除します。

Add/Edit HTTP Match Criterion
[Add/Edit HTTP Match Criterion] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Class Maps] > [HTTP] > [Add/Edit HTTP Traffic Class
Map] > [Add/Edit HTTP Match Criterion]
[Add/Edit HTTP Match Criterion] ダイアログボックスでは、HTTP クラス マップの照合基準と値を定
義できます。

フィールド

• [Match Type]：基準に一致したトラフィックをクラス マップに含めるか、または一致しないトラ
フィックを含めるか指定します。
たとえば、文字列「example.com」で [No Match] を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラス マップの対象外になります。

• [Criterion]：HTTP トラフィックに適用する照合基準を指定します。
– [Request/Response Content Type Mismatch]：応答のコンテンツ タイプが要求の accept フィー
ルドの MIME タイプの 1 つと一致する必要があることを指定します。
– [Request Arguments]：要求の引数に正規表現照合を適用します。

[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

– [Request Body Length]：要求の本文に指定したバイト数より長いフィールドがある場合、正
規表現で照合します。

[Greater Than Length]：要求フィールドの長さと照合するフィールドの値をバイト単位で入力
します。

– [Request Body]：要求の本文に正規表現照合を適用します。

[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

– [Request Header Field Count]：要求ヘッダーのフィールド数が最大値の場合、正規表現で照合
します。
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[Predefined]：要求のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept、accept-charset、
accept-encoding、accept-language、allow、authorization、cache-control、connection、
content-encoding、content-language、content-length、content-location、content-md5、
content-range、content-type、cookie、date、expect、expires、from、host、if-match、
if-modified-since、if-none-match、if-range、if-unmodified-since、last-modified、
max-forwards、pragma、proxy-authorization、range、referer、te、trailer、
transfer-encoding、upgrade、user-agent、via、warning。
[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Greater Than Count]：ヘッダー フィールド数の最大値を入力します。
– [Request Header Field Length]：要求ヘッダーに指定したバイト数より長いフィールドがある
場合、正規表現で照合します。

[Predefined]：要求のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept、accept-charset、
accept-encoding、accept-language、allow、authorization、cache-control、connection、
content-encoding、content-language、content-length、content-location、content-md5、
content-range、content-type、cookie、date、expect、expires、from、host、if-match、
if-modified-since、if-none-match、if-range、if-unmodified-since、last-modified、
max-forwards、pragma、proxy-authorization、range、referer、te、trailer、
transfer-encoding、upgrade、user-agent、via、warning。
[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Greater Than Length]：要求フィールドの長さと照合するフィールドの値をバイト単位で入力
します。

– [Request Header Field]：要求のヘッダーに正規表現照合を適用します。

[Predefined]：要求のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept、accept-charset、
accept-encoding、accept-language、allow、authorization、cache-control、connection、
content-encoding、content-language、content-length、content-location、content-md5、
content-range、content-type、cookie、date、expect、expires、from、host、if-match、
if-modified-since、if-none-match、if-range、if-unmodified-since、last-modified、
max-forwards、pragma、proxy-authorization、range、referer、te、trailer、
transfer-encoding、upgrade、user-agent、via、warning。
[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

– [Request Header Count]：要求ヘッダー数が最大値の場合、正規表現で照合します。

[Greater Than Count]：ヘッダー数の最大値を入力します。
– [Request Header Length]：要求ヘッダーが指定したバイト数より長い場合、正規表現で照合し
ます。

[Greater Than Length]：ヘッダーの長さをバイト単位で入力します。
– [Request Header non-ASCII]：要求ヘッダーに含まれる ASCII 以外の文字を照合します。
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– [Request Method]：要求の方式を正規表現で照合します。

[Method]：照合する要求方式を次の中から指定します。bcopy、bdelete、bmove、bpropfind、
bproppatch、connect、copy、delete、edit、get、getattribute、getattributenames、
getproperties、head、index、lock、mkcol、mkdir、move、notify、options、poll、post、
propfind、proppatch、put、revadd、revlabel、revlog、revnum、save、search、setattribute、
startrev、stoprev、subscribe、trace、unedit、unlock、unsubscribe。
[Regular Expression]：正規表現の照合方法を指定します。
[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

– [Request URI Length]：要求の URI が指定したバイト数より長い場合、正規表現で照合しま
す。

[Greater Than Length]：URI の長さをバイト単位で入力します。
– [Request URI]：要求の URI に正規表現照合を適用します。

[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

– [Response Body]：要求の本文を regex で照合します。

[ActiveX]：ActiveX の照合方法を指定します。
[Java Applet]：Java アプレットの照合方法を指定します。
[Regular Expression]：正規表現の照合方法を指定します。
[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

– [Response Body Length]：応答の本文に指定したバイト数より長いフィールドがある場合、正
規表現で照合します。

[Greater Than Length]：応答フィールドの長さと照合するフィールドの値をバイト単位で入力
します。

– [Response Header Field Count]：応答ヘッダーのフィールド数が最大値の場合、正規表現で照
合します。
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[Predefined]：応答のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept-ranges、age、
allow、cache-control、connection、content-encoding、content-language、content-length、
content-location、content-md5、content-range、content-type、date、etag、expires、
last-modified、location、pragma、proxy-authenticate、retry-after、server、set-cookie、
trailer、transfer-encoding 、upgrade、vary、via、warning、www-authenticate。
[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Greater Than Count]：ヘッダー フィールド数の最大値を入力します。
– [Response Header Field Length]：応答ヘッダーに指定したバイト数より長いフィールドがあ
る場合、正規表現で照合します。

[Predefined]：応答のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept-ranges、age、
allow、cache-control、connection、content-encoding、content-language、content-length、
content-location、content-md5、content-range、content-type、date、etag、expires、
last-modified、location、pragma、proxy-authenticate、retry-after、server、set-cookie、
trailer、transfer-encoding 、upgrade、vary、via、warning、www-authenticate。
[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Greater Than Length]：応答フィールドの長さと照合するフィールドの値をバイト単位で入力
します。

– [Response Header Field]：応答のヘッダーに正規表現照合を適用します。

[Predefined]：応答のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept-ranges、age、
allow、cache-control、connection、content-encoding、content-language、content-length、
content-location、content-md5、content-range、content-type、date、etag、expires、
last-modified、location、pragma、proxy-authenticate、retry-after、server、set-cookie、
trailer、transfer-encoding 、upgrade、vary、via、warning、www-authenticate。
[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

– [Response Header Count]：応答ヘッダー数が最大値の場合、正規表現で照合します。

[Greater Than Count]：ヘッダー数の最大値を入力します。
– [Response Header Length]：応答ヘッダーが指定したバイト数より長い場合、正規表現で照合
します。

[Greater Than Length]：ヘッダーの長さをバイト単位で入力します。
– [Response Header non-ASCII] ：応答ヘッダーに含まれる ASCII 以外の文字を照合します。
– [Response Status Line] ：ステータス行を正規表現で照合します。

[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。
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[Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

HTTP Inspect Map
[HTTP Inspect Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [HTTP]
[HTTP] ペインでは、HTTP アプリケーションの事前に設定されたインスペクション マップを表示でき
ます。HTTP マップでは、HTTP アプリケーション インスペクションのデフォルト設定値を変更でき
ます。
HTTP アプリケーション インスペクションで HTTP のヘッダーと本文をスキャンし、さまざまなデー
タ チェックができます。これらのチェックで、HTTP 構築、コンテンツ タイプ、トンネル プロトコ
ル、メッセージ プロトコルなどがセキュリティ アプライアンスを通過することを防止します。

HTTP アプリケーション インスペクションでトンネル アプリケーションと ASCII 以外の文字を含む
HTTP 要求や応答をブロックして、悪意のあるコンテンツが Web サーバに到達することを防ぎます。
HTTP 要求や応答ヘッダーのさまざまな要素のサイズ制限、URL のブロッキング、HTTP サーバ ヘッ
ダー タイプのスプーフィングもサポートされています。

フィールド

• [HTTP Inspect Maps]：定義されている HTTP インスペクション マップを一覧表示するテーブルで
す。

• [Add]：新しい HTTP インスペクション マップを設定します。HTTP インスペクション マップを
編集するには、[HTTP Inspect Maps] テーブルで HTTP のエントリを選択し、[Customize] をク
リックします。

• [Delete]：[HTTP Inspect Maps] テーブルで選択したインスペクション マップを削除します。
• [Security Level]：セキュリティ レベル（High、Medium、Low）を選択します。
– Low：デフォルト
プロトコル違反時のアクション：Drop connection
安全でない方式の接続ドロップ：ディセーブル
要求のヘッダーに ASCII 以外の文字が含まれる場合の接続ドロップ：ディセーブル

URI フィルタリング：設定しない
高度なインスペクション：設定しない

– Medium
プロトコル違反時のアクション：Drop connection
安全でない方式の接続ドロップ：GET、HEAD、POST だけを許可
要求のヘッダーに ASCII 以外の文字が含まれる場合の接続ドロップ：ディセーブル

URI フィルタリング：設定しない
高度なインスペクション：設定しない

– High
プロトコル違反時のアクション：Drop Connection と Log
安全でない方式の接続ドロップ：GET、HEAD だけを許可
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要求のヘッダーに ASCII 以外の文字が含まれる場合の接続ドロップ：イネーブル

URI フィルタリング：設定しない
高度なインスペクション：設定しない

– [URI Filtering]：[URI Filtering] ダイアログボックスが開き、URI フィルタを設定できます。
– [Customize]：[Edit HTTP Policy Map] ダイアログボックスを開き、追加の設定を行います。
– [Default Level]：セキュリティ レベルをデフォルトの Medium レベルに戻します。

URI Filtering
[URI Filtering] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [HTTP] > [URI Filtering]
[URI Filtering] ダイアログボックスでは、URI フィルタを設定できます。
フィールド

• [Match Type]：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。
• [Criterion]：インスペクションの基準を示します。
• [Value]：インスペクションで照合する値を示します。
• [Action]：照合条件が一致したときのアクションを示します。
• [Log]：ログの状態を示します。
• [Add]：[Add URI Filtering] ダイアログボックスが開き、URI フィルタを追加できます。
• [Edit]：[Edit URI Filtering] ダイアログボックスが開き、URI フィルタを編集できます。
• [Delete]：URI フィルタを削除します。
• [Move Up]：エントリをリストの上に移動します。
• [Move Down]：エントリをリストの下に移動します。

Add/Edit HTTP Policy Map (Security Level)
[Add/Edit HTTP Policy Map (Security Level)] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできま
す。

[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [HTTP] > [HTTP Inspect Map] > [Basic
View]
[Add/Edit HTTP Policy Map] ペインでは、HTTP アプリケーション インスペクション マップのセキュ
リティ レベルと追加の設定値を設定できます。
フィールド

• [Name]：HTTP マップの追加時に HTTP マップの名前を入力します。HTTP マップの編集時には、
事前に設定した HTTP マップの名前が表示されます。
• [Description]：HTTP マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [Security Level]：セキュリティ レベル（High、Medium、Low）を選択します。
– Low：デフォルト
プロトコル違反時のアクション：Drop connection
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安全でない方式の接続ドロップ：ディセーブル
要求のヘッダーに ASCII 以外の文字が含まれる場合の接続ドロップ：ディセーブル

URI フィルタリング：設定しない
高度なインスペクション：設定しない

– Medium
プロトコル違反時のアクション：Drop connection
安全でない方式の接続ドロップ：GET、HEAD、POST だけを許可
要求のヘッダーに ASCII 以外の文字が含まれる場合の接続ドロップ：ディセーブル

URI フィルタリング：設定しない
高度なインスペクション：設定しない

– High
プロトコル違反時のアクション：Drop Connection と Log
安全でない方式の接続ドロップ：GET、HEAD だけを許可
要求のヘッダーに ASCII 以外の文字が含まれる場合の接続ドロップ：イネーブル

URI フィルタリング：設定しない
高度なインスペクション：設定しない

– [URI Filtering]：[URI Filtering] ダイアログボックスが開き、URI フィルタを設定します。
– [Default Level]：セキュリティ レベルをデフォルトに戻します。
• [Details]：詳細な設定を行うための [Parameters] タブと [Inspections] タブを表示します。

Add/Edit HTTP Policy Map（詳細）
[Add/Edit HTTP Policy Map]（詳細）ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [HTTP] > [HTTP Inspect Map] >
[Advanced View]
[Add/Edit HTTP Policy Map] ペインでは、HTTP アプリケーション インスペクション マップのセキュ
リティ レベルと追加の設定値を設定できます。
フィールド

• [Name]：HTTP マップの追加時に HTTP マップの名前を入力します。HTTP マップの編集時には、
事前に設定した HTTP マップの名前が表示されます。
• [Description]：HTTP マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [Security Level]：設定するセキュリティ レベルと URI フィルタリング設定を表示します。
• [Parameters]：このタブで HTTP インスペクション マップのパラメータを設定します。
– [Check for protocol violations]：HTTP プロトコル違反の有無をチェックします。

[Action]：Drop Connection、Reset、Log。
[Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
– [Spoof server string]：サーバの HTTP ヘッダーの値を指定の文字列で置き換えます。

[Spoof String]：サーバのヘッダー フィールドと置き換える文字列を入力します。最大 82 文字
まで入力できます。
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– [Body Match Maximum]：HTTP メッセージの本文照合時に検索される、最大文字数です。デ
フォルトは 200 バイトです。大きな値を指定すると、パフォーマンスに大きな影響を与えま
す。

• [Inspections]：このタブで HTTP インスペクションのコンフィギュレーションを表示して、追加や
編集ができます。

– [Match Type]：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。
– [Criterion]：HTTP インスペクションの基準を示します。
– [Value]：HTTP インスペクションで照合する値を示します。
– [Action]：照合条件が一致したときのアクションを示します。
– [Log]：ログの状態を示します。
– [Add]：[Add HTTP Inspect] ダイアログボックスが開き、HTTP インスペクションを追加でき
ます。

– [Edit]：[Edit HTTP Inspect] ダイアログボックスが開き、HTTP インスペクションを編集でき
ます。

– [Delete]：HTTP インスペクションを削除します。
– [Move Up]：インスペクションをリストの上に移動します。
– [Move Down]：インスペクションをリストの下に移動します。

Add/Edit HTTP Map
[Add/Edit HTTP Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [HTTP] > [HTTP Inspect Map] >
[Advanced View] > [Add/Edit HTTP Inspect]
[Add/Edit HTTP Inspect] ダイアログボックスでは、HTTP インスペクション マップの照合基準と値を
定義できます。

フィールド

• [Single Match]：HTTP インスペクションに照合文が 1 つだけの場合に指定します。
• [Match Type]：トラフィックと値を一致させるかどうかを指定します。
たとえば、文字列「example.com」で [No Match] を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラス マップの対象外になります。

• [Criterion]：HTTP トラフィックに適用する照合基準を指定します。
– [Request/Response Content Type Mismatch]：応答のコンテンツ タイプが要求の accept フィー
ルドの MIME タイプの 1 つと一致する必要があることを指定します。
– [Request Arguments]：要求の引数に正規表現照合を適用します。

[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。
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– [Request Body Length]：要求の本文に指定したバイト数より長いフィールドがある場合、正
規表現で照合します。

[Greater Than Length]：要求フィールドの長さと照合するフィールドの値をバイト単位で入力
します。

– [Request Body]：要求の本文に正規表現照合を適用します。

[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

– [Request Header Field Count]：要求ヘッダーのフィールド数が最大値の場合、正規表現で照合
します。

[Predefined]：要求のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept、accept-charset、
accept-encoding、accept-language、allow、authorization、cache-control、connection、
content-encoding、content-language、content-length、content-location、content-md5、
content-range、content-type、cookie、date、expect、expires、from、host、if-match、
if-modified-since、if-none-match、if-range、if-unmodified-since、last-modified、
max-forwards、pragma、proxy-authorization、range、referer、te、trailer、
transfer-encoding、upgrade、user-agent、via、warning。
[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Greater Than Count]：ヘッダー フィールド数の最大値を入力します。
– [Request Header Field Length]：要求ヘッダーに指定したバイト数より長いフィールドがある
場合、正規表現で照合します。

[Predefined]：要求のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept、accept-charset、
accept-encoding、accept-language、allow、authorization、cache-control、connection、
content-encoding、content-language、content-length、content-location、content-md5、
content-range、content-type、cookie、date、expect、expires、from、host、if-match、
if-modified-since、if-none-match、if-range、if-unmodified-since、last-modified、
max-forwards、pragma、proxy-authorization、range、referer、te、trailer、
transfer-encoding、upgrade、user-agent、via、warning。
[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Greater Than Length]：要求フィールドの長さと照合するフィールドの値をバイト単位で入力
します。

– [Request Header Field]：要求のヘッダーに正規表現照合を適用します。

[Predefined]：要求のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept、accept-charset、
accept-encoding、accept-language、allow、authorization、cache-control、connection、
content-encoding、content-language、content-length、content-location、content-md5、
content-range、content-type、cookie、date、expect、expires、from、host、if-match、
if-modified-since、if-none-match、if-range、if-unmodified-since、last-modified、
max-forwards、pragma、proxy-authorization、range、referer、te、trailer、
transfer-encoding、upgrade、user-agent、via、warning。
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[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

– [Request Header Count]：要求ヘッダー数が最大値の場合、正規表現で照合します。

[Greater Than Count]：ヘッダー数の最大値を入力します。
– [Request Header Length]：要求ヘッダーが指定したバイト数より長い場合、正規表現で照合し
ます。

[Greater Than Length]：ヘッダーの長さをバイト単位で入力します。
– [Request Header non-ASCII]：要求ヘッダーに含まれる ASCII 以外の文字を照合します。
– [Request Method]：要求の方式を正規表現で照合します。

[Method]：照合する要求方式を次の中から指定します。bcopy、bdelete、bmove、bpropfind、
bproppatch、connect、copy、delete、edit、get、getattribute、getattributenames、
getproperties、head、index、lock、mkcol、mkdir、move、notify、options、poll、post、
propfind、proppatch、put、revadd、revlabel、revlog、revnum、save、search、setattribute、
startrev、stoprev、subscribe、trace、unedit、unlock、unsubscribe。
[Regular Expression]：正規表現の照合方法を指定します。
[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

– [Request URI Length]：要求の URI が指定したバイト数より長い場合、正規表現で照合しま
す。

[Greater Than Length]：URI の長さをバイト単位で入力します。
– [Request URI]：要求の URI に正規表現照合を適用します。

[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

– [Response Body]：要求の本文を regex で照合します。

[ActiveX]：ActiveX の照合方法を指定します。
[Java Applet]：Java アプレットの照合方法を指定します。
[Regular Expression]：正規表現の照合方法を指定します。
[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
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[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

– [Response Body Length]：応答の本文に指定したバイト数より長いフィールドがある場合、正
規表現で照合します。

[Greater Than Length]：応答フィールドの長さと照合するフィールドの値をバイト単位で入力
します。

– [Response Header Field Count]：応答ヘッダーのフィールド数が最大値の場合、正規表現で照
合します。

[Predefined]：応答のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept-ranges、age、
allow、cache-control、connection、content-encoding、content-language、content-length、
content-location、content-md5、content-range、content-type、date、etag、expires、
last-modified、location、pragma、proxy-authenticate、retry-after、server、set-cookie、
trailer、transfer-encoding 、upgrade、vary、via、warning、www-authenticate。
[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Greater Than Count]：ヘッダー フィールド数の最大値を入力します。
– [Response Header Field Length]：応答ヘッダーに指定したバイト数より長いフィールドがあ
る場合、正規表現で照合します。

[Predefined]：応答のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept-ranges、age、
allow、cache-control、connection、content-encoding、content-language、content-length、
content-location、content-md5、content-range、content-type、date、etag、expires、
last-modified、location、pragma、proxy-authenticate、retry-after、server、set-cookie、
trailer、transfer-encoding 、upgrade、vary、via、warning、www-authenticate。
[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Greater Than Length]：応答フィールドの長さと照合するフィールドの値をバイト単位で入力
します。

– [Response Header Field]：応答のヘッダーに正規表現照合を適用します。

[Predefined]：応答のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept-ranges、age、
allow、cache-control、connection、content-encoding、content-language、content-length、
content-location、content-md5、content-range、content-type、date、etag、expires、
last-modified、location、pragma、proxy-authenticate、retry-after、server、set-cookie、
trailer、transfer-encoding 、upgrade、vary、via、warning、www-authenticate。
[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。
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– [Response Header Count]：応答ヘッダー数が最大値の場合、正規表現で照合します。

[Greater Than Count]：ヘッダー数の最大値を入力します。
– [Response Header Length]：応答ヘッダーが指定したバイト数より長い場合、正規表現で照合
します。

[Greater Than Length]：ヘッダーの長さをバイト単位で入力します。
– [Response Header non-ASCII] ：応答ヘッダーに含まれる ASCII 以外の文字を照合します。
– [Response Status Line] ：ステータス行を正規表現で照合します。

[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [Multiple Matches]：HTTP インスペクションの複数の照合文を指定します。
– [H323 Traffic Class]：HTTP トラフィック クラスを照合します。
– [Manage]：[Manage HTTP Class Maps] ダイアログボックスが開き、HTTP クラス マップの追
加、編集、削除ができます。

• [Action]：Drop connection、Reset、または Log。
• [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。

ICMP インスペクション
ICMP インスペクション エンジンを使用すると、ICMP トラフィックが「セッション」を持つようにな
るため、TCP トラフィックや UDP トラフィックのように検査することが可能になります。ICMP イン
スペクション エンジンを使用しない場合は、ACL で ICMP による ASA の通過を禁止することを推奨
します。ステートフル インスペクションを実行しないと、ICMP がネットワーク攻撃に利用される可
能性があります。ICMP インスペクション エンジンは、要求ごとに応答が 1 つだけであること、シー
ケンス番号が正しいことを確認します。

ICMP エラー インスペクション
この機能がイネーブルの場合、ASA は、NAT コンフィギュレーションに基づいて ICMP エラー メッ
セージを送信する中間ホップ用の変換セッションを作成します。ASA は、変換後の IP アドレスでパ
ケットを上書きします。
ディセーブルの場合、ASA は、ICMP エラー メッセージを生成する中間ノード用の変換セッションを
作成しません。内部ホストと ASA の間にある中間ノードによって生成された ICMP エラー メッセージ
は、NAT リソースをそれ以上消費することなく、外部ホストに到達します。外部ホストが traceroute
コマンドを使用して ASA の内部にある宛先までのホップをトレースする場合、これは適切ではありま
せん。ASA が中間ホップを変換しない場合、すべての中間ホップは、マッピングされた宛先 IP アドレ
スとともに表示されます。

ICMP ペイロードがスキャンされて、元のパケットから 5 つのタプルが取得されます。取得した 5 つの
タプルを使用してルックアップを実行し、クライアントの元のアドレスを判別します。ICMP エラー
インスペクション エンジンは、ICMP パケットに対して次の変更を加えます。
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• IP ヘッダー内のマッピング IP を実際の IP（宛先アドレス）に変更し、IP チェックサムを修正す
る。

• ICMP パケットに変更を加えたため、ICMP ヘッダー内の ICMP チェックサムを修正する。
• ペイロードに次の変更を加える。
– 元のパケットのマッピング IP を実際の IP に変更する。
– 元のパケットのマッピング ポートを実際のポートに変更する。
– 元のパケットの IP チェックサムを再計算する。

インスタント メッセージ インスペクション
この項では、IM インスペクション エンジンについて説明します。この項は、次の内容で構成されてい
ます。

• 「インスタント メッセージ インスペクションの概要」（P.10-36）
• 「Select IM Map」（P.10-37）

インスタント メッセージ インスペクションの概要
インスタント メッセージ（IM）インスペクション エンジンを使用すると、IM アプリケーションの制
御を細かく調整して、ネットワークの使用を制御し、機密情報の漏洩やワームの繁殖などの企業のネッ
トワークへの脅威を阻止できます。

IM インスペクション クラス マップ デスクリプションの追加
[Add Service Policy Rule Wizard - Rule Actions] ダイアログボックスを使用して IP プロトコル インス
ペクションを設定します。
このウィザードは [Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules] > [Add] > [Add Service Policy
Rule Wizard - Rule Actions] ダイアログボックスから使用できます。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Objects] > [Class Maps] > [Instant Messaging (IM)] の順に選択します。
インスタント メッセージ インスペクションの設定済みクラス マップを表示するテーブルが表示されま
す。

ステップ 2

新しいクラス マップを追加するには、[Add] をクリックします。[Add Instant Messaging (IM) Traffic
Class Map] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

クラス マップの名前を入力します。

ステップ 4
ステップ 5

（任意）クラス マップの説明を入力します。説明を 200 文字以内で入力できます。

[Match Option] フィールドで、クラス マップの次のオプションをクリックします。
• [Match All]：トラフィックがクラス マップと一致するには、すべての基準と一致する必要がある
ことを指定します。デフォルトでは、[Match All] オプションが選択されています。
• [Match Any]：トラフィックが少なくとも基準の 1 つに一致したらクラス マップと一致することを
指定します。

ステップ 6

[Add] をクリックして、クラス マップの一致基準を追加します。[Add Instant Messaging (IM) Match
Criterion] ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 7

[Match Type] フィールドで、[Match] または [No Match] オプション ボタンをクリックします。

ステップ 8

[Criterion] ドロップダウン リストで、次のオプションのいずれかを選択し、基準の値を指定します。
選択したオプションに応じて、[Value] フィールドが動的にリフレッシュされ、その基準の適切な値が
表示されます。

• [Protocol]：特定の IM プロトコル（Yahoo Messenger や MSN Messenger など）のトラフィックを
照合する場合に選択します。

• [Service]：特定の IM サービス（チャット、ファイル転送、Web カメラ、音声チャット、会議、
ゲームなど）を照合する場合に選択します。

• [Version]：IM メッセージのバージョンを照合する場合に選択します。[Value] フィールドで、
[Regular Expression] または [Regular Expression Class] オプションをクリックし、ドロップダウン
リストから式を選択します。
一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの Configuring Regular Expressions, page 15-20 を
参照してください。

• [Client Login Name]：IM メッセージの送信元のログイン名を照合する場合に選択します。[Value]
フィールドで、[Regular Expression] または [Regular Expression Class] オプションをクリックし、
ドロップダウン リストから式を選択します。
一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの Configuring Regular Expressions, page 15-20 を
参照してください。

• [Client Peer Login Name]：IM メッセージの宛先のログイン名を照合する場合に選択します。
[Value] フィールドで、[Regular Expression] または [Regular Expression Class] オプションをク
リックし、ドロップダウン リストから式を選択します。
一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの Configuring Regular Expressions, page 15-20 を
参照してください。

• [Source IP Address]：IM メッセージの送信元の IP アドレスを照合する場合に選択します。[Value]
フィールドに、メッセージの送信元の IP アドレスおよびネットマスクを入力します。
• [Destination IP Address]：IM メッセージの宛先の IP アドレスを照合する場合に選択します。
[Value] フィールドに、メッセージの宛先の IP アドレスおよびネットマスクを入力します。
• [Filename]：IM メッセージのファイル名を照合する場合に選択します。[Value] フィールドで、
[Regular Expression] または [Regular Expression Class] オプションをクリックし、ドロップダウン
リストから式を選択します。
一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの Configuring Regular Expressions, page 15-20 を
参照してください。
ステップ 9

[OK] をクリックして、基準を保存します。[Add Instant Messaging (IM) Match Criterion] ダイアログ
ボックスが閉じ、[Match Criterion] テーブルに基準が表示されます。

ステップ 10

[OK] をクリックしてクラス マップを保存します。

Select IM Map
[Select IM Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Add/Edit Service Policy Rule Wizard] > [Rule Actions] > [Protocol Inspection] タブ >
[Select IM Map]
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[Select IM Map] ダイアログボックスでは、IM マップを選択または新しく作成できます。IM マップに
より、IM アプリケーション インスペクションで使用されるコンフィギュレーションの値を変更できま
す。[Select IM Map] テーブルには、アプリケーション インスペクションで選択可能な事前に設定され
たマップのリストが表示されます。
フィールド

• [Add]：そのインスペクションの [Add Policy Map] ダイアログボックスを開きます。

IP オプション インスペクション
この項では、IP オプション インスペクション エンジンについて説明します。この項は、次の内容で構
成されています。

• 「IP オプション インスペクションの概要」（P.10-38）
• 「IP オプション インスペクションの設定」（P.10-39）
• 「Select IP Options Inspect Map」（P.10-40）
• 「IP Options Inspect Map」（P.10-41）
• 「Add/Edit IP Options Inspect Map」（P.10-41）

IP オプション インスペクションの概要
各 IP パケットには、Options フィールドのある IP ヘッダーが含まれています。Options フィールドは、
通常は IP オプションと呼ばれ、制御機能を提供します。特定の状況で必要になりますが、一般的な通
信では必要ありません。具体的には、IP オプションにはタイムスタンプ、セキュリティ、および特殊
なルーティングの規定が含まれています。IP オプションの使用は任意であり、このフィールドにはオ
プションを 0 個、1 個、またはそれ以上含めることができます。

IP オプション インスペクションを設定して、どの IP パケットが所定の IP オプションを持ち、ASA を
通過できるかを制御できます。このインスペクションを設定することで、パケットの転送許可や、指定
した IP オプションのクリアが ASA に指示され、パケットの転送が可能になります。
IP オプション インスペクションでは、パケット内の次の 3 つの IP オプションをチェックできます。
• End of Options List（EOOL）または IP Option 0：このオプションにはゼロ バイトが 1 つだけ含ま
れており、オプションのリストの終わりを示すために、すべてのオプションの末尾に表示されま
す。これは、ヘッダー長に基づくヘッダーの末尾とは一致しない場合があります。

• No Operation（NOP）または IP Option 1：IP ヘッダーの Options フィールドには、オプションを
0 個、1 個、またはそれ以上含めることができ、これがフィールド変数全体の長さになります。た
だし、IP ヘッダーは 32 ビットの倍数である必要があります。全オプションのビット数が 32 ビッ
トの倍数でない場合、32 ビット境界上のオプションと位置合わせするために、NOP オプションは
「内部パディング」として使用されます。

• Router Alert（RTRALT）または IP Option 20：このオプションは、中継ルータに対し、パケット
の宛先がそのルータでない場合でも、パケットのコンテンツを検査するよう通知します。このイン
スペクションは、RSVP を実装している場合に役に立ちます。同様のプロトコルは、パケット配信
パス上にあるルータでの比較的複雑な処理を必要とします。
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（注）

IP オプション インスペクションは、グローバル インスペクション ポリシーにデフォルトで含まれてい
ます。したがって、ASA がルーテッド モードの場合、その ASA はパケットに Router Alert オプショ
ン（option 20）が含まれた RSVP トラフィックを許可します。
Router Alert オプションが含まれた RSVP パケットをドロップすると、VoIP の実装で問題が生じるこ
とがあります。

IP ヘッダーから Router Alert オプションをクリアするように ASA を設定すると、その IP ヘッダーは次
のように変更されます。
• Options フィールドは、32 ビット境界で終了するようにパディングされます。
• Internet header length（IHL; インターネット ヘッダーの長さ）が変更されます。
• パケット全体の長さが変更されます。
• チェックサムが再計算されます。

IP ヘッダーに EOOL、NOP、または RTRALT 以外のオプションがさらに含まれている場合、これらの
オプションを許可するように ASA が設定されているかどうかに関係なく、ASA はそのパケットをド
ロップします。

IP オプション インスペクションの設定
[Add Service Policy Rule Wizard - Rule Actions] ダイアログボックスを使用して IP プロトコル インス
ペクションを設定します。
このウィザードは [Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules] > [Add] > [Add Service Policy
Rule Wizard - Rule Actions] ダイアログボックスから使用できます。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules] > [Add] の順に選択して、[Add Service Policy
Rule Wizard] を開きます。
ウィザードの [Service Policy]、[Traffic Classification Criteria]、および [Traffic Match - Destination
Port] の各ページを完了するには、次の手順を実行します。「通過トラフィックのサービス ポリシー
ルールの追加」（P.1-9）を参照してください。

[Add Service Policy Rule Wizard - Rule Actions] ダイアログボックスが開きます。
ステップ 2

[IP-Options] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[Configure] をクリックします。
[Select IP Options Inspect Map] ダイアログボックスが開きます。

ステップ 4

次のいずれかの操作を行います。

• [Use the default IP-Options inspection map] オプション ボタンをクリックして、デフォルトの IP
オプション マップを使用します。デフォルト マップは、すべての検査済み IP オプション、つまり
[End of Options List (EOOL)]、[No Operation (NOP)]、および [Router Alert (RTRALT)] を含むパ
ケットをドロップします。

• [Select an IP-Options inspect map for fine control over inspection] オプション ボタンをクリックし
て、定義済みのアプリケーション インスペクション マップを選択します。

• [Add] をクリックして、[Add IP-Options Inspect Map] ダイアログボックスを開き、新しいインス
ペクション マップを作成します。
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ステップ 5

（任意）[Add] をクリックして新しいインスペクション マップを作成した場合、IP オプション インスペ
クションの次の値を定義します。

a. インスペクション マップの名前を入力します。
b. インスペクション マップの説明を 200 文字以内で入力します。
c. [Parameters] 領域で、ASA 経由で転送する、またはクリアしてから ASA 経由で転送する IP オプ
ションを選択します。

– [Allow packets with the End of Options List (EOOL)] オプション
ゼロ バイトが 1 つだけ含まれたこのオプションは、オプションのリストの終わりを示すために、
すべてのオプションの末尾に表示されます。これは、ヘッダー長に基づくヘッダーの末尾とは一致
しない場合があります。

– [Allow packets with the No Operation (NOP)] オプション

IP ヘッダーの Options フィールドには、オプションを 0 個、1 個、またはそれ以上含めることがで
き、これがフィールド変数全体の長さになります。ただし、IP ヘッダーは 32 ビットの倍数である
必要があります。全オプションのビット数が 32 ビットの倍数でない場合、32 ビット境界上のオプ
ションと位置合わせするために、NOP オプションは「内部パディング」として使用されます。
– [Allow packets with the Router Alert (RTRALT)] オプション
このオプションは、中継ルータに対し、パケットの宛先がそのルータでない場合でも、パケットの
コンテンツを検査するよう通知します。このインスペクションは、RSVP を実装している場合に役
に立ちます。同様のプロトコルは、パケット配信パス上にあるルータでの比較的複雑な処理を必要
とします。

– [Clear the option value from the packets]
オプションをオンにした場合、[Clear the option value from the packets] チェックボックスからその
オプションで利用できるようになります。[Clear the option value from the packets] チェックボック
スをオンにして、ASA でのパケットの通過を許可する前に、そのパケットからそのオプションを
クリアします。

d. [OK] をクリックします。
ステップ 6

[OK] をクリックします。

ステップ 7

[Finish] をクリックします。

Select IP Options Inspect Map
[Select IP Options Inspect Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Add/Edit Service Policy Rule Wizard] > [Rule Actions] > [Protocol Inspection] タブ >
[Select IM Map]
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[Select IP-Options Inspect Map] ダイアログボックスでは、IP オプション インスペクション マッ
プを選択または新しく作成できます。このインスペクション マップを使用して、IP オプション
（[End of Options List]、[No Operations]、および [Router Alert]）を含む IP パケットを ASA が
ドロップ、転送、またはクリアするかを制御します。
フィールド

• [Use the default IP-Options inspection map]：デフォルトの IP オプション マップの使用を指定しま
す。デフォルト マップは、すべての検査済み IP オプション、つまり [End of Options List
(EOOL)]、[No Operation (NOP)]、および [Router Alert (RTRALT)] を含むパケットをドロップし
ます。

• [Select an IP-Options map for fine control over inspection]：定義済みのアプリケーション インスペ
クション マップを選択するか、新しいマップを追加できます。

• [Add]：そのインスペクションの [Add IP Options Inspect Map] ダイアログボックスを開きます。

IP Options Inspect Map
[IP Options Inspect Maps] ペインでは、事前に設定された IP オプション インスペクション マップを表
示できます。IP オプション インスペクション マップを使用すると、IP オプション インスペクション
に使用するデフォルト設定値を変更できます。

IP オプション インスペクションを設定して、どの IP パケットが所定の IP オプションを持ち、セキュ
リティ アプライアンスを通過できるかを制御できます。このインスペクションを設定することで、パ
ケットの転送許可や、指定した IP オプションのクリアがセキュリティ アプライアンスに指示され、パ
ケットの転送が可能になります。
特に、Router Alert（RTRALT）オプションが含まれたパケットをセキュリティ アプライアンスがド
ロップ、クリア、または転送するかを制御できます。Router Alert オプションが含まれた RSVP パケッ
トをドロップすると、VoIP の実装で問題が生じることがあります。このため、IP オプション インスペ
クション マップを作成して、RTRALT オプションが含まれたパケットを転送できます。

フィールド

[IP Options Inspect Maps]：定義されている IP オプション インスペクション マップを一覧表示する
テーブルです。

[Add]：新しい IP オプション インスペクション マップを設定します。
[Edit]：既存の IP オプション インスペクション マップを編集します。IP オプション インスペクション
マップを編集するには、テーブルでエントリを選択し、[Edit] をクリックします。
[Delete]：[IP Options Inspect Maps] テーブルで選択したインスペクション マップを削除します。

Add/Edit IP Options Inspect Map
[Add/Edit IP Options Inspect Map] では、IP オプション インスペクション マップの設定値を設定でき
ます。

フィールド

• [Name]：IP オプション インスペクション マップの追加時に、そのマップの名前を入力します。
マップの編集時には、事前に設定したマップの名前が表示されます。

• [Description]：IP オプション インスペクション マップの説明を 200 文字以内で入力します。
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• [Parameters]：ASA 経由で転送する、またはクリアしてから ASA 経由で転送する IP オプションを
選択します。

– [Allow packets with the End of Options List (EOOL)] オプション
ゼロ バイトが 1 つだけ含まれたこのオプションは、オプションのリストの終わりを示すために、
すべてのオプションの末尾に表示されます。これは、ヘッダー長に基づくヘッダーの末尾とは一致
しない場合があります。

– [Allow packets with the No Operation (NOP)] オプション

IP ヘッダーの Options フィールドには、オプションを 0 個、1 個、またはそれ以上含めることがで
き、これがフィールド変数全体の長さになります。ただし、IP ヘッダーは 32 ビットの倍数である
必要があります。全オプションのビット数が 32 ビットの倍数でない場合、32 ビット境界上のオプ
ションと位置合わせするために、NOP オプションは「内部パディング」として使用されます。
– [Allow packets with the Router Alert (RTRALT)] オプション
このオプションは、中継ルータに対し、パケットの宛先がそのルータでない場合でも、パケットの
コンテンツを検査するよう通知します。このインスペクションは、RSVP を実装している場合に役
に立ちます。同様のプロトコルは、パケット配信パス上にあるルータでの比較的複雑な処理を必要
とします。

– [Clear the option value from the packets]
オプションをオンにした場合、[Clear the option value from the packets] チェックボックスからその
オプションで利用できるようになります。[Clear the option value from the packets] チェックボック
スをオンにして、ASA でのパケットの通過を許可する前に、そのパケットからそのオプションを
クリアします。

IPsec パススルー インスペクション
この項では、IPSec パススルー インスペクション エンジンについて説明します。この項は、次の内容
で構成されています。

• 「IPsec パススルー インスペクションの概要」（P.10-42）
• 「Select IPsec-Pass-Thru Map」（P.10-43）
• 「IPsec Pass Through Inspect Map」（P.10-43）
• 「Add/Edit IPsec Pass Thru Policy Map (Security Level) 」（P.10-44）
• 「Add/Edit IPsec Pass Thru Policy Map (Details)」（P.10-45）

IPsec パススルー インスペクションの概要
Internet Protocol Security （IPsec）は、データ ストリームの各 IP パケットを認証および暗号化するこ
とによって、IP 通信をセキュリティで保護するためのプロトコル スイートです。IPSec には、セッ
ションの開始時、およびセッション中に使用される暗号キーのネゴシエーションの開始時に、エージェ
ント間の相互認証を確立するためのプロトコルも含まれています。IPSec を使用して、ホスト（コン
ピュータ ユーザまたはサーバなど）のペア間、セキュリティ ゲートウェイ（ルータやファイアウォー
ルなど）のペア間、またはセキュリティ ゲートウェイとホスト間のデータ フローを保護できます。

IPsec パススルー アプリケーション インスペクションは、IKE UDP ポート 500 接続に関連付けられた
ESP（IP プロトコル 50）および AH（IP プロトコル 51）トラフィックを簡単に横断できます。このイ
ンスペクションは、冗長な ACL コンフィギュレーションを回避して ESP および AH トラフィックを許
可し、タイムアウトと最大接続数を使用してセキュリティも確保します。
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インスペクション用パラメータの定義に使用する特定のマップを識別するには、IPsec パススルー イン
スペクション パラメータを指定します。所定の IPSec パススルー検査のポリシーマップを設定し、パ
ラメータ コンフィギュレーションにアクセスします。このコンフィギュレーションでは、ESP または
AH トラフィックの制限を指定できます。パラメータ コンフィギュレーションでは、クライアントあた
りの最大接続数と、アイドル タイムアウトを設定できます。

NAT および非 NAT トラフィックは許可されます。ただし、PAT はサポートされません。

Select IPsec-Pass-Thru Map
[Select IPsec-Pass-Thru Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Add/Edit Service Policy Rule Wizard] > [Rule Actions] > [Protocol Inspection] タブ >
[Select IPsec-Pass-Thru Map]
[Select IPsec-Pass-Thru] ダイアログボックスでは、IPsec マップを選択または新しく作成できます。
IPsec マップにより、IPsec アプリケーション インスペクションで使用されるコンフィギュレーション
の値を変更できます。[Select IPsec Map] テーブルには、アプリケーション インスペクションで選択可
能な事前に設定されたマップのリストが表示されます。

フィールド

• [Use the default IPsec inspection map]：デフォルトの IPsec マップの使用を指定します。
• [Select an IPsec map for fine control over inspection]：定義済みのアプリケーション インスペク
ション マップを選択するか、新しいマップを追加できます。

• [Add]：そのインスペクションの [Add Policy Map] ダイアログボックスを開きます。

IPsec Pass Through Inspect Map
[IPsec Pass Through Inspect Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [IPsec Pass Through]
[IPsec Pass Through] ペインでは、IPsec パススルー アプリケーションの事前に設定されたインスペク
ション マップを表示できます。IPsec パススルー マップでは、IPsec パススルー アプリケーション イ
ンスペクションのデフォルト設定値を変更できます。IPsec パススルー マップを使用すると、アクセス
リストを使用しなくても、特定のフローを許可できます。

フィールド

• [IPsec Pass Through Inspect Maps]：定義されている IPsec パススルー インスペクション マップを
一覧表示するテーブルです。

• [Add]：新しい IPsec パススルー インスペクション マップを設定します。IPsec パススルー インス
ペクション マップを編集するには、[IPsec Pass Through Inspect Maps] テーブルで IPsec パスス
ルーのエントリを選択し、[Customize] をクリックします。
• [Delete]：[IPsec Pass Through Inspect Maps] テーブルで選択したインスペクション マップを削除
します。

• [Security Level]：セキュリティ レベル（High または Low）を選択します。
– Low：デフォルト
クライアントごとの最大 ESP フロー：制限なし

ESP アイドル タイムアウト：00:10:00
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クライアントごとの最大 AH フロー：制限なし

AH アイドル タイムアウト：00:10:00
– High
クライアントごとの最大 ESP フロー：10

ESP アイドル タイムアウト：00:00:30
クライアントごとの最大 AH フロー：10

AH アイドル タイムアウト：00:00:30
– [Customize]：[Add/Edit IPsec Pass Thru Policy Map] ダイアログボックスを開き、追加の設定
を行います。

– [Default Level]：セキュリティ レベルをデフォルトの Low レベルに戻します。

Add/Edit IPsec Pass Thru Policy Map (Security Level)
[Add/Edit IPsec Pass Thru Policy Map (Security Level)] ダイアログボックスには、次のようにアクセス
できます。

[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [IPsec Pass Through] >
[IPsec Pass Through Inspect Map] > [Basic View]
[Add/Edit IPSec Pass Thru Policy Map] ペインでは、IPSec パススルー アプリケーション インスペク
ション マップのセキュリティ レベルと追加の設定値を設定できます。

フィールド

• [Name]：IPSec パススルー マップの追加時に IPSec パススルー マップの名前を入力します。
IPSec パススルー マップの編集時には、事前に設定した IPSec パススルー マップの名前が表示さ
れます。

• [Security Level]：セキュリティ レベル（High または Low）を選択します。
– Low：デフォルト
クライアントごとの最大 ESP フロー：制限なし

ESP アイドル タイムアウト：00:10:00
クライアントごとの最大 AH フロー：制限なし

AH アイドル タイムアウト：00:10:00
– High
クライアントごとの最大 ESP フロー：10

ESP アイドル タイムアウト：00:00:30
クライアントごとの最大 AH フロー：10

AH アイドル タイムアウト：00:00:30
– [Default Level]：セキュリティ レベルをデフォルトの Low レベルに戻します。
• [Details]：追加の設定を行うパラメータを表示します。
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Add/Edit IPsec Pass Thru Policy Map (Details)
[Add/Edit IPsec Pass Thru Policy Map (Details)] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできま
す。

[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [IPsec Pass Through] >
[IPsec Pass Through Inspect Map] > [Advanced View]
[Add/Edit IPSec Pass Thru Policy Map] ペインでは、IPSec パススルー アプリケーション インスペク
ション マップのセキュリティ レベルと追加の設定値を設定できます。

フィールド

• [Name]：IPSec パススルー マップの追加時に IPSec パススルー マップの名前を入力します。
IPSec パススルー マップの編集時には、事前に設定した IPSec パススルー マップの名前が表示さ
れます。

• [Description]：IPsec パススルー インスペクション マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [Security Level]：設定するセキュリティ レベルを表示します。
• [Parameters]：ESP および AH パラメータを設定します。
– [Limit ESP flows per client]：クライアントごとの ESP フローを制限します。

[Maximum]：最大限度を指定します。
– [Apply ESP idle timeout]：ESP アイドル タイムアウトを適用します。

[Timeout]：タイムアウト値を指定します。
– [Limit AH flows per client]：クライアントごとの AH フローを制限します。

[Maximum]：最大限度を指定します。
– [Apply AH idle timeout]：AH アイドル タイムアウトを適用します。

[Timeout]：タイムアウト値を指定します。

IPv6 インスペクション
MPF ルールを使用して IPv6 インスペクションを設定し、拡張ヘッダーに基づいて IPv6 トラフィック
を選択的にブロックできます。IPv6 パケットに対しては、早期セキュリティ チェックが実行されます。
ASA は、ルータ ヘッダーとノー ネクスト ヘッダーをブロックする一方で、常に、ホップバイホップ
と宛先オプション タイプの拡張ヘッダーを通過させます。
デフォルトの IPv6 インスペクションをイネーブルにする、または IPv6 インスペクションを定義するこ
とができます。IPv6 インスペクションの MPF ポリシー マップを定義することで、IPv6 パケットにあ
る拡張ヘッダーに含まれる、次に示すタイプに基づいて、選択的に IPv6 パケットをドロップするよう
に ASA を設定できます。

• ホップバイホップ オプション
• ルーティング（タイプ 0）
• フラグメント
• 宛先オプション
• 認証
• 暗号ペイロード
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デフォルト IPv6 インスペクションでは、IPv6 パケット内の拡張ヘッダーのタイプと順序が RFC 2460
に準拠しているかどうかについてのチェックも実行されます。

• IPv6 ヘッダー
• Hop-by-Hop オプション ヘッダー（0）
• 宛先オプション ヘッダー（60）
• ルーティング ヘッダー（43）
• フラグメント ヘッダー（44）
• 認証（51）
• カプセル化セキュリティ ペイロード ヘッダー（50）
• 宛先オプション ヘッダー（60）
• ノー ネクスト ヘッダー（59）
ポリシー マップが IPv6 インスペクション用に設定されていないか、または設定済みのポリシー マップ
がインターフェイスに関連付けられていない場合、ASA は、任意のモビリティ タイプで、ルーティン
グ タイプの IPv6 拡張ヘッダーのある、インターフェイスに到着したパケットをドロップします。

IPv6 インスペクション ポリシー マップの作成時に、ASA は、0 ～ 255 の範囲のヘッダー ルーティン
グ タイプに一致するパケットをドロップする設定を自動的に生成します。

IPv6 インスペクション ポリシー マップの設定
IPv6 拡張ヘッダーを処理する IPv6 インスペクション ポリシー マップを設定できます。IPv6 ポリシー
マップは、指定された方向の分類された IPv6 パケットごとに適用されます。現在、IPv6 トラフィック
のみを検査できます。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Objects] > [Inspect Maps] > [IPv6] を選択します。[Configure IPv6
Maps] ペインが表示されます。

ステップ 2

[Add] をクリックします。[Add IPv6 Inspection Map] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

インスペクション マップの名前と説明を入力します。
デフォルトでは、[Enforcement] タブが選択され、次のオプションが選択されています。

• Permit only known extension headers
• Enforce extension header order

[Permit only known extension headers] が選択されている場合、ASA は IPv6 拡張ヘッダーを検証しま
す。

[Enforce extension header order] が選択されている場合は、RFC 2460 仕様で定義されている IPv6 拡張
ヘッダーの順序が適用されます。
これらのオプションが指定されている場合にエラーが検出されると、ASA はパケットをドロップし、
アクションをログに記録します。
ステップ 4

拡張ヘッダーでの一致を設定するには、[Header Matches] タブをクリックします。

ステップ 5

[Add] をクリックして、一致を追加します。[Add IPv6 Inspect] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6

一致の基準を選択します。
次のいずれかの基準を選択した場合は、到着した IPv6 パケットが基準に一致した場合にドロップまた
はログに記録するように ASA を設定できます。
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• 認証（AH）認証ヘッダー
• 宛先オプション ヘッダー
• カプセル化セキュリティ ペイロード（ESP）ヘッダー
• フラグメント ヘッダー
• ホップバイホップ オプション ヘッダー
ルーティング ヘッダーが選択されており、IPv6 ルーティング拡張ヘッダーが検出された場合、ASA
は、ルーティング タイプが一致したか、または指定したルーティング タイプ範囲の数値が一致したと
きに、指定のアクションを実行します。
ヘッダー カウントが選択されており、IPv6 ルーティング拡張ヘッダーが検出された場合、ASA は、パ
ケット内の IPv6 拡張ヘッダーの数が指定した値を超えると、指定のアクションを実行します。
ルーティング ヘッダー アドレス カウントが選択されており、IPv6 ルーティング拡張ヘッダーが検出さ
れた場合、ASA は、タイプ 0 ルーティング ヘッダー内のアドレスの数が設定した値を超えると、指定
のアクションを実行します。
ステップ 7

[OK] をクリックして一致基準を保存します。

ステップ 8

[OK] をクリックして IPv6 インスペクション マップを保存します。

NETBIOS インスペクション
この項では、IM インスペクション エンジンについて説明します。この項は、次の内容で構成されてい
ます。

• 「NETBIOS インスペクションの概要」（P.10-47）
• 「Select NETBIOS Map」（P.10-47）
• 「NetBIOS Inspect Map」（P.10-48）
• 「Add/Edit NetBIOS Policy Map 」（P.10-48）

NETBIOS インスペクションの概要
NETBIOS インスペクションはデフォルトでイネーブルになっています。NetBios インスペクション エ
ンジンは、ASA の NAT コンフィギュレーションに基づいて、NetBios Name Service（NBNS; NetBios
ネーム サービス）パケット内の IP アドレスを変換します。

Select NETBIOS Map
[Select NETBIOS Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Add/Edit Service Policy Rule Wizard] > [Rule Actions] > [Protocol Inspection] タブ >
[Select NetBIOS Map]
[Select NETBIOS Map] ダイアログボックスでは、NetBIOS マップを選択または新しく作成できます。
NetBIOS マップにより、NetBIOS アプリケーション インスペクションで使用されるコンフィギュレー
ションの値を変更できます。[Select NetBIOS Map] テーブルには、アプリケーション インスペクショ
ンで選択可能な事前に設定されたマップのリストが表示されます。
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フィールド

• [Use the default IM inspection map]：デフォルトの NetBIOS マップの使用を指定します。
• [Select a NetBIOS map for fine control over inspection]：定義済みのアプリケーション インスペク
ション マップを選択するか、新しいマップを追加できます。

• [Add]：そのインスペクションの [Add Policy Map] ダイアログボックスを開きます。

NetBIOS Inspect Map
[NetBIOS Inspect Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [NetBIOS]
[NetBIOS] ペインでは、NetBIOS アプリケーションの事前に設定されたインスペクション マップを表
示できます。NetBIOS マップでは、NetBIOS アプリケーション インスペクションのデフォルト設定値
を変更できます。
NetBIOS アプリケーション インスペクションでは、NetBIOS ネーム サービス パケットおよび
NetBIOS データグラム サービス パケットに埋め込まれている IP アドレスで NAT を実行します。ま
た、プロトコル準拠チェックを行って、さまざまなフィールドの数や長さの整合性を確認します。

フィールド

• [NetBIOS Inspect Maps]：定義されている NetBIOS インスペクション マップを一覧表示するテー
ブルです。

• [Add]：新しい NetBIOS インスペクション マップを設定します。
• [Edit]：[NetBIOS Inspect Maps] テーブルで選択した NetBIOS のエントリを編集します。
• [Delete]：[NetBIOS Inspect Maps] テーブルで選択したインスペクション マップを削除します。

Add/Edit NetBIOS Policy Map
[Add/Edit NetBIOS Policy Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [NetBIOS] > [NetBIOS Inspect Map] >
[View]
[Add/Edit NetBIOS Policy Map] ペインでは、NetBIOS アプリケーション インスペクション マップの
プロトコル違反の設定値を設定できます。
フィールド

• [Name]：NetBIOS マップの追加時に NetBIOS マップの名前を入力します。NetBIOS マップの編
集時には、事前に設定した NetBIOS マップの名前が表示されます。
• [Description]：NetBIOS マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [Check for protocol violations]：プロトコル違反の有無をチェックして、指定したアクションを実
行します。

– [Action]：Drop packet または Log。
– [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
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PPTP インスペクション
PPTP は、PPP トラフィックのトンネリングに使用されるプロトコルです。PPTP セッションは、1 つ
の TCP チャネルと通常 2 つの PPTP GRE トンネルで構成されます。TCP チャネルは、PPTP GRE ト
ンネルのネゴシエートと管理に使用される制御チャネルです。GRE トンネルは、2 つのホスト間の
PPP セッションを伝送します。
PPTP アプリケーション インスペクションは、イネーブルになると、PPTP プロトコル パケットを検査
し、PPTP トラフィックを許可するために必要な GRE 接続と xlate をダイナミックに作成します。RFC
2637 で定義されているバージョン 1 だけがサポートされます。
PAT は、PPTP TCP 制御チャネル上で修正バージョンの GRE（RFC 2637）がネゴシエートされたとき
に、その GRE に対してだけ実行されます。PAT は、未修正バージョンの GRE（RFC 1701、RFC
1702）には実行されません。
具体的には、ASA は、PPTP のバージョン通知と発信コールの要求 / 応答シーケンスを検査します。
RFC 2637 で定義されている PPTP バージョン 1 だけが検査されます。どちらかの側から通知された
バージョンがバージョン 1 でない場合、TCP 制御チャネルでのそれ以降のインスペクションはディ
セーブルになります。また、発信コールの要求と応答のシーケンスは追跡されます。接続と xlate は、
後続のセカンダリ GRE データ トラフィックを許可するために、必要に応じてダイナミックに割り当て
られます。

PPTP インスペクション エンジンは、PPTP トラフィックを PAT で変換できるように、イネーブルにす
る必要があります。また、PAT は、PPTP TCP 制御チャネルで修正バージョンの GRE（RFC 2637）が
ネゴシエートされた場合に限り、その GRE に対してだけ実行されます。PAT は、未修正バージョンの
GRE（RFC 1701、RFC 1702）には実行されません。
RFC 2637 で定義されているように、PPTP プロトコルは、主に、モデム バンク PPTP Access
Concentrator（PAC; PPTP アクセス コンセントレータ）から開始されたヘッドエンド PPTP Network
Server（PNS; PPTP ネットワーク サーバ）への PPP セッションのトンネリングに使用されます。この
ように使用された場合、PAC がリモート クライアントで PNS がサーバです。
ただし、Windows によって VPN で使用された場合、この関係は逆になります。PNS は、中央のネッ
トワークにアクセスするためにヘッドエンド PAC への接続を開始するリモートのシングル ユーザ PC
です。

SMTP および拡張 SMTP インスペクション
この項では、IM インスペクション エンジンについて説明します。この項は、次の内容で構成されてい
ます。

• 「SMTP および拡張 SMTP（ESMTP）のインスペクションの概要」（P.10-50）
• 「Select ESMTP Map」（P.10-51）
• 「ESMTP Inspect Map」（P.10-51）
• 「MIME File Type Filtering」（P.10-52）
• 「Add/Edit ESMTP Policy Map（セキュリティ レベル）」（P.10-53）
• 「Add/Edit ESMTP Policy Map（詳細）」（P.10-54）
• 「Add/Edit ESMTP Inspect」（P.10-54）
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SMTP および拡張 SMTP（ESMTP）のインスペクションの概要
ESMTP アプリケーション インスペクションを使用すると、ASA を通過できる SMTP コマンドの種類
を制限し、モニタ機能を追加することによって、SMTP ベースの攻撃からより強固に保護できます。
ESMTP は SMTP プロトコルの拡張で、ほとんどの観点で SMTP に似ています。便宜上、このマニュ
アルでは、SMTP という用語を SMTP と ESMTP の両方に使用します。拡張 SMTP に対するアプリ
ケーション インスペクション処理は、SMTP アプリケーション インスペクションに似ており、SMTP
セッションのサポートが含まれています。拡張 SMTP セッションで使用するほとんどのコマンドは、
SMTP セッションで使用するコマンドと同じですが、ESMTP セッションの方が大幅に高速で、配信ス
テータス通知など信頼性およびセキュリティに関するオプションが増えています。
拡張 SMTP アプリケーション インスペクションでは、AUTH、EHLO、ETRN、HELP、SAML、
SEND、SOML、STARTTLS、および VRFY を含む拡張 SMTP コマンドに対するサポートが追加され
ています。ASA は、7 つの RFC 821 コマンド（DATA、HELO、MAIL、NOOP、QUIT、RCPT、
RSET）をサポートするとともに、合計 15 の SMTP コマンドをサポートします。
その他の拡張 SMTP コマンド（ATRN、ONEX、VERB、CHUNKING など）、およびプライベート拡
張はサポートされません。サポートされないコマンドは、内部サーバにより拒否される X に変換され
ます。この結果は、「500 Command unknown: 'XXX'」のようなメッセージで表示されます。不完全な
コマンドは、廃棄されます。

ESMTP インスペクション エンジンは、文字「2」、「0」、「0」を除くサーバの SMTP バナーの文字をア
スタリスクに変更します。Carriage Return（CR; 復帰）、および Linefeed（LF; 改行）は無視されます。
SMTP インスペクションをイネーブルにする場合、次のルールに従わないと、対話型の SMTP に使用
する Telnet セッションが停止することがあります。SMTP コマンドの長さは 4 文字以上にする必要が
あります。復帰と改行で終了する必要があります。次の応答を発行する前に現在の応答を待機する必要
があります。
SMTP サーバは、数値の応答コード、およびオプションの可読文字列でクライアント要求に応答しま
す。SMTP アプリケーション インスペクションは、ユーザが使用できるコマンドとサーバが返送する
メッセージを制御し、その数を減らします。SMTP インスペクションは、次の 3 つの主要なタスクを
実行します。

• SMTP 要求を 7 つの基本 SMTP コマンドと 8 つの拡張コマンドに制限します。
• SMTP コマンド応答シーケンスをモニタします。
• 監査証跡の生成：メール アドレス内に埋め込まれている無効な文字が置き換えられたときに、監
査レコード 108002 を生成します。詳細については、RFC 821 を参照してください。

SMTP インスペクションでは、次の異常な署名がないかどうか、コマンドと応答のシーケンスをモニ
タします。

• 切り捨てられたコマンド
• 不正なコマンド終端（<CR><LR> で終了していない）
• MAIL コマンドと RCPT コマンドでは、メールの送信者と受信者が指定されます。異常な文字がな
いか、メール アドレスがスキャンされます。パイプ（|）が削除（空白スペースに変更）され、「<」
および「>」については、メール アドレスの定義に使用される場合だけ許可されます（「<」の後に
は、必ず「>」が使用されている必要があります）。
• SMTP サーバによる不意の移行
• 未知のコマンドに対しては、ASA はパケット内のすべての文字を X に変更します。この場合、
サーバがクライアントに対してエラー コードを生成します。パケット内が変更されているため、
TCP チェックサムは、再計算または調節する必要があります。

• TCP ストリーム編集
• コマンド パイプライン
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Select ESMTP Map
[Select ESMTP Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Add/Edit Service Policy Rule Wizard] > [Rule Actions] > [Protocol Inspection] タブ >
[Select ESMTP Map]
[Select ESMTP Map] ダイアログボックスでは、ESMTP マップを選択または新しく作成できます。
ESMTP マップにより、ESMTP アプリケーション インスペクションで使用されるコンフィギュレー
ションの値を変更できます。[Select ESMTP Map] テーブルには、アプリケーション インスペクション
で選択可能な事前に設定されたマップのリストが表示されます。

フィールド

• [Use the default ESMTP inspection map]：デフォルトの ESMTP マップの使用を指定します。
• [Select an ESMTP map for fine control over inspection]：定義済みのアプリケーション インスペク
ション マップを選択するか、新しいマップを追加できます。

• [Add]：そのインスペクションの [Add Policy Map] ダイアログボックスを開きます。

ESMTP Inspect Map
[ESMTP Inspect Map] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [ESMTP]
[ESMTP] ペインでは、ESMTP アプリケーションの事前に設定されたインスペクション マップを表示
できます。ESMTP マップでは、ESMTP アプリケーション インスペクションのデフォルト設定値を変
更できます。
スパム、フィッシング、不正な形式のメッセージ、バッファ オーバーフロー / アンダーフローなどの攻
撃の大部分は ESMTP トラフィックから発生するので、ESMTP トラフィックのパケットを詳細に検査
して制御します。アプリケーション セキュリティとプロトコルで正常な ESMTP メッセージだけを通
し、各種の攻撃の検出、送受信者およびメール中継のブロックも行います。

フィールド

• [ESMTP Inspect Maps]：定義されている ESMTP インスペクション マップを一覧表示するテーブ
ルです。

• [Add]：新しい ESMTP インスペクション マップを設定します。ESMTP インスペクション マップ
を編集するには、[ESMTP Inspect Maps] テーブルで ESMTP のエントリを選択し、[Customize]
をクリックします。

• [Delete]：[ESMTP Inspect Maps] テーブルで選択したインスペクション マップを削除します。
• [Security Level]：セキュリティ レベル（High、Medium、Low）を選択します。
– Low：デフォルト
コマンドラインの長さが 512 を超える場合、ログを出力
コマンドの宛先の数が 100 を超える場合、ログを出力
本文の行の長さが 1000 を超える場合、ログを出力
送信者のアドレスの長さが 320 を超える場合、ログを出力

MIME ファイル名の長さが 255 を超える場合、ログを出力
– Medium
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サーバ バナーを難読化
コマンドラインの長さが 512 を超える場合、接続をドロップ
コマンドの宛先の数が 100 を超える場合、接続をドロップ
本文の行の長さが 1000 を超える場合、接続をドロップ
送信者のアドレスの長さが 320 を超える場合、接続をドロップ

MIME ファイル名の長さが 255 を超える場合、接続をドロップ
– High
サーバ バナーを難読化
コマンドラインの長さが 512 を超える場合、接続をドロップ
コマンドの宛先の数が 100 を超える場合、接続をドロップ
本文の行の長さが 1000 を超える場合、接続をドロップ
送信者のアドレスの長さが 320 を超える場合、接続をドロップしてログを出力

MIME ファイル名の長さが 255 を超える場合、接続をドロップしてログを出力
– [MIME File Type Filtering]：[MIME Type Filtering] ダイアログボックスを開き、MIME ファ
イル タイプのフィルタを設定します。

– [Customize]：[Add/Edit ESMTP Policy Map] ダイアログボックスを開き、追加の設定を行い
ます。

– [Default Level]：セキュリティ レベルをデフォルトの Low レベルに戻します。

MIME File Type Filtering
[MIME File Type Filtering] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [ESMTP] > [MIME File Type Filtering]
[MIME File Type Filtering] ダイアログボックスでは、MIME ファイル タイプのフィルタを設定できま
す。

フィールド

• [Match Type]：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。
• [Criterion]：インスペクションの基準を示します。
• [Value]：インスペクションで照合する値を示します。
• [Action]：照合条件が一致したときのアクションを示します。
• [Log]：ログの状態を示します。
• [Add]：[Add MIME File Type Filter] ダイアログボックスが開き、MIME ファイル タイプのフィル
タを追加できます。

• [Edit]：[Edit MIME File Type Filter] ダイアログボックスが開き、MIME ファイル タイプのフィル
タを編集できます。

• [Delete]：MIME ファイル タイプのフィルタを削除します。
• [Move Up]：エントリをリストの上に移動します。
• [Move Down]：エントリをリストの下に移動します。
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Add/Edit ESMTP Policy Map（セキュリティ レベル）
[Add/Edit ESMTP Policy Map]（セキュリティ レベル）ダイアログボックスには、次のようにアクセス
できます。

[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [ESMTP] > [ESMTP Inspect Map] > [Basic
View]
[Add/Edit ESMTP Policy Map] ペインでは、ESMTP アプリケーション インスペクション マップのセ
キュリティ レベルと追加の設定値を設定できます。
フィールド

• [Name]：ESMTP マップの追加時に ESMTP マップの名前を入力します。ESMTP マップの編集時
には、事前に設定した ESMTP マップの名前が表示されます。
• [Description]：ESMTP マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [Security Level]：セキュリティ レベル（High、Medium、Low）を選択します。
– Low：デフォルト
コマンドラインの長さが 512 を超える場合、ログを出力
コマンドの宛先の数が 100 を超える場合、ログを出力
本文の行の長さが 1000 を超える場合、ログを出力
送信者のアドレスの長さが 320 を超える場合、ログを出力

MIME ファイル名の長さが 255 を超える場合、ログを出力
– Medium
サーバ バナーを難読化
コマンドラインの長さが 512 を超える場合、接続をドロップ
コマンドの宛先の数が 100 を超える場合、接続をドロップ
本文の行の長さが 1000 を超える場合、接続をドロップ
送信者のアドレスの長さが 320 を超える場合、接続をドロップ

MIME ファイル名の長さが 255 を超える場合、接続をドロップ
– High
サーバ バナーを難読化
コマンドラインの長さが 512 を超える場合、接続をドロップ
コマンドの宛先の数が 100 を超える場合、接続をドロップ
本文の行の長さが 1000 を超える場合、接続をドロップ
送信者のアドレスの長さが 320 を超える場合、接続をドロップしてログを出力

MIME ファイル名の長さが 255 を超える場合、接続をドロップしてログを出力
– [MIME File Type Filtering]：[MIME Type Filtering] ダイアログボックスを開き、MIME ファ
イル タイプのフィルタを設定します。

– [Default Level]：セキュリティ レベルをデフォルトの Low レベルに戻します。
• [Details]：詳細な設定を行うための [Parameters] タブと [Inspections] タブを表示します。
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Add/Edit ESMTP Policy Map（詳細）
[Add/Edit ESMTP Policy Map]（詳細）ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [ESMTP] > [ESMTP Inspect Map] >
[Advanced View]
[Add/Edit ESMTP Policy Map] ペインでは、ESMTP アプリケーション インスペクション マップのセ
キュリティ レベルと追加の設定値を設定できます。
フィールド

• [Name]：ESMTP マップの追加時に ESMTP マップの名前を入力します。ESMTP マップの編集時
には、事前に設定した ESMTP マップの名前が表示されます。
• [Description]：ESMTP マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [Security Level]：設定するセキュリティ レベルと MIME ファイル タイプ フィルタリング設定を
表示します。

• [Parameters]：このタブで ESMTP インスペクション マップのパラメータを設定します。
– [Mask server banner]：バナーを難読化します。
– [Configure Mail Relay]：ESMTP のメール中継をイネーブルにします。

[Domain Name]：ローカル ドメインを指定します。
[Action]：Drop connection または Log。
[Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
• [Inspections]：このタブで ESMTP インスペクションのコンフィギュレーションを表示して、追加
や編集ができます。

– [Match Type]：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。
– [Criterion]：ESMTP インスペクションの基準を示します。
– [Value]：ESMTP インスペクションで照合する値を示します。
– [Action]：照合条件が一致したときのアクションを示します。
– [Log]：ログの状態を示します。
– [Add]：[Add ESMTP Inspect] ダイアログボックスが開き、ESMTP インスペクションを追加
できます。

– [Edit]：Edit [ESMTP Inspect] ダイアログボックスが開き、ESMTP インスペクションを編集
できます。

– [Delete]：ESMTP インスペクションを削除します。
– [Move Up]：インスペクションをリストの上に移動します。
– [Move Down]：インスペクションをリストの下に移動します。

Add/Edit ESMTP Inspect
[Add/Edit ESMTP Inspect] ダイアログボックスには、次のようにアクセスできます。
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [ESMTP] > [ESMTP Inspect Map] >
[Advanced View] > [Add/Edit ESMTP Inspect]
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[Add/Edit ESMTP Inspect] ダイアログボックスでは、ESMTP インスペクション マップの照合基準と
値を定義できます。

フィールド

• [Match Type]：トラフィックと値を一致させるかどうかを指定します。
たとえば、文字列「example.com」で [No Match] を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラス マップの対象外になります。

• [Criterion]：ESMTP トラフィックに適用する照合基準を指定します。
– [Body Length]：本文の長さと指定した長さをバイト単位で照合します。
– [Body Line Length]：本文の行の長さと指定した長さをバイト単位で照合します。
– [Commands]：ESMTP プロトコルで交換されるコマンドを照合します。
– [Command Recipient Count]：コマンド宛先の数が指定した数より大きい場合に照合します。
– [Command Line Length]：コマンドラインが指定した長さより長い場合に、バイト単位で照合
します。

– [EHLO Reply Parameters]：ESMTP の EHLO 応答パラメータを照合します。
– [Header Length]：ヘッダーの長さと指定した長さをバイト単位で照合します。
– [Header To Fields Count]：ヘッダーの [To] フィールドの数が指定した数より大きい場合に照
合します。

– [Invalid Recipients Count]：無効な宛先の数が指定した数より大きい場合に照合します。
– [MIME File Type]：MIME ファイル タイプを照合します。
– [MIME Filename Length] ：MIME ファイル名を照合します。
– [MIME Encoding]：MIME の符号化を照合します。
– [Sender Address] ：送信者の電子メール アドレスを照合します。
– [Sender Address Length]：送信者の電子メール アドレスの長さを照合します。
• [Body Length Criterion Values]：本文の長さの照合値に関する詳細を指定します。
– [Greater Than Length]：本文の長さをバイト単位で指定します。
– [Action]：Reset、Drop connection、または Log。
– [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
• [Body Line Length Criterion Values]：本文の行の長さの照合値に関する詳細を指定します。
– [Greater Than Length]：本文の行の長さをバイト単位で指定します。
– [Action]：Reset、Drop connection、または Log。
– [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
• [Commands Criterion Values]：コマンドの照合値の詳細を指定します。
– [Available Commands] テーブル

AUTH
DATA
EHLO
ETRN
HELO
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HELP
MAIL
NOOP
QUIT
RCPT
RSET
SAML
SOML
VRFY
– [Add]：[Available Commands] テーブルで選択したコマンドを [Selected Commands] テーブル
に追加します。

– [Remove]：選択したコマンドを [Selected Commands] テーブルから削除します。
– [Primary Action]：Mask、Reset、Drop Connection、None、または Limit Rate (pps)。
– [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
– [Rate Limit]：Do not limit rate、Limit Rate (pps)。
• [Command Recipient Count Criterion Values]：コマンド宛先の数の照合値に関する詳細を指定しま
す。

– [Greater Than Count]：コマンド宛先の数を指定します。
– [Action]：Reset、Drop connection、または Log。
– [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
• [Command Line Length Criterion Values]：コマンドラインの長さの値に関する詳細を指定します。
– [Greater Than Length]：コマンドラインの長さをバイト単位で指定します。
– [Action]：Reset、Drop connection、または Log。
– [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
• [EHLO Reply Parameters Criterion Values]：EHLO 応答パラメータの照合値の詳細を指定します。
– [Available Parameters] テーブル

8bitmime
auth
binarymime
checkpoint
dsn
ecode
etrn
others
pipelining
size
vrfy
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– [Add]：[Available Parameters] テーブルで選択したパラメータを [Selected Parameters] テーブ
ルに追加します。

– [Remove]：選択したコマンドを [Selected Commands] テーブルから削除します。
– [Action]：Reset、Drop Connection、Mask、または Log。
– [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
• [Header Length Criterion Values]：ヘッダーの長さの照合値に関する詳細を指定します。
– [Greater Than Length]：ヘッダーの長さをバイト単位で指定します。
– [Action]：Reset、Drop Connection、Mask、または Log。
– [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
• [Header To Fields Count Criterion Values]：ヘッダーの To フィールド数の照合値に関する詳細を指
定します。

– [Greater Than Count]：コマンド宛先の数を指定します。
– [Action]：Reset、Drop connection、または Log。
– [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
• [Invalid Recipients Count Criterion Values]：無効な宛先の数の照合値に関する詳細を指定します。
– [Greater Than Count]：コマンド宛先の数を指定します。
– [Action]：Reset、Drop connection、または Log。
– [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
• [MIME File Type Criterion Values]：MIME ファイル タイプの照合値の詳細を指定します。
– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

– [Action]：Reset、Drop connection、または Log。
– [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
• [MIME Filename Length Criterion Values]：MIME ファイル名の長さの照合値に関する詳細を指定
します。

– [Greater Than Length]：MIME ファイル名の長さをバイト単位で指定します。
– [Action]：Reset、Drop Connection、または Log。
– [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
• [MIME Encoding Criterion Values]：MIME の符号化の照合値に関する詳細を指定します。
– [Available Encodings] テーブル

7bit
8bit
base64
binary
others
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quoted-printable
– [Add]：[Available Encodings] テーブルで選択したパラメータを [Selected Encodings] テーブ
ルに追加します。

– [Remove]：選択したコマンドを [Selected Commands] テーブルから削除します。
– [Action]：Reset、Drop Connection、または Log。
– [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
• [Sender Address Criterion Values]：送信者アドレスの照合値の詳細を指定します。
– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

– [Action]：Reset、Drop Connection、または Log。
– [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
• [Sender Address Length Criterion Values]：送信者アドレスの長さの照合値に関する詳細を指定し
ます。

– [Greater Than Length]：送信者アドレスの長さをバイト単位で指定します。
– [Action]：Reset、Drop Connection、または Log。
– [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。

TFTP インスペクション
TFTP インスペクションはデフォルトでイネーブルになっています。
TFTP は、RFC 1350 に記述されているように、TFTP サーバとクライアントの間のファイルの読み書
きを行うための簡易プロトコルです。
ASA は、TFTP トラフィックを検査し、必要に応じてダイナミックに接続と変換を作成し、TFTP クラ
イアントとサーバの間のファイル転送を許可します。具体的には、インスペクション エンジンは TFTP
Read Request（RRQ; 読み取り要求）、Write Request （WRQ; 書き込み要求）、およびエラー通知
（ERROR）を検査します。
有効な読み取り要求（RRQ）または書き込み要求（WRQ）を受信すると、必要に応じて、ダイナミッ
クなセカンダリ チャネルと PAT 変換が割り当てられます。このセカンダリ チャネルは、これ以降
TFTP によってファイル転送またはエラー通知用に使用されます。

TFTP サーバだけがセカンダリ チャネル経由のトラフィックを開始できます。また、TFTP クライアン
トとサーバの間に存在できる不完全なセカンダリ チャネルは 1 つまでです。サーバからのエラー通知
があると、セカンダリ チャネルは閉じます。

TFTP トラフィックのリダイレクトにスタティック PAT が使用されている場合は、TFTP インスペク
ションをイネーブルにする必要があります。
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音声とビデオのプロトコルのインスペクショ
ンの設定
この章では、アプリケーション レイヤ プロトコル インスペクションを設定する方法について説明しま
す。インスペクション エンジンは、ユーザのデータ パケット内に IP アドレッシング情報を埋め込む
サービスや、ダイナミックに割り当てられるポート上でセカンダリ チャネルを開くサービスに必要で
す。これらのプロトコルでは、高速パスでパケットを渡すのではなく、ASA で詳細なパケット インス
ペクションを行う必要があります。そのため、インスペクション エンジンがスループット全体に影響
を与えることがあります。

ASA では、デフォルトでいくつかの一般的なインスペクション エンジンがイネーブルになっています
が、ネットワークによっては他のインスペクション エンジンをイネーブルにしなければならない場合
があります。
この章は、次の項で構成されています。

• 「CTIQBE インスペクション」（P.11-1）
• 「H.323 インスペクション」（P.11-2）
• 「MGCP インスペクション」（P.11-12）
• 「RTSP インスペクション」（P.11-17）
• 「SIP インスペクション」（P.11-21）
• 「Skinny（SCCP）インスペクション」（P.11-33）

CTIQBE インスペクション
この項では、CTIQBE アプリケーション インスペクションについて説明します。この項は、次の内容
で構成されています。

• 「CTIQBE インスペクションの概要」（P.11-1）
• 「制限事項」（P.11-2）

CTIQBE インスペクションの概要
CTIQBE プロトコル インスペクションは、NAT、PAT、および双方向 NAT をサポートします。これに
よって、Cisco IP SoftPhone と他の Cisco TAPI/JTAPI アプリケーションが Cisco CallManager と連動
し、ASA を越えてコール セットアップを行えるようになります。
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TAPI と JTAPI は、多くの Cisco VoIP アプリケーションで使用されます。CTIQBE は、Cisco TSP が
Cisco CallManager と通信するために使用されます。

制限事項
CTIQBE アプリケーション インスペクションの使用時に適用される制限を次にまとめます。
• CTIQBE アプリケーション インスペクションは、alias コマンドを使用するコンフィギュレーショ
ンをサポートしません。

• CTIQBE コールのステートフル フェールオーバーはサポートされていません。
• CTIQBE インスペクションのデバッグにより、メッセージ送信が遅延することがあり、これに
よってリアルタイム環境のパフォーマンスに影響が出る可能性があります。このデバッグまたはロ
グをイネーブルにし、ASA を介して Cisco IP SoftPhone でコール セットアップを完了できない場
合は、Cisco IP SoftPhone の動作するシステムで Cisco TSP 設定のタイムアウト値を増やしてくだ
さい。
次に、CTIQBE アプリケーション インスペクションを特定の事例で使用する際に、特別に注意が必要
な事項をまとめます。

• 2 つの Cisco IP SoftPhone が異なる Cisco CallManager に登録されていて、各 CallManager が
ASA の異なるインターフェイスに接続されている場合、これら 2 つの電話間のコールは失敗しま
す。

• Cisco IP SoftPhone と比較して Cisco CallManager の方がセキュリティの高いインターフェイス上
に配置されている状態で、NAT または外部 NAT が Cisco CallManager IP アドレスに必要な場合、
マッピングはスタティックである必要があります。Cisco IP SoftPhone では Cisco CallManager IP
アドレスを PC 上の Cisco TSP コンフィギュレーションで明示的に指定することが必要なためで
す。

• PAT または外部 PAT の使用時に Cisco CallManager IP アドレスを変換する場合、Cisco IP
SoftPhone を正常に登録させるには、TCP ポート 2748 を PAT（インターフェイス）アドレスと同
じポートにスタティックにマッピングする必要があります。CTIQBE 受信ポート（TCP 2748）は
固定されていて、Cisco CallManager、Cisco IP SoftPhone、Cisco TSP のいずれにおいてもユーザ
による設定はできません。

H.323 インスペクション
この項では、H.323 アプリケーション インスペクションについて説明します。この項は、次の内容で
構成されています。

• 「H.323 インスペクションの概要」（P.11-3）
• 「H.323 の動作」（P.11-3）
• 「H.245 メッセージでの H.239 サポート」（P.11-4）
• 「制限事項」（P.11-5）
• 「Select H.323 Map」（P.11-5）
• 「H.323 Class Map」（P.11-5）
• 「Add/Edit H.323 Traffic Class Map」（P.11-6）
• 「Add/Edit H.323 Match Criterion」（P.11-6）
• 「H.323 Inspect Map」（P.11-7）

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

11-2

第 11 章

音声とビデオのプロトコルのインスペクションの設定

H.323 インスペクション

• 「Phone Number Filtering 」（P.11-8）
• 「[Add/Edit H.323 Policy Map]（セキュリティ レベル）」（P.11-9）
• 「[Add/Edit H.323 Policy Map]（詳細）」（P.11-10）
• 「Add/Edit HSI Group」（P.11-11）
• 「Add/Edit H.323 Map」（P.11-11）

H.323 インスペクションの概要
H.323 インスペクションは、Cisco CallManager や VocalTec Gatekeeper など、H.323 準拠のアプリ
ケーションをサポートします。H.323 は、International Telecommunication Union（ITU; 国際電気通信
連合）によって定義されている、LAN を介したマルチメディア会議用のプロトコル群です。ASA は、
H.323 v3 機能の同一コール シグナリング チャネルでの複数コールを含めて、H.323 を Version 6 まで
サポートします。
H.323 インスペクションをイネーブルにした場合、ASA は、H.323 Version 3 で導入された機能である
同一コール シグナリング チャネルでの複数コールをサポートします。この機能によってセットアップ
時間が短縮され、ASA でのポート使用が減少します。

H.323 インスペクションの 2 つの主要機能は次のとおりです。
• H.225 と H.245 の両メッセージ内に埋め込まれている必要な IPv4 アドレスを NAT 処理します。
H.323 メッセージは PER 符号化形式で符号化されているため、ASA では ASN.1 デコーダを使用
して H.323 メッセージを復号化します。
• ネゴシエートされた H.245 と RTP/RTCP 接続をダイナミックに割り当てます。

H.323 の動作
H.323 のプロトコルのコレクションは、合計で最大 2 つの TCP 接続と 4 ～ 8 つの UDP 接続を使用で
きます。FastConnect は 1 つの TCP 接続だけを使用し、RAS は登録、アドミッション、およびステー
タス用に 1 つの UDP 接続を使用します。
H.323 クライアントは、最初に TCP ポート 1720 を使用して、H.323 サーバへの TCP 接続を確立し、
Q.931 コール セットアップを要求します。H.323 端末は、コール セットアップ プロセスの一部として、
H.245 TCP 接続に使用するため、クライアントに 1 つのポート番号を供給します。H.323 ゲートキー
パーが使用されている環境では、初期パケットは UDP を使用して送信されます。
H.323 インスペクションは、Q.931 TCP 接続をモニタして、H.245 ポート番号を決定します。H.323 端
末が、FastConnect を使用していない場合は、ASA が H.225 メッセージのインスペクションに基づい
て、H.245 接続をダイナミックに割り当てます。
（注）

RAS を使用すると、H.225 接続もダイナミックに割り当てることができます。
各 H.245 メッセージ内で、H.323 エンドポイントが、後続の UDP データ ストリームに使用するポート
番号を交換します。H.323 インスペクションは、H.245 メッセージを調査して、ポート番号を識別し、
メディア交換用の接続をダイナミックに作成します。RTP はネゴシエートされたポート番号を使用し、
RTCP はその次に高いポート番号を使用します。

H.323 制御チャネルは、H.225、H.245、および H.323 RAS を処理します。H.323 インスペクションで
は、次のポートが使用されます。

• 1718：ゲートキーパー検出 UDP ポート
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• 1719：RAS UDP ポート
• 1720：TCP 制御ポート

RAS シグナリング用に予約済み H.323 ポート 1719 のトラフィックを許可する必要があります。さら
に、H.225 コール シグナリング用に、予約済み H.323 ポート 1720 のトラフィックを許可する必要があ
ります。ただし、H.245 シグナリング ポートは、H.225 シグナリングのエンドポイント間でネゴシ
エートされます。H.323 ゲートキーパーの使用時には、ASA は、ACF および RCF メッセージのイン
スペクションに基づいて、H.225 接続を開きます。
H.225 メッセージを検査した後、ASA は H.245 チャネルを開き、H.245 チャネルで送信されるトラ
フィックも検査します。ASA を通過するすべての H.245 メッセージは、H.245 アプリケーション イン
スペクションを受けます。このインスペクションでは、埋め込み IP アドレスが変換され、H.245 メッ
セージでネゴシエートされたメディア チャネルが開かれます。
H.323 ITU 規準では、メッセージ長を定義する TPKT ヘッダーが最初に送信されてから、H.225 と
H.245 が信頼できる接続上を送信されることが要求されています。TPKT ヘッダーは、必ずしも H.225
メッセージや H.245 メッセージと同一の TCP パケットで送信される必要はないため、ASA は、メッ
セージを正しく処理して復号化するために TPKT 長を記憶しておく必要があります。ASA は、次の
メッセージに備えて、TPKT 長が含まれるレコードを接続ごとに保持します。
ASA でメッセージ内の IP アドレスに NAT を行う必要がある場合、チェックサム、UUIE 長、および
TPKT（H.225 メッセージが入っている TCP パケットに含まれている場合）は変更されます。TPKT
が別の TCP パケットで送信される場合、ASA がその TPKT へのプロキシ ACK を実行し、新しい
TPKT を新しい長さで H.245 メッセージに追加します。
（注）

ASA は、TPKT に対する ACK の代理処理では TCP オプションをサポートしていません。
H.323 インスペクションを受けるパケットが通る各 UDP 接続は、H.323 接続としてマークされ、
[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [Global Timeouts] ペインで設定された H.323 タイムアウ
ト値でタイムアウトします。

（注）

Gatekeeper がネットワーク内にある場合は、H.323 エンドポイント間のコール セットアップをイネー
ブルにできます。ASA には、RegistrationRequest/RegistrationConfirm（RRQ/RCF）メッセージに基
づいてコールのピンホールを開くオプションが含まれています。これらの RRQ/RCF メッセージは
Gatekeeper との間で送受信されるので、発信側エンドポイントの IP アドレスは不明で、ASA は発信元
IP アドレス / ポート 0/0 を通じてピンホールを開きます。デフォルトでは、このオプションは無効に
なっています。

H.245 メッセージでの H.239 サポート
ASA は、2 つの H.323 エンドポイントの間に存在します。2 つの H.323 エンドポイントが、スプレッ
ドシート データなどのデータ プレゼンテーションを送受信できるようにテレプレゼンテーション セッ
ションをセットアップするとき、ASA はエンドポイント間で H.239 ネゴシエーションが成功すること
を保証します。

H.239 は単一のコールで H.300 シリーズのエンドポイントに追加ビデオ チャネルを開く機能を提供す
る規格です。コールで、エンドポイント（ビデオ電話など）はビデオ用チャネルとデータ プレゼン
テーション用チャネルを送信します。H.239 ネゴシエーションは H.245 チャネルで発生します。

ASA が追加メディア チャネル用とメディア制御チャネル用のピンホールを開きます。エンドポイント
は、Open Logical Channel Message（OLC; オープン論理チャネル メッセージ）を使用して新しいチャ
ネルの作成を通知します。メッセージ拡張は H.245 バージョン 13 の一部です。
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テレプレゼンテーション セッションの復号化と符号化はデフォルトでイネーブルにされます。H.239
の符号化と復号化は ASN.1 コーダによって実行されます。

制限事項
H.323 アプリケーション インスペクションの使用に関して、次の既知の問題および制限があります。
• スタティック PAT は、H.323 メッセージのオプション フィールドに埋め込まれた IP アドレスを正
しく変換できないことがあります。この問題が発生した場合は、H.323 でスタティック PAT を使
用しないでください。

• H.323 アプリケーション インスペクションは、同一セキュリティ レベルのインターフェイス間の
NAT ではサポートされていません。
• NetMeeting クライアントが H.323 ゲートキーパーに登録し、同じく H.323 ゲートキーパーに登録
されている H.323 ゲートウェイを呼び出そうとすると、接続は確立されますが、どちらの方向で
も音声が聞こえません。この問題は、ASA の問題ではありません。
• ネットワーク スタティック アドレスを設定した場合、このネットワーク スタティック アドレスが
第三者のネットマスクおよびアドレスと同じであると、すべての発信 H.323 接続が失敗します。

Select H.323 Map
[Add/Edit Service Policy Rule Wizard] > [Rule Actions] > [Protocol Inspection] タブ >
[Select H.323 Map]
[Select H.323 Map] ダイアログボックスでは、H.323 マップを選択または新しく作成できます。H.323
マップにより、H.323 アプリケーション インスペクションで使用されるコンフィギュレーションの値
を変更できます。[Select H.323 Map] テーブルには、アプリケーション インスペクションで選択可能
な事前に設定されたマップのリストが表示されます。

フィールド

• [Use the default H.323 inspection map]：デフォルトの H.323 マップの使用を指定します。
• [Select an H.323 map for fine control over inspection]：定義済みのアプリケーション インスペク
ション マップを選択するか、新しいマップを追加できます。

• [Add]：そのインスペクションの [Add Policy Map] ダイアログボックスを開きます。

H.323 Class Map
[Configuration] > [Global Objects] > [Class Maps] > [H.323]
[H.323 Class Map] ペインでは、H.323 インスペクションのクラス マップを設定できます。
インスペクション クラス マップで、アプリケーションのトラフィックをアプリケーション固有の基準
と照合します。次に、クラス マップをインスペクション マップから特定して、アクションをイネーブ
ルにします。クラス マップを作成することとインスペクション マップでトラフィックの照合を直接定
義することの違いは、クラス マップでは複雑な照合基準を作成でき、クラス マップを再利用できると
いう点です。インスペクション クラス マップは DNS、FTP、H.323、HTTP、IM、SIP のアプリケー
ションでサポートされます。

フィールド

• [Name]：H.323 クラス マップの名前を示します。
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• [Match Conditions]：クラス マップに設定されているタイプ、照合基準、値を示します。
– [Match Type]：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。
– [Criterion]：H.323 クラス マップの基準を示します。
– [Value]：H.323 クラス マップで照合する値を示します。
• [Description]：クラス マップの説明を示します。
• [Add]：H.323 クラス マップを追加します。
• [Edit]：H.323 クラス マップを編集します。
• [Delete]：H.323 クラス マップを削除します。

Add/Edit H.323 Traffic Class Map
[Configuration] > [Global Objects] > [Class Maps] > [H.323] > [Add/Edit H.323 Traffic Class Map]
[Add/Edit H.323 Traffic Class Map] ダイアログボックスでは、H.323 クラス マップを定義できます。
フィールド

• [Name]：H.323 クラス マップの名前を 40 文字以内で入力します。
• [Description]：H.323 クラス マップの説明を入力します。
• [Add]：H.323 クラス マップを追加します。
• [Edit]：H.323 クラス マップを編集します。
• [Delete]：H.323 クラス マップを削除します。

Add/Edit H.323 Match Criterion
[Configuration] > [Global Objects] > [Class Maps] > [H.323] > [Add/Edit H.323 Traffic Class
Map] > [Add/Edit H.323 Match Criterion]
[Add/Edit H.323 Match Criterion] ダイアログボックスでは、H.323 クラス マップの照合基準と値を定
義できます。

フィールド

• [Match Type]：基準に一致したトラフィックをクラス マップに含めるか、または一致しないトラ
フィックを含めるか指定します。
たとえば、文字列「example.com」で [No Match] を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラス マップの対象外になります。

• [Criterion]：H.323 トラフィックに適用する照合基準を指定します。
– [Called Party]：受信側を照合します。
– [Calling Party]：発信元を照合します。
– [Media Type]：メディア タイプを照合します。
• [Called Party Criterion Values]：H.323 受信側の照合方法を指定します。
– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。
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– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [Calling Party Criterion Values]：H.323 発信元の照合方法を指定します。
– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [Media Type Criterion Values]：照合するメディア タイプを指定します。
– [Audio]：音声タイプを照合します。
– [Video]：ビデオ タイプを照合します。
– [Data]：データ タイプを照合します。

H.323 Inspect Map
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [H.323]
[H.323] ペインでは、H.323 アプリケーションの事前に設定されたインスペクション マップを表示でき
ます。H.323 マップでは、H.323 アプリケーション インスペクションのデフォルト設定値を変更でき
ます。
H.323 インスペクションは RAS、H.225、H.245 をサポートし、埋め込まれた IP アドレスとポートを
すべて変換する機能を備えています。ステートのトラッキングとフィルタリングを実行し、インスペク
ション機能のアクティベーションをカスケードできます。H.323 インスペクションは、電話番号のフィ
ルタリング、T.120 のダイナミック制御、H.245 のトンネル機能制御、HSI グループ、プロトコルのス
テート トラッキング、H.323 通話時間制限の適用、音声 / ビデオ制御をサポートします。

フィールド

• [H.323 Inspect Maps]：定義されている H.323 インスペクション マップを一覧表示するテーブルで
す。

• [Add]：新しい H.323 インスペクション マップを設定します。H.323 インスペクション マップを
編集するには、[H.323 Inspect Maps] テーブルで H.323 のエントリを選択し、[Customize] をク
リックします。

• [Delete]：[H.323 Inspect Maps] テーブルで選択したインスペクション マップを削除します。
• [Security Level]：セキュリティ レベル（High、Medium、Low）を選択します。
– Low：デフォルト

H.225 状態確認：ディセーブル
RAS 状態確認：ディセーブル
発信側の番号：ディセーブル
通話制限時間：ディセーブル

RTP 準拠：適用強制しない
– Medium
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H.225 状態確認：イネーブル
RAS 状態確認：イネーブル
発信側の番号：ディセーブル
通話制限時間：ディセーブル

RTP 準拠：適用強制する
ペイロードを音声またはビデオに限定してシグナリング交換を適用：しない

– High

H.225 状態確認：イネーブル
RAS 状態確認：イネーブル
発信側の番号：イネーブル
通話制限時間：1:00:00

RTP 準拠：適用強制する
ペイロードを音声またはビデオに限定してシグナリング交換を適用：する

– [Phone Number Filtering]：[Phone Number Filtering] ダイアログボックスが開き、電話番号
フィルタを設定できます。

– [Customize]：[Add/Edit H.323 Policy Map] ダイアログボックスを開き、追加の設定を行いま
す。

– [Default Level]：セキュリティ レベルをデフォルトの Medium レベルに戻します。

Phone Number Filtering
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [H323] > [Phone Number Filtering]
[Phone Number Filtering] ダイアログボックスでは、電話番号のフィルタを設定できます。
フィールド

• [Match Type]：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。
• [Criterion]：インスペクションの基準を示します。
• [Value]：インスペクションで照合する値を示します。
• [Action]：照合条件が一致したときのアクションを示します。
• [Log]：ログの状態を示します。
• [Add]：[Add Phone Number Filter] ダイアログボックスが開き、電話番号のフィルタを追加できま
す。

• [Edit]：[Edit Phone Number Filter] ダイアログボックスが開き、電話番号を編集できます。
• [Delete]：電話番号のフィルタを削除します。
• [Move Up]：エントリをリストの上に移動します。
• [Move Down]：エントリをリストの下に移動します。
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[Add/Edit H.323 Policy Map]（セキュリティ レベル）
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [H323] > [H323 Inspect Map] > [Basic
View]
[Add/Edit H.323 Policy Map] ペインでは、H.323 アプリケーション インスペクション マップのセキュ
リティ レベルと追加の設定値を設定できます。
フィールド

• [Name]：H.323 マップの追加時に H.323 マップの名前を入力します。H.323 マップの編集時には、
事前に設定した H.323 マップの名前が表示されます。
• [Description]：H323 マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [Security Level]：セキュリティ レベル（High、Medium、Low）を選択します。
– Low：デフォルト

H.225 状態確認：ディセーブル
RAS 状態確認：ディセーブル
発信側の番号：ディセーブル
通話制限時間：ディセーブル

RTP 準拠：適用強制しない
– Medium

H.225 状態確認：イネーブル
RAS 状態確認：イネーブル
発信側の番号：ディセーブル
通話制限時間：ディセーブル

RTP 準拠：適用強制する
ペイロードを音声またはビデオに限定してシグナリング交換を適用：しない

– High

H.225 状態確認：イネーブル
RAS 状態確認：イネーブル
発信側の番号：イネーブル
通話制限時間：1:00:00

RTP 準拠：適用強制する
ペイロードを音声またはビデオに限定してシグナリング交換を適用：する

– [Phone Number Filtering]：[Phone Number Filtering] ダイアログボックスが開き、電話番号の
フィルタを設定できます。

– [Default Level]：セキュリティ レベルをデフォルトに戻します。
• [Details]：詳細な設定を行うための [State Checking] タブ、[Call Attributes] タブ、[Tunneling and
Protocol Conformance] タブ、[HSI Group Parameters] タブ、および [Inspections] タブを表示しま
す。
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[Add/Edit H.323 Policy Map]（詳細）
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [H323] > [H323 Inspect Map] > [Advanced
View]
[Add/Edit H.323 Policy Map] ペインでは、H.323 アプリケーション インスペクション マップのセキュ
リティ レベルと追加の設定値を設定できます。
フィールド

• [Name]：H.323 マップの追加時に H.323 マップの名前を入力します。H.323 マップの編集時には、
事前に設定した H.323 マップの名前が表示されます。
• [Description]：H.323 マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [Security Level]：設定するセキュリティ レベルと電話番号フィルタリング設定を表示します。
• [State Checking]：このタブで H.323 インスペクション マップの状態確認パラメータを設定しま
す。

– [Check state transition of H.225 messages]：H.323 の状態確認を H.225 メッセージに適用しま
す。

– [Check state transition of RAS messages]：H.323 の状態確認を RAS メッセージに適用します。
– RFC メッセージを確認し、RFQ メッセージ内のコール シグナル アドレス用のピンホールを開
きます。

（注）

Gatekeeper がネットワーク内にある場合は、H.323 エンドポイント間のコール セットアッ
プをイネーブルにできます。ASA には、RegistrationRequest/RegistrationConfirm
（RRQ/RCF）メッセージに基づいてコールのピンホールを開くオプションが含まれていま
す。これらの RRQ/RCF メッセージは Gatekeeper との間で送受信されるので、発信側エン
ドポイントの IP アドレスは不明で、ASA は発信元 IP アドレス / ポート 0/0 を通じてピン
ホールを開きます。デフォルトでは、このオプションは無効になっています。[H.323
Inspect Map] のオプションを設定して、このオプションをイネーブルにすることができま
す。

• [Call Attributes]：このタブで H.323 インスペクション マップのコール属性パラメータを設定しま
す。

– [Enforce call duration limit]：通話を一定の時間で制限します。

[Call Duration Limit]：通話制限時間（hh:mm:ss）。
– [Enforce presence of calling and called party numbers]：通話設定時に、強制的に発信側の番号
を送信します。

• [Tunneling and Protocol Conformance]：このタブで H.323 インスペクション マップのトンネリン
グとプロトコル準拠パラメータを設定します。

– [Check for H.245 tunneling]：H.245 のトンネリングを許可します。

[Action]：Drop connection または Log。
– [Check RTP packets for protocol conformance]：ピンホールの RTP/RTCP パケットがプロトコ
ルに準拠しているかどうかをチェックします。

[Limit payload to audio or video, based on the signaling exchange]：ペイロード タイプを強制
的に音声やビデオにして、シグナリング交換を適用します。

• [HSI Group Parameters]：このタブで HSI グループを設定します。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

11-10

第 11 章

音声とビデオのプロトコルのインスペクションの設定

H.323 インスペクション

– [HSI Group ID]：HSI グループの ID を示します。
– [IP Address]：HSI グループの IP アドレスを示します。
– [Endpoints]：HSI グループのエンドポイントを示します。
– [Add]：[Add HSI Group] ダイアログボックスが開き、HSI グループを追加できます。
– [Edit]：[Edit HSI Group] ダイアログボックスが開き、HSI グループを編集できます。
– [Delete]：HSI グループを削除します。
• [Inspections]：このタブで H.323 インスペクションのコンフィギュレーションを表示して、追加や
編集ができます。

– [Match Type]：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。
– [Criterion]：H.323 インスペクションの基準を示します。
– [Value]：H.323 インスペクションで照合する値を示します。
– [Action]：照合条件が一致したときのアクションを示します。
– [Log]：ログの状態を示します。
– [Add]：[Add H.323 Inspect] ダイアログボックスが開き、H.323 インスペクションを追加でき
ます。

– [Edit]：[Edit H.323 Inspect] ダイアログボックスが開き、H.323 インスペクションを編集でき
ます。

– [Delete]：H.323 インスペクションを削除します。
– [Move Up]：インスペクションをリストの上に移動します。
– [Move Down]：インスペクションをリストの下に移動します。

Add/Edit HSI Group
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [H323] > [H323 Inspect Map] > [Advanced
View] > [Add/Edit HSI Group]
[Add/Edit HSI Group] ダイアログボックスでは、HSI グループを設定できます。
フィールド

• [Group ID]：HSI のグループ ID を入力します。
• [IP Address]：HSI の IP アドレスを入力します。
• [Endpoints]：エンドポイントの IP アドレスとインターフェイスを設定します。
– [IP Address]：エンドポイントの IP アドレスを入力します。
– [Interface]：エンドポイントのインターフェイスを指定します。
• [Add]：定義された HSI グループを追加します。
• [Delete]：選択した HSI グループを削除します。

Add/Edit H.323 Map
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [H232] > [H323 Inspect Map] > [Advanced
View] > [Add/Edit H323 Inspect]
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[Add/Edit H.323 Inspect] ダイアログボックスでは、H.323 インスペクション マップの照合基準と値を
定義できます。

フィールド

• [Single Match]：H.323 インスペクションに照合文が 1 つだけの場合に指定します。
• [Match Type]：トラフィックと値を一致させるかどうかを指定します。
たとえば、文字列「example.com」で [No Match] を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラス マップの対象外になります。

• [Criterion]：H.323 トラフィックに適用する照合基準を指定します。
– [Called Party]：受信側を照合します。
– [Calling Party]：発信元を照合します。
– [Media Type]：メディア タイプを照合します。
• [Called Party Criterion Values]：H.323 受信側の照合方法を指定します。
– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [Calling Party Criterion Values]：H.323 発信元の照合方法を指定します。
– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [Media Type Criterion Values]：照合するメディア タイプを指定します。
– [Audio]：音声タイプを照合します。
– [Video]：ビデオ タイプを照合します。
– [Data]：データ タイプを照合します。
• [Multiple Matches]：H.323 インスペクションの複数の照合文を指定します。
– [H323 Traffic Class]：H.323 トラフィック クラスを照合します。
– [Manage]：[Manage H.323 Class Maps] ダイアログボックスが開き、H.323 クラス マップの追
加、編集、削除ができます。

• [Action]：Drop Packet、Drop Connection、または Reset。

MGCP インスペクション
この項では、MGCP アプリケーション インスペクションについて説明します。この項は、次の内容で
構成されています。

• 「MGCP インスペクションの概要」（P.11-13）
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• 「Select MGCP Map」（P.11-15）
• 「MGCP インスペクション マップ」（P.11-15）
• 「Gateways and Call Agents」（P.11-15）
• 「Add/Edit MGCP Policy Map」（P.11-16）
• 「Add/Edit MGCP Group」（P.11-17）

MGCP インスペクションの概要
MGCP は、メディア ゲートウェイ コントローラまたはコール エージェントと呼ばれる外部のコール制
御要素からメディア ゲートウェイを制御するために使用するマスター / スレーブ プロトコルです。メ
ディア ゲートウェイは一般に、電話回線を通じた音声信号と、インターネットまたは他のパケット
ネットワークを通じたデータ パケットとの間の変換を行うネットワーク要素です。NAT および PAT を
MGCP とともに使用すると、限られた外部（グローバル）アドレスのセットで、内部ネットワークの
多数のデバイスをサポートできます。メディア ゲートウェイの例は次のとおりです。

• トランキング ゲートウェイ。電話ネットワークと Voice over IP ネットワークとの間のインター
フェイスです。このようなゲートウェイは通常、大量のデジタル回線を管理します。

• 住宅用ゲートウェイ。従来のアナログ（RJ11）インターフェイスを Voice over IP ネットワークに
提供します。住宅用ゲートウェイの例としては、ケーブル モデムやケーブル セットトップ ボック
ス、xDSL デバイス、ブロードバンド ワイヤレス デバイスなどがあります。

• ビジネス ゲートウェイ。従来のデジタル PBX（構内交換機）インターフェイスまたは統合 soft
PBX インターフェイスを Voice over IP ネットワークに提供します。

（注）

ASA バージョン 7.1 からのアップグレード時にポリシーがエラーにならないように、レイヤ 7 および
レイヤ 3 のポリシーにはすべて固有の名前を付ける必要があります。たとえば、以前に設定されたポリ
シー マップの名前が以前に設定された MGCP マップと同じである場合は、アップグレードの前に変更
する必要があります。
MGCP メッセージは UDP を介して送信されます。応答はコマンドの送信元アドレス（IP アドレスと
UDP ポート番号）に返送されますが、コマンド送信先と同じアドレスからの応答は到達しない場合が
あります。これは、複数のコール エージェントがフェールオーバー コンフィギュレーションで使用さ
れているときに、コマンドを受信したコール エージェントが制御をバックアップ コール エージェント
に引き渡し、バックアップ コール エージェントが応答を送信する場合に起こる可能性があります。
図 11-1 に、MGCP でどのように NAT が使用されるかを示します。
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図 11-1

NAT と MGCP の使用
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MGCP エンドポイントは、物理または仮想のデータ送信元および宛先です。メディア ゲートウェイに
は、他のマルチメディア エンドポイントとのメディア セッションを確立して制御するために、コール
エージェントが接続を作成、変更、および削除できるエンドポイントが含まれています。また、コール
エージェントは、特定のイベントを検出してシグナルを生成するようにエンドポイントに指示できま
す。エンドポイントは、サービス状態の変化を自動的にコール エージェントに伝達します。

MGCP トランザクションは、コマンドと必須応答で構成されます。次の 8 種類のコマンドがあります。
• CreateConnection
• ModifyConnection
• DeleteConnection
• NotificationRequest
• Notify
• AuditEndpoint
• AuditConnection
• RestartInProgress
最初の 4 つのコマンドは、コール エージェントからゲートウェイに送信されます。Notify コマンドは、
ゲートウェイからコール エージェントに送信されます。ゲートウェイは、DeleteConnection を送信す
ることもあります。MGCP ゲートウェイをコール エージェントに登録するには、RestartInProgress コ
マンドを使用します。AuditEndpoint コマンドおよび AuditConnection コマンドは、コール エージェン
トからゲートウェイに送信されます。
すべてのコマンドは、コマンド ヘッダーと、その後ろに続くオプションのセッション記述で構成され
ます。すべての応答は、応答ヘッダーと、その後ろに続くオプションのセッション記述で構成されま
す。

• ゲートウェイがコール エージェントからのコマンドを受信するポート。通常、ゲートウェイは
UDP ポート 2427 を受信します。
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• コール エージェントがゲートウェイからのコマンドを受信するポート。通常、コール エージェン
トは UDP ポート 2727 を受信します。

（注）

MGCP インスペクションでは、MGCP シグナリングと RTP データで異なる IP アドレスを使用するこ
とはサポートされていません。一般的かつ推奨される方法は、ループバック IP アドレスや仮想 IP アド
レスなどの復元力のある IP アドレスから RTP データを送信することです。ただし、ASA は、MGCP
シグナリングと同じアドレスから RTP データを受信する必要があります。

Select MGCP Map
[Add/Edit Service Policy Rule Wizard] > [Rule Actions] > [Protocol Inspection] タブ >
[Select MGCP Map]
[Select MGCP Map] ダイアログボックスでは、MGCP マップを選択または新しく作成できます。
MGCP マップにより、MGCP アプリケーション インスペクションで使用されるコンフィギュレーショ
ンの値を変更できます。[Select MGCP Map] テーブルには、アプリケーション インスペクションで選
択可能な事前に設定されたマップのリストが表示されます。

フィールド

• [Use the default MGCP inspection map]：デフォルトの MGCP マップの使用を指定します。
• [Select an MGCP map for fine control over inspection]：定義済みのアプリケーション インスペク
ション マップを選択するか、新しいマップを追加できます。

• [Add]：そのインスペクションの [Add Policy Map] ダイアログボックスを開きます。

MGCP インスペクション マップ
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [MGCP]
[MGCP] ペインでは、MGCP アプリケーションの事前に設定されたインスペクション マップを表示で
きます。MGCP マップでは、MGCP アプリケーション インスペクションのデフォルト設定値を変更で
きます。MGCP マップを使用して、VoIP デバイスと MGCP コール エージェント間の接続を管理でき
ます。
フィールド

• [MGCP Inspect Maps]：定義されている MGCP インスペクション マップを一覧表示するテーブル
です。

• [Add]：新しい MGCP インスペクション マップを設定します。
• [Edit]：[MGCP Inspect Maps] テーブルで選択した MGCP のエントリを編集します。
• [Delete]：[MGCP Inspect Maps] テーブルで選択したインスペクション マップを削除します。

Gateways and Call Agents
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [MGCP] > [Gateways and Call Agents]
[Gateways and Call Agents] ダイアログボックスでは、ゲートウェイとコール エージェントのグループ
をマップに設定できます。
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フィールド

• [Group ID]：コール エージェント グループの ID を指定します。コール エージェント グループで、
1 つ以上のコール エージェントを 1 つ以上の MGCP メディア ゲートウェイと関連付けます。ゲー
トウェイの IP アドレスは、1 つのグループ ID だけに関連付けできます。同じゲートウェイを別の
グループ ID で使用できません。0 ～ 2147483647 の範囲の値を指定できます。[Criterion]：インス
ペクションの基準を示します。

• [Gateways]：関連付けられたコール エージェントによって制御されるメディア ゲートウェイの IP
アドレスを識別します。メディア ゲートウェイは一般に、電話回線を通じた音声信号と、イン
ターネットまたは他のパケット ネットワークを通じたデータ パケットとの間の変換を行うネット
ワーク要素です。通常、ゲートウェイはコマンドを、コール エージェントのデフォルト MGCP
ポート（2727）に送信します。

• [Call Agents]：コール エージェント グループの MGCP メディア ゲートウェイを制御するコール
エージェントの IP アドレスを識別します。通常、コール エージェントはコマンドを、ゲートウェ
イのデフォルト MGCP ポート（2427）に送信します。
• [Add]：[Add MGCP] ダイアログボックスが表示され、新規のアプリケーション インスペクション
マップを定義できます。

• [Edit]：[Edit MGCP] ダイアログボックスが表示され、アプリケーション インスペクション マッ
プ テーブルで選択したインスペクション マップを修正できます。

• [Delete]：アプリケーション インスペクション マップ テーブルで選択したインスペクション マッ
プを削除します。

Add/Edit MGCP Policy Map
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [MGCP] > [MGCP Inspect Map] > [View]
[Add/Edit MGCP Policy Map] ペインでは、MGCP アプリケーション インスペクション マップのコマ
ンド キュー、ゲートウェイ、およびコール エージェントの設定値を設定できます。
フィールド

• [Name]：MGCP マップの追加時に MGCP マップの名前を入力します。MGCP マップの編集時に
は、事前に設定した MGCP マップの名前が表示されます。
• [Description]：MGCP マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [Command Queue]：このタブで MGCP コマンドの許容キュー サイズを指定します。
– [Command Queue Size]：キューに入れるコマンドの最大数を指定します。1 ～ 2147483647
の範囲の値を指定できます。

• [Gateways and Call Agents]：このタブでゲートウェイとコール エージェント グループをマップに
設定します。

– [Group ID]：コール エージェント グループの ID を指定します。コール エージェント グルー
プで、1 つ以上のコール エージェントを 1 つ以上の MGCP メディア ゲートウェイと関連付け
ます。ゲートウェイの IP アドレスは、1 つのグループ ID だけに関連付けできます。同じゲー
トウェイを別のグループ ID で使用できません。0 ～ 2147483647 の範囲の値を指定できます。
[Criterion]：インスペクションの基準を示します。
– [Gateways]：関連付けられたコール エージェントによって制御されるメディア ゲートウェイ
の IP アドレスを識別します。メディア ゲートウェイは一般に、電話回線を通じた音声信号と、
インターネットまたは他のパケット ネットワークを通じたデータ パケットとの間の変換を行
うネットワーク要素です。通常、ゲートウェイはコマンドを、コール エージェントのデフォ
ルト MGCP ポート（2727）に送信します。
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– [Call Agents]：コール エージェント グループの MGCP メディア ゲートウェイを制御するコー
ル エージェントの IP アドレスを識別します。通常、コール エージェントはコマンドを、ゲー
トウェイのデフォルト MGCP ポート（2427）に送信します。
– [Add]：[Add MGCP Group] ダイアログボックスが表示され、ゲートウェイとコール エージェ
ントの新規の MGCP グループを定義できます。
– [Edit]：[Edit MGCP] ダイアログボックスが表示され、[Gateways and Call Agents] テーブル
で選択した MGCP グループを修正できます。
– [Delete]：[Gateways and Call Agents] テーブルで選択した MGCP グループを削除します。

Add/Edit MGCP Group
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [MGCP] > [Add/Edit MGCP Group]
[Add/Edit MGCP Group] ダイアログボックスでは、MGCP アプリケーション インスペクションがイ
ネーブルのときに使用される MGCP グループのコンフィギュレーションを定義できます。
フィールド

• [Group ID]：コール エージェント グループの ID を指定します。コール エージェント グループで、
1 つ以上のコール エージェントを 1 つ以上の MGCP メディア ゲートウェイと関連付けます。0 ～
2147483647 の範囲の値を指定できます。
– [Gateway to Be Added]：関連付けられたコール エージェントによって制御されるメディア
ゲートウェイの IP アドレスを指定します。メディア ゲートウェイは一般に、電話回線を通じ
た音声信号と、インターネットまたは他のパケット ネットワークを通じたデータ パケットと
の間の変換を行うネットワーク要素です。通常、ゲートウェイはコマンドを、コール エー
ジェントのデフォルト MGCP ポート（2727）に送信します。

– [Add]：指定した IP アドレスを IP アドレス テーブルに追加します。
– [Delete]：選択した IP アドレスを IP アドレス テーブルから削除します。
– [IP Address]：コール エージェント グループに設定されているゲートウェイの IP アドレスを
一覧表示します。

• Call Agents
– [Call Agent to Be Added]：コール エージェント グループの MGCP メディア ゲートウェイを
制御するコール エージェントの IP アドレスを指定します。通常、コール エージェントはコマ
ンドを、ゲートウェイのデフォルト MGCP ポート（2427）に送信します。
– [Add]：指定した IP アドレスを IP アドレス テーブルに追加します。
– [Delete]：選択した IP アドレスを IP アドレス テーブルから削除します。
– [IP Address]：コール エージェント グループに設定されているコール エージェントの IP アド
レスを一覧表示します。

RTSP インスペクション
この項では、RTSP アプリケーション インスペクションについて説明します。この項は、次の内容で構
成されています。

• 「RTSP インスペクションの概要」（P.11-18）
• 「RealPlayer の使用方法」（P.11-18）
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• 「制限事項」（P.11-19）
• 「Select RTSP Map」（P.11-19）
• 「RTSP Inspect Map」（P.11-19）
• 「Add/Edit RTSP Policy Map」（P.11-20）
• 「Add/Edit RTSP Inspect」（P.11-20）

RTSP インスペクションの概要
RTSP インスペクション エンジンを使用することにより、ASA は RTSP パケットを通過させることが
できます。RTSP は、RealAudio、RealNetworks、Apple QuickTime 4、RealPlayer、および Cisco
IP/TV 接続によって使用されます。
（注）

Cisco IP/TV では、RTSP TCP ポート 554 と TCP 8554 を使用します。
RTSP アプリケーションは、制御チャネルとしての TCP（例外的に UDP）とともに予約済みポート
554 を使用します。ASA は、RFC 2326 に準拠して、TCP だけをサポートします。この TCP 制御チャ
ネルは、クライアント上で設定されているトランスポート モードに応じて、音声 / ビデオ トラフィッ
クの送信に使用されるデータ チャネルのネゴシエーションに使用されます。
サポートされている RDT トランスポートは、rtp/avp、rtp/avp/udp、x-real-rdt、x-real-rdt/udp、
x-pn-tng/udp です。

ASA は、ステータス コード 200 の SETUP 応答メッセージを解析します。SETUP 応答メッセージが、
着信方向に移動している場合は、サーバは ASA との相対位置関係で外部に存在することになるため、
サーバから着信する接続に対してダイナミック チャネルを開くことが必要になります。この応答メッ
セージが発信方向である場合、ASA は、ダイナミック チャネルを開く必要はありません。
RFC 2326 では、クライアント ポートとサーバ ポートが、SETUP 応答メッセージ内に含まれているこ
とは必要でないため、ASA では、状態を維持し、SETUP メッセージ内のクライアント ポートを記憶
します。QuickTime が、SETUP メッセージ内にクライアント ポートを設定すると、サーバは、サーバ
ポートだけで応答します。
RTSP インスペクションは、PAT またはデュアル NAT をサポートしていません。また、ASA は、
RTSP メッセージが HTTP メッセージ内に隠される HTTP クローキングを認識できません。

RealPlayer の使用方法
RealPlayer を使用するときは、転送モードを正しく設定することが重要です。ASA では、サーバから
クライアントに、またはその逆に access-list コマンドを追加します。RealPlayer の場合、[Options] >
[Preferences] > [Transport] > [RTSP Settings] をクリックして転送モードを変更します。
RealPlayer で TCP モードを使用する場合は、[Use TCP to Connect to Server] チェックボックスおよび
[Attempt to use TCP for all content] チェックボックスをオンにします。ASA で、インスペクション エ
ンジンを設定する必要はありません。

RealPlayer で UDP モードを使用する場合、[Use TCP to Connect to Server] および [Attempt to use
UDP for static content] チェックボックスをオンにします。マルチキャストでの使用ができないライブ
コンテンツについては、ASA で、inspect rtsp port コマンドを追加します。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

11-18

第 11 章

音声とビデオのプロトコルのインスペクションの設定

RTSP インスペクション

制限事項
RSTP インスペクションには次の制限が適用されます。
• ASA は、マルチキャスト RTSP または UDP による RTSP メッセージをサポートしません。
• ASA には、RTSP メッセージが HTTP メッセージ内に隠されている HTTP クローキングを認識す
る機能はありません。

• 埋め込み IP アドレスが HTTP メッセージまたは RTSP メッセージの一部として SDP ファイル内に
含まれているため、ASA は、RTSP メッセージに NAT を実行できません。パケットはフラグメン
ト化する可能性があり、ASA はフラグメント化されたパケットに対して NAT を実行できません。
• Cisco IP/TV では、メッセージの SDP 部分に対して ASA が実行する変換の数は、Content
Manager にあるプログラム リストの数に比例します（各プログラム リストには、少なくとも 6 個
の埋め込み IP アドレスを含めることができます）。
• Apple QuickTime 4 または RealPlayer 用の NAT を設定できます。Cisco IP/TV は、ビューアと
Content Manager が外部ネットワークにあり、サーバが内部ネットワークにあるときにだけ NAT
を使用できます。

Select RTSP Map
[Add/Edit Service Policy Rule Wizard] > [Rule Actions] > [Protocol Inspection] タブ >
[Select NetBIOS Map]
[Select RTSP Map] ダイアログボックスでは、RTSP マップを選択または新しく作成できます。RTSP
マップにより、RTSP アプリケーション インスペクションで使用されるコンフィギュレーションの値を
変更できます。[Select RTSP Map] テーブルには、アプリケーション インスペクションで選択可能な事
前に設定されたマップのリストが表示されます。

フィールド

• [Use the default RTSP inspection map] ：デフォルトの RTSP インスペクション マップの使用を指
定します。

• [Select a RTSP inspect map for fine control over inspection]：定義済みのアプリケーション インス
ペクション マップを選択するか、新しいマップを追加できます。

• [Add]：そのインスペクションの [Add Policy Map] ダイアログボックスを開きます。

RTSP Inspect Map
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [RADIUS]
[RTSP] ペインでは、RTSP アプリケーションの事前に設定されたインスペクション マップを表示でき
ます。RTSP マップでは、RTSP アプリケーション インスペクションのデフォルト設定値を変更できま
す。RTSP マップを使用して、RTSP トラフィックを保護できます。
フィールド

• [RTSP Inspect Maps]：定義されている RTSP インスペクション マップを一覧表示するテーブルで
す。

• [Add]：新しい RTSP インスペクション マップを設定します。
• [Edit]：[RTSP Inspect Maps] テーブルで選択した RTSP のエントリを編集します。
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• [Delete]：[RTSP Inspect Maps] テーブルで選択したインスペクション マップを削除します。

Add/Edit RTSP Policy Map
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [MGCP] > [MGCP Inspect Map] > [View]
[Add/Edit RTSP Policy Map] ペインでは、RTSP アプリケーション インスペクション マップのパラ
メータとインスペクション設定値を設定できます。

フィールド

• [Name]：RTSP マップの追加時に RTSP マップの名前を入力します。RTSP マップの編集時には、
事前に設定した RTSP マップの名前が表示されます。
• [Description]：RTSP マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [Parameters]：このタブで、メディア ポート ネゴシエーション中の予約済みポートの使用を制限
し、URL の長さ制限を設定できます。
– [Enforce Reserve Port Protection]：メディア ポート ネゴシエーション中の予約済みポートの
使用を制限できます。

– [Maximum URL Length]：メッセージで許容される URL の最大長を指定します。6000 以下の
値を指定します。

• [Inspections]：このタブで RTSP インスペクションのコンフィギュレーションを表示して、追加や
編集ができます。

– [Match Type]：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。
– [Criterion]：RTSP インスペクションの基準を示します。
– [Value]：RTSP インスペクションで照合する値を示します。
– [Action]：照合条件が一致したときのアクションを示します。
– [Log]：ログの状態を示します。
– [Add]：[Add RTSP Inspect] ダイアログボックスが開き、RTSP インスペクションを追加でき
ます。

– [Edit]：[Edit RTSP Inspect] ダイアログボックスが開き、RTSP インスペクションを編集でき
ます。

– [Delete]：RTSP インスペクションを削除します。
– [Move Up]：インスペクションをリストの上に移動します。
– [Move Down]：インスペクションをリストの下に移動します。

Add/Edit RTSP Inspect
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [SIP] > [SIP Inspect Map] > [Advanced
View] > [Add/Edit SIP Inspect]
[Add/Edit RTSP Inspect] ダイアログボックスでは、RTSP インスペクション マップの照合基準、値、
およびアクションを定義できます。
フィールド

• [Match Type]：トラフィックと値を一致させるかどうかを指定します。
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たとえば、文字列「example.com」で [No Match] を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラス マップの対象外になります。

• [Criterion]：RTSP トラフィックに適用する照合基準を指定します。
– [URL Filter]：URL フィルタリングを照合します。
– [Request Method]：RTSP の要求方式を照合します。
• [URL Filter Criterion Values]：URL フィルタリングを照合するために指定します。正規表現で照
合します。

– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [URL Filter Actions]：プライマリ アクションおよびログを設定します。
– [Action]：Drop connection または Log。
– [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
• [Request Method Criterion Values]：照合する RTSP 要求方式を指定します。
– [Request Method]：要求方式を announce、describe、get_parameter、options、pause、play、
record、redirect、setup、set_parameters、teardown のいずれかから指定します。
• [Request Method Actions]：プライマリ アクションを設定します。
– [Action]：Limit rate (pps)。

SIP インスペクション
この項では、SIP アプリケーション インスペクションについて説明します。この項は、次の内容で構成
されています。

• 「SIP インスペクションの概要」（P.11-22）
• 「SIP インスタント メッセージ」（P.11-22）
• 「Select SIP Map」（P.11-23）
• 「SIP Class Map」（P.11-24）
• 「Add/Edit SIP Traffic Class Map」（P.11-25）
• 「Add/Edit SIP Match Criterion」（P.11-25）
• 「SIP インスペクション マップ」（P.11-27）
• 「[Add/Edit SIP Policy Map]（セキュリティ レベル）」（P.11-28）
• 「[Add/Edit SIP Policy Map]（詳細）」（P.11-29）
• 「Add/Edit SIP Inspect」（P.11-31）
•
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SIP インスペクションの概要
IETF で定義されている SIP により、特に 2 者間の音声会議などのコール処理セッションまたは「コー
ル」が使用可能になります。SIP は、コール シグナリング用の SDP で動作します。SDP は、メディア
ストリーム用のポートを指定します。SIP を使用することにより、ASA は SIP VoIP ゲートウェイおよ
び VoIP プロキシ サーバをサポートできます。SIP と SDP の定義は、次の RFC に記載されています。
• SIP：Session Initiation Protocol、RFC 3261
• SDP：Session Description Protocol、RFC 2327

ASA 経由の SIP コールをサポートする場合は、シグナリング メッセージは予約済みの宛先ポート
（UDP/TCP 5060）経由で送信され、メディア ストリームはダイナミックに割り当てられるため、メ
ディア接続アドレスのシグナリング メッセージ、メディア ポート、およびメディアの初期接続を検査
する必要があります。また、SIP は、IP パケットのユーザデータ部分に IP アドレスを埋め込みます。
SIP インスペクションは、それらの埋め込まれた IP アドレスに NAT を適用します。
PAT を SIP で使用する場合、次の制限事項が適用されます。
• ASA で保護されているネットワークの SIP プロキシにリモート エンドポイントを登録しようとす
ると、次のような一定の条件下で登録が失敗します。

– PAT がリモート エンドポイント用に設定されている。
– SIP レジストラ サーバが外部ネットワークにある。
– エンドポイントからプロキシ サーバに送信された REGISTER メッセージの接続先フィールド
にポートが設定されていない。

– スタティック PAT の設定は、SIP インスペクションではサポートされません。スタティック
PAT が Cisco Unified Communications Manager 用に設定されている場合は、SIP インスペク
ションが SIP パケットをリライトできません。Cisco Unified Communications Manager に 1 対
1 のスタティック NAT を設定します。
• SDP 部分の所有者 / 作成者フィールド（o=）の IP アドレスが接続フィールド（c=）の IP アドレス
と異なるパケットを SIP デバイスが送信すると、o= フィールドの IP アドレスが正しく変換されな
い場合があります。これは、o= フィールドでポート値を提供しない SIP プロトコルの制限による
ものです。

SIP インスタント メッセージ
インスタント メッセージとは、ほぼリアルタイムにユーザ間でメッセージを転送することです。SIP
は、Windows Messenger RTC Client バージョン 4.7.0105 を使用する Windows XP のチャット機能の
みをサポートします。次の RFC で定義されているように、MESSAGE/INFO 方式および 202 Accept
応答を使用して IM をサポートします。

• Session Initiation Protocol（SIP）-Specific Event Notification、RFC 3265
• Session Initiation Protocol（SIP）Extension for Instant Messaging、RFC 3428

MESSAGE/INFO 要求は、登録または加入の後、任意の時点で着信する可能性があります。たとえば、
2 人のユーザはいつでもオンラインになる可能性がありますが、何時間もチャットをすることはありま
せん。そのため、SIP インスペクション エンジンは、設定されている SIP タイムアウト値に従ってタ
イムアウトするピンホールを開きます。この値は、登録継続時間よりも 5 分以上長く設定する必要があ
ります。登録継続時間は Contact Expires 値で定義し、通常 30 分です。
MESSAGE/INFO 要求は、通常、ポート 5060 以外の動的に割り当てられたポートを使用して送信され
るため、SIP インスペクション エンジンを通過する必要があります。
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（注）

現在は、チャット機能のみがサポートされています。ホワイトボード、ファイル転送、アプリケーショ
ン共有はサポートされていません。RTC Client 5.0 はサポートされていません。

SIP インスペクションは、テキストベースの SIP メッセージを変換し、メッセージの SDP 部分の内容
長を再計算した後、パケット長とチェックサムを再計算します。また、エンドポイントが受信すべきア
ドレスまたはポートとして、SIP メッセージの SDP 部分に指定されたポートに対するメディア接続を
ダイナミックに開きます。
SIP インスペクションでは、SIP ペイロードから取得したインデックス CALL_ID/FROM/TO を持つ
データベースが使用されます。これらのインデックスにより、コール、送信元、宛先が識別されます。
このデータベースには、SDP のメディア情報フィールド内で見つかったメディア アドレスとメディア
ポート、およびメディア タイプが格納されます。1 つのセッションに対して、複数のメディア アドレ
スとポートが存在することが可能です。ASA は、これらのメディア アドレス / ポートを使用して、2 つ
のエンドポイント間に RTP/RTCP 接続を開きます。
初期コール セットアップ（INVITE）メッセージでは、予約済みポート 5060 を使用する必要がありま
す。ただし、後続のメッセージにはこのポート番号がない場合もあります。SIP インスペクション エン
ジンはシグナリング接続のピンホールを開き、それらの接続を SIP 接続としてマークします。これは、
SIP アプリケーションに到達した変換対象のメッセージに対して行われます。
コールのセットアップ時に、SIP セッションは、着信側エンドポイントから応答メッセージでメディア
アドレスとメディア ポートを受信し、着信側エンドポイントがどの RTP ポートで受信するかを知らさ
れるまで「一時的な」状態にあります。1 分以内に、応答メッセージの受信に障害があった場合は、シ
グナリング接続は切断されます。
最終的なハンドシェイクが行われると、コール状態はアクティブに移行し、シグナリング接続は、

BYE メッセージの受信まで継続されます。
内部エンドポイントが、外部エンドポイントに発呼した場合、メディア ホールが、外部インターフェ
イスに対して開き、内部エンドポイントから送信された INVITE メッセージで指定された内部エンド
ポイントのメディア アドレスとメディア ポートに、RTP/RTCP UDP パケットが流れることが許可され
ます。内部インターフェイスに対する要求外の RTP/RTCP UDP パケットは、ASA のコンフィギュ
レーションで特別に許可されない限り、ASA を通過できません。

Select SIP Map
[Add/Edit Service Policy Rule Wizard] > [Rule Actions] > [Protocol Inspection] タブ >
[Select SIP Map]
[Select SIP Map] ダイアログボックスでは、SIP マップを選択または新しく作成できます。SIP マップ
により、SIP アプリケーション インスペクションで使用されるコンフィギュレーションの値を変更でき
ます。[Select SIP Map] テーブルには、アプリケーション インスペクションで選択可能な事前に設定さ
れたマップのリストが表示されます。

フィールド

• [Use the default SIP inspection map] ：デフォルトの SIP マップの使用を指定します。
• [Select a SIP map for fine control over inspection]：定義済みのアプリケーション インスペクショ
ン マップを選択するか、新しいマップを追加できます。

• [Add]：そのインスペクションの [Add Policy Map] ダイアログボックスを開きます。
• [Enable encrypted traffic inspection] チェックボックス：プロキシ タイプを選択するオプション ボ
タンをイネーブルにする場合に選択します。

• Proxy Type
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– [TLS Proxy] オプション ボタン：TLS プロキシを使用して、暗号化トラフィックのインスペク
ションをイネーブルにします。

– [Phone Proxy] オプション ボタン：電話プロキシを、[TLS Proxy Name] フィールドから選択
した TLS プロキシに関連付けることを指定します。

[Configure] ボタン：[Configure the Phone Proxy] ダイアログボックスを開き、そこで電話プ
ロキシのコンフィギュレーション設定を指定または編集できます。
– [UC-IME Proxy] オプション ボタン：UC-IME プロキシ（Cisco Intercompany Media Engine
Proxy）を、[TLS Proxy Name] フィールドから選択した TLS プロキシに関連付けることを指
定します。

[Configure] ボタン：[Configure the UC-IME Proxy] ダイアログボックスを開き、そこで
UC-IME プロキシのコンフィギュレーション設定を指定または編集できます。
• [TLS Proxy Name]：既存の TLS プロキシの名前。
• [Manage]：TLS プロキシを追加するための [Add TLS Proxy] ダイアログボックスを開きます。
電話プロキシまたは UC-IME プロキシに一度に割り当てることができるのは、1 つの TLS プロキシの
みです。電話プロキシまたは UC-IME プロキシ インスペクションに複数のサービス ポリシー ルールを
設定し、異なる TLS プロキシをそれらのルールに割り当てようとすると、ASDM は、電話プロキシと
UC-IME インスペクションに設定されているその他のすべてのサービス ポリシー ルールが、最後に選
択された TLS プロキシを使用するように変更されるという警告を表示します。

UC-IME プロキシ コンフィギュレーションでは、2 つの TLS プロキシ（発信トラフィック用と着信ト
ラフィック用）が必要です。TLS プロキシを UC-IME プロキシに直接関連付けるのではなく、電話プ
ロキシの場合のように、TLS プロキシは SIP インスペクション ルールを介して UC-IME プロキシに間
接的に関連付けられます。
SIP インスペクション アクションの定義時に、TLS プロキシを電話プロキシに関連付けます。ASDM
は、この関連付けを既存の電話プロキシに変換します。

SIP Class Map
[Configuration] > [Global Objects] > [Class Maps] > [SIP]
[SIP Class Map] ペインでは、SIP インスペクションの SIP クラス マップを設定できます。
インスペクション クラス マップで、アプリケーションのトラフィックをアプリケーション固有の基準
と照合します。次に、クラス マップをインスペクション マップから特定して、アクションをイネーブ
ルにします。クラス マップを作成することとインスペクション マップでトラフィックの照合を直接定
義することの違いは、クラス マップでは複雑な照合基準を作成でき、クラス マップを再利用できると
いう点です。インスペクション クラス マップは DNS、FTP、H.323、HTTP、IM、SIP のアプリケー
ションでサポートされます。

フィールド

• [Name]：SIP クラス マップの名前を示します。
• [Match Conditions]：クラス マップに設定されているタイプ、照合基準、値を示します。
– [Match Type]：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。
– [Criterion]：SIP クラス マップの基準を示します。
– [Value]：SIP クラス マップで照合する値を示します。
• [Description]：クラス マップの説明を示します。
• [Add]：SIP クラス マップを追加します。
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• [Edit]：SIP クラス マップを編集します。
• [Delete]：SIP クラス マップを削除します。

Add/Edit SIP Traffic Class Map
[Configuration] > [Global Objects] > [Class Maps] > [SIP] > [Add/Edit SIP Traffic Class Map]
[Add/Edit SIP Traffic Class Map] ダイアログボックスでは、SIP クラス マップを定義できます。
フィールド

• [Name]：SIP クラス マップの名前を 40 文字以内で入力します。
• [Description]：SIP クラス マップの説明を入力します。
• [Add]：SIP クラス マップを追加します。
• [Edit]：SIP クラス マップを編集します。
• [Delete]：SIP クラス マップを削除します。

Add/Edit SIP Match Criterion
[Configuration] > [Global Objects] > [Class Maps] > [SIP] > [Add/Edit SIP Traffic Class Map] >
[Add/Edit SIP Match Criterion]
[Add/Edit SIP Match Criterion] ダイアログボックスでは、SIP クラス マップの照合基準と値を定義で
きます。

フィールド

• [Match Type]：基準に一致したトラフィックをクラス マップに含めるか、または一致しないトラ
フィックを含めるか指定します。
たとえば、文字列「example.com」で [No Match] を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラス マップの対象外になります。

• [Criterion]：SIP トラフィックに適用する照合基準を指定します。
– [Called Party]：To ヘッダーに指定された受信側を照合します。
– [Calling Party]：From ヘッダーに指定された発信元を照合します。
– [Content Length]：ヘッダーのコンテンツの長さを照合します。0 ～ 65536 の範囲の値です。
– [Content Type]：ヘッダーのコンテンツ タイプを照合します。
– [IM Subscriber]：SIP IM の加入者を照合します。
– [Message Path] ：SIP の Via ヘッダーを照合します。
– [Request Method]：SIP の要求方式を照合します。
– [Third-Party Registration]：サード パーティの登録要求者を照合します。
– [URI Length]：SIP ヘッダーにある URI を照合します。0 ～ 65536 の範囲の値です。
• [Called Party Criterion Values]：照合する受信側を指定します。正規表現で照合します。
– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。
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– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [Calling Party Criterion Values]：照合する発信元を指定します。正規表現で照合します。
– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [Content Length Criterion Values]：指定値より長い SIP コンテンツ ヘッダーを照合します。
– [Greater Than Length]：ヘッダーの長さをバイト単位で入力します。
• [Content Type Criterion Values]：照合する SIP コンテンツ ヘッダーのタイプを指定します。
– [SDP]：SDP タイプの SIP コンテンツ ヘッダーを照合します。
– [Regular Expression] ：正規表現を照合します。

[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [IM Subscriber Criterion Values]：照合する IM 登録者を指定します。正規表現で照合します。
– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [Message Path Criterion Values] ：照合する SIP の Via ヘッダーを指定します。正規表現で照合し
ます。

– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [Request Method Criterion Values]：照合する SIP 要求方式を指定します。
– [Request Method]：次の中から要求方式を指定します。ack、bye、cancel、info、invite、
message、notify、options、prack、refer、register、subscribe、unknown、update。
• [Third-Party Registration Criterion Values]：照合するサード パーティの登録要求者を指定します。
正規表現で照合します。
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– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [URI Length Criterion Values]：SIP ヘッダーで指定した値より長い、選択したタイプの URI を照
合します。

– [URI type]：SIP URI または TEL URI を指定して照合します。
– [Greater Than Length]：長さをバイト単位で指定します。

SIP インスペクション マップ
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [SIP]
[SIP] ペインでは、SIP アプリケーションの事前に設定されたインスペクション マップを表示できま
す。SIP マップでは、SIP アプリケーション インスペクションのデフォルト設定値を変更できます。
SIP は、インターネット会議、テレフォニー、プレゼンス、イベント通知、およびインスタント メッ
セージングに広く使用されているプロトコルです。テキストベースの性質とその柔軟性により、SIP
ネットワークは数多くのセキュリティ脅威にさらされます。
SIP アプリケーション インスペクションでは、メッセージ ヘッダーおよび本文のアドレス変換、ポー
トの動的なオープン、および基本的な健全性チェックが行われます。SIP メッセージの健全性を実現す
るアプリケーション セキュリティおよびプロトコルへの準拠と、SIP ベースの攻撃の検出もサポートさ
れます。

フィールド

• [SIP Inspect Maps]：定義されている SIP インスペクション マップを一覧表示するテーブルです。
• [Add]：新しい SIP インスペクション マップを設定します。SIP インスペクション マップを編集す
るには、[SIP Inspect Maps] テーブルで SIP のエントリを選択し、[Customize] をクリックします。
• [Delete]：[SIP Inspect Maps] テーブルで選択したインスペクション マップを削除します。
• [Security Level]：セキュリティ レベル（High または Low）を選択します。
– Low：デフォルト

SIP インスタント メッセージ（IM）の拡張機能：イネーブル
SIP トラフィック以外の SIP ポート使用：許可
サーバとエンドポイントの IP アドレスを非表示：ディセーブル
ソフトウェアのバージョンと SIP 以外の URI をマスク：ディセーブル

1 以上の宛先ホップ カウントを保証：イネーブル
RTP 準拠：適用強制しない
SIP 準拠：ステート チェックとヘッダー検証を実行しない
– Medium

SIP インスタント メッセージ（IM）の拡張機能：イネーブル
SIP トラフィック以外の SIP ポート使用：許可
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サーバとエンドポイントの IP アドレスを非表示：ディセーブル
ソフトウェアのバージョンと SIP 以外の URI をマスク：ディセーブル

1 以上の宛先ホップ カウントを保証：イネーブル
RTP 準拠：適用強制する
ペイロードを音声やビデオに限定してシグナリング交換を適用：しない

SIP 準拠：ステート チェックで失敗したパケットをドロップ
– High

SIP インスタント メッセージ（IM）の拡張機能：イネーブル
SIP トラフィック以外の SIP ポート使用：禁止
サーバとエンドポイントの IP アドレスを非表示：ディセーブル
ソフトウェアのバージョンと SIP 以外の URI をマスク：イネーブル

1 以上の宛先ホップ カウントを保証：イネーブル
RTP 準拠：適用強制する
ペイロードを音声やビデオに限定してシグナリング交換を適用：する

SIP 準拠：ステート チェックとヘッダー検証で失敗したパケットをドロップ
– [Customize]：[Add/Edit SIP Policy Map] ダイアログボックスを開き、追加の設定を行います。
– [Default Level]：セキュリティ レベルをデフォルトの Low レベルに戻します。

[Add/Edit SIP Policy Map]（セキュリティ レベル）
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [SIP] > [SIP Inspect Map] > [Basic View]
[Add/Edit SIP Policy Map] ペインでは、SIP アプリケーション インスペクション マップのセキュリ
ティ レベルと追加の設定値を設定できます。

フィールド

• [Name]：SIP の追加時に SIP マップの名前を入力します。SIP マップの編集時には、事前に設定し
た SIP マップの名前が表示されます。
• [Description]：SIP マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [Security Level]：セキュリティ レベル（High または Low）を選択します。
– Low：デフォルト

SIP インスタント メッセージ（IM）の拡張機能：イネーブル
SIP トラフィック以外の SIP ポート使用：許可
サーバとエンドポイントの IP アドレスを非表示：ディセーブル
ソフトウェアのバージョンと SIP 以外の URI をマスク：ディセーブル

1 以上の宛先ホップ カウントを保証：イネーブル
RTP 準拠：適用強制しない
SIP 準拠：ステート チェックとヘッダー検証を実行しない
– Medium

SIP インスタント メッセージ（IM）の拡張機能：イネーブル

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

11-28

第 11 章

音声とビデオのプロトコルのインスペクションの設定

SIP インスペクション

SIP トラフィック以外の SIP ポート使用：許可
サーバとエンドポイントの IP アドレスを非表示：ディセーブル
ソフトウェアのバージョンと SIP 以外の URI をマスク：ディセーブル

1 以上の宛先ホップ カウントを保証：イネーブル
RTP 準拠：適用強制する
ペイロードを音声やビデオに限定してシグナリング交換を適用：しない

SIP 準拠：ステート チェックで失敗したパケットをドロップ
– High

SIP インスタント メッセージ（IM）の拡張機能：イネーブル
SIP トラフィック以外の SIP ポート使用：禁止
サーバとエンドポイントの IP アドレスを非表示：ディセーブル
ソフトウェアのバージョンと SIP 以外の URI をマスク：イネーブル

1 以上の宛先ホップ カウントを保証：イネーブル
RTP 準拠：適用強制する
ペイロードを音声やビデオに限定してシグナリング交換を適用：する

SIP 準拠：ステート チェックとヘッダー検証で失敗したパケットをドロップ
– [Default Level]：セキュリティ レベルをデフォルトに戻します。
• [Details]：追加の設定を行うフィルタリング、IP アドレスのプライバシー、ホップ カウント、
RTP 準拠、SIP 準拠、フィールド マスク、およびインスペクションの設定値を表示します。

[Add/Edit SIP Policy Map]（詳細）
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [SIP] > [SIP Inspect Map] > [Advanced
View]
[Add/Edit SIP Policy Map] ペインでは、SIP アプリケーション インスペクション マップのセキュリ
ティ レベルと追加の設定値を設定できます。

フィールド

• [Name]：SIP の追加時に SIP マップの名前を入力します。SIP マップの編集時には、事前に設定し
た SIP マップの名前が表示されます。
• [Description]：SIP マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [Security Level]：設定するセキュリティ レベルを表示します。
• [Filtering]：このタブで SIP のフィルタリングを設定します。
– [Enable SIP instant messaging (IM) extensions]：インスタント メッセージの拡張機能をイネー
ブルにします。デフォルトはイネーブルです。

– [Permit non-SIP traffic on SIP port]：SIP トラフィック以外に SIP ポートの使用を許可します。
デフォルトは許可です。

• [IP Address Privacy]：このタブで SIP の IP アドレスのプライバシーを設定します。
– [Hide server's and endpoint's IP addresses]：IP アドレスのプライバシーをイネーブルにしま
す。デフォルトでは、ディセーブルです。

• [Hop Count]：このタブで SIP のホップ カウントを設定します。
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– [Ensure that number of hops to destination is greater than 0]：Max-Forwards ヘッダーの値が 0
かどうかのチェックをイネーブルにします。

[Action]：Drop packet、Drop Connection、Reset、または Log。
[Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
• [RTP Conformance]：このタブで SIP の RTP 準拠を設定します。
– [Check RTP packets for protocol conformance]：ピンホールをフローする RTP/RTCP パケット
がプロトコルに準拠しているかどうかをチェックします。

[Limit payload to audio or video, based on the signaling exchange]：ペイロード タイプを強制
的に音声やビデオにして、シグナリング交換を適用します。

• [SIP Conformance]：このタブで SIP の SIP 準拠を設定します。
– [Enable state transition checking]：SIP のステート チェックをイネーブルにします。

[Action]：Drop packet、Drop Connection、Reset、または Log。
[Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
– [Enable strict validation of header fields]：SIP ヘッダー フィールドの検証をイネーブルにしま
す。

[Action]：Drop packet、Drop Connection、Reset、または Log。
[Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
• [Field Masking]：このタブで SIP のフィールド マスクを設定します。
– [Inspect non-SIP URIs]：Alert-Info と Call-Info ヘッダーに含まれる SIP 以外の URI インスペ
クションをイネーブルにします。

[Action]：Mask または Log。
[Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
– [Inspect server's and endpoint's software version]：User-Agent と Server ヘッダーに含まれる
SIP エンドポイントのソフトウェア バージョンをインスペクションします。

[Action]：Mask または Log。
[Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
• [Inspections]：このタブで SIP インスペクションのコンフィギュレーションを表示して、追加や編
集ができます。

– [Match Type]：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。
– [Criterion]：SIP インスペクションの基準を示します。
– [Value]：SIP インスペクションで照合する値を示します。
– [Action]：照合条件が一致したときのアクションを示します。
– [Log]：ログの状態を示します。
– [Add]：[Add SIP Inspect] ダイアログボックスが開き、SIP インスペクションを追加できます。
– [Edit]：[Edit SIP Inspect] ダイアログボックスが開き、SIP インスペクションを編集できます。
– [Delete]：SIP インスペクションを削除します。
– [Move Up]：インスペクションをリストの上に移動します。
– [Move Down]：インスペクションをリストの下に移動します。
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Add/Edit SIP Inspect
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [SIP] > [SIP Inspect Map] > [Advanced
View] > [Add/Edit SIP Inspect]
[Add/Edit SIP Inspect] ダイアログボックスでは、SIP インスペクション マップの照合基準と値を定義
できます。

フィールド

• [Single Match]：SIP インスペクションに照合文が 1 つだけの場合に指定します。
• [Match Type]：トラフィックと値を一致させるかどうかを指定します。
たとえば、文字列「example.com」で [No Match] を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラス マップの対象外になります。

• [Criterion]：SIP トラフィックに適用する照合基準を指定します。
– [Called Party]：To ヘッダーに指定された受信側を照合します。
– [Calling Party]：From ヘッダーに指定された発信元を照合します。
– [Content Length]：ヘッダーのコンテンツの長さを照合します。
– [Content Type]：ヘッダーのコンテンツ タイプを照合します。
– [IM Subscriber]：SIP IM の加入者を照合します。
– [Message Path] ：SIP の Via ヘッダーを照合します。
– [Request Method]：SIP の要求方式を照合します。
– [Third-Party Registration]：サード パーティの登録要求者を照合します。
– [URI Length]：SIP ヘッダーの URI を照合します。
• [Called Party Criterion Values]：照合する受信側を指定します。正規表現で照合します。
– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [Calling Party Criterion Values]：照合する発信元を指定します。正規表現で照合します。
– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [Content Length Criterion Values]：指定値より長い SIP コンテンツ ヘッダーを照合します。
– [Greater Than Length]：ヘッダーの長さをバイト単位で入力します。
• [Content Type Criterion Values]：照合する SIP コンテンツ ヘッダーのタイプを指定します。
– [SDP]：SDP タイプの SIP コンテンツ ヘッダーを照合します。
– [Regular Expression] ：正規表現を照合します。
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[Regular Expression]：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

[Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
[Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [IM Subscriber Criterion Values]：照合する IM 登録者を指定します。正規表現で照合します。
– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [Message Path Criterion Values] ：照合する SIP の Via ヘッダーを指定します。正規表現で照合し
ます。

– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [Request Method Criterion Values]：照合する SIP 要求方式を指定します。
– [Request Method]：次の中から要求方式を指定します。ack、bye、cancel、info、invite、
message、notify、options、prack、refer、register、subscribe、unknown、update。
• [Third-Party Registration Criterion Values]：照合するサード パーティの登録要求者を指定します。
正規表現で照合します。

– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

• [URI Length Criterion Values]：指定値より長い SIP ヘッダーの URI を指定して照合します。
– [URI type]：SIP URI または TEL URI を指定して照合します。
– [Greater Than Length]：長さをバイト単位で指定します。
• [Multiple Matches]：SIP インスペクションの複数の照合文を指定します。
– [SIP Traffic Class]：SIP トラフィック クラスを照合します。
– [Manage]：[Manage SIP Class Maps] ダイアログボックスが開き、SIP クラス マップの追加、
編集、削除ができます。

• [Actions]：プライマリ アクションおよびログを設定します。
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– [Action]：Drop packet、Drop Connection、Reset、または Log。（注）要求方式が invite か
register の場合は、Limit rate (pps) アクションを使用できます。
– [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。

Skinny（SCCP）インスペクション
この項では、SCCP アプリケーション インスペクションについて説明します。この項は、次の内容で
構成されています。

• 「SCCP インスペクションの概要」（P.11-33）
• 「Cisco IP Phone のサポート」（P.11-34）
• 「制限事項」（P.11-34）
• 「Select SCCP (Skinny) Map」（P.11-34）
• 「SCCP (Skinny) Inspect Map」（P.11-35）
• 「Message ID Filtering 」（P.11-36）
• 「[Add/Edit SCCP (Skinny) Policy Map]（セキュリティ レベル）」（P.11-37）
• 「[Add/Edit SCCP (Skinny) Policy Map]（詳細）」（P.11-38）
• 「Add/Edit Message ID Filter」（P.11-39）

SCCP インスペクションの概要
（注）

電話プロキシは、Cisco Unified Communications アーキテクチャの一部であり、IP 電話の導入をサ
ポートします。ASA での電話プロキシのセットアップについては、第 16 章「Cisco 電話プロキシの設
定」を参照してください。

Skinny（SCCP）は、VoIP ネットワークで使用される簡易プロトコルです。SCCP を使用する Cisco IP
Phone は、H.323 環境でも使用できます。Cisco CallManager と併用すると、SCCP クライアントは、
H.323 準拠端末と同時使用できます。
ASA は、SCCP に対して PAT と NAT をサポートします。IP 電話で使用できるグローバル IP アドレス
よりも IP 電話が多い場合は、PAT が必要です。Skinny アプリケーション インスペクションは、SCCP
シグナリング パケットの NAT と PAT をサポートすることで、すべての SCCP シグナリング パケット
とメディア パケットが ASA を通過できるようにします。
Cisco CallManager と Cisco IP Phones 間の通常のトラフィックは SCCP を使用しており、特別な設定
をしなくても SCCP インスペクションによって処理されます。ASA は、TFTP サーバの場所を Cisco
IP Phone とその他の DHCP クライアントに送信することで、DHCP オプション 150 および 66 もサ
ポートします。Cisco IP Phone では、デフォルト ルートを設定する DHCP オプション 3 を要求に含め
ることもできます。

（注）

ASA は、SCCP プロトコル バージョン 19 以前が稼働している Cisco IP Phone からのトラフィックの
インスペクションをサポートします。
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Cisco IP Phone のサポート
（注）

電話プロキシは、Cisco Unified Communications アーキテクチャの一部であり、IP 電話の導入をサ
ポートします。ASA での電話プロキシのセットアップについては、第 16 章「Cisco 電話プロキシの設
定」を参照してください。

Cisco CallManager が Cisco IP Phone と比べてセキュリティの高いインターフェイスにあるトポロジで
は、NAT が Cisco CallManager の IP アドレスに必要な場合、マッピングはスタティックである必要が
あります。これは、Cisco IP Phone では Cisco CallManager の IP アドレスをコンフィギュレーション
で明示的に指定する必要があるためです。スタティック アイデンティティ エントリを使用すると、セ
キュリティが高いインターフェイス上にある Cisco CallManager が Cisco IP Phone からの登録を受け付
けるようにできます。
Cisco IP Phone では、TFTP サーバにアクセスして、Cisco CallManager サーバに接続するために必要
な設定情報をダウンロードする必要があります。

TFTP サーバと比較して Cisco IP Phone の方がセキュリティの低いインターフェイス上にある場合は、
アクセス リストを使用して UDP ポート 69 の保護された TFTP サーバに接続する必要があります。
TFTP サーバに対してはスタティック エントリが必要ですが、識別スタティック エントリにする必要
はありません。NAT を使用する場合、識別スタティック エントリは同じ IP アドレスにマッピングされ
ます。PAT を使用する場合は、同じ IP アドレスとポートにマッピングされます。
Cisco IP Phone が TFTP サーバおよび Cisco CallManager と比べてセキュリティの高いインターフェイ
ス上にある場合、Cisco IP Phone が接続を開始できるようにするために、アクセス リストやスタ
ティック エントリは必要ありません。

制限事項
SCCP に対する現在のバージョンの PAT および NAT サポートに適用される制限は、次のとおりです。
• PAT は、alias コマンドを含むコンフィギュレーションでは動作しません。
• 外部 NAT および PAT はサポートされません。
内部の Cisco CallManager のアドレスが NAT または PAT 用に別の IP アドレスかポートを設定してい
る場合、ASA は現在のところ TFTP を経由して転送するファイルの内容に対して NAT または PAT を
サポートしていないため、外部の Cisco IP Phone 用の登録は失敗します。ASA は TFTP メッセージの
NAT をサポートし、TFTP ファイル用にピンホールを開きますが、ASA は電話の登録中に TFTP に
よって転送された Cisco IP Phone のコンフィギュレーション ファイルに埋め込まれた Cisco
CallManager の IP アドレスとポートを変換することはできません。

（注）

ASA は、コール セットアップ中のコールを除き、SCCP コールのステートフル フェールオーバーをサ
ポートします。

Select SCCP (Skinny) Map
[Add/Edit Service Policy Rule Wizard] > [Rule Actions] > [Protocol Inspection] タブ >
[Select SCCP Map]
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[Select SCCP (Skinny) Map] ダイアログボックスでは、SCCP (Skinny) マップを選択または新しく作成
できます。[SCCP (Skinny)] マップにより、SCCP (Skinny) アプリケーション インスペクションで使用
されるコンフィギュレーションの値を変更できます。[Select SCCP (Skinny) Map] テーブルには、アプ
リケーション インスペクションで選択可能な事前に設定されたマップのリストが表示されます。

フィールド

• [Use the default SCCP (Skinny) inspection map]：デフォルトの SCCP (Skinny) マップの使用を指
定します。

• [Select an SCCP (Skinny) map for fine control over inspection]：定義済みのアプリケーション イン
スペクション マップを選択するか、新しいマップを追加できます。

• [Add]：そのインスペクションの [Add Policy Map] ダイアログボックスを開きます。
• [Encrypted Traffic Inspection]：インスペクション マップの TLS プロキシ設定を指定できます。
– [Do not inspect Encrypted Traffic]：Skinny アプリケーション インスペクションの検査をディ
セーブルにします。

– [Use Phone Proxy to enable inspection of encrypted traffic]：ASA で設定された Phone Proxy
を使用して Skinny アプリケーション トラフィックを検査します。第 16 章「Cisco 電話プロキ
シの設定」を参照してください。

– [Use TLS Proxy to enable inspection of encrypted traffic]：TLS プロキシを使用して、暗号化
されたトラフィックのインスペクションをイネーブルにすることを指定します。

[TLS Proxy Name]：既存の TLS プロキシの名前。
[New]：TLS プロキシを追加するための [Add TLS Proxy] ダイアログボックスを開きます。

SCCP (Skinny) Inspect Map
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [SCCP (Skinny)]
[SCCP (Skinny)] ペインでは、SCCP（Skinny）アプリケーションの事前に設定されたインスペクショ
ン マップを表示できます。SCCP（Skinny）マップでは、SCCP（Skinny）アプリケーション インスペ
クションのデフォルト設定値を変更できます。
Skinny アプリケーション インスペクションでは、パケット データ、ピンホールの動的開放に埋め込ま
れている IP アドレスとポート番号を変換します。また、追加のプロトコル準拠チェックと基本的なス
テート トラッキングも行います。
フィールド

• [SCCP (Skinny) Inspect Maps]：定義されている SCCP (Skinny) インスペクション マップを一覧表
示するテーブルです。

• [Add]：新しい SCCP（Skinny）インスペクション マップを設定します。SCCP（Skinny）インス
ペクション マップを編集するには、[SCCP (Skinny) Inspect Maps] テーブルで SCCP（Skinny）の
エントリを選択し、[Customize] をクリックします。
• [Delete]：[SCCP (Skinny) Inspect Maps] テーブルで選択したインスペクション マップを削除しま
す。

• [Security Level]：セキュリティ レベル（High または Low）を選択します。
– Low：デフォルト
登録：適用強制しない
メッセージの最大 ID：0x181
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プレフィックスの長さの最小値：4
メディア タイムアウト：00:05:00
シグナリング タイムアウト：01:00:00

RTP 準拠：適用強制しない
– Medium
登録：適用強制しない
メッセージの最大 ID：0x141
プレフィックスの長さの最小値：4
メディア タイムアウト：00:01:00
シグナリング タイムアウト：00:05:00

RTP 準拠：適用強制する
ペイロードを音声またはビデオに限定してシグナリング交換を適用：しない

– High
登録：適用強制する
メッセージの最大 ID：0x141
プレフィックスの長さの最小値：4
プレフィックスの長さの最大値：65536
メディア タイムアウト：00:01:00
シグナリング タイムアウト：00:05:00

RTP 準拠：適用強制する
ペイロードを音声またはビデオに限定してシグナリング交換を適用：する

– [Message ID Filtering]：[Messaging ID Filtering] ダイアログボックスが開き、メッセージ ID
フィルタを設定できます。

– [Customize]：[Add/Edit SCCP (Skinny) Policy Map] ダイアログボックスを開き、追加の設定
を行います。

– [Default Level]：セキュリティ レベルをデフォルトの Low レベルに戻します。

Message ID Filtering
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [SCCP (Skinny)] > [Message ID Filtering]
[Message ID Filtering] ダイアログボックスでは、メッセージ ID のフィルタを設定できます。
フィールド

• [Match Type]：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。
• [Criterion]：インスペクションの基準を示します。
• [Value]：インスペクションで照合する値を示します。
• [Action]：照合条件が一致したときのアクションを示します。
• [Log]：ログの状態を示します。
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• [Add]：[Add Message ID Filtering] ダイアログボックスが開き、メッセージ ID のフィルタを追加
できます。

• [Edit]：[Edit Message ID Filtering] ダイアログボックスが開き、メッセージ ID のフィルタを編集
できます。

• [Delete]：メッセージ ID のフィルタを削除します。
• [Move Up]：エントリをリストの上に移動します。
• [Move Down]：エントリをリストの下に移動します。

[Add/Edit SCCP (Skinny) Policy Map]（セキュリティ レベル）
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [SCCP (Skinny)] > [SCCP (Skinny) Inspect
Map] > [Basic View]
[Add/Edit SCCP (Skinny) Policy Map] ペインでは、SCCP（Skinny）アプリケーション インスペク
ション マップのセキュリティ レベルと追加の設定値を設定できます。
フィールド

• [Name]：SCCP（Skinny）マップの追加時に SCCP（Skinny）マップの名前を入力します。SCCP
（Skinny）マップの編集時には、事前に設定した SCCP（Skinny）マップの名前が表示されます。
• [Description]：SCCP（Skinny）マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [Security Level]：セキュリティ レベル（High または Low）を選択します。
– Low：デフォルト
登録：適用強制しない
メッセージの最大 ID：0x181
プレフィックスの長さの最小値：4
メディア タイムアウト：00:05:00
シグナリング タイムアウト：01:00:00

RTP 準拠：適用強制しない
– Medium
登録：適用強制しない
メッセージの最大 ID：0x141
プレフィックスの長さの最小値：4
メディア タイムアウト：00:01:00
シグナリング タイムアウト：00:05:00

RTP 準拠：適用強制する
ペイロードを音声またはビデオに限定してシグナリング交換を適用：しない

– High
登録：適用強制する
メッセージの最大 ID：0x141
プレフィックスの長さの最小値：4
プレフィックスの長さの最大値：65536
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メディア タイムアウト：00:01:00
シグナリング タイムアウト：00:05:00

RTP 準拠：適用強制する
ペイロードを音声またはビデオに限定してシグナリング交換を適用：する

– [Message ID Filtering]：[Messaging ID Filtering] ダイアログボックスが開き、メッセージ ID
フィルタを設定できます。

– [Default Level]：セキュリティ レベルをデフォルトに戻します。
• [Details]：追加の設定を行うパラメータ、RTP 準拠、メッセージ ID のフィルタリング設定値を表
示します。

[Add/Edit SCCP (Skinny) Policy Map]（詳細）
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [SCCP (Skinny)] > [SCCP (Skinny) Inspect
Map] > [Advanced View]
[Add/Edit SCCP (Skinny) Policy Map] ペインでは、SCCP（Skinny）アプリケーション インスペク
ション マップのセキュリティ レベルと追加の設定値を設定できます。
フィールド

• [Name]：SCCP（Skinny）マップの追加時に SCCP（Skinny）マップの名前を入力します。SCCP
（Skinny）マップの編集時には、事前に設定した SCCP（Skinny）マップの名前が表示されます。
• [Description]：DNS マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [Security Level]：設定するセキュリティ レベルとメッセージ ID のフィルタリング設定を表示しま
す。

• [Parameters]：このタブで SCCP（Skinny）のパラメータを設定します。
– [Enforce endpoint registration]：Skinny エンドポイントを登録してから通話を受発信します。

[Maximum Message ID]：SCCP メッセージ ID に使用できる最大値を指定します。
– [SCCP Prefix Length]：Skinny メッセージのプレフィックスの長さを指定します。

[Minimum Prefix Length]：SCCP プレフィックスの長さの許容最小値を指定します。
[Maximum Prefix Length]：SCCP プレフィックスの長さの許容最大値を指定します。
– [Media Timeout]：メディア接続時のタイムアウト値を指定します。
– [Signaling Timeout]：シグナリング接続時のタイムアウト値を指定します。
• [RTP Conformance]：このタブで SCCP（Skinny）の RTP 準拠を設定します。
– [Check RTP packets for protocol conformance]：ピンホールをフローする RTP/RTCP パケット
がプロトコルに準拠しているかどうかをチェックします。

[Limit payload to audio or video, based on the signaling exchange]：ペイロード タイプを強制
的に音声やビデオにして、シグナリング交換を適用します。

• [Message ID Filtering]：このタブで SCCP（Skinny）のメッセージ ID フィルタリングを設定しま
す。

– [Match Type]：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。
– [Criterion]：インスペクションの基準を示します。
– [Value]：インスペクションで照合する値を示します。
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– [Action]：照合条件が一致したときのアクションを示します。
– [Log]：ログの状態を示します。
– [Add]：[Add Message ID Filtering] ダイアログボックスが開き、メッセージ ID のフィルタを
追加できます。

– [Edit]：[Edit Message ID Filtering] ダイアログボックスが開き、メッセージ ID のフィルタを
編集できます。

– [Delete]：メッセージ ID のフィルタを削除します。
– [Move Up]：エントリをリストの上に移動します。
– [Move Down]：エントリをリストの下に移動します。

Add/Edit Message ID Filter
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [SCCP (Skinny)] > [SCCP (Skinny) Inspect
Map] > [Advanced View] > [Add/Edit Message ID Filter]
[Add Message ID Filter] ダイアログボックスでは、メッセージ ID のフィルタを設定できます。
フィールド

• [Match Type]：トラフィックと値を一致させるかどうかを指定します。
たとえば、文字列「example.com」で [No Match] を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラス マップの対象外になります。

• [Criterion]：SCCP (Skinny) トラフィックに適用する照合基準を指定します。
– [Message ID]：指定したメッセージ ID を照合します。

[Message ID]：SCCP メッセージ ID に使用できる最大値を指定します。
– [Message ID Range] ：指定範囲のメッセージ ID を照合します。

[Lower Message ID]：SCCP メッセージ ID に使用できる下限値を指定します。
[Upper Message ID]：SCCP メッセージ ID に使用できる上限値を指定します。
• [Action]：Drop packet。
• [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
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C H A P T E R

12

データベースとディレクトリのプロトコル イ
ンスペクションの設定
この章では、アプリケーション レイヤ プロトコル インスペクションを設定する方法について説明しま
す。インスペクション エンジンは、ユーザのデータ パケット内に IP アドレッシング情報を埋め込む
サービスや、ダイナミックに割り当てられるポート上でセカンダリ チャネルを開くサービスに必要で
す。これらのプロトコルでは、高速パスでパケットを渡すのではなく、ASA で詳細なパケット インス
ペクションを行う必要があります。そのため、インスペクション エンジンがスループット全体に影響
を与えることがあります。

ASA では、デフォルトでいくつかの一般的なインスペクション エンジンがイネーブルになっています
が、ネットワークによっては他のインスペクション エンジンをイネーブルにしなければならない場合
があります。
この章は、次の項で構成されています。

• 「ILS インスペクション」（P.12-1）
• 「SQL*Net インスペクション」（P.12-2）
• 「Sun RPC インスペクション」（P.12-3）

ILS インスペクション
ILS インスペクション エンジンは、LDAP を使用してディレクトリ情報を ILS サーバと交換する
Microsoft NetMeeting、SiteServer、および Active Directory の各製品に対して Network Address
Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）をサポートします。
ASA は ILS に対して NAT をサポートします。NAT は、ILS または SiteServer Directory のエンドポイ
ントの登録および検索で使用されます。LDAP データベースには IP アドレスだけが保存されるため、
Port Address Translation（PAT; ポート アドレス交換）はサポートされません。
LDAP サーバが外部にある場合、内部ピアが外部 LDAP サーバに登録された状態でローカルに通信で
きるように、検索応答に対して NAT を行うことを検討してください。このような検索応答では、最初
に xlate が検索され、次に DNAT エントリが検索されて正しいアドレスが取得されます。これらの検索
が両方とも失敗した場合、アドレスは変更されません。NAT 0（NAT なし）を使用していて、DNAT
の相互作用を想定していないサイトの場合は、パフォーマンスを向上させるためにインスペクション
エンジンをオフにすることをお勧めします。
ILS サーバが ASA 境界の内部にある場合は、さらに設定が必要なことがあります。この場合、外部ク
ライアントが指定されたポート（通常は TCP 389）の LDAP サーバにアクセスするためのホールが必
要となります。
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ILS トラフィックはセカンダリ UDP チャネルだけで発生するため、TCP 接続は一定の間隔 TCP アク
ティビティがなければ切断されます。デフォルトでは、この間隔は 60 分です。この値は、timeout コ
マンドを使用して調整できます。
ILS/LDAP はクライアント / サーバ モデルに従っており、セッションは 1 つの TCP 接続で処理されま
す。クライアントのアクションに応じて、このようなセッションがいくつか作成されることがありま
す。
接続ネゴシエーション時間中、クライアントからサーバに BIND PDU が送信されます。サーバから成
功を示す BIND RESPONSE を受信すると、ILS Directory に対する操作を実行するためのその他の操
作メッセージ（ADD、DEL、SEARCH、MODIFY など）が交換される場合があります。ADD
REQUEST PDU および SEARCH RESPONSE PDU には、NetMeeting セッションを確立するために
H.323（SETUP および CONNECT メッセージ）によって使用される、NetMeeting ピアの IP アドレス
が含まれている場合があります。Microsoft NetMeeting v2.X および v3.X は、ILS をサポートしていま
す。

ILS インスペクションでは、次の操作が実行されます。
• BER 復号化機能を使用して LDAP REQUEST PDU/RESPONSE PDU を復号化する。
• LDAP パケットを解析する。
• IP アドレスを抽出する。
• 必要に応じて IP アドレスを変換する。
• BER 符号化機能を使用して、変換後のアドレスが含まれる PDU を符号化する。
• 新しく符号化された PDU を元の TCP パケットにコピーする。
• TCP チェックサムとシーケンス番号の増分を調整する。

ILS インスペクションには、次の制限事項があります。
• 参照要求および応答はサポートされない。
• 複数のディレクトリ内のユーザは統合されない。
• 1 人のユーザが複数のディレクトリで複数の ID を持つ場合、NAT はそのユーザを認識できない。

（注）

H.225 コール シグナリング トラフィックはセカンダリ UDP チャネルだけで発生するため、
[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [Global Timeouts] ペインの TCP オプションで指定された
間隔が経過すると、TCP 接続は切断されます。デフォルトで、この間隔は 60 分に設定されています。

SQL*Net インスペクション
SQL*Net インスペクションはデフォルトでイネーブルになっています。
SQL*Net プロトコルは、さまざまなパケット タイプで構成されています。ASA はこれらのパケットを
処理して、ASA のどちらの側の Oracle アプリケーションにも一貫性のあるデータ ストリームが表示さ
れるようにします。

SQL*Net のデフォルトのポート割り当ては 1521 です。これは、Oracle が SQL*Net 用に使用している
値ですが、Structured Query Language（SQL; 構造化照会言語）の IANA ポート割り当てとは一致しま
せん。
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（注）

SQL 制御 TCP ポート 1521 と同じポートで SQL データ転送が行われる場合は、SQL*Net のインスペ
クションをディセーブルにします。SQL*Net インスペクションがイネーブルになっていると、セキュ
リティ アプライアンスはプロキシとして機能し、クライアントのウィンドウ サイズを 65000 から約
16000 に減らすため、データ転送の問題が発生します。
ASA は、すべてのアドレスを変換し、パケットを調べて、SQL*Net バージョン 1 用に開くすべての埋
め込みポートを見つけます。

SQL*Net バージョン 2 の場合、データ長ゼロの REDIRECT パケットの直後に続くすべての DATA パ
ケットまたは REDIRECT パケットはフィックスアップされます。
フィックスアップが必要なパケットには、埋め込みホスト アドレスおよびポート アドレスが次の形式
で含まれています。
(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(DEV=6)(HOST=a.b.c.d)(PORT=a))

SQL*Net バージョン 2 の各 TNSFrame タイプ（Connect、Accept、Refuse、Resend、Marker）は、
NAT 対象のアドレスがあるかどうかがスキャンされません。また、インスペクションがパケット内に
埋め込まれたポートにダイナミック接続を開くこともありません。

SQL*Net バージョン 2 の TNSFrame、Redirect パケット、および Data パケットは、ペイロードのデー
タ長がゼロの REDIRECT TNSFrame タイプの後に続く場合、開くポートおよび NAT 対象のアドレス
があるかどうかスキャンされます。データ長ゼロの Redirect メッセージが ASA を通過すると、後に続
く Data メッセージまたは Redirect メッセージは変換対象であり、ポートはダイナミックに開かれると
想定するフラグが、接続データ構造に設定されます。先行するパラグラフの TNS フレームのいずれか
が Redirect メッセージの後に到着した場合、フラグはリセットされます。
SQL*Net インスペクション エンジンは、チェックサムを再計算し、IP および TCP の長さを変更し、
新旧のメッセージの長さの差を使用してシーケンス番号と確認応答番号を再調整します。

SQL*Net バージョン 1 では、その他のすべての場合を想定しています。TNSFrame タイプ（Connect、
Accept、Refuse、Resend、Marker、Redirect、Data）とすべてのパケットは、ポートおよびアドレス
があるかどうかスキャンされます。アドレスが変換され、ポート接続が開かれます。

Sun RPC インスペクション
この項では、Sun RPC アプリケーション インスペクションについて説明します。この項は、次の内容
で構成されています。

• 「Sun RPC インスペクションの概要」（P.12-3）
• 「SUNRPC Server」（P.12-4）
• 「Add/Edit SUNRPC Service」（P.12-4）

Sun RPC インスペクションの概要
Sun RPC インスペクション エンジンは、Sun RPC プロトコルのアプリケーション インスペクションを
イネーブルまたはディセーブルにします。Sun RPC は、NFS および NIS で使用されます。Sun RPC
サービスはどのポート上でも実行できます。サーバ上の Sun RPC サービスにアクセスしようとするク
ライアントは、そのサービスが実行されているポートを知る必要があります。そのためには、予約済み
ポート 111 でポート マッパー プロセス（通常は rpcbind）に照会します。
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クライアントがサービスの Sun RPC プログラム番号を送信すると、ポート マッパー プロセスはサービ
スのポート番号を応答します。クライアントは、ポート マッパー プロセスによって特定されたポート
を指定して、Sun RPC クエリーをサーバに送信します。サーバが応答すると、ASA はこのパケットを
代行受信し、そのポートで TCP と UDP の両方の初期接続を開きます。

Sun RPC インスペクションには、次の制限事項が適用されます。
• Sun RPC ペイロード情報の NAT または PAT はサポートされていません。
• Sun RPC インスペクションは着信 ACL のみをサポートします。Sun RPC インスペクションは発信
ACL はサポートしません。これは、インスペクション エンジンでセカンダリ接続でなくダイナ
ミック ACL が使用されるためです。ダイナミック ACL は常に入力方向に追加され、出力方向に
は追加されません。したがって、このインスペクション エンジンは発信 ACL をサポートしませ
ん。ASA に設定されているダイナミック ACL を表示するには、show asp table classify domain
permit コマンドを使用します。show asp table classify domain permit コマンドの詳細について
は、CLI コンフィギュレーション ガイド を参照してください。

SUNRPC Server
[Configuration] > [Properties] > [SUNRPC Server]
[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [SUNRPC Server] ペインには、ASA を通過できる
SunRPC サービスと、その固有のタイムアウト値がサーバ単位で表示されます。
フィールド

• [Interface]：SunRPC サーバが常駐するインターフェイスを表示します。
• [IP address]：SunRPC サーバの IP アドレスを表示します。
• [Mask]：SunRPC サーバの IP アドレスのサブネット マスクを表示します。
• [Service ID]：ASA を通過することを許可する、SunRPC プログラム番号、またはサービス ID を
表示します。

• [Protocol]：SunRPC 転送プロトコル（TCP または UDP）を表示します。
• [Port]：SunRPC プロトコルのポート範囲を表示します。
• [Timeout]：SunRPC サービス トラフィックへのアクセスが閉じられるまでのアイドル時間を表示
します。

Add/Edit SUNRPC Service
[Configuration] > [Properties] > [SUNRPC Server] > [Add/Edit SUNRPC Service]
[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [SUNRPC Server] > [Add/Edit SUNRPC Service] ダイア
ログボックスでは、ASA を通過することを許可する SunRPC サービス、およびそれらの固有タイムア
ウトをサーバ単位で指定できます。
フィールド

• [Interface Name]：SunRPC サーバが常駐するインターフェイスを指定します。
• [Protocol]：SunRPC 転送プロトコル（TCP または UDP）を指定します。
• [IP address]：SunRPC サーバの IP アドレスを指定します。
• [Port]：SunRPC プロトコルのポート範囲を指定します。
• [Mask]：SunRPC サーバの IP アドレスのサブネット マスクを指定します。
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• [Timeout]：SunRPC サービス トラフィックへのアクセスが閉じられるまでのアイドル時間を指定
します。形式は、HH:MM:SS です。
• [Service ID]：ASA を通過することを許可する、SunRPC プログラム番号、またはサービス ID を
指定します。
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13

管理アプリケーション プロトコルのインスペ
クションの設定
この章では、アプリケーション レイヤ プロトコル インスペクションを設定する方法について説明しま
す。インスペクション エンジンは、ユーザのデータ パケット内に IP アドレッシング情報を埋め込む
サービスや、ダイナミックに割り当てられるポート上でセカンダリ チャネルを開くサービスに必要で
す。これらのプロトコルでは、高速パスでパケットを渡すのではなく、ASA で詳細なパケット インス
ペクションを行う必要があります。そのため、インスペクション エンジンがスループット全体に影響
を与えることがあります。

ASA では、デフォルトでいくつかの一般的なインスペクション エンジンがイネーブルになっています
が、ネットワークによっては他のインスペクション エンジンをイネーブルにしなければならない場合
があります。
この章は、次の項で構成されています。

• 「DCERPC インスペクション」（P.13-1）
• 「GTP インスペクション」（P.13-4）
• 「RADIUS アカウンティング インスペクション」（P.13-11）
• 「RSH インスペクション」（P.13-14）
• 「SNMP インスペクション」（P.13-14）
• 「XDMCP インスペクション」（P.13-15）

DCERPC インスペクション
この項では、DCERPC インスペクション エンジンについて説明します。この項では、次のトピックに
ついて取り上げます。

• 「DCERPC の概要」（P.13-2）
• 「Select DCERPC Map」（P.13-2）
• 「DCERPC Inspect Map」（P.13-2）
• 「Add/Edit DCERPC Policy Map」（P.13-3）
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DCERPC の概要
DCERPC は、Microsoft 社の分散クライアント / サーバ アプリケーションで広く使われているプロトコ
ルです。このプロトコルによって、ソフトウェア クライアントがサーバにあるプログラムをリモート
で実行できるようになります。
通常、このプロトコルの接続では、クライアントが予約済みポート番号で接続を受け入れるエンドポイ
ント マッパーというサーバに、必要なサービスについてダイナミックに割り当てられるネットワーク
情報を問い合わせます。次に、クライアントは、サービスを提供しているサーバのインスタンスへのセ
カンダリ接続をセットアップします。セキュリティ アプライアンスは、適切なポート番号とネット
ワーク アドレスへのセカンダリ接続を許可し、必要に応じて NAT を適用します。

DCERPC インスペクション マップは、TCP の予約済みポート 135 を経由した、EPM とクライアント
間のネイティブ TCP の通信を検査します。クライアント用に EPM のマッピングとルックアップがサ
ポートされています。クライアントとサーバは、どのセキュリティ ゾーンにあってもかまいません。
埋め込まれたサーバの IP アドレスとポート番号は、EPM からの応答メッセージで受け取ります。クラ
イアントが EPM から返されたサーバのポートに対して複数の接続を試みる可能性があるので、ピン
ホールが複数使用でき、ユーザがそのタイムアウトを設定できるようになっています。

（注）

DCERPC インスペクションでは、ASA にピンホールを開くための EPM とクライアント間の通信だけ
がサポートされます。EPM を使用しない RPC 通信を使用するクライアントは、DCERPC インスペク
ションではサポートされません。

Select DCERPC Map
[Add/Edit Service Policy Rule Wizard] > [Rule Actions] > [Protocol Inspection] タブ >
[Select DCERPC Map]
[Select DCERPC Map] ダイアログボックスでは、DCERPC マップを選択または新しく作成できます。
DCERPC マップにより、DCERPC アプリケーション インスペクションで使用されるコンフィギュ
レーションの値を変更できます。[Select DCERPC Map] テーブルには、アプリケーション インスペク
ションで選択可能な事前に設定されたマップのリストが表示されます。

フィールド

• [Use the default DCERPC inspection map]：デフォルトの DCERPC マップの使用を指定します。
• [Select a DCERPC map for fine control over inspection]：定義済みのアプリケーション インスペク
ション マップを選択するか、新しいマップを追加できます。

• [Add]：そのインスペクションの [Add Policy Map] ダイアログボックスを開きます。

DCERPC Inspect Map
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [DCERPC]
[DCERPC] ペインでは、DCERPC アプリケーションの事前に設定されたインスペクション マップを表
示できます。DCERPC マップでは、DCERPC アプリケーション インスペクションのデフォルト設定
値を変更できます。

DCERPC は、Microsoft 社の分散クライアント / サーバ アプリケーションで広く使われているプロトコ
ルです。このプロトコルによって、ソフトウェア クライアントがサーバにあるプログラムをリモート
で実行できるようになります。
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通常、このプロトコルの接続では、クライアントがウェルノウン ポート番号で接続を受け入れるエン
ドポイント マッパー（EPM）というサーバに、必要なサービスについて動的に割り当てられるネット
ワーク情報を問い合わせます。次に、クライアントは、サービスを提供しているサーバのインスタンス
へのセカンダリ接続をセットアップします。セキュリティ アプライアンスは、適切なポート番号と
ネットワーク アドレスへのセカンダリ接続を許可し、必要に応じて NAT を適用します。

DCERPC インスペクション マップは、TCP の予約済みポート 135 を経由した、EPM とクライアント
間のネイティブ TCP の通信を検査します。クライアント用に EPM のマッピングとルックアップがサ
ポートされています。クライアントとサーバは、どのセキュリティ ゾーンにあってもかまいません。
埋め込まれたサーバの IP アドレスとポート番号は、EPM からの応答メッセージで受け取ります。クラ
イアントは EPM によって返されたサーバ ポートに複数の接続を試行できるため、ユーザが設定可能な
タイムアウトのあるピンホールを複数使用できます。
フィールド

• [DCERPC Inspect Maps]：定義されている DCERPC インスペクション マップを一覧表示するテー
ブルです。

• [Add]：新しい DCERPC インスペクションを設定します。DCERPC インスペクション マップを編
集するには、[DCERPC Inspect Maps] テーブルで DCERPC のエントリを選択し、[Customize] を
クリックします。

• [Delete]：[DCERPC Inspect Maps] テーブルで選択したインスペクション マップを削除します。
• [Security Level]：セキュリティ レベル（High、Medium、Low）を選択します。
– Low
ピンホールのタイムアウト：00:02:00
エンドポイント マッパー サービス：適用強制しない
エンドポイント マッパー サービス ルックアップ：イネーブル
エンドポイント マッパー サービス ルックアップのタイムアウト：00:05:00

– Medium：デフォルト
ピンホールのタイムアウト：00:01:00
エンドポイント マッパー サービス：適用強制しない
エンドポイント マッパー サービス ルックアップ：ディセーブル

– High
ピンホールのタイムアウト：00:01:00
エンドポイント マッパー サービス：適用強制する
エンドポイント マッパー サービス ルックアップ：ディセーブル

– [Customize]：[Add/Edit DCERPC Policy Map] ダイアログボックスを開き、追加の設定を行
います。

– [Default Level]：セキュリティ レベルをデフォルトの Medium レベルに戻します。

Add/Edit DCERPC Policy Map
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [DCERPC] > [DCERPC Inspect Map] >
[Basic/Advanced View]
[Add/Edit DCERPC Policy Map] ペインでは、DCERPC アプリケーション インスペクション マップの
セキュリティ レベルとパラメータを設定できます。
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フィールド

• [Name]：DCERPC マップの追加時に DCERPC マップの名前を入力します。DCERPC マップの編
集時には、事前に設定した DCERPC マップの名前が表示されます。
• [Description]：DCERPC マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [Security Level]：セキュリティ レベル（High、Medium、Low）を選択します。
– Low
ピンホールのタイムアウト：00:02:00
エンドポイント マッパー サービス：適用強制しない
エンドポイント マッパー サービス ルックアップ：イネーブル
エンドポイント マッパー サービス ルックアップのタイムアウト：00:05:00

– Medium：デフォルト
ピンホールのタイムアウト：00:01:00
エンドポイント マッパー サービス：適用強制しない
エンドポイント マッパー サービス ルックアップ：ディセーブル

– High
ピンホールのタイムアウト：00:01:00
エンドポイント マッパー サービス：適用強制する
エンドポイント マッパー サービス ルックアップ：ディセーブル

– [Default Level]：セキュリティ レベルをデフォルトの Medium レベルに戻します。
• [Details]：詳細な設定を行うためのパラメータを表示します。
– [Pinhole Timeout]：ピンホール タイムアウトを設定します。クライアントが使用するサーバ
情報は、複数の接続のエンドポイント マッパーから返される場合があるため、タイムアウト
値はクライアントのアプリケーション環境を考慮して設定します。範囲は、0:0:1 ～ 1193:0:0
です。デフォルトは 2 分です。

– [Enforce endpoint-mapper service]：バインディング中にエンドポイント マッパー サービスを
適用します。

– [Enable endpoint-mapper service lookup]：エンドポイント マッパー サービスのルックアップ
をイネーブルにします。ディセーブルの場合、ピンホール タイムアウトが適用されます。

[Enforce Service Lookup Timeout]：指定されたサービス ルックアップ タイムアウトを適用し
ます。

[Service Lookup Timeout]：ルックアップでピンホールした場合のタイムアウトを設定します。

GTP インスペクション
この項では、GTP インスペクション エンジンについて説明します。この項では、次のトピックについ
て取り上げます。

• 「GTP インスペクションの概要」（P.13-5）
• 「Select GTP Map」（P.13-6）
• 「GTP Inspect Map」（P.13-6）
• 「IMSI Prefix Filtering」（P.13-7）
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• 「[Add/Edit GTP Policy Map]（セキュリティ レベル）」（P.13-7）
• 「[Add/Edit GTP Policy Map]（詳細）」（P.13-8）
• 「Add/Edit GTP Map」（P.13-10）

（注）

GTP インスペクションには、特別なライセンスが必要です。

GTP インスペクションの概要
GPRS は、モバイル ユーザに対して、GSM ネットワークと企業ネットワークまたはインターネットと
の間で中断しない接続を提供します。GGSN は、GPRS 無線データ ネットワークと他のネットワーク
との間のインターフェイスです。SGSN は、モビリティ、データ セッション管理、およびデータ圧縮
を実行します（図 13-1 を参照）。
図 13-1

GPRS トンネリング プロトコル
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UMTS は、固定回線テレフォニー、モバイル、インターネット、コンピュータ テクノロジーの商用コ
ンバージェンスです。UTRAN は、このシステムで無線ネットワークを実装するためのネットワーキン
グ プロトコルです。GTP を使用すると、GGSN、SGSN、および UTRAN 間の UMTS/GPRS バック
ボーンで、マルチプロトコル パケットをトンネリングできます。

GTP には固有のセキュリティやユーザ データの暗号化は含まれていませんが、ASA で GTP を使用す
ることによって、これらの危険性からネットワークを保護できます。
SGSN は、GTP を使用する GGSN に論理的に接続されます。GTP を使用すると、GSN 間の GPRS
バックボーンで、マルチプロトコル パケットをトンネリングできます。GTP は、トンネル制御および
管理プロトコルを提供します。このプロトコルによって、SGSN は、トンネルの作成、変更、および削
除を行い、モバイル ステーションに GPRS ネットワーク アクセスを提供できます。GTP は、トンネリ
ング メカニズムを使用して、ユーザ データ パケットを伝送するためのサービスを提供します。
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（注）

GTP をフェールオーバーと同時に使用しているとき、GTP 接続が確立され、データがトンネルを超え
て伝送される前にアクティブ装置に障害が発生した場合、GTP データ接続（「j」フラグが設定されてい
ます）は、スタンバイ装置に複製されません。これは、アクティブ装置が初期接続をスタンバイ装置に
複製しないためです。

Select GTP Map
[Add/Edit Service Policy Rule Wizard] > [Rule Actions] > [Protocol Inspection] タブ >
[Select GTP Map]
[Select GTP Map] ダイアログボックスでは、GTP マップを選択または新しく作成できます。GTP マッ
プにより、GTP アプリケーション インスペクションで使用されるコンフィギュレーションの値を変更
できます。[Select GTP Map] テーブルには、アプリケーション インスペクションで選択可能な事前に
設定されたマップのリストが表示されます。

（注）

GTP インスペクションには、特別なライセンスが必要です。必要なライセンスがないときに
ASA で GTP アプリケーション インスペクションのイネーブル化を試みると、ASA はエラー
メッセージを表示します。

フィールド

• [Use the default GTP inspection map]：デフォルトの GTP マップの使用を指定します。
• [Select an GTP map for fine control over inspection]：定義済みのアプリケーション インスペクショ
ン マップを選択するか、新しいマップを追加できます。

• [Add]：そのインスペクションの [Add Policy Map] ダイアログボックスを開きます。

GTP Inspect Map
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [GTP]
[GTP] ペインでは、GTP アプリケーションの事前に設定されたインスペクション マップを表示できま
す。GTP マップでは、GTP アプリケーション インスペクションのデフォルト設定値を変更できます。
GTP は比較的新しいプロトコルで、インターネットなど TCP/IP ネットワークと無線接続する場合のセ
キュリティを提供します。GTP マップを使用して、タイムアウト値、メッセージ サイズ、トンネル数、
およびセキュリティ アプライアンスを通過する GTP バージョンを制御できます。
（注）

GTP インスペクションには、特別なライセンスが必要です。

フィールド

• [GTP Inspect Maps]：定義されている GTP インスペクション マップを一覧表示するテーブルです。
• [Add]：新しい GTP インスペクション マップを設定します。GTP インスペクション マップを編集
するには、[GTP Inspect Maps] テーブルで GTP のエントリを選択し、[Customize] をクリックしま
す。

• [Delete]：[GTP Inspect Maps] テーブルで選択したインスペクション マップを削除します。
• [Security Level]：セキュリティ レベルは常に Low です。
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– エラーを許可しない
– トンネルの最大数：500
– GSN タイムアウト：00:30:00
– PDP コンテキスト タイムアウト：00:30:00
– 要求タイムアウト：00:01:00
– シグナリング タイムアウト：00:30:00
– トンネル タイムアウト：01:00:00
– T3 応答タイムアウト：00:00:20
– 未知のメッセージ ID をドロップしてログを出力
• [IMSI Prefix Filtering]：[IMSI Prefix Filtering] ダイアログボックスを開き、IMSI プレフィックス
フィルタを設定します。

• [Customize]：[Add/Edit GTP Policy Map] ダイアログボックスを開き、追加の設定を行います。
• [Default Level]：セキュリティ レベルをデフォルトに戻します。

IMSI Prefix Filtering
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [GTP] > [IMSI Prefix Filtering]
[IMSI Prefix] タブでは、GTP 要求の中で使用できるように IMSI プレフィックスを定義できます。
フィールド

• [Mobile Country Code]：0 以外の 3 桁の値でモバイル カントリ コードを定義します。エントリが
1 桁または 2 桁の場合には、その先頭に 0 が付加されて 3 桁の値が作成されます。
• [Mobile Network Code]：2 桁または 3 桁の数字でネットワーク コードを定義します。
• [Add]：指定したカントリ コードとネットワーク コードを IMSI Prefix テーブルに追加します。
• [Delete]：指定したカントリ コードとネットワーク コードを IMSI Prefix テーブルから削除しま
す。

[Add/Edit GTP Policy Map]（セキュリティ レベル）
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [GTP] > [GTP Inspect Map] > [Basic View]
[Add/Edit GTP Policy Map] ペインでは、GTP アプリケーション インスペクション マップのセキュリ
ティ レベルと追加の設定値を設定できます。

フィールド

• [Name]：GTP マップの追加時に GTP マップの名前を入力します。GTP マップの編集時には、事前
に設定した GTP マップの名前が表示されます。
• [Description]：GTP マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [Security Level]：セキュリティ レベルは常に Low です。
エラーを許可しない
トンネルの最大数：500

GSN タイムアウト：00:30:00
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PDP コンテキスト タイムアウト：00:30:00
要求タイムアウト：00:01:00
シグナリング タイムアウト：00:30:00
トンネル タイムアウト：01:00:00

T3 応答タイムアウト：00:00:20
未知のメッセージ ID をドロップしてログを出力

– [IMSI Prefix Filtering]：[IMSI Prefix Filtering] ダイアログボックスを開き、IMSI プレフィッ
クス フィルタを設定します。

– [Default Level]：セキュリティ レベルをデフォルトに戻します。
• [Details]：詳細な設定を行うための [Parameters] タブ、[IMSI Prefix Filtering] タブ、および
[Inspections] タブを表示します。

[Add/Edit GTP Policy Map]（詳細）
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [GTP] > [GTP Inspect Map] > [Advanced
View]
[Add/Edit GTP Policy Map] ペインでは、GTP アプリケーション インスペクション マップのセキュリ
ティ レベルと追加の設定値を設定できます。

フィールド

• [Name]：GTP マップの追加時に GTP マップの名前を入力します。GTP マップの編集時には、事前
に設定した GTP マップの名前が表示されます。
• [Description]：GTP マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [Security Level]：設定するセキュリティ レベルと IMSI プレフィックス フィルタリング設定を表
示します。

• [Permit Parameters]：このタブで GTP インスペクション マップの許可パラメータを設定します。
– Object Groups to Add

[From object group]：オブジェクト グループを指定して、または [Browse] ボタンをクリック
して、[Add Network Object Group] ダイアログボックスを開きます。
[To object group]：オブジェクト グループを指定して、または [Browse] ボタンをクリックし
て、[Add Network Object Group] ダイアログボックスを開きます。
– [Add]：指定したカントリ コードとネットワーク コードを IMSI Prefix テーブルに追加しま
す。

– [Delete]：指定したカントリ コードとネットワーク コードを IMSI Prefix テーブルから削除し
ます。

– [Permit Errors]：無効なパケットやインスペクション時にエラーが見つかったパケットを、ド
ロップしないで ASA から送信します。デフォルトでは、解析時に失敗したすべての無効パ
ケットがドロップされます。

• [General Parameters]：このタブで GTP インスペクション マップの一般パラメータを設定します。
– [Maximum Number of Requests]：許容される要求キュー サイズのデフォルト最大値を変更で
きます。要求キュー サイズのデフォルト最大値は 200 です。キューで応答待ちができる GTP
要求数の最大値を指定します。1 ～ 9999999 の範囲で指定できます。
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– [Maximum Number of Tunnels] ：許容されるトンネル数のデフォルト最大値を変更できます。
デフォルトのトンネル制限値は 500 です。許可されるトンネルの最大数を指定します。グロー
バルなトンネル全体の制限値を 1 ～ 9999999 の範囲で指定できます。
– Timeouts

[GSN timeout]：GSN を削除するまでの、非アクティブ期間のデフォルト最大値を変更できま
す。デフォルトは 30 分です。タイムアウト値を hh:mm:ss 形式で指定します。ここで hh は時
間、mm は分、ss は秒です。値 0 は、切断しないことを意味します。
[PDP-Context timeout]：GTP セッションで PDP コンテキストを受け取るまでの、非アクティ
ブ期間のデフォルト最大値を変更できます。デフォルトは 30 分です。タイムアウト値を
hh:mm:ss 形式で指定します。ここで hh は時間、mm は分、ss は秒です。値 0 は、切断しない
ことを意味します。
[Request Queue]：GTP セッション中に GTP メッセージを受け取るまでの、非アクティブ期間
のデフォルト最大値を変更できます。デフォルトは 1 分です。タイムアウト値を hh:mm:ss 形
式で指定します。ここで hh は時間、mm は分、ss は秒です。値 0 は、切断しないことを意味
します。

[Signaling]：GTP シグナリングを削除するまでの、非アクティブ期間のデフォルト最大値を変
更できます。デフォルトは 30 分です。タイムアウト値を hh:mm:ss 形式で指定します。ここで
hh は時間、mm は分、ss は秒です。値 0 は、切断しないことを意味します。
[Tunnel]：GTP トンネルの非アクティブ期間のデフォルト最大値を変更できます。デフォルト
は 1 時間です。タイムアウト値を hh:mm:ss 形式で指定します。ここで hh は時間、mm は分、
ss は秒です。値 0 は切断しないことを意味します。Request timeout：GTP 要求のアイドル タ
イムアウト値を指定します。

[T3-Response timeout]：接続を削除するまでの、応答待ち時間の最大値を指定します。
• [IMSI Prefix Filtering]：このタブで GTP インスペクション マップの IMSI プレフィックス フィル
タリングを設定します。

– [Mobile Country Code]：0 以外の 3 桁の値でモバイル カントリ コードを定義します。エント
リが 1 桁または 2 桁の場合には、その先頭に 0 が付加されて 3 桁の値が作成されます。
– [Mobile Network Code]：2 桁または 3 桁の数字でネットワーク コードを定義します。
– [Add]：指定したカントリ コードとネットワーク コードを IMSI Prefix テーブルに追加しま
す。

– [Delete]：指定したカントリ コードとネットワーク コードを IMSI Prefix テーブルから削除し
ます。

• [Inspections]：このタブで GTP インスペクション マップを設定します。
– [Match Type]：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。
– [Criterion]：GTP インスペクションの基準を示します。
– [Value]：GTP インスペクションで照合する値を示します。
– [Action]：照合条件が一致したときのアクションを示します。
– [Log]：ログの状態を示します。
– [Add]：[Add GTP Inspect] ダイアログボックスが開き、GTP インスペクションを追加できま
す。

– [Edit]：[Edit GTP Inspect] ダイアログボックスが開き、GTP インスペクションを編集できま
す。

– [Delete]：GTP インスペクションを削除します。
– [Move Up]：インスペクションをリストの上に移動します。
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– [Move Down]：インスペクションをリストの下に移動します。

Add/Edit GTP Map
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [GTP] > [GTP Inspect Map] >
[Add/Edit GTP Map]
[Add/Edit GTP Inspect] ダイアログボックスでは、GTP インスペクション マップの照合基準と値を定義
できます。

フィールド

• [Match Type]：トラフィックと値を一致させるかどうかを指定します。
たとえば、文字列「example.com」で [No Match] を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラス マップの対象外になります。

• [Criterion]：GTP トラフィックに適用する照合基準を指定します。
– [Access Point Name]：アクセス ポイント名を照合します。
– [Message ID]：メッセージ ID を照合します。
– [Message Length] ：メッセージの長さを照合します。
– [Version]：バージョンを照合します。
• [Access Point Name Criterion Values]：照合するアクセス ポイント名を指定します。デフォルトで
は、有効な APN のメッセージをすべて検査します。すべての APN が指定できます。
– [Regular Expression] ：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expressions] ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できま
す。

– [Regular Expression Class] ：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
– [Manage]：[Manage Regular Expression Class] ダイアログボックスが開き、正規表現クラス
マップを設定できます。

– [Action]：Drop。
– [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
• [Message ID Criterion Values] ：照合するメッセージの数値識別子を指定します。有効な指定範囲
は 1 ～ 255 です。デフォルトでは、すべての有効なメッセージ ID が許可されます。
– [Value]：値を完全一致で照合するか、範囲で照合するかを指定します。

[Equals]：値を入力します。
[Range]：値の範囲を入力します。
– [Action]：Drop packet または limit rate (pps)。
– [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
• [Message Length Criterion Values]：許可される UDP ペイロードの、メッセージの長さのデフォル
ト最大値を変更できます。

– [Minimum value]：UDP ペイロードの最小バイト数を指定します。範囲は、1 ～ 65,536 です。
– [Maximum value]：UDP ペイロードの最大バイト数を指定します。範囲は、1 ～ 65,536 です。
– [Action]：Drop packet。
– [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。
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• [Version Criterion Values]：照合するメッセージの GTP バージョンを指定します。有効な指定範囲
は 0 ～ 255 です。バージョン 0 を指定するには 0 を使用し、バージョン 1 を指定するには 1 を使
用します。GTP のバージョン 0 はポート 3386 を使用し、バージョン 1 はポート 2123 を使用しま
す。デフォルトでは、すべての GTP バージョンが許可されます。
– [Value]：値を完全一致で照合するか、範囲で照合するかを指定します。

[Equals]：値を入力します。
[Range]：値の範囲を入力します。
– [Action]：Drop packet。
– [Log]：イネーブルまたはディセーブルにします。

RADIUS アカウンティング インスペクション
この項では、IM インスペクション エンジンについて説明します。この項では、次のトピックについて
取り上げます。

• 「RADIUS アカウンティング インスペクションの概要」（P.13-11）
• 「Select RADIUS Accounting Map」（P.13-12）
• 「Add RADIUS Accounting Policy Map」（P.13-12）
• 「RADIUS インスペクション マップ」（P.13-12）
• 「RADIUS インスペクション マップ（ホスト）」（P.13-13）
• 「RADIUS インスペクション マップ（その他）」（P.13-13）

RADIUS アカウンティング インスペクションの概要
よく知られている問題の 1 つに GPRS ネットワークでの過剰請求攻撃があります。過剰請求攻撃では、
利用していないサービスについて料金を請求されるため、ユーザが怒りや不満を感じるおそれがありま
す。この場合、悪意のある攻撃者は、サーバへの接続をセットアップし、SGSN から IP アドレスを取
得します。攻撃者がコールを終了しても、攻撃者のサーバはパケットの送信を続けます。このパケット
は GGSN によってドロップされますが、サーバからの接続はアクティブなままです。攻撃者に割り当
てられていた IP アドレスが解放され、正規ユーザに再割り当てされるので、正規ユーザは、攻撃者が
利用するサービスの分まで請求されることになります。

RADIUS アカウンティング インスペクションは、GGSN へのトラフィックが正規のものかどうかを確
認することにより、このような攻撃を防ぎます。RADIUS アカウンティングの機能を正しく設定して
おくと、セキュリティ アプライアンスは、RADIUS アカウンティング要求の開始メッセージと終了
メッセージに含まれる Framed IP 属性との照合結果に基づいて接続を切断します。終了メッセージの
Framed IP 属性の IP アドレスが一致している場合、セキュリティ アプライアンスは、一致する IP アド
レスを持つ送信元との接続をすべて検索します。
セキュリティ アプライアンスでメッセージを検証できるように、RADIUS サーバとの事前共有秘密
キーを設定することもできます。事前共有秘密キーを設定しないと、セキュリティ アプライアンスは、
メッセージの送信元を検証する必要がなく、その IP アドレスが、RADIUS メッセージの送信を許可さ
れているアドレスの 1 つかどうかだけをチェックします。

（注）

GPRS をイネーブルにして RADIUS アカウンティング インスペクションを使用すると、ASA はアカウ
ンティング要求の終了メッセージで 3GPP-Session-Stop-Indicator をチェックして、セカンダリ PDP コ
ンテキストを正しく処理します。具体的には、ASA では、アカウンティング要求の終了メッセージが
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ユーザ セッションおよび関連するすべての接続を終了する前に、メッセージに 3GPP-SGSN-Address
属性が含まれる必要があります。一部のサードパーティの GGSN は、この属性をデフォルトでは送信
しない場合があります。

Select RADIUS Accounting Map
[Select RADIUS Accounting Map] ダイアログボックスでは、定義済み RADIUS アカウンティング
マップを選択するか、新しい RADIUS アカウンティング マップを定義できます。
フィールド
• [Add]：新しい RADIUS アカウンティング マップを追加できます。

Add RADIUS Accounting Policy Map
[Add RADIUS Accounting Policy Map] ダイアログボックスでは、RADIUS アカウンティング マップ
の基本設定を追加できます。

フィールド

• [Name]：事前に設定されている RADIUS アカウンティング マップの名前を入力します。
• [Description]：RADIUS アカウンティング マップの説明を 100 文字以内で入力します。
• [Host Parameters] タブ：
– [Host IP Address]：RADIUS メッセージの送信元となるホストの IP アドレスを指定します。
– [Key: (optional)]：キーを指定します。
– [Add]：[Host] テーブルにホスト エントリを追加します。
– [Delete]：[Host] テーブルからホスト エントリを削除します。
• [Other Parameters] タブ：
– [Attribute Number]：「Accounting Start」を受信したときに確認する属性番号を指定します。
– [Add]：[Attribute] テーブルにエントリを追加します。
– [Delete]：[Attribute] テーブルからエントリを削除します。
– [Send response to the originator of the RADIUS message]：RADIUS メッセージの送信元ホス
トにメッセージを返信します。

– [Enforce timeout]：ユーザのタイムアウトをイネーブルにします。
• [Users Timeout]：データベース内のユーザのタイムアウト（hh:mm:ss）。

RADIUS インスペクション マップ
[RADIUS] ペインでは、事前に設定された RADIUS アプリケーション インスペクション マップを表示
できます。RADIUS マップでは、RADIUS アプリケーション インスペクションで使用されるコンフィ
ギュレーションのデフォルト値を変更できます。RADIUS マップを使用すると、過剰請求攻撃を防御
できます。
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フィールド

• [Name]：インスペクション マップの名前を 40 文字以内で入力します。
• [Description]：インスペクション マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [RADIUS Inspect Maps]：定義されている RADIUS インスペクション マップを一覧表示するテー
ブルです。定義されているインスペクション マップは、[Inspect Maps] ツリーの [RADIUS] エリ
アにも表示されます。

• [Add]：新規の RADIUS インスペクション マップを、[RADIUS Inspect Maps] テーブルの定義リ
ストと [Inspect Maps] ツリーの [RADIUS] エリアに追加します。RADIUS マップを新たに設定す
るには、[Inspect Maps] ツリーで [RADIUS] エントリを選択します。
• [Delete]：[RADIUS Inspect Maps] テーブルで選択したアプリケーション インスペクション マッ
プを削除します。[Inspect Maps] ツリーの [RADIUS] エリアからも削除されます。

RADIUS インスペクション マップ（ホスト）
[RADIUS Inspect Map Host Parameters] ペインでは、インスペクション マップのホスト パラメータを
設定できます。

フィールド

• [Name]：事前に設定されている RADIUS アカウンティング マップの名前を示します。
• [Description]：RADIUS アカウンティング マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [Host Parameters]：ホストのパラメータを設定できます。
– [Host IP Address]：RADIUS メッセージの送信元となるホストの IP アドレスを指定します。
– [Key: (optional)]：キーを指定します。
• [Add]：[Host] テーブルにホスト エントリを追加します。
• [Delete]：[Host] テーブルからホスト エントリを削除します。

RADIUS インスペクション マップ（その他）
[RADIUS Inspect Map Other Parameters] ペインでは、インスペクション マップに追加するパラメータ
を設定できます。

フィールド

• [Name]：事前に設定されている RADIUS アカウンティング マップの名前を示します。
• [Description]：RADIUS アカウンティング マップの説明を 200 文字以内で入力します。
• [Other Parameters]：追加するパラメータを設定できます。
– [Send response to the originator of the RADIUS message]：RADIUS メッセージの送信元ホス
トにメッセージを返信します。

– [Enforce timeout]：ユーザのタイムアウトをイネーブルにします。

[Users Timeout]：データベース内のユーザのタイムアウト（hh:mm:ss）。
– [Enable detection of GPRS accounting]：GPRS アカウンティングの検出をイネーブルにしま
す。このオプションは、GTP/GPRS ライセンスがイネーブルの場合にだけ使用できます。
– [Validate Attribute]：属性情報です。
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RSH インスペクション

[Attribute Number]：「Accounting Start」を受信したときに確認する属性番号を指定します。
[Add]：[Attribute] テーブルにエントリを追加します。
[Delete]：[Attribute] テーブルからエントリを削除します。

RSH インスペクション
RSH インスペクションはデフォルトでイネーブルになっています。RSH プロトコルは、TCP ポート
514 で RSH クライアントから RSH サーバへの TCP 接続を使用します。クライアントとサーバは、ク
ライアントが STDERR 出力ストリームを受信する TCP ポート番号をネゴシエートします。RSH イン
スペクションは、必要に応じて、ネゴシエートされたポート番号の NAT をサポートします。

SNMP インスペクション
この項では、IM インスペクション エンジンについて説明します。この項では、次のトピックについて
取り上げます。

• 「SNMP インスペクションの概要」（P.13-14）
• 「Select SNMP Map」（P.13-14）
• 「SNMP Inspect Map」（P.13-15）

SNMP インスペクションの概要
SNMP アプリケーション インスペクションでは、SNMP トラフィックを特定のバージョンの SNMP に
制限できます。以前のバージョンの SNMP は安全性が低いため、セキュリティ ポリシーを使用して特
定の SNMP バージョンを拒否する必要が生じる場合もあります。ASA は、SNMP バージョン 1、2、
2c、または 3 を拒否できます。許可するバージョンは、SNMP マップを作成して制御します。
作成した SNMP マップは、「アプリケーション レイヤ プロトコル インスペクションの設定」（P.9-7）
に従って SNMP インスペクションをイネーブルにすると適用できます。

Select SNMP Map
[Add/Edit Service Policy Rule Wizard] > [Rule Actions] > [Protocol Inspection] タブ >
[Select SNMP Map]
[Select SNMP Map] ダイアログボックスでは、SNMP マップを選択または新しく作成できます。
SNMP マップにより、SNMP アプリケーション インスペクションで使用されるコンフィギュレーショ
ンの値を変更できます。[Select SNMP Map] テーブルには、アプリケーション インスペクションで選
択可能な事前に設定されたマップのリストが表示されます。

フィールド

• [Use the default SNMP inspection map] ：デフォルトの SNMP マップの使用を指定します。
• [Select an SNMP map for fine control over inspection]：定義済みのアプリケーション インスペク
ション マップを選択するか、新しいマップを追加できます。

• [Add]：そのインスペクションの [Add Policy Map] ダイアログボックスを開きます。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

13-14

第 13 章

管理アプリケーション プロトコルのインスペクションの設定

XDMCP インスペクション

SNMP Inspect Map
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [SNMP]
[SNMP] ペインでは、SNMP アプリケーションの事前に設定されたインスペクション マップを表示で
きます。SNMP マップでは、SNMP アプリケーション インスペクションのデフォルト設定値を変更で
きます。
フィールド

• [Map Name] ：すでに設定されているアプリケーション インスペクション マップを一覧表示しま
す。マップを選択し、[Edit] をクリックして、既存のマップの表示または変更ができます。
• [Add]：新しい SNMP インスペクション マップを設定します。
• [Edit]：[SNMP Inspect Maps] テーブルで選択した SNMP のエントリを編集します。
• [Delete]：[SNMP Inspect Maps] テーブルで選択したインスペクション マップを削除します。

Add/Edit SNMP Map
[Configuration] > [Global Objects] > [Inspect Maps] > [SNMP] > [Add/Edit SNMP Map]（このダ
イアログボックスにはさまざまなパスからアクセスできます）。

[Add/Edit SNMP Map] ダイアログボックスでは、SNMP のアプリケーション インスペクションを制御
する SNMP マップを新規作成できます。
フィールド

• [SNMP Map Name]：アプリケーション インスペクション マップの名前を定義します。
• [SNMP version 1]：SNMP バージョン 1 のアプリケーション インスペクションをイネーブルにし
ます。

• [SNMP version 2 (party based)]：SNMP バージョン 2 のアプリケーション インスペクションをイ
ネーブルにします。

• [SNMP version 2c (community based)]：SNMP バージョン 2c のアプリケーション インスペクショ
ンをイネーブルにします。

• [SNMP version 3]：SNMP バージョン 3 のアプリケーション インスペクションをイネーブルにし
ます。

XDMCP インスペクション
XDMCP インスペクションはデフォルトでイネーブルになっていますが、XDMCP インスペクション
エンジンは、established コマンドが適切に構成されていないと使用できません。
XDMCP は、UDP ポート 177 を使用して X セッションをネゴシエートするプロトコルです。X セッ
ションは確立時に TCP を使用します。
XWindows セッションを正常にネゴシエートして開始するために、ASA は、Xhosted コンピュータか
らの TCP 戻り接続を許可する必要があります。戻り接続を許可するには、ASA で established コマン
ドを使用します。XDMCP がディスプレイを送信するポートをネゴシエートすると、established コマ
ンドが参照され、この戻り接続を許可すべきかどうかが確認されます。

XWindows セッション中、マネージャは予約済みポート 6000 | n 上でディスプレイ Xserver と通信しま
す。次の端末設定を行うと、各ディスプレイは別々に Xserver と接続します。
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XDMCP インスペクション

setenv DISPLAY Xserver:n

n はディスプレイ番号です。
XDMCP が使用されている場合、ディスプレイは IP アドレスを使用してネゴシエートされます。IP ア
ドレスは、ASA が必要に応じて NAT を行うことができます。XDCMP インスペクションでは、PAT は
サポートされません。
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Cisco Unified Communications プロキシ
機能に関する情報

この章では、Cisco Unified Communications プロキシ機能向けに適応型セキュリティ アプライアンス
を設定する方法について説明します。
この章の内容は、次のとおりです。

• 「Cisco Unified Communications での適応型セキュリティ アプライアンスに関する情報」（P.14-1）
• 「Cisco Unified Communications での TLS プロキシ アプリケーション」（P.14-3）
• 「Cisco Unified Communications プロキシ機能のライセンス」（P.14-4）

Cisco Unified Communications での適応型セキュリティ
アプライアンスに関する情報
この項では、Cisco ASA 5500 シリーズ アプライアンスでの Cisco UC プロキシ機能について説明しま
す。プロキシの目的は、クライアントとサーバ間の接続を終端し、再発信することです。プロキシは、
トラフィック インスペクション、プロトコルとの適合性、ポリシー制御など幅広いセキュリティ機能
を提供し、内部ネットワークのセキュリティを保証します。プロキシの機能として広く普及しているの
が、暗号化された接続を終端して、接続の機密性を維持しながらセキュリティ ポリシーを適用する機
能です。Cisco ASA 5500 シリーズ アプライアンスは、統合された通信構成にプロキシの機能を提供す
る戦略的なプラットフォームです。

Cisco UC Proxy には、次のソリューションが含まれます。
電話プロキシ：シスコ暗号化エンドポイントのセキュアなリモート アクセスと Cisco SoftPhone の
VLAN トラバーサル
電話プロキシ機能は、セキュアなリモート アクセスのために Cisco Secure Real-time Transport
Protocol（SRTP）および Transport Layer Security（TLS）暗号化エンドポイントの終端をイネーブル
にします。電話プロキシを使用すると、大規模な VPN リモート アクセス ハードウェア構成を使用す
ることなく、セキュアな電話を大規模に展開できます。エンドユーザのインフラストラクチャは、
VPN トンネルまたはハードウェアを使用しない、単なる IP エンドポイントに制限されます。

Cisco 適応型セキュリティ アプライアンスの電話プロキシは、Cisco Unified Phone Proxy の代わりに
なる製品です。また、電話プロキシを、ソフトフォン アプリケーションの音声およびデータ VLAN ト
ラバーサルに対して展開できます。Cisco IP Communicator（CIPC）トラフィック（メディアとシグナ
リングの両方）は、ASA を通じてプロキシで処理できるため、コールは音声 VLAN とデータ VLAN
間を安全に通過できます。
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TLS プロキシと電話プロキシの違いについては、次の URL で Unified Communications に関するコン
テンツ（ホワイト ペーパーの『TLS Proxy vs Phone Proxy』など）を参照してください。ホワイト
ペーパーもあります。

http://www.cisco.com/go/secureuc

TLS プロキシ：Cisco Unified Communications 暗号化シグナリングの復号化と検査
エンドツーエンド暗号化では、ネットワーク セキュリティ アプライアンスがメディアやシグナリング
トラフィックに対して「受信停止」になることがよくあります。これにより、アクセス コントロール
や脅威回避セキュリティの機能が低下する場合があります。このように可視性が失われると、ファイア
ウォール機能と暗号化された音声間の相互運用性が失われ、企業では両方の主要なセキュリティ要件に
対応できない状態が続く可能性があります。

ASA は、シスコ暗号化エンドポイントから Cisco Unified Communications Manager（Cisco UCM）ま
での暗号化されたシグナリングを代行受信して復号化し、必要な脅威回避とアクセス コントロールを
適用します。また、Cisco UCM サーバへのトラフィックを再暗号化して機密性を保証することもでき
ます。
通常、ASA の TLS プロキシ機能は、構内の統合された通信ネットワークに展開されます。このソ
リューションは、エンドツーエンド暗号化とファイアウォールを利用して Unified Communications
Manager サーバを保護する構成に最も適しています。

モビリティ プロキシ：Cisco Unified Mobility Advantage サーバと Cisco Unified Mobile
Communicator クライアント間のセキュアな接続

Cisco Unified Mobility ソリューションには、企業向け通信アプリケーションとサービスを携帯電話に
拡張する、モバイル ハンドセット用の使いやすいソフトウェア アプリケーションである Cisco Unified
Mobile Communicator（Cisco UMC）と Cisco Unified Mobility Advantage（Cisco UMA）サーバが含
まれています。Cisco Unified Mobility ソリューションは通信のエクスペリエンスを効率化し、単一番
号リーチおよびモバイル エンドポイントの Unified Communications インフラストラクチャへの統合を
実現します。
セキュリティ アプライアンスはプロキシとして機能し、Cisco UMC と Cisco UMA 間の TLS シグナリ
ングを終端し、再発信します。プロキシ セキュリティ機能の一部として、Cisco UMC と Cisco UMA
間のプロトコルである Cisco UMA Mobile Multiplexing Protocol（MMP; モバイル多重化プロトコル）
に対するインスペクションがイネーブルになります。

プレゼンス フェデレーション プロキシ：Cisco Unified Presence サーバとシスコまたは
Microsoft 社のプレゼンス サーバ間のセキュアな接続
Cisco Unified Presence ソリューションは、ユーザの可用性とステータスに関する情報（ユーザが特定
の時間に IP 電話などの通信デバイスを使用しているかどうかなど）を収集します。また、Web コラボ
レーションやビデオ会議がイネーブルになっているかどうかなど、通信機能に関する情報も収集しま
す。Cisco Unified Presence でキャプチャされたユーザ情報を使用すると、Cisco Unified Personal
Communicator や Cisco UCM などのアプリケーションで、ユーザは最も効率のよい協調的な通信方法
を確認して同僚との接続を効率化できるので、生産性が向上します。

ASA をセキュア プレゼンス フェデレーション プロキシとして使用すると、企業は Cisco Unified
Presence（Cisco UP）サーバをシスコまたは Microsoft 社の他のプレゼンス サーバに安全に接続し、
企業間通信をイネーブルにできます。セキュリティ アプライアンスは、サーバ間の TLS 接続を終端
し、サーバ間の SIP 通信に対するポリシーを検査および適用できます。
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Cisco Intercompany Media Engine Proxy：異なる企業内の Cisco UCM サーバ間での IP 電話ト
ラフィック用のセキュアな接続
統合された通信が多くの企業内で展開されるにつれ、企業間コールの両側で統合された通信が使用さ
れ、その間に Public Switched Network（PSTN）が存在するケースが一般的になりつつあります。す
べての外部コールが回線を介して電話のプロバイダーに到達し、そこからすべての外部の宛先に配信さ
れます。

Cisco Intercompany Media Engine は、ビジネス間にダイナミックで、暗号化された VoIP 接続を徐々
に作成します。それにより、連携する企業の集合は、それらの間にセキュアな VoIP 相互接続を持つ 1
つの巨大なビジネスと見なすことが最終的にできるようになります。
企業内での Cisco Intercompany Media Engine 配置には、Cisco Intercompany Media Engine サーバ、
コール エージェント（Cisco Unified Communications Manager）、および Cisco Intercompany Media
Engine Proxy を稼働している ASA からなる 3 つのコンポーネントがあります。

ASA は、企業間のシグナリング接続を暗号化し、不正なコールを防ぐことにより、境界セキュリティ
を提供します。Cisco Intercompany Media Engine Proxy を稼働している ASA は、インターネット
ファイアウォールとして配置することも、Cisco Intercompany Media Engine Proxy として DMZ（通常
のインターネット トラフィックのパス外）に配置することもできます。

Cisco Unified Communications での TLS プロキシ アプ
リケーション
表 14-1 に、ASA で TLS プロキシを使用する Cisco Unified Communications アプリケーションを示し
ます。
表 14-1

アプリケー
ション

TLS プロキシ アプリケーションおよびセキュリティ アプライアンス

TLS クライア
TLS サーバ
Cisco UCM

ント

電話プロキシ
および TLS プ
ロキシ

IP 電話

モビリティ プ
ロキシ

Cisco UMC

プレゼンス
フェデレー
ション プロキ
シ

Cisco UP また
は MS
LCS/OCS

Cisco UMA

クライアント
認証

Yes

No

セキュリティ
アプライアン
ス サーバの役
割

セキュリティ
アプライアン
ス クライアン
トの役割

自己署名した
または内部 CA
によるプロキ
シ証明書

ASA CA に

Cisco UMA 秘

任意のスタ
ティックな設
定済み証明書

密キーまたは
証明書偽装の
使用

Cisco UP また
は MS
LCS/OCS

Yes

自己署名した
または内部 CA
によるプロキ
シ証明書

よって署名さ
れたローカル
ダイナミック
証明書（電話
プロキシ アプ
リケーション
には証明書は
不要な場合が
ある）

Cisco UP 秘密
キーまたは証
明書偽装の使
用
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ASA は、さまざまな音声アプリケーションに対して TLS プロキシをサポートします。電話プロキシの
場合、ASA で実行中の TLS プロキシには、次の主要な機能があります。
• ASA は、Cisco UCM クラスタがノンセキュア モードであっても、インターネットを介して電話プ
ロキシに接続しているリモートの IP 電話を、強制的にセキュア モードにする。
• TLS プロキシは ASA に実装されて、IP 電話からの TLS シグナリングを代行受信する。
• TLS プロキシはパケットを復号化し、NAT リライトおよびプロトコルへの適合性を行うインスペ
クション エンジンにパケットを送信する。また、オプションでパケットを暗号化し、それらのパ
ケットを Cisco UCM に送信するか、IP 電話が Cisco UCM でノンセキュア モードになるよう設定
されている場合はクリア テキストでパケットを送信することもできます。

• ASA は、必要に応じてメディア ターミネータとして機能し、SRTP および Real-time Transport
Protocol（RTP）メディア ストリーム間で変換を行う。
• TLS プロキシは、TLS クライアント、プロキシ（ASA）、および TLS サーバ間で信頼できる関係
を確立することで動作する透過的なプロキシである。

Cisco Unified Mobility ソリューションでは、TLS クライアントは Cisco UMA クライアントになり、
TLS サーバは Cisco UMA サーバになります。ASA は、Cisco UMA クライアントと Cisco UMA サー
バの間にあります。（TLS プロキシとして実装された）Cisco Unified Mobility のモビリティ プロキシ
では、クライアントとのハンドシェイク中にサーバ プロキシに対してインポートされた PKCS-12 証明
書を使用できます。ハンドシェイク中、Cisco UMA クライアントは証明書（クライアント証明書では
ない）を提示する必要はありません。

Cisco Unified Presence ソリューションでは、ASA は、Cisco UP サーバと外部サーバ間の TLS プロキ
シとして機能します。これにより、ASA は、TLS 接続を開始したサーバの代わりに TLS メッセージを
プロキシ処理し、プロキシ処理した TLS メッセージをクライアントにルーティングします。ASA は、
サーバとクライアントの証明書トラストポイントを保存し、これらの証明書を TLS セッションの確立
時に提示します。

Cisco Unified Communications プロキシ機能のライセン
ス
ASA でサポートされる Cisco Unified Communications プロキシ機能には、次の Unified
Communications Proxy ライセンスが必要です。
• 電話プロキシ
• 暗号化音声インスペクションの TLS プロキシ
• プレゼンス フェデレーション プロキシ
• Intercompany Media Engine Proxy

（注）

バージョン 8.2(2) 以降では、Mobility Advantage Proxy に Unified Communications Proxy ライセンス
は必要ありません。
次の表に、電話プロキシ、暗号化音声インスペクションの TLS プロキシ、およびプレゼンス フェデ
レーション プロキシの Unified Communications Proxy ライセンスの詳細をプラットフォーム別に示し
ます。

（注）

この機能は、ペイロード暗号化機能のないモデルでは使用できません。
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モデル

ライセンス要件1

ASA 5505

基本ライセンスと Security Plus ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24 セッション。

ASA 5510

基本ライセンスと Security Plus ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、または 100 セッション。

ASA 5520

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、または 1000 セッション。

ASA 5540

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、または 2000 セッション。

ASA 5550

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、または 3000 セッション。

ASA 5580

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、3000、5000、または
10,000 セッション。2

ASA 5512-X

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、または 500 セッション。

ASA 5515-X

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、または 500 セッション。

ASA 5525-X

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、または 1000 セッション。

ASA 5545-X

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、または 2000 セッション。

ASA 5555-X

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、または 3000 セッション。

ASA 5585-X
（SSP-10）

ASA 5585-X
（SSP-20、-40、また
は -60）

ASASM

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、または 3000 セッション。
基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、3000、5000、または
10,000 セッション。2
基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、3000、5000、または
10,000 セッション。2
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1. 次のアプリケーションでは、接続時に TLS プロキシ セッションを使用します。これらのアプリケーションで使用される各 TLS プロキシ
セッション（およびこれらのアプリケーションのみ）は UC ライセンスの制限に対してカウントされます。
- 電話プロキシ
- プレゼンス フェデレーション プロキシ
- 暗号化音声インスペクション
TLS プロキシ セッションを使用するその他のアプリケーション（ライセンスが不要な Mobility Advantage Proxy、個別の IME ライセンス
が必要な IME など）では、UC 制限に対してカウントしません。
UC アプリケーションによっては、1 つの接続に複数のセッションを使用する場合があります。たとえば、プライマリとバックアップの
Cisco Unified Communications Manager を電話に設定した場合は、TLS プロキシ接続が 2 つあるため、UC Proxy セッションも 2 つ使用さ
れます。

[Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] > [TLS Proxy] ペインを使用して個別に TLS プロキシの制限を設定します。デフォ
ルトの TLS プロキシ制限よりも高い UC ライセンスを適用する場合、ASA では、その UC 制限に一致するように TLS プロキシの制限が自
動的に設定されます。UC ライセンスの制限よりも TLS プロキシ制限が優先されます。TLS プロキシ制限を UC ライセンスよりも少なく設
定すると、UC ライセンスですべてのセッションを使用できません。
注：「K8」で終わるライセンス製品番号（たとえばユーザ数が 250 未満のライセンス）では、TLS プロキシ セッション数は 1000 までに制
限されます。「K9」で終わるライセンス製品番号（たとえばユーザ数が 250 以上のライセンス）では、TLS プロキシの制限はコンフィギュ
レーションに依存し、モデルの制限が最大数になります。K8 と K9 は、エクスポートについてそのライセンスが制限されるかどうかを示し
ます。K8 は制限されず、K9 は制限されます。
注：設定をクリアすると、TLS プロキシ制限がモデルのデフォルトに設定されます。このデフォルトが UC ライセンスの制限よりも低い場
合、制限を再度引き上げるようにエラー メッセージが表示されます（ASDM の [TLS Proxy] ペインを使用します）。フェールオーバーを使
用して、プライマリ ユニットで [File] > [Save Running Configuration to Standby Unit] を使用して設定の同期を強制する場合、clear
configure all コマンドがセカンダリ ユニットに自動的に生成されるので、セカンダリ ユニットに警告メッセージが表示されることがありま
す。コンフィギュレーションの同期によりプライマリ装置の TLS プロキシ制限の設定が復元されるため、この警告は無視できます。
接続には、SRTP 暗号化セッションを使用する場合もあります。
- K8 ライセンスでは、SRTP セッション数は 250 までに制限されます。
- K9 ライセンスに制限はありません。
（注）メディアの暗号化 / 復号化を必要とするコールだけが、SRTP 制限に対してカウントされます。コールに対してパススルーが設定され
ている場合は、両方のレッグが SRTP であっても、SRTP 制限に対してカウントされません。

2. 10,000 セッション UC ライセンスの場合、組み合わせたセッション数は合計 10,000 までですが、電話プロキシ セッションの最大数は 5000
です。

表 14-2 に、TLS セッションのデフォルト数と最大数の詳細をプラットフォーム別に示します。
表 14-2

セキュリティ アプライアンス上での TLS セッションのデフォルト数と最大数

セキュリティ アプライアンス プ
ラットフォーム
TLS セッションのデフォルト数

ASA 5505

10

TLS セッションの最大数
80

ASA 5510

100

200

ASA 5520

300

1200

ASA 5540

1000

4500

ASA 5550

2000

4500

ASA 5580

4000

13,000

次の表に、Intercompany Media Engine Proxy の Unified Communications Proxy ライセンスの詳細を
プラットフォーム別に示します。
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（注）

この機能は、ペイロード暗号化機能のないモデルでは使用できません。

モデル

ライセンス要件

すべてのモデル

Intercompany Media Engine ライセンス
Intercompany Media Engine（IME）ライセンスをイネーブルにすると、TLS プロキシ セッションを
設定された TLS プロキシの制限まで使用できます。また、Unified Communications（UC; ユニファ
イド コミュニケーション）ライセンスがインストールされており、その制限数がデフォルトの TLS
プロキシの制限数より多い場合、お使いのモデルに応じて、ASA が UC ライセンスの制限数にまで
セッション数を加えた制限を設定します。[Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] >
[TLS Proxy] ペインを使用して手動で TLS プロキシの制限を設定できます。UC ライセンスもインス
トールすると、UC で使用できる TLS プロキシ セッションは IME セッションでも使用可能になりま
す。たとえば、設定された制限が 1000 TLS プロキシ セッションの場合、750 セッションの UC ライ
センスを購入すると、最初の 250 IME セッションまでは、UC に使用可能なセッション数に影響を
与えません。IME に 250 を超えるセッションが必要になると、プラットフォームの制限の残りの
750 セッションが UC と IME によって先着順に使用されます。
• 「K8」で終わるライセンス製品番号の場合、TLS プロキシ セッションは 1000 までに制限されま
す。

• 「K9」で終わるライセンス製品番号の場合、TLS プロキシ制限は、使用する設定とプラット
フォーム モデルに依存します。
（注）

K8 と K9 は、エクスポートについてそのライセンスが制限されるかどうかを示します。K8
は制限されず、K9 は制限されます。

接続には、SRTP 暗号化セッションを使用する場合もあります。

• K8 ライセンスの場合、SRTP セッションは 250 までに制限されます。
• K9 ライセンスの場合、制限はありません。
（注）

メディアの暗号化 / 復号化を必要とするコールだけが、SRTP 制限に対してカウントされま
す。コールに対してパススルーが設定されている場合は、両方のレッグが SRTP であっても、
SRTP 制限に対してカウントされません。

ライセンスの詳細については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの Chapter 3,

“Managing Feature Licenses for Cisco ASA Version 9.1,” を参照してください。
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15

Cisco Unified Communication Wizard の
使用

この章では、Cisco Unified Communications プロキシ機能向けに適応型セキュリティ アプライアンス
を設定する方法について説明します。
この章は、次の項で構成されています。

• 「Cisco Unified Communication Wizard に関する情報」（P.15-1）
• 「Unified Communication Wizard のライセンス要件」（P.15-3）
• 「注意事項と制約事項」（P.15-4）
• 「Unified Communication Wizard を使用した電話プロキシの設定」（P.15-5）
• 「Unified Communication Wizard を使用した Mobility Advantage の設定」（P.15-12）
• 「Unified Communication Wizard を使用したプレゼンス フェデレーション プロキシの設定」
（P.15-14）
• 「Unified Communication Wizard を使用した UC-IME の設定」（P.15-17）
• 「Unified Communication Wizard での証明書に関する作業」（P.15-24）

Cisco Unified Communication Wizard に関する情報
（注）

Unified Communication Wizard は、ASA バージョン 8.3(1) 以降でサポートされています。
Unified Communication Wizard は、ASA 上で次のような Unified Communications プロキシを設定す
る場合に役立ちます。

• Cisco 電話プロキシ
（P.15-5）を参照してください。
「Unified Communication Wizard を使用した電話プロキシの設定」

• Cisco Mobility Advantage Proxy
「Unified Communication Wizard を使用した Mobility Advantage の設定」
（P.15-12）を参照してく
ださい。

• Cisco Presence Federation Proxy
「Unified Communication Wizard を使用したプレゼンス フェデレーション プロキシの設定」
（P.15-14）を参照してください。
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• Cisco Intercompany Media Engine Proxy
「Unified Communication Wizard を使用した UC-IME の設定」（P.15-17）を参照してください。
このウィザードにより、Unified Communications プロキシの設定は次のように簡略化されます。

• ウィザードの手順の中で必要なデータをすべて入力します。Unified Communications プロキシを
設定するために ASDM の画面をあちこち移動する必要はありません。
• Unified Communications プロキシのコンフィギュレーション設定は、このウィザードによって可
能な限り自動生成されるようになり、設定者がデータを入力する必要がなくなります。ウィザード
によって設定される内容には、必要なアクセス リスト、IP アドレス変換（NAT および PAT）文、
自己署名証明書、TLS プロキシ、アプリケーション インスペクションなどがあります。

• ウィザードにはデータの収集を示すネットワーク図が表示されます。

Unified Communication Wizard にアクセスするには、メイン ASDM アプリケーション ウィンドウで、
次のいずれかのパスを選択します。

• [Wizards] > [Unified Communication Wizard] を選択します。
• [Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] を選択して、[Unified Communication
Wizard] をクリックします。
電話プロキシ：シスコ暗号化エンドポイントのセキュアなリモート アクセスと Cisco SoftPhone の

VLAN トラバーサル
電話プロキシ機能は、セキュアなリモート アクセスのために Cisco Secure Real-time Transport
Protocol（SRTP）および Transport Layer Security（TLS）暗号化エンドポイントの終端をイネーブル
にします。電話プロキシを使用すると、大規模な VPN リモート アクセス ハードウェア構成を使用す
ることなく、セキュアな電話を大規模に展開できます。エンドユーザのインフラストラクチャは、
VPN トンネルまたはハードウェアを使用しない、単なる IP エンドポイントに制限されます。

Cisco 適応型セキュリティ アプライアンスの電話プロキシは、Cisco Unified Phone Proxy の代わりに
なる製品です。また、電話プロキシを、ソフトフォン アプリケーションの音声およびデータ VLAN ト
ラバーサルに対して展開できます。Cisco IP Communicator（CIPC）トラフィック（メディアとシグナ
リングの両方）は、ASA を通じてプロキシで処理できるため、コールは音声 VLAN とデータ VLAN
間を安全に通過できます。

TLS プロキシと電話プロキシの違いについては、次の URL で Unified Communications に関するコン
テンツ（ホワイト ペーパーの『TLS Proxy vs Phone Proxy』など）を参照してください。ホワイト
ペーパーもあります。

http://www.cisco.com/go/secureuc

Mobility Advantage Proxy：Cisco Mobility Advantage サーバと Cisco Unified Mobile
Communicator クライアント間のセキュアな接続
Cisco Mobility Advantage ソリューションには、企業向け通信アプリケーションとサービスを携帯電話
に拡張する、モバイル ハンドセット用の使いやすいソフトウェア アプリケーションである Cisco
Unified Mobile Communicator（Cisco UMC）と Cisco Unified Mobility Advantage（Cisco UMA）
サーバが含まれています。Cisco Mobility Advantage ソリューションは通信のエクスペリエンスを効率
化し、シングル ナンバー リーチおよびモバイル エンドポイントの Unified Communications インフラ
ストラクチャへの統合を実現します。
セキュリティ アプライアンスはプロキシとして機能し、Cisco UMC と Cisco UMA 間の TLS シグナリ
ングを終端し、再発信します。プロキシ セキュリティ機能の一部として、Cisco UMC と Cisco UMA
間のプロトコルである Cisco UMA Mobile Multiplexing Protocol（MMP）に対するインスペクション
がイネーブルになります。
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プレゼンス フェデレーション プロキシ：Cisco Unified Presence サーバとシスコまたは
Microsoft 社のプレゼンス サーバ間のセキュアな接続

Cisco Unified Presence ソリューションは、ユーザの可用性とステータスに関する情報（ユーザが特定
の時間に IP 電話などの通信デバイスを使用しているかどうかなど）を収集します。また、Web コラボ
レーションやビデオ会議がイネーブルになっているかどうかなど、通信機能に関する情報も収集しま
す。Cisco Unified Presence でキャプチャされたユーザ情報を使用すると、Cisco Unified Personal
Communicator や Cisco UCM などのアプリケーションで、ユーザは最も効率のよい協調的な通信方法
を確認して同僚との接続を効率化できるので、生産性が向上します。

ASA をセキュア プレゼンス フェデレーション プロキシとして使用すると、企業は Cisco Unified
Presence（Cisco UP）サーバをシスコまたは Microsoft 社の他のプレゼンス サーバに安全に接続し、
企業間通信をイネーブルにできます。セキュリティ アプライアンスは、サーバ間の TLS 接続を終端
し、サーバ間の SIP 通信に対するポリシーを検査および適用できます。

Cisco Intercompany Media Engine Proxy：異なる企業内の Cisco UCM サーバ間での IP フォン
トラフィック用のセキュアな接続
統合された通信が多くの企業内で展開されるにつれ、企業間コールの両側で統合された通信が使用さ
れ、その間に Public Switched Network（PSTN）が存在するケースが一般的になりつつあります。す
べての外部コールが回線を介して電話のプロバイダーに到達し、そこからすべての外部の宛先に配信さ
れます。

Cisco Intercompany Media Engine（UC-IME）は、ビジネス間にダイナミックで、暗号化された VoIP
接続を徐々に作成します。それにより、連携する企業の集合は、それらの間にセキュアな VoIP 相互接
続を持つ 1 つの巨大なビジネスと見なすことが最終的にできるようになります。
企業内での Cisco Intercompany Media Engine 配置には、Cisco Intercompany Media Engine サーバ、
コール エージェント（Cisco Unified Communications Manager）、および Cisco Intercompany Media
Engine Proxy を稼働している ASA からなる 3 つのコンポーネントがあります。

ASA は、企業間のシグナリング接続を暗号化し、不正なコールを防ぐことにより、境界セキュリティ
を提供します。Cisco Intercompany Media Engine Proxy を稼働している ASA は、インターネット
ファイアウォールとして配置することも、Cisco Intercompany Media Engine Proxy として DMZ（通常
のインターネット トラフィックのパス外）に配置することもできます。

Unified Communication Wizard のライセンス要件
ASDM で Unified Communication Wizard を実行するには、次のライセンスが必要です。
モデル

ライセンス要件

すべてのモデル

基本ライセンス
ただし、ウィザードで作成された Unified Communications プロキシ機能のそれぞれを実行するには、
適切な Unified Communications Proxy のライセンスが必要です。

ASA でサポートされる Cisco Unified Communications プロキシ機能には、次の Unified
Communications Proxy ライセンスが必要です。
• Cisco 電話プロキシ
• 暗号化音声インスペクションの TLS プロキシ
• プレゼンス フェデレーション プロキシ
• Cisco Intercompany Media Engine Proxy
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注意事項と制約事項

詳細については、
「Cisco Unified Communications プロキシ機能のライセンス」
（P.14-4）を参照してく
ださい。

（注）

Cisco Intercompany Media Engine Proxy は、このプロキシに必要なライセンスが ASA にインストール
されていなければ、Unified Communication Wizard にオプションとして表示されません。

注意事項と制約事項
この項では、この機能のガイドラインと制限事項について説明します。

コンテキスト モードのガイドライン
シングル コンテキスト モードとマルチ コンテキスト モードでサポートされています。

ファイアウォール モードのガイドライン
ルーテッド ファイアウォール モードとトランスペアレント ファイアウォール モードでサポートされて
います。

IPv6 のガイドライン
IPv6 アドレスをサポートしています。
その他のガイドラインと制限事項
Unified Communication Wizard を使用した Unified Communications プロキシの作成には、次の制限お
よび要件があります。

• ASA 上に少なくとも 2 つのインターフェイスを設定し、UC Wizard を使用して Unified
Communications プロキシを設定する必要があります。
• すべての Unified Communications プロキシを正しく機能させるには、ASA および各プロキシに関
連付けられたすべてのサーバ（Cisco Unified Communication Manager サーバ、Cisco Mobility
Advantage サーバ、Cisco Unified Presence サーバ、Cisco Intercompany Media Engine サーバな
ど）上の時計を同期する必要があります。

• Cisco Intercompany Media Engine Proxy をパス外配置に設定する場合は、Cisco Unified
Communications Manager サーバのパブリック IP アドレスとポートおよびメディア ターミネー
ション アドレス用のパブリック IP アドレスが、インターネットからアクセス可能になっている必
要があります。Unified Communication Wizard のサマリー ページに要件が記載されています。
• Cisco Mobility Advantage Proxy および Cisco Presence Federation Proxy を設定する ASA が別の
ファイアウォールの背後に配置されている場合は、Cisco Mobility Advantage サーバおよび Cisco
Unified Presence サーバのパブリック IP アドレスが、インターネットからアクセス可能になって
いる必要があります。

• Unified Communication Wizard を使用してプレゼンス フェデレーション プロキシおよび Cisco
Intercompany Media Engine Proxy を作成する場合は、各プロキシにウィザードが自動的に作成し
たアクセス リストの設定を調整する必要がある場合があります。各プロキシに必要なアクセス リ
スト要件の詳細については、第 19 章「Cisco Unified Presence の設定」および第 20 章「Cisco
Intercompany Media Engine Proxy の設定」をそれぞれ参照してください。
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Unified Communication Wizard を使用した電話プロキシ
の設定
ASDM を使用して Cisco Unified Presence プロキシを設定するには、メニューから [Wizards] >
[Unified Communication Wizard] を選択します。Unified Communications Wizard が開きます。最初の
ページから、[Remote Access] セクションの下にある [Phone Proxy] オプションを選択します。
このウィザードにより、必要な TLS プロキシが自動的に作成されます。その後、ウィザードの指示に
従って Phone Proxy インスタンスを作成し、必要な証明書のインポートとインストールを行います。最
後に、Phone Proxy トラフィックの SIP および SCCP インスペクションが自動的にイネーブルになりま
す。

（注）

正しく同期を取るには、ウィザードで作成された設定はウィザードで管理する必要があります。たとえ
ば、UC ウィザードを使用して電話プロキシ設定を作成し、この設定をウィザード以外で変更した場
合、残りのウィザード設定は更新されず、ウィザード設定は同期化されません。
したがって、ウィザード以外で電話プロキシ設定の一部を変更する場合は、変更者の責任において残り
の設定の同期を取ってください。
このウィザードでは、次の 4 つの手順を実行して電話プロキシを設定します。

ステップ 1

電話プロキシ オプションを選択します。

ステップ 2

Cisco Unified Communications Manager（UCM）サーバと TFTP サーバを定義する設定（各サーバの
IP アドレスとアドレス変換設定など）および Cisco UCM クラスタのセキュリティ モードを指定しま
す。
「電話プロキシのプライベート ネットワークの設定」（P.15-5）および「電話プロキシのサーバの設
定」（P.15-6）を参照してください。

ステップ 3

必要に応じて、Certificate Authority Proxy Function（CAPF ）をイネーブルにします。「IP 電話に対す
る Certificate Authority Proxy Function（CAPF）のイネーブル化」（P.15-9）を参照してください。

ステップ 4

リモート IP 電話のアドレス変換設定、IP 電話のサービス設定をイネーブルにするかどうか、IP 電話が
「パブリック IP
使用する HTTP プロキシなど、パブリック IP フォン ネットワークの設定を行います。
電話ネットワークの設定」（P.15-10）

ステップ 5

Cisco UCM のメディア ターミネーション アドレス設定を指定します。「Unified Communication プロ
キシのメディア ターミネーション アドレスの設定」（P.15-11）。

このウィザードは、電話プロキシに対して作成される設定の概要を表示して完了します。

電話プロキシのプライベート ネットワークの設定
このページで指定する値によって、必要なアドレス変換設定とアクセス コントロール リスト エントリ
が作成され、ASA から Cisco UCM および TFTP サーバへの接続が設定されます。
また、Cisco UCM クラスタのセキュリティ モードも指定します。ノンセキュア クラスタ モードや、
電話がノンセキュア モードに設定された混合モードの場合、電話プロキシは次のように動作します。

• 電話からの TLS 接続は ASA で終端され、Cisco UCM への TCP 接続が開始されます。
• 外部の IP フォンから内部ネットワークの IP フォンに ASA 経由で送信される SRTP は、Real-time
Transport Protocol（RTP）に変換されます。
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内部の IP 電話が認証モードに設定された混合モード クラスタの場合、TLS 接続は Cisco UCM への
TCP に変換されませんが、SRTP は RTP に変換されます。
内部の IP フォンが暗号化モードに設定された混合モード クラスタの場合、TLS 接続は TLS のまま
Cisco UCM に接続され、リモート電話からの SRTP は SRTP のまま内部の IP フォンに伝送されます。
ステップ 1

[Interface] ドロップダウン リストから、ASA が Cisco UCM サーバおよび TFTP サーバからの接続を
リッスンするインターフェイスを選択します。Cisco UCM サーバと TFTP サーバが同じインターフェ
イス上に存在する必要があります。

ステップ 2

IP 電話が信頼する必要があるネットワーク内の各エンティティ（すべての Cisco UCM および TFTP
サーバ）を指定します。[Add] をクリックして、サーバを追加します。「電話プロキシのサーバの設定」
（P.15-6）を参照してください。
すでにコンフィギュレーションに追加されているサーバの設定を変更するには、テーブルでサーバを選
択して [Edit] をクリックします。[Edit Server] ダイアログが表示されます。「電話プロキシのサーバの
設定」
（P.15-6）を参照してください。 電話プロキシには少なくとも 1 つの Cisco UCM および少なくと
も 1 つの TFTP サーバを設定する必要があります。

ステップ 3

[Unified CM Cluster Mode] フィールドで、次のいずれかのオプションをクリックして、Cisco UCM ク
ラスタのセキュリティ モードを指定します。

• [Non-secure]：電話プロキシ機能の設定時に非セキュア モードになるクラスタを指定します。
• [Mixed]：電話プロキシ機能の設定時に混合モードになるクラスタを指定します。

[Mixed] セキュリティ モードを選択した場合は、[Generate and Export LDC Certificate] ボタンが
使用できるようになります。
ステップ 4

[Mixed] セキュリティ モードの場合のみ、次の手順を実行して、IP 電話のローカル ダイナミック証明
書（LDC）を設定します。
a. [Generate and Export LDC Certificate] ボタンをクリックします。
「Enrollment succeeded」というダイアログボックスが表示され、LDC が生成されたことが示され
ます。

b. [OK] をクリックして、[Enrollment Status] ダイアログボックスを閉じます。[Export Certificate]
ダイアログボックスが表示されます。

c. [Export to File] フィールドで、LDC のファイル名およびパスを入力するか、または [Browse] をク
リックして既存のファイルを見つけて選択します。

d. [Export Certificate] ボタンをクリックします。ファイルが正常にエクスポートされたことを示すダ
イアログボックスが表示されます。

e. [OK] をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。Cisco UCM に LDC をインストールする
よう通知するダイアログボックスが表示されます。

f. [OK] をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。
設定が完了すると、ASA はこの動的に作成された一意な証明書を IP 電話に代わって Cisco UCM
に提示します。
ステップ 5

[Next] をクリックします。

電話プロキシのサーバの設定
このページで指定する値によって、各サーバのアドレス変換設定、アクセス リスト エントリ、トラス
トポイント、および対応する CTL ファイル エントリが生成されます。
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IP 電話が信頼する必要があるネットワーク内のエンティティごとに、サーバを追加する必要がありま
す。これらのサーバには、クラスタ内のすべての Cisco UCM サーバおよびすべての TFTP サーバがあ
ります。
電話プロキシには少なくとも 1 つの TFTP サーバおよび少なくとも 1 つの Cisco UCM サーバを追加す
る必要があります。電話プロキシに対して最大 5 つの TFTP サーバを設定できます。TFTP サーバは、
信頼ネットワーク上のファイアウォールの背後に存在すると想定されます。そのため、電話プロキシは
IP 電話と TFTP サーバの間の要求を代行受信します。

（注）

ウィザードの手順 2 で [Server] リストから、TFTP サーバを削除すると、ASDM はコンフィグレー
ションから TFTP サーバの IP アドレスだけを削除し、TFTP サーバに接続されたすべてのアクセス リ
スト、NAT ステートメント、オブジェクト グループなどはコンフィグレーションから削除されませ
ん。これらの接続されたコンフィグレーション ステートメントを削除するには、ASDM 内の適切な領
域を使用して手動で削除するか、または Unified Communications ウィザードを変更せずに再実行し、
コンフィギュレーションを適用して、これらのステートメントを削除します。

IP 電話が信頼する必要があるサーバは、次のいずれかの方法でネットワークに配置できます。
• Cisco UCM サーバが必要とするすべてのサービス（つまり、Cisco UCM、TFTP、および CAPF
サービス）は、1 つのサーバ上で実行されます。この配置では、各サービスのインスタンスが 1 つ
だけ存在します。この配置の場合は、サーバ タイプとして [Unified CM+ TFTP] を選択できます。
アドレス変換には [Address only] または [Address and ports] を使用できます。セキュリティを強化
するために、[Address and ports] を指定することを推奨します。
• 大規模な企業への配置では、冗長化された Cisco UCM や、TFTP と CAPF サービスの専用サーバ
を使用する場合があります。このような配置では、音声のアドレス変換には [Address only] を使用
し、TFTP には [Address only] または [Address and ports] を使用します。
表 15-1 に、アドレスとポートの変換用にデフォルトで設定されているポートを示します。
表 15-1

ステップ 1

ポート設定

アドレス

デフォルト ポート

説明

TFTP サーバ
Cisco UCM

69

TFTP の着信を許可する

2000

ノンセキュア SCCP の着信を許可する

Cisco UCM

2443

セキュア SCCP の着信を許可する

Cisco UCM

5061

セキュア SIP の着信を許可する

[Server Type] フィールドで、ドロップダウン リストからサーバを選択します（[Unified CM]、
[TFTP]、または [Unified CM + TFTP]）。Cisco UCM および TFTP サーバが同じデバイス上に存在す
る場合は、[Unified CM + TFTP] を選択します。
（注）

選択するサーバのタイプ（[Unified CM] または [TFTP]）に応じて、このダイアログボックス
の必要なフィールドのみが使用できるようになります。具体的には、サーバ タイプが [Unified
CM] の場合、ダイアログの [TFTP] セクションは使用できません。サーバ タイプが [TFTP] の
場合は [Voice] セクションが使用できません。

ステップ 2

[Private Address] フィールドで、サーバの実際の内部 IP アドレスを指定します。

ステップ 3

[FQDN] フィールドで、サーバの完全修飾ドメイン名を入力します。この名前には、ucm.cisco.com な
どのようにホスト名とドメイン名が含まれます（ここで、ucm はホスト名、cisco.com はドメイン名で
す）。
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Unified CM サーバを設定している場合は、Cisco UCM に設定した完全修飾ドメイン名を入力します。
TFTP サーバを設定している場合は、そのサーバが FQDN を使用して設定されていれば TFTP サーバ
の完全修飾ドメイン名のみを指定します。TFTP サーバが FQDN を使用して設定されていない場合は、
フィールドを空白のままにしておくことができます。

（注）

ステップ 4

完全修飾ドメイン名を入力すると、ASA に DNS ルックアップが設定されていない場合や、設
定された DNS サーバが使用できない場合に ASA でホスト名解決を実行できます。dns
domain-lookup コマンドの詳細については、コマンド リファレンスを参照してください。

[Address Translation] セクションで、インターフェイス IP アドレスを使用するか、または別の IP アド
レスを入力するかを選択します。
[Use interface IP] オプション ボタンを選択すると、パブリック インターフェイスの IP アドレスを使用
するようにサーバが設定されます。電話プロキシのパブリック ネットワークを設定する場合は、ウィ
ザードのステップ 4 でパブリック インターフェイスを選択します。
[Use interface IP] オプション ボタンを選択した場合は、[Voice] と [TFTP] のセクションでポート変換
設定を指定する必要があります。アドレスのみの変換を使用できるのは、パブリック インターフェイ
スの IP アドレス以外の IP アドレスを指定した場合のみです。
[Address only] オプション ボタンを選択すると、ASA はサーバと IP 電話間のすべてのトラフィックに
対してアドレス変換を実行します。[Address and ports] オプション ボタンを選択すると、アドレス変
換は指定されたポートに制限されます。

ステップ 5

（Unified CM または Unified CM + TFTP サーバのみ）[Voice] セクションで、次のフィールドに入力し
て SIP または SCCP プロトコル トラフィック、あるいは SIP および SCCP プロトコル トラフィックの
両方のインスペクションを設定します。

a. [Translation Type] フィールドで、[Address only] を使用するか [Address and ports] を使用するか
を指定します。
冗長化された Cisco UCM サーバや、TFTP と CAPF サービスの専用サーバが配置に含まれる場合
は、音声のアドレス変換に [Address only] を選択します。
指定したポートにアドレス変換を制限する場合は、[Address and ports] オプションを選択します。

b. [Voice Protocols] フィールドで、企業に配置された IP 電話でサポートされるインスペクション プ
ロトコルを選択します。選択したインスペクション プロトコル（[SCCP]、[SIP]、または [SCCP
and SIP]）に応じて、選択した音声プロトコルのポート フィールドのみが使用できるようになりま
す。

c. [Port Translation] セクションで、音声プロトコルのプライベート ポートおよびパブリック ポート
を入力します。
音声ポートのデフォルト値はテキストのフィールドに表示されます。Cisco UCM の設定に一致す
るように、必要に応じてプライベート ポートを変更します。パブリック ポートに設定した値は、
ASA を通過して Cisco UCM と通信するために IP 電話で使用されます。
セキュア SCCP のプライベート ポートとパブリック ポートは自動的に設定されます。これらの
ポート番号は、ノンセキュアのポート番号に 443 を加えた値に自動的に設定されます。
ステップ 6

（TFTP または Unified CM + TFTP サーバのみ）[TFTP] セクションで、アドレス変換に [Address only]
または [Address and port] のいずれかを選択できます。セキュリティを強化するために、[Address and
port] を指定することを推奨します。[Address and port] を指定すると、ポート 69 で TFTP 要求をリッ
スンするように TFTP サーバが設定されます。
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サーバ タイプが [Unified CM + TFTP] の場合、ウィザードでは [Voice] および [TFTP] に同じタイプの
アドレス変換が設定されます。たとえば、サーバ タイプが [Unified CM + TFTP] で [Address only] オ
プションが選択されている場合は、ウィザードによって、サーバとの間のすべてのトラフィックに対し
てグローバル アドレス変換ルールが作成されます。この場合は、TFTP サーバのポート変換を設定する
と冗長になります。
ステップ 7

[OK] をクリックして、電話プロキシ設定にサーバを追加し、ウィザードのステップ 2 に戻ります。

IP 電話に対する Certificate Authority Proxy Function（CAPF）のイ
ネーブル化
TLS ハンドシェイクによるリモート IP 電話の認証の代わりに、ローカルで有効な証明書（LSC）のプ
ロビジョニングによる認証を設定できます。LSC プロビジョニングでは、リモート IP フォン ユーザご
とにパスワードを作成し、各ユーザはリモート IP 電話でパスワードを入力して LSC を取得します。
リモート IP 電話の認証に LSC プロビジョニングを使用するには、IP 電話をまずノンセキュア モード
で登録する必要があります。このため、IP 電話をエンドユーザに渡す前に、企業ネットワーク内で
LSC プロビジョニングを実行することを推奨します。そうしない場合、IP 電話をノンセキュア モード
で登録するには、SIP および SCCP 用のノンセキュア シグナリング ポートを ASA 上で管理者が開く必
要があります。
認証局プロキシ関数（Certificate Authority Proxy Function）を使用した、ローカルで有効な証明書
『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』も参照
（LSC）のインストールについては、
してください。
ネットワークに Cisco IP Communicators（CIPC）が含まれている場合や、LSC 対応の IP 電話がある
場合は、Cisco UCM から CAPF 証明書をインポートする必要があります。この証明書を使用して、IP
電話に LSC が生成されます。

Cisco UCM に CAPF 証明書が複数ある場合は、それらのすべてを ASA にインポートする必要があり
ます。ただし、ウィザードでは 1 つの CAPF 証明書の設定のみをサポートします。この証明書がデ
フォルトになります。複数の CAPF 証明書をインポートするには、[Configuration] > [Device
Management] > [Certificate Management] > [Identity Certificates] に移動してください。
LSC プロビジョニングを設定すると、エンドユーザ認証を追加できます。詳細については、Cisco
Unified Communications Manager のコンフィギュレーション ガイドを参照してください。
ステップ 1

[Enable Certificate Authority Proxy Function] チェックボックスをオンにします。ページ内の残りの
フィールドが使用可能になります。

ステップ 2

LSC プロバイダーのプライベート IP アドレスを入力します。

ステップ 3

[Public Address] フィールドで、ASA のパブリック インターフェイスの IP アドレスを使用するか、IP
アドレスを入力するかを指定します。

LSC プロバイダーのプライベート IP アドレスおよびパブリック IP アドレスを指定すると、LSC プロ
ビジョニングの CAPF ポートを開いて IP 電話から Cisco UCM への接続を許可するアクセス リスト エ
ントリが作成されます。
ステップ 4

[Translation Type] フィールドで、[Address only] または [Address and ports] オプション ボタンを選択
します。

IP 電話は Cisco UCM 上の CAPF サービスに接続する必要があります。CAPF 用に選択するアドレス変
換のタイプ（[Address only] と [Address and ports]）は、CAPF サービスが実行されている Cisco UCM
のアドレス変換タイプと一致する必要があります。この Cisco UCM サーバのアドレス変換タイプは、
このウィザードの前のステップで設定します（「電話プロキシのサーバの設定」（P.15-6）を参照）。
Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

15-9

第 15 章

Cisco Unified Communication Wizard の使用

Unified Communication Wizard を使用した電話プロキシの設定

デフォルトでは、CAPF サービスはポート 3804 を使用します。Cisco UCM 上でこのデフォルト値を変
更した場合にのみ、値を変更します。
ステップ 5

[Address and ports] オプション ボタンを選択した場合は、CAPF サービスのプライベート ポートおよ
びパブリック ポートを入力します。

ステップ 6

[Install CAPF Certificate] ボタンをクリックします。[Install Certificate] ダイアログボックスが表示さ
れます。「証明書のインストール」（P.15-25）を参照してください。

ステップ 7

[Next] をクリックします。

パブリック IP 電話ネットワークの設定
このページで指定する値によって、IP フォンで使用するアドレス変換ルールが生成され、IP フォンの
設定を ASA で処理する方法が設定されます。
ステップ 1

[Interface] ドロップダウン リストから、ASA が IP 電話からの接続をリッスンするインターフェイスを
選択します。

ステップ 2

IP 電話上に Call Manager コンフィギュレーションを維持するには、[Preserve the Unified CM's
configuration on the phone's service] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオフ
にすると、次のサービス設定が IP 電話でディセーブルになります。
• Web Access
• PC Port
• Voice VLAN Access
• Gratuitous ARP
• Span to PC Port

ステップ 3

IP 電話のアドレス変換を設定するには、[Enable address translation for IP phones] チェックボックスを
オンにします。（ウィザードのステップ 2 で選択した）ASA のプライベート インターフェイスの IP ア
ドレスを使用するか、IP アドレスを入力するかを選択します。
IP フォンのアドレス変換を設定すると、IP フォンで使用するアドレスが設定されます。外部ネット
ワークからのすべてのトラフィックは 1 つの送信元 IP アドレスに収束します。このため、ネットワー
ク内に企業ファイアウォールがもう 1 つある場合でも、この IP アドレスのピンホールを開くだけで済
み、すべてのトラフィックのピンホールを開く必要はありません。

ステップ 4

<proxyServerURL> タグの下の IP フォンのコンフィグレーション ファイルに書き込まれる Phone
Proxy 機能の HTTP プロキシを設定するには、以下を実行します。
a. [Configure an HTTP proxy to redirect phone URLs...] チェックボックスをオンにします。
b. [IP Address] フィールドに、HTTP プロキシの IP アドレスを入力します。
c. [Port] フィールドに、HTTP プロキシのリスニング ポートを入力します。
入力する IP アドレスは、IP フォンと HTTP プロキシが存在している場所に基づいたグローバル IP
アドレスにします。[IP Address] フィールドにホスト名を入力できるのは、適応型セキュリティ ア
プライアンスがホスト名を IP アドレスに解決できる場合（DNS ルックアップが設定されている場
合など）ですが、これは適応型セキュリティ アプライアンスによってホスト名が IP アドレスに解
決されるからです。ポートが指定されていない場合、デフォルトで 8080 になります。

d. [Interface] フィールドで、適応型セキュリティ アプライアンス上の、HTTP プロキシが常駐してい
るインターフェイスを選択します。
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電話プロキシのプロキシ サーバ コンフィギュレーション オプションを設定すると、DMZ または
外部ネットワークで HTTP プロキシを使用できます。これらのネットワークでは、電話機上の
サービスについてすべての IP フォンの URL がこのプロキシ サーバに誘導されます。この設定で
は、非セキュアな HTTP トラフィックに対応します。このようなトラフィックは社内ネットワー
クに入ることはできません。
ステップ 5

[Next] をクリックします。

Unified Communication プロキシのメディア ターミネーション アドレス
の設定
このステップからのデータによって、電話プロキシおよび UC-IME プロキシに MTA インスタンスが
追加されます。
電話プロキシおよび UC-IME プロキシでは、Secure RTP（SRTP）と RTP のトラフィックにメディア
ターミネーション アドレスを使用します。外部の IP フォンから内部ネットワークの IP フォンに ASA
経由で送信される SRTP トラフィックは、RTP トラフィックに変換されます。このトラフィックは適
応型セキュリティ アプライアンスで終端されます。SRTP は、音声やビデオなどの Internet Media トラ
フィックに対し、メッセージ認証とリプレイ保護を提供します。RTP では、インターネット経由で音
声とビデオを配信するための標準化されたパケット形式が定義されます。

UC-IME プロキシおよび電話プロキシが完全に機能するには、メディア ターミネーション アドレス
（MTA）のパブリック IP アドレスがインターネットからアクセス可能であるようにする必要がありま
す。Unified Communication Wizard の概要ページにこの要件が表示されます。
指定する MTA IP アドレスは、特定の要件を満たす必要があります。詳細については、「メディア ター
ミネーション インスタンスの前提条件」（P.16-7）を参照してください。
ステップ 1

プライベート IP アドレス用のフィールドに、プライベート メディア トラフィックが終端する IP アド
レスを入力します。この IP アドレスは、プライベート インターフェイス IP アドレスと同じサブネッ
ト内になければなりません 正しいサブネット範囲は、プライベート IP アドレスのフィールドの右側に
表示されます。

ステップ 2

パブリック IP アドレス用のフィールドに、パブリック メディア トラフィックが終端する IP アドレス
を入力します。この IP アドレスは、パブリック インターフェイス IP アドレスと同じサブネット内に
なければなりません。正しいサブネット範囲は、パブリック IP アドレスのフィールドの右側に表示さ
れます。

ステップ 3

メディア停止インスタンスの RTP ポート範囲の最小および最大値を指定します。
ポート値は 1024 ～ 65535 の範囲である必要があります。

ステップ 4

[Next] をクリックします。

このウィザードは、プロキシに対して作成される設定の概要を表示して完了します。
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Unified Communication Wizard を使用した Mobility
Advantage の設定
（注）

Unified Communication Wizard は、ASA バージョン 8.3(1) 以降でサポートされています。
Unified Communication Wizard では、Mobility Advantage Proxy を設定するための手順を示します。
メニューから [Wizards] > [Unified Communication Wizard] を選択します。Unified Communications
Wizard が開きます。[Remote Access] セクションの下にある [Cisco Mobility Advantage Proxy] オプ
ション ボタンをクリックします。
ウィザードを使用して Mobility Advantage プロキシを作成すると、ASDM では必要な TLS プロキシの
自動作成、Mobility Advantage トラフィックの MMP インスペクションのイネーブル化、アドレス変
換（NAT）文の生成、および Cisco Mobility Advantage サーバとモビリティ クライアント間のトラ
フィックを許可するために必要なアクセス ルールの作成を行います。
次の手順では、Mobility Advantage Proxy の設定の概要について説明します。

ステップ 1

パブリック ネットワークとプライベート ネットワークのインターフェイス、Cisco Mobility Advantage
サーバの IP アドレスなど、プライベート ネットワークとパブリック ネットワークのトポロジを定義す
（P.15-12）を参照してくだ
る設定を指定します。
「Cisco Mobility Advantage Proxy のトポロジの設定」
さい。

ステップ 2

Cisco Mobility Advantage サーバと ASA の間で交換される証明書を設定します。「Cisco Mobility
Advantage Proxy のサーバ側証明書の設定」（P.15-13）を参照してください。

ステップ 3

クライアント側の証明書管理を設定します。つまり、Unified Mobile Communicator クライアントと
ASA の間で交換される証明書を設定します。「Cisco Mobility Advantage Proxy のクライアント側証明
書の設定」（P.15-14）を参照してください。

ウィザードは、Mobility Advantage Proxy に対して作成される設定のサマリーを表示して完了します。

Cisco Mobility Advantage Proxy のトポロジの設定
Mobility Advantage Proxy を設定する場合は、プライベート ネットワークとパブリック ネットワーク
のインターフェイス、Cisco Mobility Advantage サーバのプライベート IP アドレスやパブリック IP ア
ドレスなど、プライベート ネットワークとパブリック ネットワークのトポロジを定義する設定を指定
します。
このページで指定する値によって、Mobility Advantage Proxy の次のコンフィギュレーション設定が生
成されます。

• Cisco Mobility Advantage サーバのスタティック PAT
• Cisco Unified Mobile Communicator クライアントのスタティック NAT（[Enable address
translation for Mobility clients] チェックボックスがオンになっている場合）
• Cisco Unified Mobile Communicator クライアントの Cisco Mobility Advantage サーバへのアクセ
スを許可するアクセス リスト
ステップ 1

[Private Network] 領域で、ドロップダウン リストからインターフェイスを選択します。
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ステップ 2

[Unified MA Server] 領域に、Cisco Mobility Advantage サーバのプライベート IP アドレスとパブリッ
ク IP アドレスを入力します。これらの IP アドレスに対するポートの入力はオプションです。デフォル
トではポート番号 5443 が入力されています。この番号は、MMP インスペクションのデフォルト TCP
ポートです。

ステップ 3

[FQDN] フィールドに、Cisco Mobility Advantage サーバのドメイン名を入力します。このドメイン名
は、このウィザードで後で生成する証明書署名要求に含まれます。

ステップ 4

[Public Network] 領域で、ドロップダウン リストからインターフェイスを選択します。
プロキシでは、このインターフェイスを使用して、Cisco Mobility Advantage サーバのスタティック
PAT の設定と、Cisco Unified Mobile Communicator クライアントによる Cisco Mobility Advantage
サーバへのアクセスを許可するアクセス リストの設定を行います。

ステップ 5

Cisco Unified Mobile Communicator クライアントでアドレス変換（NAT）を使用するかを設定する
には、[Enable address translation for Mobility clients] チェックボックスをオンにして、パブリック イ
ンターフェイスの IP アドレスを使用するか、IP アドレスを入力するかを選択します。

ステップ 6

[Next] をクリックします。

Cisco Mobility Advantage Proxy のサーバ側証明書の設定
ASA と Cisco UMA サーバの間の信頼関係は、自己署名証明書を使用して確立できます。ASA の ID
証明書はエクスポートされ、Cisco UMA サーバのトラストストアにアップロードされます。Cisco
UMA サーバの証明書はダウンロードされ、ASA のトラストストアにアップロードされます。
自己署名証明書の使用はこの手順でのみサポートされます。
ステップ 1

[ASA's Identity Certificate] 領域で、[Generate and Export ASA's Identity Certificate] をクリックしま
す。
登録が成功したことを示すダイアログボックスが表示されます。[Enrollment Status] ダイアログ ボッ
クスで、[OK] をクリックします。[Export Certificate] ダイアログボックスが表示されます。

（注）

•

ASA のアイデンティティ証明書がすでに作成されている場合、この領域のボタンは [Export ASA's
Identity Certificate] として表示され、[Export Certificate] ダイアログボックスがすぐに表示されま
す。

• ウィザードを使用して Cisco Mobility Advantage Proxy を設定する場合、ウィザードでは自己署名
証明書のインストールだけがサポートされています。

ステップ 2

ASA のウィザードで生成されたアイデンティティ証明書をエクスポートします。「ID 証明書のエクス
ポート」（P.15-24）を参照してください。

ステップ 3

[Unified MA Server's Certificate] 領域で、[Install Unified MA Server's Certificate] をクリックします。
[Install Certificate] ダイアログが表示されます。

ステップ 4

Cisco Mobility Advantage サーバの証明書を含むファイルを検索するか、またはダイアログボックスに
証明書の詳細を貼り付けます。「証明書のインストール」（P.15-25）を参照してください。

ステップ 5

[Next] をクリックします。
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（注）

Cisco Unified Communication Wizard の使用

このサーバの証明書をエクスポートする方法の詳細については、Cisco Mobility Advantage サーバのマ
ニュアルを参照してください。

Cisco Mobility Advantage Proxy のクライアント側証明書の設定
Cisco Unified Mobile Communicator（UMC）クライアントと ASA の間に信頼関係を確立するために、
ASA は Cisco Mobility Advantage サーバの FQDN を使用して設定された CA 署名付き証明書を使用し
ます（証明書偽装とも呼ばれます）。

[Client-Side Certificate Management] ページに、中間 CA 証明書（該当する場合、VeriSign の場合と同
様）と ASA の署名付きの ID 証明書の両方を入力します。
（注）

ステップ 1

署名付きの ID 証明書が ASA にすでにある場合は、この手順のステップ 1 をスキップしてステップ 2
に直接進むことができます。

[ASA's Identity Certificate] 領域で、[Generate CSR] をクリックします。[CSR parameters] ダイアログ
ボックスが表示されます。
証明書署名要求（CSR）に対する追加パラメータの指定に関する詳細ついては、「Unified
Communications Proxy の証明書署名要求（CSR）の生成」（P.15-25）を参照してください。
ウィザードが ASA に設定を配信し、証明書キー ペア情報が取得されたことを示すダイアログボックス
が表示されます。[Identity Certificate Request] ダイアログボックスが表示されます。
生成された CSR の保存と CA への送信に関する詳細については、「ID 証明書要求の保存」（P.15-26）
を参照してください。

ステップ 2

[Install ASA's Identity Certificate] をクリックします。証明書をインストールします。「Mobility
Advantage サーバへの ASA ID 証明書のインストール」（P.15-27）を参照してください。

ステップ 3

[Install Root CA's Certificate] をクリックします。[Install Certificate] ダイアログボックスが表示され
ます。証明書をインストールします。「証明書のインストール」（P.15-25）を参照してください。

ステップ 4

[Next] をクリックします。

ウィザードは、Mobility Advantage Proxy に対して作成される設定のサマリーを表示して完了します。

Unified Communication Wizard を使用したプレゼンス
フェデレーション プロキシの設定
（注）

Unified Communication Wizard は、ASA バージョン 8.3(1) 以降でサポートされています。
ASDM を使用して Cisco Unified Presence プロキシを設定するには、メニューから [Wizards] >
[Unified Communication Wizard] の順に選択します。Unified Communications Wizard が開きます。最
初のページから、[Business-to-Business] セクションで [Cisco Unified Presence Proxy] オプションを選
択します。
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ウィザードを使用して Cisco Presence Federation Proxy を作成すると、ASDM では必要な TLS プロキ
シの自動作成、Presence Federation トラフィックの SIP インスペクションのイネーブル化、ローカル
の Cisco Unified Presence サーバのアドレス変換（スタティック PAT）文の生成、およびローカルの
Cisco Unified Presence サーバとリモート サーバ間のトラフィックを許可するためのアクセス リストの
作成を行います。
次の手順では、プレゼンス フェデレーション プロキシの設定の概要について説明します。
ステップ 1

Presence Federation サーバのプライベート IP アドレスやパブリック IP アドレスなど、プライベート
ネットワークとパブリック ネットワークのトポロジを定義する設定を指定します。「Cisco Presence
Federation Proxy のトポロジの設定」（P.15-15）を参照してください。

ステップ 2

ローカル側の証明書管理、つまりローカルの Unified Presence Federation サーバと ASA 間で交換され
（P.15-16）を参
る証明書を設定します。
「Cisco Presence Federation Proxy のローカル側証明書の設定」
照してください。

ステップ 3

リモート側の証明書管理を設定します。つまり、リモート サーバと ASA の間で交換される証明書を設
（P.15-16）を参照してくださ
定します。
「Cisco Presence Federation Proxy のリモート側証明書の設定」
い。

ウィザードは、Presence Federation プロキシに対して作成される設定のサマリーを表示して完了しま
す。

Cisco Presence Federation Proxy のトポロジの設定
プレゼンス フェデレーション プロキシを設定する場合は、プライベート ネットワークとパブリック
ネットワークのインターフェイス、Cisco Unified Presence サーバのプライベート IP アドレスやパブ
リック IP アドレスなど、プライベート ネットワークとパブリック ネットワークのトポロジを定義する
設定を指定します。
このページで指定する値によって、プレゼンス フェデレーション プロキシの次のコンフィギュレー
ション設定が生成されます。

• ローカルの Cisco Unified Presence サーバのスタティック PAT
• ローカルの Cisco Unified Presence サーバとリモート サーバ間のトラフィックのアクセス リスト
ステップ 1

[Private Network] 領域で、ドロップダウン リストからインターフェイスを選択します。

ステップ 2

[Unified Presence Server] 領域に、Unified Presence サーバのプライベート IP アドレスとパブリック IP
アドレスを入力します。これらの IP アドレスに対するポートの入力はオプションです。デフォルトで
はポート番号 5061 が入力されています。この番号は、SIP インスペクションのデフォルト TCP ポート
です。

ステップ 3

[FQDN] フィールドに、Unified Presence サーバのドメイン名を入力します。このドメイン名は、この
ウィザードで後で生成する証明書署名要求に含まれます。

ステップ 4

[Public Network] 領域で、ドロップダウン リストからパブリック ネットワークのインターフェイスを
選択します。プロキシでは、このインターフェイスを使用して、ローカルの Cisco Unified Presence
サーバのスタティック PAT の設定と、リモート サーバによる Cisco Unified Presence サーバへのアク
セスを許可するアクセス リストの設定を行います。

ステップ 5

[Next] をクリックします。
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Cisco Presence Federation Proxy のローカル側証明書の設定
企業内では、自己署名証明書を使用して信頼関係を設定します。自己署名証明書の使用はこの手順での
みサポートされます。
ステップ 1

[ASA's Identity Certificate] 領域で、[Generate and Export ASA's Identity Certificate] をクリックしま
す。
登録が成功したことを示す情報ダイアログボックスが表示されます。[Enrollment Status] ダイアログ
ボックスで、[OK] をクリックします。[Export Certificate] ダイアログボックスが表示されます。

（注）

•

ASA のアイデンティティ証明書がすでに作成されている場合、この領域のボタンは [Export ASA's
Identity Certificate] として表示され、[Export Certificate] ダイアログボックスがすぐに表示されま
す。

• ウィザードを使用して Cisco Presence Federation Proxy を設定する場合、ウィザードでは自己署名
証明書のインストールだけがサポートされています。

ステップ 2

ASA のウィザードで生成されたアイデンティティ証明書をエクスポートします。「ID 証明書のエクス
ポート」（P.15-24）を参照してください。

ステップ 3

[Local Unified Presence Server's Certificate] 領域で、[Install Server's Certificate] をクリックします。
[Install Certificate] ダイアログが表示されます。

ステップ 4

Cisco Unified Presence サーバの証明書を含むファイルを検索するか、またはダイアログボックスに証
明書の詳細を貼り付けます。「証明書のインストール」（P.15-25）を参照してください。

ステップ 5

[Next] をクリックします。

（注）

このサーバの証明書をエクスポートする方法の詳細については、Cisco Unified Presence サーバのマ
ニュアルを参照してください。

Cisco Presence Federation Proxy のリモート側証明書の設定
企業間または管理ドメイン間における信頼関係の確立は、フェデレーションにとって重要です。企業間
では、信頼できるサードパーティ CA（VeriSign など）を使用する必要があります。セキュリティ アプ
ライアンスは、Cisco Unified Presence サーバの FQDN を使用して証明書を取得します（証明書偽装）。

TLS ハンドシェイクの場合、2 つのエンティティ（つまり、ローカル エンティティとリモート エン
ティティ）が、信頼できるサードパーティ認証局への証明書チェーンを通じてピア証明書を検証できま
す。ローカル エンティティとリモート エンティティが CA に登録されます。TLS プロキシとしての
ASA は、ローカルとリモートの両方のエンティティによって信頼されている必要があります。セキュ
リティ アプライアンスは、企業のいずれかに常に関連付けられています。その企業内では、エンティ
ティとセキュリティ アプライアンスは自己署名証明書を使用して相互に認証を行います。
セキュリティ アプライアンスとリモート エンティティ間で信頼関係を確立するために、セキュリティ
アプライアンスはローカル エンティティの Cisco Unified Presence サーバの代わりに CA に登録できま
す。登録要求で、ローカル エンティティの ID（ドメイン名）が使用されます。
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信頼関係を確立するため、セキュリティ アプライアンスは自分が Cisco Unified Presence サーバである
かのように、Cisco Unified Presence サーバの FQDN を使用してサードパーティ CA に登録します。

（注）

ステップ 1

署名付きの ID 証明書が ASA にすでにある場合は、この手順のステップ 1 をスキップしてステップ 2
に直接進むことができます。

[ASA's Identity Certificate] 領域で、[Generate CSR] をクリックします。[CSR Parameters] ダイアログ
ボックスが表示されます。
証明書署名要求（CSR）に対する追加パラメータの指定については、「Unified Communications Proxy
の証明書署名要求（CSR）の生成」（P.15-25）を参照してください。
ウィザードが ASA に設定を配信し、証明書キー ペア情報が取得されたことを示すダイアログボックス
が表示されます。[Identity Certificate Request] ダイアログボックスが表示されます。
生成された CSR の保存と CA への送信に関する詳細については、「ID 証明書要求の保存」（P.15-26）
を参照してください。

ステップ 2

[Install ASA's Identity Certificate] をクリックします。「Presence Federation および Cisco
Intercompany Media Engine サーバへの ASA ID 証明書のインストール」（P.15-28）を参照してくださ
い。

ステップ 3

[Remote Server's CA's Certificate] をクリックします。[Install Certificate] ダイアログボックスが表示
されます。証明書をインストールします。「証明書のインストール」（P.15-25）を参照してください。
（注）

ステップ 4

異なる組織では異なる CA を使用している可能性があるため、ASA と通信するリモート エン
ティティごとにルート CA 証明書をインストールする必要があります。

[Next] をクリックします。

ウィザードは、Presence Federation プロキシに対して作成される設定のサマリーを表示して完了しま
す。

Unified Communication Wizard を使用した UC-IME の設
定
（注）

Unified Communication Wizard は、ASA バージョン 8.3(1) 以降でサポートされています。
ASDM を使用して Cisco Intercompany Media Engine Proxy を設定するには、メニューから [Wizards]
> [Unified Communication Wizard] を選択します。Unified Communications Wizard が開きます。最初
のページから、[Business-to-Business] セクションの下にある [Cisco Intercompany Media Engine
Proxy] オプションを選択し、[Next] をクリックします。

（注）

Cisco Intercompany Media Engine Proxy は、このプロキシに必要なライセンスが ASA にインストール
されていなければ、Unified Communication Wizard にオプションとして表示されません。
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ウィザードを使用して Cisco Intercompany Media Engine Proxy を作成すると、ASDM では必要な TLS
プロキシの自動作成、Cisco Intercompany Media Engine トラフィックの SIP インスペクションのイ
ネーブル化、ローカルの Cisco Unified Communications Manager サーバのアドレス変換（スタティッ
ク PAT）文の生成、およびローカルの Cisco Unified Communications Manager サーバとリモート サー
バ間のトラフィックを許可するためのアクセス リストの作成を行います。
次の手順では、Cisco Intercompany Media Engine Proxy の設定の概要について説明します。
ステップ 1

Cisco Intercompany Media Engine Proxy のトポロジを選択します。つまり、セキュリティ アプライア
ンスはすべてのインターネット トラフィックが通過するエッジ ファイアウォールなのか、セキュリ
ティ アプライアンスは主要なインターネット トラフィックのパスから外れているのか（パス外配置と
呼びます）を選択します。「Cisco Intercompany Media Engine Proxy のトポロジの設定」（P.15-18）を
参照してください。

ステップ 2

Cisco UCM IP アドレスなどのプライベート ネットワーク設定とチケット設定を指定します。「Cisco
Intercompany Media Engine Proxy のプライベート ネットワーク設定の実行」（P.15-19）を参照してく
ださい。

ステップ 3

パブリック ネットワーク設定を指定します。「Cisco Intercompany Media Engine Proxy のパブリック
ネットワーク設定の実行」（P.15-21）を参照してください。

ステップ 4

Cisco UMC のメディア ターミネーション アドレス設定を指定します。「Unified Communication プロ
キシのメディア ターミネーション アドレスの設定」（P.15-11）を参照してください。

ステップ 5

ローカル側の証明書管理を設定します。つまり、ローカルの Cisco Unified Communications Manager
サーバとセキュリティ アプライアンスの間で交換される証明書を設定します。「Cisco Intercompany
Media Engine Proxy のローカル側証明書の設定」（P.15-22）を参照してください。

ステップ 6

リモート側の証明書管理を設定します。つまり、リモート サーバと ASA の間で交換される証明書を設
定します。この証明書がリモート サーバに提示されることにより、リモート サーバは ASA を信頼でき
るサーバとして認証できるようになります。
「Cisco Intercompany Media Engine Proxy のリモート側証
明書の設定」（P.15-23）を参照してください。

このウィザードは、Cisco Intercompany Media Engine に対して作成される設定のサマリーを表示して
完了します。

Cisco Intercompany Media Engine Proxy のトポロジの設定
ステップ 1

次のいずれかのオプションをクリックして、ICME 配置のトポロジを選択します。

• [All Internet traffic flows through the ASA] オプション ボタン。このオプションは基本配置とも呼
ばれます。

• [This ASA is off the path of the regular Internet traffic]。このオプションはパス外配置とも呼ばれ
ます。
ステップ 2

[Next] をクリックします。
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基本配置
基本配置では、Cisco Intercompany Media Engine Proxy は、インターネット ファイアウォールととも
にインラインに配置され、すべてのインターネット トラフィックが ASA を経由します。この配置で
は、単一の Cisco UCM または Cisco UCM クラスタが、Cisco Intercompany Media Engine サーバ（場
合によってはバックアップも）とともに企業内の中央に配置されます。単一のインターネット接続が
ASA を通過します。これは、Cisco Intercompany Media Engine Proxy でイネーブルにされています。

ASA は企業のエッジに位置し、企業間のダイナミック SIP トランクを作成することにより、SIP シグ
ナリングを検査します。
パス外配置
パス外配置では、インバウンドとアウトバウンドの Cisco Intercompany Media Engine コールは、
Cisco Intercompany Media Engine Proxy でイネーブルにされた ASA を通過します。ASA は DMZ にあ
り、主に Cisco Intercompany Media Engine をサポートするように設定されています。通常のインター
ネットに向かうトラフィックは、この ASA を通過しません。
すべてのインバウンド コールのシグナリングは、宛先の Cisco UCM のグローバル IP アドレスが ASA
上に設定されているため、ASA に誘導されます。アウトバウンド コールの場合、着信側はインター
ネット上の任意の IP アドレスになる可能性があります。そのため、ASA には、インターネット上の着
信側のグローバル IP アドレスごとに ASA 上で内部 IP アドレスを動的に提供するマッピング サービス
が設定されます。

Cisco UCM は、すべてのアウトバウンド コールを、インターネット上の着信側のグローバル IP アド
レスではなく、ASA 上のマッピング内部 IP アドレスに直接送信します。その後、ASA によって、そ
れらのコールは着信側のグローバル IP アドレスに転送されます。
（注）

Cisco Intercompany Media Engine をパス外配置に設定する場合は、Cisco Unified Communications
Manager サーバのパブリック IP アドレスとポートおよびメディア ターミネーション アドレス用のパブ
リック IP アドレスが、インターネットからアクセス可能になっている必要があります。Unified
Communication Wizard のサマリー ページに要件が記載されています。

Cisco Intercompany Media Engine Proxy のプライベート ネットワー
ク設定の実行
Cisco Intercompany Media Engine Proxy を設定する場合は、プライベート ネットワーク インターフェ
イス、Cisco Unified Communications サーバの IP アドレス、チケットの検証など、プライベート ネッ
トワークのトポロジを定義する設定を指定します。また、Cisco Unified Communications サーバがセ
キュア モードで動作している場合は、Cisco Intercompany Media Engine Proxy の X.509 サブジェクト
名を指定します。
このページで指定する値は、次に示す Cisco Intercompany Media Engine Proxy のコンフィグレーショ
ン設定を生成します。

• Cisco Unified Communications サーバのリスト
• Cisco Intercompany Media Engine Proxy で使用されるチケット エポックおよびパスワード
• パス外配置の場合のみ、Cisco Unified Communications サーバと同じインターフェイス上のマッピ
ング サービス
ステップ 1

基本配置の一部として Cisco Intercompany Media Engine Proxy を設定するには、ローカルの Cisco
Unified Communications サーバに接続するインターフェイスを選択します。
または
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パス外配置の一部として Cisco Intercompany Media Engine Proxy を設定するには、次の手順を実行し
ます。

a. [Listening Interface] ドロップダウン リストから、ASA がマッピング要求をリッスンするインター
フェイスを選択します。

b. [Port] フィールドに、ASA がマッピング要求をリスンする TCP ポートとして 1024 ～ 65535 の数
値を入力します。このポート番号は、デバイス上の他のサービス（Telnet や SSH など）との競合
を避けるために、1024 以上にする必要があります。デフォルトでは、このポート番号は TCP 8060
です。

c. [UC-IME Interface] ドロップダウン リストから、Cisco Intercompany Media Engine Proxy でイ
ネーブルにされたリモート ASA への接続に ASA が使用するインターフェイスを選択します。

（注）

基本配置でもパス外配置でも、すべての Cisco Unified Communications サーバが同じインターフェイ
ス上にある必要があります。

ステップ 2

ウィザードの [Unified CM Servers] 領域には、ASA に設定されたすべての Cisco Unified
Communications サーバのプライベート IP アドレス、パブリック IP アドレス、およびセキュリティ
モードが表示されます。必要に応じて [Add] をクリックし、Cisco Unified Communications サーバを
追加します。Cisco Intercompany Media Engine の SIP トランクがイネーブルになっているクラスタ内
の各 Cisco UCM に対してエントリを追加する必要があります。

ステップ 3

[Ticket Epoch] フィールドに、1 ～ 255 の整数を 1 つ入力します。
エポックは、パスワードが変更された回数を表します。プロキシを初めて設定し、パスワードを初めて
入力したとき、エポックの整数として 1 を入力します。このパスワードを変更するたびに、エポックを
増やして新しいパスワードを示します。パスワードを変更するたびに、エポックの値を増やす必要があ
ります。通常、エポックは連続的に増やします。しかし、セキュリティ アプライアンスでは、エポッ
クを更新するときに任意の値を選択できます。
エポック値を変更すると、現在のパスワードは無効になり、新しいパスワードを入力する必要がありま
す。

ステップ 4

[Ticket Password] フィールドに、US-ASCII 文字セットから印刷可能な文字を 10 文字以上 64 文字以
下で入力します。使用可能な文字は 0x21 ～ 0x73 であり、空白文字は除外されます。チケット パス
ワードはフラッシュ上に保存されます。

（注）

20 文字以上のパスワードを推奨します。パスワードは一度に 1 つしか設定できません。

ASA 上で設定するエポックおよびパスワードは、Cisco Intercompany Media Engine サーバ上で設定さ
れたエポックおよびパスワードと一致する必要があります。詳細については、Cisco Intercompany
Media Engine サーバのマニュアルを参照してください。
ステップ 5

[Confirm Password] フィールドにパスワードを再入力します。

ステップ 6

[X.509 Subject Name] フィールドに、ローカルの企業の識別名（DN）を入力します。入力する名前
は、クラスタ内の Cisco Unified Communications サーバに設定した名前と一致する必要があります。
詳細については、Cisco Unified Communications サーバのマニュアルを参照してください。

ステップ 7

[Next] をクリックします。
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UC-IME Proxy 用の Cisco Unified Communications Manager サーバ
の追加
Cisco Intercompany Media Engine Proxy の SIP トランクがイネーブルになっているクラスタ内の各
Cisco UCM に対してエントリを追加する必要があります。
ステップ 1

Cisco UCM サーバのプライベート IP アドレスおよび（5000 ～ 6000 の範囲で）ポート番号を入力しま
す。

ステップ 2
ステップ 3
ステップ 4

[Address Translation] 領域に、Cisco UCM サーバのパブリック IP アドレスを入力します。
必要に応じて、[Translate address and port] オプション ボタンをクリックして [Port] フィールドに
（5000 ～ 6000 の範囲で）番号を入力し、パブリック IP アドレスのポート番号を入力します。

[Security Mode] 領域で、[Secure] または [Non-secure] オプション ボタンをクリックします。Cisco
UCM または Cisco UCM クラスタに [secure] を指定すると、Cisco UCM または Cisco UCM クラスタ
で TLS を開始することが指定されます。
Cisco UCM サーバのいくつかがセキュア モードで動作すると指定した場合は、Unified
Communications Wizard に、ASA とその Cisco UCM サーバ間のローカル側通信のための証明書を生
成するプロキシ コンフィギュレーションのステップが追加されます。「Cisco Intercompany Media
Engine Proxy のローカル側証明書の設定」（P.15-22）を参照してください。

ステップ 5

[OK] をクリックします。

Cisco Intercompany Media Engine Proxy のパブリック ネットワーク
設定の実行
パブリック ネットワークの設定は、このウィザードのトポロジに関するステップで選択した導入シナ
リオによって異なります。具体的には、パス外配置の一部として UC-IME プロキシを設定している場
合、ウィザードのこのステップにはアドレス変換に関するフィールドが表示されるので、UC-IME プ
ロキシのプライベート IP アドレスを指定する必要があります。このプライベート IP アドレスを指定す
ると、着信トラフィックの IP アドレスに変換されます。
パス外配置では、使用環境内に配置済みの既存の ASA は、Cisco Intercompany Media Engine トラ
フィックを伝送できません。したがって、パス外シグナリングでは、外部アドレスが内部（プライベー
ト）IP アドレスに変換される必要があります。このマッピング サービス設定には、内部インターフェ
イス アドレスを使用できます。Cisco Intercompany Media Engine Proxy の場合、外部アドレスから内
部 IP アドレスへの動的なマッピングが ASA によって作成されます。
このページで指定する値は、次に示す Cisco Intercompany Media Engine Proxy のコンフィグレーショ
ン設定を生成します。

• Cisco Unified Communications サーバのスタティック PAT
• ローカル サーバとリモート サーバ間のトラフィックのアクセス リスト
ステップ 1

[Configure public network] 領域で、[Interface] ドロップダウン リストからインターフェイスを選択し
ます。

ステップ 2

パス外配置を設定する場合は、[Address Translation] 領域で、パブリック ネットワークに対してプライ
ベート IP アドレスを使用するかを指定します。
または
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[Specify IP address] オプション ボタンをクリックして、フィールドに IP アドレスを入力します。
ステップ 3

[Next] をクリックします。

Cisco Intercompany Media Engine Proxy のローカル側証明書の設定
ウィザードのこのステップを完了すると、ASA の自己署名証明書が生成されます。サーバ プロキシ証
明書は、このウィザードの前のステップで指定したサブジェクト名を使用して自動的に生成されます。
自己署名証明書の使用は、ウィザードのみでサポートされています。

ASA と Cisco UMA サーバの間の信頼関係は、自己署名証明書を使用して確立できます。これらの証
明書は、TLS ハンドシェイク時にセキュリティ アプライアンスと Cisco UCM が互いをそれぞれ認証す
るために使用されます。
ASA の ID 証明書はエクスポート後、プロキシを持つクラスタ内の各 Cisco Unified Communications
Manager（UCM）サーバにインストールする必要があります。Cisco UCM の各 ID 証明書は、セキュ
リティ アプライアンスにインストールする必要があります。

Unified Communications Wizard のこのステップが表示されるのは、作成中の UC-IME プロキシに少
なくとも 1 つのセキュアな Cisco Unified Communications Manager サーバが定義されている場合のみ
です。詳細については、「Cisco Intercompany Media Engine Proxy のトポロジの設定」（P.15-18）を参
照してください。
ステップ 1

[ASA's Identity Certificate] 領域で、[Generate and Export ASA's Identity Certificate] をクリックしま
す。
登録が成功したことを示すダイアログボックスが表示されます。[Enrollment Status] ダイアログ ボッ
クスで、[OK] をクリックします。[Export Certificate] ダイアログボックスが表示されます。

（注）

•

ASA のアイデンティティ証明書がすでに作成されている場合、この領域のボタンは [Export ASA's
Identity Certificate] として表示され、[Export Certificate] ダイアログボックスがすぐに表示されま
す。

• ウィザードを使用して Cisco Intercompany Media Engine Proxy を設定する場合、ウィザードでは
自己署名証明書のインストールだけがサポートされています。

ステップ 2

ASA のウィザードで生成されたアイデンティティ証明書をエクスポートします。「ID 証明書のエクス
ポート」（P.15-24）を参照してください。

ステップ 3

[Local Unified CM's Certificate] 領域で、[Install Local Unified CM's Certificate] をクリックします。
[Install Certificate] ダイアログが表示されます。

ステップ 4

Cisco Unified Communications Manager サーバの証明書を含むファイルを検索するか、またはダイア
ログボックスに証明書の詳細を貼り付けます。「証明書のインストール」（P.15-25）を参照してくださ
い。 クラスタ内の各 Cisco Unified Communications Manager サーバから証明書をインストールする必
要があります。

ステップ 5

[Next] をクリックします。
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（注）

このサーバの証明書をエクスポートする方法の詳細については、Cisco Intercompany Media Engine
サーバのマニュアルを参照してください。

Cisco Intercompany Media Engine Proxy のリモート側証明書の設定
企業間または管理ドメイン間における信頼関係の確立は重要です。企業間では、信頼できるサードパー
ティ CA（VeriSign など）を使用する必要があります。ASA は、Cisco Unified Communications
Manager サーバの FQDN を使用して証明書を取得します（証明書偽装）。

TLS ハンドシェイクの場合、2 つのエンティティが、信頼できるサードパーティ認証局への証明書
チェーンを通じてピア証明書を検証できます。両方のエンティティが CA に登録されます。TLS プロ
キシとしての ASA は、両方のエンティティによって信頼されている必要があります。ASA は、企業の
いずれかに常に関連付けられています。その企業内では、エンティティと ASA は、ローカル CA を通
じて、または自己署名証明書を使用して相互に認証を行うことができます。
ASA とリモート エンティティ間で信頼関係を確立するために、ASA はローカルの企業の代わりに CA
に登録できます。登録要求で、ローカルの Cisco UCM の ID（ドメイン名）が使用されます。
信頼関係を確立するため、ASA は自分が Cisco UCM であるかのように、Cisco Unified
Communications Manager サーバの FQDN を使用してサードパーティ CA に登録します。

（注）

ステップ 1

署名付きの ID 証明書が ASA にすでにある場合は、この手順のステップ 1 をスキップしてステップ 3
に直接進むことができます。

[ASA's Identity Certificate] 領域で、[Generate CSR] をクリックします。[CSR Parameters] ダイアログ
ボックスが表示されます。
証明書署名要求（CSR）に対する追加パラメータの指定については、「Unified Communications Proxy
の証明書署名要求（CSR）の生成」（P.15-25）を参照してください。
ウィザードが ASA に設定を配信し、証明書キー ペア情報が取得されたことを示すダイアログボックス
が表示されます。[Identity Certificate Request] ダイアログボックスが表示されます。
生成された CSR の保存と CA への送信に関する詳細については、「ID 証明書要求の保存」（P.15-26）
を参照してください。

ステップ 2

ステップ 3

[ASA's Identity Certificate] 領域で、[Install ASA's Identity Certificate] をクリックします。「Presence
Federation および Cisco Intercompany Media Engine サーバへの ASA ID 証明書のインストール」
（P.15-28）。
[Remote Server's CA's Certificate] 領域で、[Install Remote Server's CA's Certificate] をクリックしま
す。ASA でリモート サーバが信頼できると判断できるように、リモート サーバの CA のルート証明書
をインストールする必要があります。

[Install Certificate] ダイアログボックスが表示されます。証明書をインストールします。「証明書のイ
ンストール」（P.15-25）を参照してください。
（注）

ステップ 4

ルート証明書をインストールする必要があるのは、ASA の ID 証明書を提供した CA 以外の
CA からリモート サーバのルート証明書を受信した場合のみです。

[Next] をクリックします。
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このウィザードは、Cisco Intercompany Media Engine に対して作成される設定のサマリーを表示して
完了します。

Unified Communication Wizard での証明書に関する作業
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「ID 証明書のエクスポート」（P.15-24）
• 「証明書のインストール」（P.15-25）
• 「Unified Communications Proxy の証明書署名要求（CSR）の生成」（P.15-25）
• 「ID 証明書要求の保存」（P.15-26）
• 「Mobility Advantage サーバへの ASA ID 証明書のインストール」（P.15-27）
• 「Presence Federation および Cisco Intercompany Media Engine サーバへの ASA ID 証明書のイン
ストール」（P.15-28）

ID 証明書のエクスポート
Cisco Mobility Advantage Proxy、Cisco Presence Federation Proxy、または Cisco Intercompany Media
Engine Proxy では、ASA の ID 証明書をエクスポートして、それぞれ Cisco Mobility Advantage サー
バ、Cisco Presence Federation サーバ、および Cisco Unified Communications サーバにインストール
する必要があります。
自己署名した ID 証明書のエクスポートにはウィザードを使用します。ID 証明書には関連するキーがす
べて含まれ、公開キー暗号化標準である PKCS12 形式を取っています。ウィザードを使用して Unified
Communications プロキシを設定する場合は、ウィザードのローカル側またはサーバ側証明書管理ス
テップで [Generate and Export ASA's Identify Certificate] ボタンをクリックします。[Export
Certificate] ダイアログボックスが表示されます。

[Export certificate] ダイアログボックスから、次の手順を実行します。
ステップ 1

証明書コンフィギュレーションをエクスポートするときに使用する PKCS12 形式ファイルの名前を入
力します。または、[Browse] をクリックして [Export ID Certificate File] ダイアログボックスを表示
し、証明書コンフィギュレーションをエクスポートするファイルを探します。

ステップ 2

[Export Certificate] をクリックして、証明書コンフィギュレーションをエクスポートします。

証明書コンフィギュレーション ファイルが指定した場所に正しくエクスポートされたことを示す情報
ダイアログボックスが表示されます。

Cisco Mobility Advantage Proxy、Cisco Presence Federation Proxy、または Cisco Intercompany Media
Engine Proxy の設定を完了するには、設定するプロキシに応じて Cisco Mobility Advantage サーバ、
Cisco Presence Federation サーバ、および Cisco Unified Communications サーバのそれぞれに、生成
された ASA の ID 証明書をインポートする必要があります。
それぞれに ID 証明書をインポートする方法の詳細については、これらの各製品のマニュアルを参照し
てください。
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証明書のインストール
電話プロキシ、Cisco Mobility Advantage Proxy、Cisco Presence Federation Proxy、および Cisco
Intercompany Media Engine Proxy の証明書を設定する場合は、ASA 上の Cisco Unified
Communications Manager サーバ、Cisco Mobility Advantage サーバ、Cisco Presence Federation サー
バ、および Cisco Unified Communications Manager サーバからそれぞれ証明書をインストールする必
要があります。それぞれから ID 証明書を取得する方法の詳細については、これらの各製品のマニュア
ルを参照してください。

Cisco 電話プロキシの設定時、LSC プロビジョニングが必要な場合、または LSC 対応の IP 電話がある
場合は、ASA 上の Cisco UCM から CAPF 証明書をインストールする必要があります。Cisco UCM に
CAPF 証明書が複数ある場合は、それらのすべてを ASA にインポートする必要があります。「IP 電話
に対する Certificate Authority Proxy Function（CAPF）のイネーブル化」（P.15-9）を参照してくださ
い。
また、Cisco Mobility Advantage Proxy の設定時は、[Install Certificate] ダイアログボックスを使用し
て、認証局から受信したルート証明書をインストールします。認証局からのルート証明書が他の証明書
に署名するために使用されます。ルート証明書は、認証局から受信した署名付きの ID 証明書を認証す
るために ASA によって使用されます。

（注）

ウィザードを使用して Unified Communications プロキシを設定する場合、ウィザードでは自己署名証
明書のインストールだけがサポートされています。

[Install Certificate] ダイアログボックスから、次の手順を実行します。
ステップ 1

次のいずれかの操作を実行します。

• 既存のファイルから証明書コンフィギュレーションを追加するには、[Install from a file] オプショ
ン ボタンをクリックします（これがデフォルトの設定です）。パスおよびファイル名を入力する
か、または [Browse] をクリックしてファイルを検索します。次に、[Install Certificate] をクリッ
クします。

• 手動で登録するには、[Paste certificate in PEM format] オプション ボタンをクリックします。表示
された領域に PEM 形式（base64 または 16 進数値）証明書をコピー アンド ペーストします。
ステップ 2

[Install Certificate] をクリックします。

ASA に証明書が正しくインストールされたことを示す情報ダイアログボックスが表示されます。

Unified Communications Proxy の証明書署名要求（CSR）の生成
Cisco Mobility Advantage Proxy、Cisco Presence Federation Proxy、または Cisco Intercompany Media
Engine Proxy の証明書を設定する場合は、ASA の ID 証明書要求を生成する必要があります。
（注）

署名付きの ID 証明書が ASA にすでにある場合は CSR を生成する必要はなく、この証明書の ASA へ
のインストールに直接進むことができます。アイデンティティ証明書をインストールする手順について
は、「Mobility Advantage サーバへの ASA ID 証明書のインストール」（P.15-27）および「Presence
Federation および Cisco Intercompany Media Engine サーバへの ASA ID 証明書のインストール」
（P.15-28）を参照してください。
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受信した ID 証明書は、次のような Unified Communication プロキシのそれぞれのエンティティに対し
て提示されます。

• Cisco Mobility Advantage Proxy の Unified Mobile Communicator クライアント
• Cisco Presence Federation Proxy の Remote Presence Federation サーバ
• Cisco Intercompany Media Engine Proxy のリモート ASA

CSR を生成する前に、追加パラメータを入力できます。
ウィザードを使用して Unified Communications プロキシを設定する場合は、ウィザードのクライアン
ト側またはリモート側証明書管理ステップで [Generate CSR] ボタンをクリックします。[CSR
Parameters] ダイアログボックスが表示されます。

[CSR Parameters] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Key Pair Size] ドロップダウン リストから、使用する証明書に必要なサイズを選択します。
選択するキー サイズは、設定するセキュリティのレベルおよび証明書の取得先の CA によって課せら
れる制限によって決まります。選択する数値を大きくすると、証明書のセキュリティ レベルが高くな
ります。ほとんどの CA では、キー係数サイズとして 2048 が推奨されます。ただし、GoDaddy では、
2048 のキー係数サイズが必要です。

ステップ 2

（Cisco Intercompany Media Engine Proxy のみ）[CN] フィールドに、企業またはネットワークで使用
するドメイン名を入力します。Cisco Intercompany Media Engine Proxy に対して設定するサブジェク
ト DN は、ローカルの Cisco Unified Communications Manager サーバに設定されているドメイン名と
一致する必要があります。

（注）

ステップ 3

Cisco Mobility Advantage Proxy および Cisco Presence Federation Proxy の場合、ウィザード
には一般名（CN）が表示されます。これは、それぞれ Cisco Mobility Advantage サーバまた
は Cisco Unified Presence サーバの FQDN です。

[Additional DN Attributes] フィールドに、属性を入力します。
または

[Select] をクリックして、[Additional DN Attributes] ダイアログボックスを表示します。
a. [Additional DN Attributes] ダイアログボックスで、ドロップダウン リストから属性を選択します。
b. 属性の値を入力します。
c. [Add] をクリックします。リストに属性が表示されます。
d. [OK] をクリックして [CSR Parameters] ダイアログボックスに戻ります。

[CSR Parameters] ダイアログボックスの [Additional DN Attributes] フィールドに、追加した値が表示
されます。
ステップ 4

[OK] をクリックします。

ID 証明書要求の保存
いずれかの Unified Communications プロキシの ID 証明書要求の生成に成功すると、[Identity
Certificate Request] ダイアログボックスが表示されて、要求を保存するように求められます。
ステップ 1

[Save CSR to File] フィールドに、CSR ファイルの名前とパスを入力します（c:\asa-csr.txt など）。
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ステップ 2

[OK] をクリックします。CSR が正常に保存されたことを示す情報ダイアログボックスが表示されま
す。

ステップ 3

[OK] をクリックして、ダイアログボックスを閉じ、ウィザードに戻ります。

認証局（CA）に CSR を送信します。たとえば、CSR テキストを CA Web サイトの CSR 登録ページに
貼り付けて送信します。

CA から署名付きの ID 証明書が返信されたら、Unified Communications Wizard に戻ります。ウィ
ザードのクライアント側またはリモート側証明書管理ステップから、[Install ASA's Identity
Certificate] をクリックします。アイデンティティ証明書をインストールする手順については、
「Mobility Advantage サーバへの ASA ID 証明書のインストール」（P.15-27）および「Presence
Federation および Cisco Intercompany Media Engine サーバへの ASA ID 証明書のインストール」
（P.15-28）を参照してください。

Mobility Advantage サーバへの ASA ID 証明書のインストール
Cisco Mobility Advantage Proxy の証明書を設定する場合は、Cisco Mobility Advantage サーバに ASA
の ID 証明書をインストールする必要があります。
通常、認証局は、署名付きのアイデンティティ証明書と認証局の証明書（ルート証明書と呼ばれます）
の 2 種類の証明書を返します。ただし、（VeriSign など）認証局によっては中間証明書が送信される場
合もあります。
認証局からのルート証明書が他の証明書に署名するために使用されます。ルート証明書は、認証局から
受信した署名付きの ID 証明書を認証するために ASA によって使用されます。
認証局から中間証明書が提供された場合は、[Install ASA's Identity Certificate] ダイアログボックスの
[Intermediate Certificate (If Applicable)] 領域に証明書テキストを入力する必要があります。

Cisco Mobility Advantage Proxy の場合は、別のダイアログボックスにルート証明書をインストールし
ます。ルート証明書をインストールする手順については、「証明書のインストール」（P.15-25）を参照
してください。
ステップ 1

[Intermediate Certificate (If Applicable)] 領域で、次のいずれかの操作を実行します。
• 既存のファイルから証明書コンフィギュレーションを追加するには、[Install from a file] オプショ
ン ボタンをクリックします（これがデフォルトの設定です）。パスおよびファイル名を入力する
か、または [Browse] をクリックしてファイルを検索します。次に、[Install Certificate] をクリッ
クします。

• 手動で登録するには、[Paste the certificate data in base-64 format] オプション ボタンをクリックし
ます。表示された領域に PEM 形式（base64 または 16 進数値）証明書をコピー アンド ペーストし
ます。
ステップ 2

[ASA's Identity Certificate] 領域で、次のいずれかの操作を実行します。
• 既存のファイルから証明書コンフィギュレーションを追加するには、[Install from a file] オプショ
ン ボタンをクリックします（これがデフォルトの設定です）。パスおよびファイル名を入力する
か、または [Browse] をクリックしてファイルを検索します。次に、[Install Certificate] をクリッ
クします。

• 手動で登録するには、[Paste the certificate data in base-64 format] オプション ボタンをクリックし
ます。表示された領域に PEM 形式（base64 または 16 進数値）証明書をコピー アンド ペーストし
ます。
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ステップ 3

[Install Certificate] をクリックします。

Presence Federation および Cisco Intercompany Media Engine サー
バへの ASA ID 証明書のインストール
Cisco Presence Federation Proxy および Cisco Intercompany Media Engine Proxy の証明書を設定する
場合は、ASA の ID 証明書とルート証明書を Cisco Presence Federation サーバと Cisco Intercompany
Media Engine サーバにそれぞれインストールする必要があります。
通常、認証局は、署名付きのアイデンティティ証明書と認証局の証明書（ルート証明書と呼ばれます）
の 2 種類の証明書を返します。認証局からのルート証明書が他の証明書に署名するために使用されま
す。ルート証明書は、認証局から受信した署名付きの ID 証明書を認証するために ASA によって使用
されます。
ステップ 1

[Root CA's Certificate] 領域で、次のいずれかの操作を実行します。
• 既存のファイルから証明書コンフィギュレーションを追加するには、[Install from a file] オプショ
ン ボタンをクリックします（これがデフォルトの設定です）。パスおよびファイル名を入力する
か、または [Browse] をクリックしてファイルを検索します。次に、[Install Certificate] をクリッ
クします。

• 手動で登録するには、[Paste the certificate data in base-64 format] オプション ボタンをクリックし
ます。表示された領域に PEM 形式（base64 または 16 進数値）証明書をコピー アンド ペーストし
ます。
ステップ 2

[ASA's Identity Certificate] 領域で、次のいずれかの操作を実行します。
• 既存のファイルから証明書コンフィギュレーションを追加するには、[Install from a file] オプショ
ン ボタンをクリックします（これがデフォルトの設定です）。パスおよびファイル名を入力する
か、または [Browse] をクリックしてファイルを検索します。次に、[Install Certificate] をクリッ
クします。

• 手動で登録するには、[Paste the certificate data in base-64 format] オプション ボタンをクリックし
ます。表示された領域に PEM 形式（base64 または 16 進数値）証明書をコピー アンド ペーストし
ます。
ステップ 3

[Install Certificate] をクリックします。
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Cisco 電話プロキシの設定
この章では、Cisco 電話プロキシ機能向けに ASA を設定する方法について説明します。
この章の内容は、次のとおりです。

• 「Cisco 電話プロキシに関する情報」（P.16-1）
• 「電話プロキシのライセンス要件」（P.16-4）
• 「電話プロキシの前提条件」（P.16-6）
• 「電話プロキシのガイドラインと制限事項」（P.16-13）
• 「電話プロキシの設定」（P.16-15）
• 「電話プロキシの機能履歴」（P.16-24）

Cisco 電話プロキシに関する情報
ASA の Cisco 電話プロキシは、非信頼ネットワーク上のリモート電話から伝送されるデータを強制的
に暗号化することにより、企業 IP テレフォニー ネットワークとインターネットの間の IP テレフォ
ニーを安全にブリッジします。

電話プロキシ機能
電話プロキシを使用すると、VPN トンネルを経由しなくても、在宅勤務者の IP 電話から企業 IP テレ
フォニー ネットワークにインターネット経由で安全に接続できます。図 16-1 を参照してください。
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図 16-1

電話プロキシの安全な構成
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電話プロキシでは、混合モードまたはノンセキュア モードの Cisco Unified Communications Manager
（UCM）クラスタがサポートされています。クラスタ モードにかかわらず、暗号化機能を持つリモー
ト電話は常に暗号化モードになります。Transport Layer Security（TLS）（シグナリング）および
Secure Real-time Transport Protocol（SRTP）（メディア）は、常に ASA で終端します。また、ASA で
は、NAT を実行したり、メディア用にピンホールを開いたり、SCCP や SIP などのプロトコルのイン
スペクション ポリシーを適用したりできます。ノンセキュア クラスタ モードや、電話がノンセキュア
モードに設定された混合モードの場合、電話プロキシは次のように動作します。

• 電話からの TLS 接続は ASA で終端され、Cisco UCM への TCP 接続が開始されます。
• 外部の IP 電話から内部ネットワークの IP 電話に ASA 経由で送信される SRTP は、Real-time
Transport Protocol（RTP）に変換されます。
内部の IP 電話が認証モードに設定された混合モード クラスタの場合、TLS 接続は Cisco UCM への
TCP に変換されませんが、SRTP は RTP に変換されます。
内部の IP 電話が暗号化モードに設定された混合モード クラスタの場合、TLS 接続は TLS のまま Cisco
UCM に接続され、リモート電話からの SRTP は SRTP のまま内部の IP 電話に伝送されます。
電話プロキシでは、ノンセキュア クラスタへの通話時に電話の動作を安全に保つことが主な目的のた
め、次の機能が実行されます。

• 証明書ベースのリモート電話の認証に使用する、Certificate Trust List（CTL; 証明書信頼リスト）
ファイルを作成します。

• TFTP 経由で要求された場合に IP 電話のコンフィギュレーション ファイルを変更し、セキュリ
ティ フィールドをノンセキュアからセキュアに変更し、電話に送信されるすべてのファイルに署
名します。これらの変更によって、リモート電話で暗号化シグナリングとメディアが強制的に実行
されるようになり、安全性が確保されます。

• 電話からの TLS シグナリングを終端し、Cisco UCM への TCP または TLS を開始します。
• Skinny および SIP のシグナリング メッセージを変更することによって、メディア パスに入りま
す。

• SRTP を終端し、受信側への RTP/SRTP を開始します。
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（注）

TLS ハンドシェイクによるリモート IP 電話の認証の代わりに、LSC プロビジョニングによる認証を設
定できます。LSC プロビジョニングでは、リモート IP 電話ユーザごとにパスワードを作成し、各ユー
ザはリモート IP 電話でパスワードを入力して LSC を取得します。
リモート IP 電話の認証に LSC プロビジョニングを使用するには、IP 電話をまずノンセキュア モード
で登録する必要があります。このため、IP 電話をエンドユーザに渡す前に、企業ネットワーク内で
LSC プロビジョニングを実行することを推奨します。そうしない場合、IP 電話をノンセキュア モード
で登録するには、SIP および SCCP 用のノンセキュア シグナリング ポートを ASA 上で管理者が開く必
要があります。

CAPF（Certificate Authority Proxy Function; 認証局プロキシ関数）を使用した、ローカルで有効な証
明書（LSC）のインストールについては、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』
も参照してください。

電話プロキシでサポートされる Cisco UCM および IP Phone
Cisco Unified Communications Manager
次のリリースの Cisco Unified Communications Manager が電話プロキシでサポートされています。
• Cisco Unified CallManager バージョン 4.x
• Cisco Unified CallManager バージョン 5.0
• Cisco Unified CallManager バージョン 5.1
• Cisco Unified Communications Manager 6.1
• Cisco Unified Communications Manager 7.0
• Cisco Unified Communications Manager 8.0

Cisco Unified IP Phone
電話プロキシでは、次の IP 電話機能がサポートされます。
• 電話プロキシを介して接続されたリモート電話上での電話会議などのエンタープライズ機能
• XML サービス

Cisco Unified IP Phones 7900 シリーズの次の IP Phone が電話プロキシでサポートされています。
• Cisco Unified IP Phone 7975
• Cisco Unified IP Phone 7971
• Cisco Unified IP Phone 7970
• Cisco Unified IP Phone 7965
• Cisco Unified IP Phone 7962
• Cisco Unified IP Phone 7961
• Cisco Unified IP Phone 7961G-GE
• Cisco Unified IP Phone 7960（SCCP プロトコルのサポートに限る）
• Cisco Unified IP Phone 7945
• Cisco Unified IP Phone 7942
• Cisco Unified IP Phone 7941
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• Cisco Unified IP Phone 7941G-GE
• Cisco Unified IP Phone 7940（SCCP プロトコルのサポートに限る）
• Cisco Unified Wireless IP Phone 7921
• Cisco Unified Wireless IP Phone 7925

（注）

Cisco Unified Wireless IP Phone 7925 をサポートするには、電話プロキシと適切に連携できる
ように、IP 電話上で MIC または LSC を設定する必要もあります。

• ソフトウェア電話対応の CIPC（認証モードの CIPC バージョンに限る）

（注）

Cisco IP Communicator は、電話プロキシ VLAN トラバーサルの認証 TLS モードでサポート
されています。Cisco IP Communicator では SRTP および TLS が現在サポートされていないた
め、リモート アクセスに使用することはお勧めしません。

（注）

ASA は、SCCP プロトコル バージョン 19 以前が稼働している Cisco IP Phone からのトラフィックの
インスペクションをサポートします。

電話プロキシのライセンス要件
ASA でサポートされる Cisco 電話プロキシ機能には、Unified Communications Proxy ライセンスが必
要です。
次の表に、Unified Communications Proxy ライセンスの詳細をプラットフォーム別に示します。

（注）

この機能は、ペイロード暗号化機能のないモデルでは使用できません。

モデル

ライセンス要件1

ASA 5505

基本ライセンスと Security Plus ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24 セッション。

ASA 5510

基本ライセンスと Security Plus ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、または 100 セッション。

ASA 5520

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、または 1000 セッション。

ASA 5540

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、または 2000 セッション。

ASA 5550

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、または 3000 セッション。

ASA 5580

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、3000、5000、または
10,000 セッション。2
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モデル

ライセンス要件1

ASA 5512-X

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、または 500 セッション。

ASA 5515-X

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、または 500 セッション。

ASA 5525-X

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、または 1000 セッション。

ASA 5545-X

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、または 2000 セッション。

ASA 5555-X

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、または 3000 セッション。

ASA 5585-X
（SSP-10）
ASA 5585-X
（SSP-20、-40、また
は -60）

ASASM

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、または 3000 セッション。
基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、3000、5000、または
10,000 セッション。2
基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、3000、5000、または
10,000 セッション。2
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1. 次のアプリケーションでは、接続時に TLS プロキシ セッションを使用します。これらのアプリケーションで使用される各 TLS プロキシ
セッション（およびこれらのアプリケーションのみ）は UC ライセンスの制限に対してカウントされます。
- 電話プロキシ
- プレゼンス フェデレーション プロキシ
- 暗号化音声インスペクション
TLS プロキシ セッションを使用するその他のアプリケーション（ライセンスが不要な Mobility Advantage Proxy、個別の IME ライセンス
が必要な IME など）では、UC 制限に対してカウントしません。
UC アプリケーションによっては、1 つの接続に複数のセッションを使用する場合があります。たとえば、プライマリとバックアップの
Cisco Unified Communications Manager を電話に設定した場合は、TLS プロキシ接続が 2 つあるため、UC Proxy セッションも 2 つ使用さ
れます。

[Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] > [TLS Proxy] ペインを使用して個別に TLS プロキシの制限を設定します。デフォ
ルトの TLS プロキシ制限よりも高い UC ライセンスを適用する場合、ASA では、その UC 制限に一致するように TLS プロキシの制限が自
動的に設定されます。UC ライセンスの制限よりも TLS プロキシ制限が優先されます。TLS プロキシ制限を UC ライセンスよりも少なく設
定すると、UC ライセンスですべてのセッションを使用できません。
注：「K8」で終わるライセンス製品番号（たとえばユーザ数が 250 未満のライセンス）では、TLS プロキシ セッション数は 1000 までに制
限されます。「K9」で終わるライセンス製品番号（たとえばユーザ数が 250 以上のライセンス）では、TLS プロキシの制限はコンフィギュ
レーションに依存し、モデルの制限が最大数になります。K8 と K9 は、エクスポートについてそのライセンスが制限されるかどうかを示し
ます。K8 は制限されず、K9 は制限されます。
注：設定をクリアすると、TLS プロキシ制限がモデルのデフォルトに設定されます。このデフォルトが UC ライセンスの制限よりも低い場
合、制限を再度引き上げるようにエラー メッセージが表示されます（ASDM の [TLS Proxy] ペインを使用します）。フェールオーバーを使
用して、プライマリ ユニットで [File] > [Save Running Configuration to Standby Unit] を使用して設定の同期を強制する場合、clear
configure all コマンドがセカンダリ ユニットに自動的に生成されるので、セカンダリ ユニットに警告メッセージが表示されることがありま
す。コンフィギュレーションの同期によりプライマリ装置の TLS プロキシ制限の設定が復元されるため、この警告は無視できます。
接続には、SRTP 暗号化セッションを使用する場合もあります。
- K8 ライセンスでは、SRTP セッション数は 250 までに制限されます。
- K9 ライセンスに制限はありません。
（注）メディアの暗号化 / 復号化を必要とするコールだけが、SRTP 制限に対してカウントされます。コールに対してパススルーが設定され
ている場合は、両方のレッグが SRTP であっても、SRTP 制限に対してカウントされません。

2. 10,000 セッション UC ライセンスの場合、組み合わせたセッション数は合計 10,000 までですが、電話プロキシ セッションの最大数は 5000
です。

ライセンスの詳細については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの Chapter 3,

“Managing Feature Licenses for Cisco ASA Version 9.1.” を参照してください。

電話プロキシの前提条件
ここでは、次の内容について説明します。

• 「メディア ターミネーション インスタンスの前提条件」（P.16-7）
• 「Cisco UCM の証明書」（P.16-7）
• 「DNS lookup の前提条件」（P.16-8）
• 「Cisco Unified Communications Manager の前提条件」（P.16-8）
• 「ACL ルール」（P.16-8）
• 「NAT と PAT の前提条件」（P.16-9）
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• 「複数インターフェイス上にある IP 電話の前提条件」（P.16-9）
• 「7960 および 7940 IP Phone のサポート」（P.16-10）
• 「Cisco IP Communicator の前提条件」（P.16-11）
• 「レート制限 TFTP 要求の前提条件」（P.16-11）
• 「エンドユーザの電話のプロビジョニング」（P.16-12）

メディア ターミネーション インスタンスの前提条件
ASA には、次の基準を満たすメディア ターミネーション インスタンスが必要です。
• ASA 上の電話プロキシごとに、メディアの停止を 1 つ設定する必要があります。ASA では、複数
のメディア ターミネーション インスタンスはサポートされていません。

• メディア ターミネーション インスタンスでは、すべてのインターフェイスに対してグローバルな
メディア ターミネーション アドレスを設定することも、インターフェイスごとにメディア ターミ
ネーション アドレスを設定することもできます。しかし、グローバルなメディア ターミネーショ
ン アドレスと、インターフェイスごとに設定するメディア ターミネーション アドレスは同時に使
用できません。

• 複数のインターフェイスに対してメディア ターミネーション アドレスを設定する場合、IP 電話と
の通信時に ASA で使用するアドレスを、インターフェイスごとに設定する必要があります。
たとえば、ASA 上に 3 つのインターフェイス（1 つの内部インターフェイスと 2 つの外部インター
フェイス）があって、いずれかの外部インターフェイスだけを IP 電話との通信に使用する場合、
メディア ターミネーション アドレスを 2 つ（内部インターフェイスに 1 つ、IP 電話と通信する外
部インターフェイスに 1 つ）設定します。

• 1 つのインターフェイスに設定できるメディア ターミネーション アドレスは 1 つだけです。
• IP アドレスは、そのインターフェイスのアドレス範囲内で使用されていない、パブリックにルー
ティング可能な IP アドレスです。
• インターフェイスの IP アドレスを、ASA 上のインターフェイスと同じアドレスにはできません。
• IP アドレスを、既存のスタティック NAT プールまたは NAT ルールとオーバーラップさせること
はできません。

• IP アドレスを、Cisco UCM や TFTP サーバと同じ IP アドレスにはできません。
• ルータやゲートウェイの背後の IP 電話についても、この前提条件を満たす必要があります。ルー
タまたはゲートウェイで、IP 電話と通信する ASA インターフェイス上のメディア ターミネーショ
ン アドレスにルートを追加して、電話からそのアドレスに到達できるようにします。

Cisco UCM の証明書
Cisco UCM に保存されている次の証明書をインポートします。ASA で電話プロキシを使用するには、
これらの証明書が必要です。
• Cisco_Manufacturing_CA
• CAP-RTP-001
• CAP-RTP-002
• CAPF 証明書（任意）
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LSC プロビジョニングが必要な場合や、IP 電話の LSC がイネーブルになっている場合は、Cisco
UCM から CAPF 証明書をインポートする必要があります。Cisco UCM に CAPF 証明書が複数ある場
合は、それらのすべてを ASA にインポートする必要があります。
（注）

LSC プロビジョニングを設定すると、エンドユーザ認証を追加できます。詳細については、Cisco
Unified Communications Manager のコンフィギュレーション ガイドを参照してください。
たとえば、電話プロキシで IP 電話の証明書を検証するには、CA 製造業者証明書が必要です。

DNS lookup の前提条件
• Cisco UCM に IP アドレスではなく Fully Qualified Domain Name（FQDN; 完全修飾ドメイン名）
を設定した場合は、ASA で DNS lookup を設定してイネーブルにする必要があります。
• DNS lookup の設定後、ASA から、設定した FQDN で Cisco UCM を ping できることを確認しま
す。

• CAPF サービスがイネーブルになっており、Cisco UCM がパブリッシャ上で実行されておらず、
パブリッシャが IP アドレスではなく FQDN で設定されている場合は、DNS lookup を設定する必
要があります。

Cisco Unified Communications Manager の前提条件
• TFTP サーバは、Cisco UCM と同じインターフェイス上に置く必要があります。
• Cisco UCM は内部のプライベート ネットワーク上に置くことができますが、ASA 上の Cisco
UCM には、ルーティング可能なパブリック アドレスに対するスタティック マッピングが必要で
す。

• Cisco UCM に NAT が必要な場合は、既存のファイアウォール上ではなく、ASA 上に設定する必
要があります。

ACL ルール
既存のファイアウォールの背後に電話プロキシが構成されている場合は、シグナリングを許可するアク
セス リストのルール、TFTP 要求、および電話プロキシへのメディア トラフィックを設定する必要が
あります。

TFTP サーバまたは Cisco UCM に NAT が設定されている場合は、変換後の「グローバル」アドレスを
ACL で使用する必要があります。
表 16-1 に、既存のファイアウォールに設定する必要があるポートを示します。
表 16-1

ポート設定要件

アドレス

ポート

プロトコル

メディアの停止

1024-65535

UDP

説明

SRTP の着信を許可す
る

TFTP サーバ

69

UDP

TFTP の着信を許可す
る
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表 16-1

ポート設定要件 （続き）

アドレス

ポート

プロトコル

説明

Cisco UCM

2443

TCP

セキュア SCCP の着信
を許可する

Cisco UCM

5061

TCP

セキュア SIP の着信を
許可する

3804

TCP

LSC プロビジョニング
に対する CAPF サービ
スを許可する

（Cisco UCM 上の）
CAPF サービス

（注）

これらすべてのポートは、TFTP を除き、Cisco UCM に設定可能です。これらはデフォルト値
であり、Cisco UCM 上で変更した場合は、変更する必要があります。たとえば、CAPF サービ
スのデフォルト ポートは 3804 です。Cisco UCM 上でこのデフォルト値を変更した場合は、変
更する必要があります。

NAT と PAT の前提条件
NAT の前提条件
• TFTP サーバに対して NAT を設定する場合は、TFTP サーバで電話プロキシの設定を行う前に
NAT 設定を行う必要があります。
• TFTP サーバまたは Cisco UCM に NAT が設定されている場合は、変換後の「グローバル」アドレ
スを ACL で使用する必要があります。

PAT の前提条件
• Skinny インスペクション グローバル ポートにデフォルト以外のポートを使用するように設定する
場合は、このノンセキュア ポートを global_sccp_port+443 として設定する必要があります。
したがって、global_sccp_port が 7000 の場合、グローバル セキュア SCCP ポートは 7443 です。
電話プロキシ構成に複数の Cisco UCM が含まれていて、インターフェイスの IP アドレスまたはグ
ローバル IP アドレスを共有する必要があるときは、ポートの再設定が必要な場合があります。

（注）

ノンセキュア ポートとセキュア ポートの両方に PAT の設定を行う必要があります。

• IP 電話から Cisco UCM 上の CAPF に接続する必要があって、Cisco UCM にスタティック PAT
（LCS プロビジョニングが必要）が設定されている場合は、デフォルト CAPF ポート 3804 にスタ
ティック PAT を設定する必要があります。

複数インターフェイス上にある IP 電話の前提条件
IP 電話が複数インターフェイス上にある場合は、電話プロキシ設定で、Cisco UCM の正しい IP アドレ
スを CTL ファイルに設定する必要があります。
IP アドレスの正しい設定方法については、次のトポロジ例を参照してください。
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phones --- (dmz)-----|
|----- ASA PP --- (outside Internet) --- phones
phones --- (inside)--|

このトポロジ例では、次の IP アドレスを設定します。

• 内部インターフェイス上の Cisco UCM は 10.0.0.5
• DMZ ネットワークは 192.168.1.0/24
• 内部ネットワークは 10.0.0.0/24

Cisco UCM は、DMZ から、外部インターフェイスと内部インターフェイス、外部インターフェイス
へ、複数のグローバル IP アドレスでマッピングされます。
IP アドレスが 2 つあるため、CTL ファイル内には Cisco UCM のエントリが 2 つ必要です。たとえば、
Cisco UCM の static 文が次のようであったとします。
object network obj-10.0.0.5-01
host 10.0.0.5
nat (inside,outside) static 209.165.202.129
object network obj-10.0.0.5-02
host 10.0.0.5
nat (inside,dmz) static 198.168.1.2

この Cisco UCM の場合、CTL ファイルに次の 2 つのレコード エントリが必要です。
record-entry cucm trustpoint cucm_in_to_out address 209.165.202.129
record-entry cucm trustpoint cucm_in_to_dmz address 192.168.1.2

7960 および 7940 IP Phone のサポート
• これらの IP Phone には MIC が事前インストールされていないため、LSC をインストールする必要
があります。電話プロキシで使用する前に、各電話機に LSC をインストールします。そうすれば、
ノンセキュア モードで Cisco UCM に IP Phone を登録するためにノンセキュア SCCP ポートを開
かずに済みます。

IP Phone に LSC をインストールする手順については、次のマニュアルを参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/security/7_0_1/secugd/secucapf.html#wp
1093518

（注）

別の Cisco UCM クラスタの LSC が IP Phone にすでにインストールされている場合は、その
LSC を削除して、現在の Cisco UCM クラスタから LSC をインストールしてください。

（注）

LSC プロビジョニングを設定すると、エンドユーザ認証を追加できます。詳細については、
Cisco Unified Communications Manager のコンフィギュレーション ガイドを参照してくださ
い。

• CAPF 証明書を ASA にインポートする必要があります。
• ASA 上に作成する CTL ファイルは、CAPF レコード エントリで作成する必要があります。
• SIP プロトコルではこれらの IP Phone の暗号化がサポートされないため、SCCP プロトコルだけを
使用するように電話を設定する必要があります。

• 電話プロキシ経由で LSC プロビジョニングを行う場合は、ACL を追加して、IP Phone がノンセ
キュア ポート 2000 で Cisco UCM に登録できるようにする必要があります。
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Cisco IP Communicator の前提条件
Cisco IP Communicator（CIPC）に電話プロキシを設定するには、次の前提条件を満たす必要がありま
す。

• [Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] > [Phone Proxy] の順に選択し、[Call
Manager and Phone Settings] 領域の [Enable CICP security mode authentication] チェックボックス
をオンにします。

• ACL を作成し、CIPC がノンセキュア モードで Cisco UCM に登録できるようにします。
• SSL 暗号化サイファの 1 つとして null-sha1 を設定します。
現在のバージョンの Cisco IP Communicator（CIPC）は認証モードをサポートしており、TLS シグナ
リングを実行しますが、音声の暗号化は行いません。

CIPC は、TLS ハンドシェイクの実行に LSC を必要とするため、ノンセキュア モードでクリアテキス
ト シグナリングを使用して Cisco UCM に登録する必要があります。CIPC が登録できるようにするに
は、ノンセキュア SIP/SCCP シグナリング ポート（5060/2000）での Cisco UCM への接続を CIPC に
許可する ACL を作成します。
（注）

LSC プロビジョニングを設定すると、エンドユーザ認証を追加できます。詳細については、Cisco
Unified Communications Manager のコンフィギュレーション ガイドを参照してください。
CIPC は TLS ハンドシェイクの実行時に別のサイファを使用するため、null-sha1 サイファと SSL 暗号
化の設定が必要です。null-shal 暗号を追加するには、show run all ssl コマンドを使用して ssl
encryption コマンドの出力を表示し、null-shal を SSL 暗号化リストの最後に追加します。

（注）

CIPC で電話プロキシを使用する際は、エンドユーザが CIPC でデバイス名をリセット（[Preferences]
> [Network] タブ > [Use this Device Name] フィールド）することも、管理者が Cisco Unified CM
Administration Console でデバイス名をリセット（[Device] メニュー > [Phone Configuration] >
[Device Name] フィールド）することもできません。電話プロキシを使用するには、CIPC コンフィ
ギュレーション ファイルの形式を SEP<mac_address>.cnf.xml とする必要があります。デバイス名が
この形式（SEP<mac_address>）でない場合、電話プロキシ経由で Cisco UMC からコンフィギュレー
ション ファイルを取得できないため、CIPC は機能しません。

レート制限 TFTP 要求の前提条件
リモート アクセスのシナリオにおいては、インターネット経由で接続するすべての IP 電話に、TFTP
サーバに対する TFTP 要求の送信が許可されるため、TFTP 要求にレート制限を設定することをお勧め
します。

TFTP 要求にレート制限を設定するには、モジュラ ポリシー フレームワークで police コマンドを設定
します。police コマンドの使用方法については、コマンド リファレンスを参照してください。
ポリシングは、設定した最大レート（ビット / 秒単位）を超えるトラフィックが発生しないようにし
て、1 つのトラフィック フローが全体のリソースを占有しないようにする方法です。トラフィックが最
大レートを超えると、ASA は超過した分のトラフィックをドロップします。また、ポリシングでは、
許可されるトラフィックの最大単一バーストも設定されます。
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レート制限の設定例
次の例では、police コマンドとモジュラ ポリシー フレームワークを使用して、TFTP 要求にレート制
限を設定する方法について説明します。
最初に、電話プロキシに必要な準拠レートを算出します。準拠レートを算出するには、次の数式を使用
します。
X * Y * 8

ここで、

X = 秒あたりの要求数
Y = 各パケットのサイズ（L2、L3、L4、およびペイロードを含む）
したがって、秒あたり 300 の TFTP 要求レートが必要な場合、準拠レートは次のように計算します。
300 requests/second * 80 bytes * 8 = 192000

どのホストからメディア ターミネーション アドレスに ping できるかを制御するには、ICMP ルールを
作成します。[Configuration] > [Device Management] > [Management Access] > [ICMP] の順に選択し、
[Add] ボタンをクリックします。

エンドユーザの電話のプロビジョニング
電話プロキシは、TFTP とシグナリングのトランザクションに関して透過的なプロキシです。Cisco
UCM TFTP サーバに NAT が設定されていない場合は、Cisco UCM クラスタの TFTP サーバ アドレス
を IP 電話に設定する必要があります。

Cisco UCM TFTP サーバに NAT が設定されている場合は、Cisco UCM TFTP サーバのグローバル ア
ドレスが TFTP サーバ アドレスとして IP 電話に設定されます。

エンド ユーザに対する IP 電話の導入方法
どちらのオプションでも、NAT 機能を持つ商用ケーブル /DSL ルータの背後にリモート IP 電話を導入
できます。

オプション 1（推奨）
IP 電話をエンド ユーザに配布する前に本社で準備します。

• ネットワーク内部で電話を登録します。電話の設定、イメージのダウンロード、および登録に問題
がないことを、IT 部門が確認します。
• Cisco UCM クラスタが混合モードであった場合は、電話機をエンド ユーザに配布する前に CTL
ファイルを削除する必要があります。
このオプションの利点は次のとおりです。

• 電話が Cisco UCM に登録され機能しているかどうかがわかっているため、ネットワークや電話プ
ロキシのトラブルシューティングや問題の分離が容易。

• ユーザが低速で時間を要する場合のあるブロードバンド接続経由で電話機にファームウェアをダウ
ンロードする必要がないため、ユーザ エクスペリエンスが向上。
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オプション 2
IP 電話をエンド ユーザに配布します。オプション 2 を使用する場合は、適切な Cisco UCM および
TFTP サーバの IP アドレスを使用して電話機の設定を変更するように、ユーザに指示する必要があり
ます。

（注）

TLS ハンドシェイクによるリモート IP 電話の認証の代わりに、LSC プロビジョニングによる認証を設
定できます。LSC プロビジョニングでは、リモート IP 電話ユーザごとにパスワードを作成し、各ユー
ザはリモート IP 電話でパスワードを入力して LSC を取得します。
リモート IP 電話の認証に LSC プロビジョニングを使用するには、IP 電話をまずノンセキュア モード
で登録する必要があります。このため、IP 電話をエンドユーザに渡す前に、企業ネットワーク内で
LSC プロビジョニングを実行することを推奨します。そうしない場合、IP 電話をノンセキュア モード
で登録するには、SIP および SCCP 用のノンセキュア シグナリング ポートを ASA 上で管理者が開く必
要があります。

CAPF（Certificate Authority Proxy Function; 認証局プロキシ関数）を使用した、ローカルで有効な証
明書（LSC）のインストールについては、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』
も参照してください。

電話プロキシのガイドラインと制限事項
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「一般的なガイドラインと制限事項」（P.16-13）
• 「メディア ターミネーション アドレスのガイドラインと制限事項」（P.16-14）

一般的なガイドラインと制限事項
電話プロキシの一般的な制限事項は次のとおりです。

• 電話プロキシ インスタンスは、phone-proxy コマンドを使用して ASA 上に 1 つだけ設定できま
す。phone-proxy コマンドの詳細については、コマンド リファレンスを参照してください。「電話
プロキシ インスタンスの作成」（P.16-19）も参照してください。
• 電話プロキシは、Cisco UCM クラスタを 1 つだけサポートします。電話プロキシ用に Cisco UCM
クラスタを設定する手順については、「CTL ファイルの作成」（P.16-16）を参照してください。
• ASA がトランスペアレント モードまたはマルチ コンテキスト モードで実行されている場合、電話
プロキシはサポートされません。

• リモート IP 電話から無効な内線または外線が呼び出された場合、電話プロキシは、Cisco UCM か
らのアナンシエータ メッセージを再生できません。そのリモート IP 電話には、アナンシエータ
メッセージ「Your call cannot be completed ...」の代わりに、高速のビジー信号が再生されます。
一方、内部の IP 電話から無効な内線に電話をかけた場合は、アナンシエータ メッセージによって
「Your call cannot be completed ...」が再生されます。
• VPN トンネルを介して電話プロキシに接続する電話のパケットは、ASA インスペクション エンジ
ンの検査対象となりません。
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• 電話プロキシでは、IP 電話で ASA を通して Real-Time Control Protocol（RTCP; リアルタイム制
御プロトコル）パケットを送信することができません。Cisco Unified CM Administration Console
の [Phone Configuration] ページで、RTCP パケットをディセーブルにしてください。このオプ
ションの設定方法については、Cisco Unified Communications Manager（CallManager）のマニュ
アルを参照してください。

• CIPC で電話プロキシを使用する際は、エンドユーザが CIPC でデバイス名をリセット
（[Preferences] > [Network] タブ > [Use this Device Name] フィールド）することも、管理者が
Cisco Unified CM Administration Console でデバイス名をリセット（[Device] メニュー > [Phone
Configuration] > [Device Name] フィールド）することもできません。電話プロキシを使用するに
は、CIPC コンフィギュレーション ファイルの形式を SEP<mac_address>.cnf.xml とする必要があ
ります。デバイス名がこの形式（SEP<mac_address>）でない場合、電話プロキシ経由で Cisco
UMC からコンフィギュレーション ファイルを取得できないため、CIPC は機能しません。
• SCCP ビデオ メッセージでは SRTP キーがサポートされないため、電話プロキシでは、IP 電話で
Cisco VT Advantage を使用して SCCP ビデオ メッセージを送信することができません。
• 混合モード クラスタで電話プロキシを使用する場合、ASA を通して、暗号化されたコンフィギュ
レーション ファイルを Cisco Unified Call Manager で TFTP を使用して IP 電話に送信できません。
• 1 つの NAT デバイスの背後にある複数の IP 電話では、同一のセキュリティ モードを使用するよう
に設定する必要があります。
電話プロキシを混合モード クラスタ用に設定し、1 つの NAT デバイスの背後にある複数の IP 電話
を電話プロキシで登録する場合は、Unified Call Manager で、SIP および SCCP のすべての IP 電
話を認証モードまたは暗号化モードに設定するか、すべてをノンセキュア モードに設定する必要
があります。
たとえば、1 つの NAT デバイスの背後に 4 つの IP 電話があり、そのうちの 2 つは SIP で、残りの
2 つは SCCP で設定されている場合、Unified Call Manager で可能な設定は次のとおりです。

– 2 つの SIP IP 電話：1 つが認証モードで 1 つが暗号化モード、両方が認証モード、または両方
が暗号化モード

2 つの SCCP IP 電話：1 つが認証モードで 1 つが暗号化モード、両方が認証モード、または両
方が暗号化モード
– 2 つの SIP IP 電話：両方がノンセキュア モード

2 つの SCCP IP 電話：1 つが認証モードで 1 つが暗号化モード、両方が認証モード、両方が暗
号化モード
– 2 つの SIP IP 電話：1 つが認証モードで 1 つが暗号化モード、両方が認証モード、両方が暗号
化モード

2 つの SCCP IP 電話：両方がノンセキュア モード
この制限事項は、IP 電話用のアプリケーション リダイレクト ルール（TLS から TCP への変換
ルール）に起因しています。

メディア ターミネーション アドレスのガイドラインと制限事項
電話プロキシでは、メディア ターミネーション アドレスの設定に関して、次の制限事項があります。

• 電話プロキシでは、強制的にノンセキュア セキュリティ モードを使用しない限り、メディア ター
ミネーション アドレスの設定時に内部 IP 電話（内部ネットワーク上の IP 電話）を Cisco UCM 以
外のネットワーク インターフェイス上に配置できません。
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内部 IP 電話が Cisco UCM 以外のネットワーク インターフェイス上にある場合でも、IP 電話のシ
グナリング セッションは ASA を通過しますが、IP 電話トラフィックは電話プロキシを通過しませ
ん。このため、内部 IP 電話は Cisco UMC と同じネットワーク インターフェイス上に配置するこ
とをお勧めします。

Cisco UMC と内部 IP 電話を異なるネットワーク インターフェイス上に配置する必要がある場合
は、Cisco UMC があるメディア ターミネーション アドレスのネットワーク インターフェイスにア
クセスするルートを、内部 IP 電話に追加する必要があります。
グローバルなメディア ターミネーション アドレスを使用するように電話プロキシを設定した場合
は、すべての IP 電話に同じグローバル アドレスが表示されます。これはルーティング可能なパブ
リック アドレスです。

• メディア ターミネーション アドレスを（グローバル インターフェイスを使用せずに）複数イン
ターフェイスに設定する場合は、電話プロキシ サービス ポリシーの適用前に、少なくとも 2 つの
インターフェイス（内部インターフェイスと外部インターフェイス）上にメディア ターミネー
ション アドレスを設定する必要があります。そうしないと、SIP インスペクションと Skinny イン
スペクションで電話プロキシをイネーブルにした際に、エラー メッセージが表示されます。

• 電話プロキシで一度に使用できるメディア ターミネーション インスタンスは 1 つのタイプだけで
す。たとえば、すべてのインターフェイスに対してグローバルなメディア ターミネーション アド
レスを設定することも、インターフェイスごとにメディア ターミネーション アドレスを設定する
こともできます。しかし、グローバルなメディア ターミネーション アドレスと、インターフェイ
スごとに設定するメディア ターミネーション アドレスは同時に使用できません。

電話プロキシの設定
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「電話プロキシの設定のタスク フロー」（P.16-15）
• 「CTL ファイルの作成」（P.16-16）
• 「CTL ファイル内の Record エントリの追加または編集」（P.16-17）
• 「メディア ターミネーション インスタンスの作成」（P.16-18）
• 「電話プロキシ インスタンスの作成」（P.16-19）
• 「電話プロキシの TFTP サーバの追加または編集」（P.16-22）
• 「電話プロキシの UDP ポート転送用 Linksys ルータの設定」（P.16-23）

電話プロキシの設定のタスク フロー
（注）

この機能は、適応型セキュリティ アプライアンスのバージョン 8.1.2 に対してはサポートされていませ
ん。

Phone Proxy を設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1：CTL ファイルを作成します。「CTL ファイルの作成」（P.16-16）を参照してください。
ステップ 2：暗号化シグナリングを処理する TLS Proxy インスタンスを作成します。「TLS Proxy イン
スタンスの追加」（P.17-9）を参照してください。
ステップ 3：Phone Proxy インスタンスを作成します。「電話プロキシ インスタンスの作成」（P.16-19）
を参照してください。
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ステップ 4：Phone Proxy のメディア停止アドレスを設定します。「メディア ターミネーション インス
タンスの作成」（P.16-18）を参照してください。

（注）

Phone Proxy の SIP および Skinny インスペクションをイネーブルにする（Phone Proxy をサービス ポ
リシー ルールに適用することによって行います）前に、Phone Proxy に、MTA インスタンス、TLS
Proxy、および CTL ファイルが割り当てられていないと、Phone Proxy をサービス ポリシーに適用で
きません。さらに、Phone Proxy をサービス ポリシー ルールに適用すると、Phone Proxy を変更また
は削除できなくなります。

Step 5：Phone Proxy の SIP および Skinny インスペクションをイネーブルにします。「SIP インスペク
ション」（P.11-21）および「Skinny（SCCP ）インスペクション」（P.11-33）を参照してください。

CTL ファイルの作成
Phone Proxy によって要求される証明書信頼リスト（CTL）ファイルを作成します。新しい CTL ファ
イルを作成、または、フラッシュ メモリから解析するための既存の CTL ファイルのパスを指定するこ
とによって、必要な証明書を指定します。
トラストポイントを作成し、IP 電話にとって信頼できるものでなければならない、ネットワーク内の
各エンティティ（CUCM、CUCM と TFTP、TFTP サーバ、CAPF）の証明書を生成します。証明書
は、CTL ファイルの作成に使用されます。ネットワーク内の各 CUCM（セカンダリ CUCM が使用さ
れている場合は、プライマリとセカンダリ）と TFTP サーバのトラストポイントを作成する必要があり
ます。トラストポイントは、CUCM を信頼する電話の CTL ファイル内にある必要があります。

TFTP 中に IP 電話に対して示される CTL ファイルを作成します。NAT が設定されている場合、アドレ
スは、TFTP サーバまたは CUCM の、変換済みまたはグローバル アドレスである必要があります。
ファイルを作成すると、TFTP ファイルに署名するために Phone Proxy によって使用される内部トラン
スポイントが作成されます。トラストポイントには _internal_PP_ctl-instance_filename という名前が
付けられます。

（注）

CTL ファイル インスタンスが Phone Proxy に割り当てられると、そのインスタンスは [CTL File] ペイ
ンで修正できなくなり、ペインがディセーブルになります。電話プロキシに割り当てられている CTL
ファイルを修正するには、[Phone Proxy] ペイン（[Configuration] > [Firewall] > [Unified
Communications] > [Phone Proxy]）に移動し、[Use the Certificate Trust List File generated by the CTL
instance] チェックボックスをオフにします。
[Create a Certificate Trust List (CTL) File] ペインを使用して、Phone Proxy の CTL ファイルを作成し
ます。このペインによって、ASA との TFTP ハンドシェイク中に IP 電話に提示される CTL ファイル
が作成されます。電話プロキシによって使用される CTL ファイルの詳細な概要については、「CTL
ファイルの作成」（P.16-16）を参照してください。
[Create a Certificate Trust List (CTL) File] ペインは、CTL ファイルを生成するための属性を設定する
ために使用されます。CTL ファイル インスタンスの名前は、ASDM によって生成されます。ユーザが
CTL ファイル インスタンス コンフィギュレーションを編集しようとすると、ASDM によって、最初
に shutdown CLI コマンドが、そして最後のコマンドとして no shutdown CLI コマンドが自動的に生
成されます。
このペインにアクセスするには、[Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] > [CTL

File] ペインの順に選択します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] > [CTL File] ペインを開きます。
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ステップ 2

[Enable Certificate Trust List File] チェックボックスをオンにして、機能をイネーブルにします。

ステップ 3

Phone Proxy に対して使用する CTL ファイルを指定するには、次のいずれかを実行します。
• 既存の CTL ファイルが利用できる場合は、ASDM の [Tools] メニューにあるファイル管理ツール
を使用して、その CTL ファイルをフラッシュ メモリにダウンロードします。[Use certificates
present in the CTL stored in flash] オプション ボタンをオンにして、テキスト ボックスに CTL ファ
イルの名前とパスを指定します。
既存の CTL ファイルを使用して、IP 電話にとって信頼できるものでなければならない、ネット
ワーク内の各エンティティ（CUCM、CUCM と TFTP、TFTP サーバ、CAPF）のトラストポイン
トをインストールします。各エンティティの正しい IP アドレス（つまり、CUCM または TFTP
サーバに対して IP 電話が使用する IP アドレス）が格納されている既存の CTL ファイルがある場
合、そのファイルを使用して、新しい CTL ファイルを作成できます。既存の CTL ファイルのコ
ピーをフラッシュ メモリに保存し、そのコピーを CTLFile.tlv とは異なる名前に変更します。

• 既存の CTL ファイルが使用できない場合、[Create new CTL file] オプション ボタンをオンにしま
す。
ネットワーク内の各エンティティ（CUCM、TFTP、CUCM-TFTP オプションなど）に対する
Record エントリを追加するには、[Add] をクリックします。[Add Record Entry] ダイアログボッ
クスが開きます。「CTL ファイル内の Record エントリの追加または編集」（P.16-17）を参照して
ください。
ステップ 4

必要な番号 SAST 証明書トークンを指定します。デフォルトは 2 です。指定できる最大数は 5 です。

PhoneProxy によって CTL ファイルが生成されるので、CTL ファイル自体に署名するための System
Administrator Security Token（SAST）キーを作成する必要があります。このキーは、ASA で生成で
きます。SAST は、自己署名証明書として作成されます。通常、CTL ファイルには複数の SAST が含
まれています。ある SAST が回復可能でない場合は、後でもう 1 つの SAST を使用してファイルを署
名できます。
ステップ 5

[Apply] をクリックして CTL ファイル コンフィギュレーション設定内容を保存します。

CTL ファイル内の Record エントリの追加または編集
（注）

この機能は、適応型セキュリティ アプライアンスのバージョン 8.1.2 に対してはサポートされていませ
ん。

[Add/Edit Record Entry] ダイアログボックスを使用して、CTL ファイルの作成に使用されるトラスト
ポイントを指定します。

（注）

CTL ファイル内のエントリを編集するには、[Edit Record Entry] ダイアログボックスを使用しますが、
このダイアログボックスで設定を変更しても、電話プロキシの関連設定は変更されません。たとえば、

CUCM または TFTP サーバの IP アドレスをこのダイアログボックスで編集すると、変更されるのは
CTL ファイル内のみであり、これらのサーバの実際のアドレスが変更されることも、電話プロキシに
必要なアドレス変換が更新されることもありません。
CTL ファイルの設定を修正するには、Unified Communications Wizard をもう一度実行して CTL ファ
イル設定を編集して、すべての電話プロキシ設定を確実に正しく同期させることを推奨します。

CTL ファイルで必要な各エントリに対して、さらに record-entry コンフィギュレーションを追加しま
す。
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ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] > [CTL File] ペインを開きます。

ステップ 2

[Enable Certificate Trust List File] チェックボックスをオンにして、機能をイネーブルにします。

ステップ 3

[Type] フィールドで、作成するトラストポイントのタイプを指定します。
• [cucm]：このトラストポイントの役割を CCM に指定します。複数の CCM トラストポイントを設
定できます。

• [cucm-tftp]：このトラストポイントの役割を CCM+TFTP に指定します。複数の CCM+TFTP トラ
ストポイントを設定できます。

• [tftp]：このトラストポイントの役割を TFTP に指定します。複数の TFTP トラストポイントを設
定できます。

• [capf]：このトラストポイントの役割を CAPF に指定します。1 つの CAPF トラストポイントのみ
を設定できます。
ステップ 4

[Host] フィールドで、トラストポイントの IP アドレスを指定します。NAT が設定されている場合、指
定する IP アドレスは、TFTP サーバまたは CUCM のグローバル アドレスである必要があります。グ
ローバル IP アドレスは IP 電話によって検出される IP アドレスです。これは、グローバル IP アドレス
は、トラストポイントの CTL レコードに対して使用される IP アドレスになるからです。

ステップ 5

[Certificate] フィールドで、CTL ファイル内のレコード エントリに対する ID 証明書を指定します。新
しい ID 証明書を作成するには、[Manage] をクリックします。[Manage Identify Certificates] ダイアロ
グボックスが開きます。一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Configuring Identity
Certificates Authentication” section on page 38-55 を参照してください。
自己署名証明書を生成するか、SCEP 登録によって証明書を取得するか、PKCS-12 フォーマットで証
明書をインポートすることによって、ID 証明書を追加できます。CTL ファイルの設定に関する要件に
基づいて、最適なオプションを選択してください。

ステップ 6

（注）

（任意）[Domain Name] フィールドで、トラストポイントの DNS フィールドの作成に使用される、ト
ラストポイントのドメイン名を指定します。この名前は、サブジェクト DN の一般名フィールドに追加
されて、DNS 名が作成されます。トラストポイントに FQDN が設定されていない場合は、ドメイン名
を設定する必要があります。domain-name は、1 つのみ指定できます。

CUCM および TFTP サーバのドメイン名を使用している場合、ASA 上で DNS 検索を設定する必要が
あります。ASA の各外部インターフェイスのエントリを DNS サーバに追加します（これらのエントリ
がすでに存在しない場合）。ASA の各外部 IP アドレスには、ルックアップ用に関連付けられている
DNS エントリが含まれている必要があります。これらの DNS エントリに対しては、逆ルックアップも
イネーブルにする必要があります。さらに、ASA 上の DNS サーバ IP アドレスを定義します。たとえ
ば、dns name-server 10.2.3.4（DNS サーバの IP アドレス）。

メディア ターミネーション インスタンスの作成
電話プロキシで使用する、メディア ターミネーション インスタンスを作成します。
設定するメディア ターミネーション アドレスは、「メディア ターミネーション インスタンスの前提条
件」（P.16-7）の説明に従って要件を満たす必要があります。

（注）

8.2（1）以前のバージョンでは、リモート Cisco IP 電話がある適応型セキュリティ アプライアンスの
外部インターフェイス上に、1 つのメディア停止アドレス（MTA）を設定していました。バージョン
8.2(1) 以降では、すべてのインターフェイスのためのグローバルなメディア ターミネーション アドレ
スを設定することも、インターフェイスごとに別のメディア ターミネーション アドレスを設定するこ
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ともできます。
この機能拡張の結果、以前のコンフィギュレーションは非推奨となりました。必要な場合は、引き続き
古いコンフィギュレーションを使用できます。ただし、コンフィギュレーションを変更する必要がある
場合、新しいコンフィギュレーション方式だけが受け付けられます。古いコンフィギュレーションは復
元できません。下位互換性を維持する必要がある場合は、古いコンフィギュレーションをそのままの形
で維持する必要があります。

ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] > [Media Termination Address] ペインを開き
ます。

ステップ 2

[Enable Media Termination Address] チェックボックスをオンにしてこの機能をイネーブルにします。

ステップ 3

[Media Termination Address Settings] 領域で、メディア ターミネーション アドレス（MTA）をイン
ターフェイスごとに設定するか、グローバル MTA を設定するかを指定します。すべてのインターフェ
イスに対してグローバル メディア停止アドレスを設定したり、各インターフェイスに対して 1 つのメ
ディア停止アドレスを設定したりできます。

• インターフェイスごとに MTA を設定するには、[Configure MTA per Interface] オプション ボタン
をクリックし、[Add] ボタンをクリックします。表示されるダイアログボックスで、インターフェ
イス名を指定し、IP アドレスまたはホスト名を入力します。
複数のインターフェイスに対してメディア ターミネーション アドレスを設定する場合、IP 電話と
の通信時に ASA で使用するアドレスを、インターフェイスごとに設定する必要があります。IP ア
ドレスは、そのインターフェイスのアドレス範囲内で使用されていない、パブリックにルーティン
グ可能な IP アドレスです。
メディア停止インスタンスの作成時およびメディア停止アドレスの設定時に従う必要があるすべて
の要件の一覧については、「メディア ターミネーション インスタンスの前提条件」（P.16-7）を参
照してください。

• グローバル MTA を設定するには、[Configure global MTA on interface] オプション ボタンをク
リックし、テキスト ボックスに IP アドレスを入力します。グローバル メディア停止アドレスの設
定時に従う必要があるすべての要件の一覧については、「メディア ターミネーション インスタンス
の前提条件」（P.16-7）を参照してください。
ステップ 4

メディア停止インスタンスの RTP ポート範囲の最小および最大値を指定します。最小ポートと最大
ポートに指定できる値の範囲は 1024 ～ 65535 です。

ステップ 5

[Apply] をクリックして、メディア ターミネーション アドレスのコンフィギュレーション設定内容を
保存します。

電話プロキシ インスタンスの作成
電話プロキシ インスタンスを作成します。電話プロキシのすべての機能を使用するには、この他にも
必要なタスクがあります。たとえば、MTA の作成と SIP および SCCP（Skinny）インスペクションの
イネーブル化です。すべてのタスクの一覧については、「電話プロキシの設定のタスク フロー」
（P.16-15）を参照してください。

前提条件
電話プロキシ用の CTL ファイルおよび TLS プロキシ インスタンスの作成が完了している必要があり
ます。
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「CTL ファイルの作成」
（P.16-16）および「TLS Proxy インスタンスの追加」
（P.17-9）を参照してくだ
さい。

（注）

この機能は、適応型セキュリティ アプライアンスのバージョン 8.1.2 に対してはサポートされていませ
ん。

[Configure Phone Proxy] ペインを使用して、Phone Proxy を追加します。
このペインにアクセスするには、[Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] > [Phone
Proxy] ペインの順に選択します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] > [Phone Proxy] ペインを開きます。

ステップ 2

[Enable Phone Proxy] チェックボックスをオンにして、機能をイネーブルにします。

ステップ 3

メディア ターミネーション アドレスを電話プロキシ インスタンスに追加するには、[Apply MTA
instance to Phone Proxy] チェックボックスをオンにします。メディア停止アドレスが設定されている
必要があります。設定済みアドレスは、Phone Proxy インスタンスに追加されます。

（注）

ステップ 4

（注）

ステップ 5

メディア停止アドレスを設定するには、[Configure MTA] ボタンをクリックします。[Media
Termination Address] ダイアログボックスが表示されます。[Add MTA instance to Phone
Proxy] チェックボックスをオンにすると、メディア停止アドレス インスタンスが変更できなく
なり、ボタンが [View MTA Configuration] に変わります。メディア停止アドレスを変更するに
は、[Add MTA instance to Phone Proxy] チェックボックスをオフにします。

必要に応じて、電話プロキシの TFTP サーバを追加します。電話プロキシのための新しい TFTP サーバ
を追加するには、[Add] をクリックします。[Add TFTP Server] ダイアログボックスが開きます。「電
話プロキシの TFTP サーバの追加または編集」（P.16-22）を参照してください。

TFTP サーバは、Cisco Unified Call Manager と同じインターフェイス上に常駐している必要がありま
す。さらに、NAT が TFTP サーバに対して設定してある場合、Phone Proxy インスタンスの作成中に
TFTP サーバの指定を設定する前に、NAT コンフィギュレーションを設定する必要があります。
次のいずれかを実行して、Phone Proxy に対して使用する CTL ファイルを指定します。

• 既存の CTL ファイルを使用するには、[Use the Certificate Trust List File generated by the CTL
instance] チェックボックスをオンにします。
• 新しい Phone Proxy の CTL ファイルを作成するには、リンク [Generate Certificate Trust List File]
をクリックします。[Create a Certificate Trust List (CTL) File] ペインが開きます。
「CTL ファイル
の作成」（P.16-16）を参照してください。
ステップ 6

CUCM クラスタのセキュリティ モードを指定するには、[CUCM Cluster Mode] フィールドで、次のオ
プションのいずれかをクリックします。
• [Non-secure]：Phone Proxy 機能の設定時にノンセキュア モードになるクラスタ モードを指定しま
す。

• [Mixed]：Phone Proxy 機能の設定時に混合モードになるクラスタ モードを指定します。
ステップ 7

セキュア電話機エントリが Phone Proxy データベースから削除されるまでのアイドル時間（デフォルト
は 5 分）を設定するには、hh:mm:ss のフォーマットで値を入力します。
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セキュア フォンによって起動時に必ず CTL ファイルが要求されるため、電話プロキシは、電話をセ
キュアとしてマークするデータベースを作成します。セキュア電話機データベース内のエントリは、指
定された設定済みタイムアウト後に削除されます。エントリのタイムスタンプは、Phone Proxy が、
SIP 電話機、および SCCP 電話機のキープアライブの登録リフレッシュを受信するたびに更新されま
す。

SCCP キープアライブおよび SIP レジスタ更新の最大タイムアウト値より大きい値を指定します。たと
えば、SCCP キープアライブが 1 分間隔で設定されており、SIP 登録リフレッシュが 3 分に設定されて
いる場合、このタイムアウト値は 3 分を超える値に設定します。
ステップ 8

IP 電話上の Call Manager コンフィギュレーションを保持するには、[Preserve the Call Manager's
configuration on the phone...] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオフにする
と、次のサービス設定が IP 電話でディセーブルになります。
• PC Port
• Gratuitous ARP
• Voice VLAN Access
• Web Access
• Span to PC Port

ステップ 9

CIPC ソフトフォンが音声およびデータ VLAN シナリオで採用されている場合に、強制的に Cisco IP
Communicator（CIPC）ソフトフォンを認証モード内で動作させるには、[Enable CIPC security mode
authentication] チェックボックスをオンにします。
CIPC は、LSC が TLS ハンドシェイクを実行することを要求するので、クリアテキスト シグナリング
を使用して、CIPC をノンセキュア モードの CUCM に登録する必要があります。CIPC の登録を可能
にするには、CIPC がノンセキュア SIP/SCCP シグナリング ポート（5060/2000）上の CUCM に接続
することを許可する ACL を作成します。
CIPC は TLS ハンドシェイクの実行時に別のサイファを使用するため、null-sha1 サイファと SSL 暗号
化の設定が必要です。null-shal 暗号化を追加するには、[Configuration] > [Device Management] >
[Advanced] > [SSL Settings] > [Encryption] セクションに移動します。null-shal SSL 暗号化タイプを選
択し、それを [Available Algorithms] に追加します。
現在のバージョンの Cisco IP Communicator（CIPC）は認証モードをサポートしており、TLS シグナ
リングを実行しますが、音声の暗号化は行いません。

ステップ 10

<proxyServerURL> タグの下の IP フォンのコンフィグレーション ファイルに書き込まれる Phone
Proxy 機能の HTTP プロキシを設定するには、以下を実行します。
a. [Configure a http-proxy which would be written into the phone's config file...] チェックボックスを
オンにします。

b. [IP Address] フィールドで、HTTP プロキシの IP アドレスと、HTTP プロキシのリスニング ポー
トを入力します。
入力する IP アドレスは、IP フォンと HTTP プロキシが存在している場所に基づいたグローバル IP
アドレスにします。[IP Address] フィールドにホスト名を入力できるのは、ASA によってホスト
名が IP アドレスに解決できるとき（DNS 検索が設定されている場合など）です。ASA によって、
ホスト名が IP アドレスに解決されるからです。ポートが指定されていない場合、デフォルトで
8080 になります。

c. [Interface] フィールドで、ASA 上の、HTTP プロキシが常駐しているインターフェイスを選択し
ます。
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電話プロキシのプロキシ サーバ コンフィギュレーション オプションを設定すると、DMZ または外部
ネットワークで HTTP プロキシを使用できます。これらのネットワークでは、電話機上のサービスに
ついてすべての IP フォンの URL がこのプロキシ サーバに誘導されます。この設定では、非セキュア
な HTTP トラフィックに対応します。このようなトラフィックは社内ネットワークに入ることはでき
ません。
ステップ 11

（注）

[Apply] をクリックして電話プロキシ コンフィギュレーション設定内容を保存します。

Phone Proxy インスタンスを作成したら、そのインスタンスの SIP および Skinny インスペクションを
イネーブルにします。「SIP インスペクション」（P.11-21）および「Skinny（SCCP）インスペクショ
ン」（P.11-33）を参照してください。
ただし、Phone Proxy の SIP および Skinny インスペクションをイネーブルにする（Phone Proxy を
サービス ポリシー ルールに適用することによって行います）前に、Phone Proxy に、MTA インスタン
ス、TLS Proxy および CTL ファイルが割り当てられていないと、Phone Proxy をサービス ポリシーに
適用できません。さらに、Phone Proxy をサービス ポリシー ルールに適用すると、Phone Proxy を変
更または削除できなくなります。

電話プロキシの TFTP サーバの追加または編集
（注）

この機能は、適応型セキュリティ アプライアンスのバージョン 8.1.2 に対してはサポートされていませ
ん。

（注）

TFTP サーバ設定を編集するには、[Edit TFTP Server] ダイアログボックスを使用しますが、このダイ
アログボックスで設定を変更しても電話プロキシのための関連設定は変更されません。たとえば、
TFTP サーバの IP アドレスをこのダイアログボックスで編集しても、CTL ファイル内の設定は変更さ
れず、電話プロキシに必要なアドレス変換が更新されることもありません。
TFTP サーバ設定を修正するには、Unified Communications Wizard をもう一度実行して、すべての電
話プロキシ設定を確実に正しく同期させることを推奨します。

ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] > [Phone Proxy] ペインを開きます。

ステップ 2

[Enable Phone Proxy] チェックボックスをオンにして、機能をイネーブルにします。

ステップ 3

電話プロキシの TFTP サーバ情報を追加または編集するには、[Add] ボタンまたは [Edit] ボタンをク
リックします。[Add/Edit TFTP Server] ダイアログボックスが表示されます。

[Add/Edit TFTP Server] ダイアログボックスを使用して、TFTP サーバと、TFTP サーバが常駐するイ
ンターフェイスの IP アドレスを指定します。
電話プロキシには、少なくとも 1 つの CUCM TFTP サーバを設定する必要があります。電話プロキシ
に対して TFTP サーバを 5 つまで設定できます。

TFTP サーバは、信頼ネットワーク上のファイアウォールの背後に存在すると想定されます。そのた
め、電話プロキシは IP 電話と TFTP サーバの間の要求を代行受信します。
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（注）

ステップ 4
ステップ 5

NAT が TFTP サーバに対して設定してある場合、Phone Proxy インスタンスの作成中に TFTP サーバ
を指定する前に、NAT コンフィギュレーションを設定する必要があります。
[TFTP Server IP Address] フィールドで、TFTP サーバの IP アドレスを指定します。実際の内部 IP ア
ドレスを使用して、TFTP サーバを作成します。
（任意）[Port] フィールドで、TFTP リクエストをリッスンするための TFTP サーバのポートを指定し
ます。デフォルトの TFTP ポート 69 でない場合に、設定する必要があります。

ステップ 6

[Interface] フィールドで、TFTP サーバが存在するインターフェイスを指定します。TFTP サーバは、
Cisco Unified Call Manager（CUCM）と同じインターフェイス上に常駐している必要があります。

ステップ 7

[OK] をクリックして設定を適用します。

電話プロキシの UDP ポート転送用 Linksys ルータの設定
IP 電話が NAT 機能を持つルータの背後にある場合は、UDP ポートを IP 電話の IP アドレスに転送す
るようにルータを設定できます。具体的には、ルータによる着信 TFTP データ パケットのドロップが
原因で、TFTP 要求時に IP 電話のエラーが発生する場合に、ルータに UDP ポート転送を設定します。
ポート 69 で IP 電話に対する UDP ポート転送をイネーブルにするように、ルータを設定します。
一部のケーブル /DSL ルータでは、明示的な UDP 転送の代わりに、IP 電話を DMZ ホストとして指定
する必要があります。ケーブル /DSL ルータの場合、この特別なホストは、パブリック ネットワークか
らの着信接続をすべて受信します。
電話プロキシを設定する際、明示的な UDP ポート転送を指定される IP 電話と、DMZ ホストとして指
定される IP 電話の間に、機能的な違いはありません。エンド ユーザの能力と好みに応じて選択してく
ださい。

ルータの設定
一連の UDP ポートを IP 電話に転送するように、ファイアウォールとルータを設定する必要がありま
す。それにより、コールの受発信時に IP 電話で音声を受信できるようになります。

（注）

この設定の方法は、ケーブル /DSL ルータによって異なります。また、NAT 機能を持つほとんどの
ルータでは、1 つの IP アドレスに転送可能なポート範囲が限られています。
ファイアウォールとルータのブランドやモデルごとに設定は異なりますが、タスクは同じです。使用す
るルータのブランドやモデルに固有の手順については、製造業者の Web サイトを参照してください。

Linksys ルータ
ステップ 1

Web ブラウザでルータ管理の Web ページにアクセスします。Linksys の場合、通常は
http://192.168.1.1 です。

ステップ 2

[Applications & Gaming] タブまたは [Port Forwarding] タブ（使用するルータに表示されるタブ）をク
リックします。

ステップ 3

ポート転送データのテーブルを見つけて、次の値を含むエントリを追加します。
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ステップ 4

表 16-2

ルータに追加するポート転送値

アプリケー
ション

開始

完了

プロトコル

IP アドレス

イネーブル

IP 電話

1024

65535

UDP

電話の IP アドレ
ス

オン

TFTP

69

69

UDP

電話の IP アドレ
ス

オン

[Save Settings] をクリックします。ポート転送の設定が完了しました。

電話プロキシの機能履歴
表 16-3 に、この機能のリリース履歴を示します。
表 16-3

Cisco 電話プロキシの機能履歴

機能名

リリース

Cisco 電話プロキシ

8.0(4)

機能情報
電話プロキシ機能が導入されました。電話プロキシ機能に

ASDM でアクセスするには、次のオプションを選択しま
す。

[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [Encrypted
Traffic Inspection] > [Phone Proxy] ペイン
メディア ターミネーション アドレスに対する

NAT

8.1(2)

メディア ターミネーションのフィールドが [Phone Proxy]
ペインから削除され、[Media Termination] ペインに追加さ
れました。

[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [Encrypted
Traffic Inspection] > [Media Termination Address] ペイン

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

16-24

C H A P T E R

17

暗号化音声インスペクションの TLS プロキシ
の設定
この章では、暗号化音声インスペクション機能の TLS プロキシ用に ASA を設定する方法を説明しま
す。
この章の内容は、次のとおりです。

• 「暗号化音声インスペクションの TLS プロキシに関する情報」（P.17-1）
• 「TLS プロキシのライセンス」（P.17-4）
• 「暗号化音声インスペクションの TLS プロキシの前提条件」（P.17-6）
• 「暗号化音声インスペクションの TLS プロキシの設定」（P.17-6）
• 「暗号化音声インスペクションの TLS プロキシの機能履歴」（P.17-18）

暗号化音声インスペクションの TLS プロキシに関する情報
エンドツーエンド暗号化では、ネットワーク セキュリティ アプライアンスがメディアやシグナリング
トラフィックに対して「受信停止」になることがよくあります。これにより、アクセス コントロール
や脅威回避セキュリティの機能が低下する場合があります。このように可視性が失われると、ファイア
ウォール機能と暗号化された音声間の相互運用性が失われ、企業では両方の主要なセキュリティ要件に
対応できない状態が続く可能性があります。

ASA は、シスコ暗号化エンドポイントから Cisco Unified Communications Manager（Cisco UCM）ま
での暗号化されたシグナリングを代行受信して復号化し、必要な脅威回避とアクセス コントロールを
適用します。また、Cisco UCM サーバへのトラフィックを再暗号化して機密性を保証することもでき
ます。
通常、ASA の TLS プロキシ機能は、構内の統合された通信ネットワークに展開されます。このソ
リューションは、エンドツーエンド暗号化とファイアウォールを利用して Unified Communications
Manager サーバを保護する構成に最も適しています。
図 17-1 のセキュリティ アプライアンスは、Cisco IP Phone と Cisco UCM の対話で、クライアントと
サーバの両方のプロキシとして機能します。
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図 17-1

TLS プロキシ フロー

Cisco IP Phone

Cisco ASA
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M

IP
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統合された通信の暗号化されたシグナリングの復号化と検査
暗号化音声インスペクションを使用すると、セキュリティ アプライアンスは、音声シグナリング トラ
フィックの復号化、検査、変更（必要に応じて NAT フィックスアップの実行など）、および再暗号化
を行う一方で、Skinny および SIP プロトコルに対する既存の VoIP インスペクション機能はすべて維持
します。音声シグナリングが復号化されると、プレーンテキストのシグナリング メッセージが既存の
インスペクション エンジンに渡されます。
セキュリティ アプライアンスは、Cisco IP Phone と Cisco UCM の間の TLS プロキシとして機能しま
す。プロキシは、電話と Cisco UCM の間の音声通話に対しては透過的です。Cisco IP Phone は、登録
の前に Cisco UCM から Certificate Trust List（CTL; 証明書信頼リスト）をダウンロードします。CTL
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には、TFTP サーバや Cisco UCM サーバなど、電話が信頼すべきデバイスの ID（証明書）が含まれて
います。サーバ プロキシをサポートするには、CTL ファイルに、セキュリティ アプライアンスが
Cisco UCM 用に作成した証明書が含まれている必要があります。セキュリティ アプライアンスが
Cisco IP Phone に代わってコールをプロキシするには、セキュリティ アプライアンス上にある、認証
局によって発行され、Cisco UCM が確認可能な証明書（電話のローカル ダイナミック証明書）を提示
する必要があります。

TLS プロキシは、Cisco Unified CallManager Release 5.1 以降でサポートされています。ユーザは
Cisco UCM のセキュリティ機能について詳しく知っておく必要があります。Cisco UCM のセキュリ
ティの背景と詳細な説明については、次の Cisco Unified CallManager のマニュアルを参照してくださ
い。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_callmg/5_0/sec_vir/ae/sec504/index.htm
TLS プロキシは、暗号化レイヤに適用されるので、アプリケーション レイヤ プロトコル インスペク
ションを設定する必要があります。ユーザは ASA のインスペクション機能、特に Skinny インスペク
ションと SIP インスペクションについて詳しく知っておく必要があります。

TLS プロキシでサポートされる Cisco UCM および IP Phone
Cisco Unified Communications Manager
次のリリースの Cisco Unified Communications Manager が TLS プロキシでサポートされています。
• Cisco Unified CallManager バージョン 4.x
• Cisco Unified CallManager バージョン 5.0
• Cisco Unified CallManager バージョン 5.1
• Cisco Unified Communications Manager 6.1
• Cisco Unified Communications Manager 7.0
• Cisco Unified Communications Manager 8.0

Cisco Unified IP Phone
Cisco Unified IP Phones 7900 シリーズの次の IP Phone が TLS プロキシでサポートされています。
• Cisco Unified IP Phone 7985
• Cisco Unified IP Phone 7975
• Cisco Unified IP Phone 7971
• Cisco Unified IP Phone 7970
• Cisco Unified IP Phone 7965
• Cisco Unified IP Phone 7962
• Cisco Unified IP Phone 7961
• Cisco Unified IP Phone 7961G-GE
• Cisco Unified IP Phone 7960
• Cisco Unified IP Phone 7945
• Cisco Unified IP Phone 7942
• Cisco Unified IP Phone 7941
• Cisco Unified IP Phone 7941G-GE
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• Cisco Unified IP Phone 7940
• Cisco Unified Wireless IP Phone 7921
• Cisco Unified Wireless IP Phone 7925
• Cisco IP Communicator（CIPC）ソフトウェア電話

TLS プロキシのライセンス
ASA でサポートされる暗号化音声インスペクション機能の TLS プロキシには、Unified
Communications Proxy ライセンスが必要です。
次の表に、Unified Communications Proxy ライセンスの詳細をプラットフォーム別に示します。

（注）

この機能は、ペイロード暗号化機能のないモデルでは使用できません。

モデル

ライセンス要件1

ASA 5505

基本ライセンスと Security Plus ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24 セッション。

ASA 5510

基本ライセンスと Security Plus ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、または 100 セッション。

ASA 5520

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、または 1000 セッション。

ASA 5540

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、または 2000 セッション。

ASA 5550

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、または 3000 セッション。

ASA 5580

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、3000、5000、または
10,000 セッション。2

ASA 5512-X

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、または 500 セッション。

ASA 5515-X

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、または 500 セッション。

ASA 5525-X

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、または 1000 セッション。

ASA 5545-X

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、または 2000 セッション。

ASA 5555-X

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、または 3000 セッション。
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モデル

ASA 5585-X
（SSP-10）
ASA 5585-X
（SSP-20、-40、また
は -60）

ASASM

ライセンス要件1
基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、または 3000 セッション。
基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、3000、5000、または
10,000 セッション。2
基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、3000、5000、または
10,000 セッション。2
1. 次のアプリケーションでは、接続時に TLS プロキシ セッションを使用します。これらのアプリケーションで使用される各 TLS プロキシ
セッション（およびこれらのアプリケーションのみ）は UC ライセンスの制限に対してカウントされます。
- 電話プロキシ
- プレゼンス フェデレーション プロキシ
- 暗号化音声インスペクション
TLS プロキシ セッションを使用するその他のアプリケーション（ライセンスが不要な Mobility Advantage Proxy、個別の IME ライセンス
が必要な IME など）では、UC 制限に対してカウントしません。
UC アプリケーションによっては、1 つの接続に複数のセッションを使用する場合があります。たとえば、プライマリとバックアップの
Cisco Unified Communications Manager を電話に設定した場合は、TLS プロキシ接続が 2 つあるため、UC Proxy セッションも 2 つ使用さ
れます。

[Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] > [TLS Proxy] ペインを使用して個別に TLS プロキシの制限を設定します。デフォ
ルトの TLS プロキシ制限よりも高い UC ライセンスを適用する場合、ASA では、その UC 制限に一致するように TLS プロキシの制限が自
動的に設定されます。UC ライセンスの制限よりも TLS プロキシ制限が優先されます。TLS プロキシ制限を UC ライセンスよりも少なく設
定すると、UC ライセンスですべてのセッションを使用できません。
注：「K8」で終わるライセンス製品番号（たとえばユーザ数が 250 未満のライセンス）では、TLS プロキシ セッション数は 1000 までに制
限されます。「K9」で終わるライセンス製品番号（たとえばユーザ数が 250 以上のライセンス）では、TLS プロキシの制限はコンフィギュ
レーションに依存し、モデルの制限が最大数になります。K8 と K9 は、エクスポートについてそのライセンスが制限されるかどうかを示し
ます。K8 は制限されず、K9 は制限されます。
注：設定をクリアすると、TLS プロキシ制限がモデルのデフォルトに設定されます。このデフォルトが UC ライセンスの制限よりも低い場
合、制限を再度引き上げるようにエラー メッセージが表示されます（ASDM の [TLS Proxy] ペインを使用します）。フェールオーバーを使
用して、プライマリ ユニットで [File] > [Save Running Configuration to Standby Unit] を使用して設定の同期を強制する場合、clear
configure all コマンドがセカンダリ ユニットに自動的に生成されるので、セカンダリ ユニットに警告メッセージが表示されることがありま
す。コンフィギュレーションの同期によりプライマリ装置の TLS プロキシ制限の設定が復元されるため、この警告は無視できます。
接続には、SRTP 暗号化セッションを使用する場合もあります。
- K8 ライセンスでは、SRTP セッション数は 250 までに制限されます。
- K9 ライセンスに制限はありません。
（注）メディアの暗号化 / 復号化を必要とするコールだけが、SRTP 制限に対してカウントされます。コールに対してパススルーが設定され
ている場合は、両方のレッグが SRTP であっても、SRTP 制限に対してカウントされません。

2. 10,000 セッション UC ライセンスの場合、組み合わせたセッション数は合計 10,000 までですが、電話プロキシ セッションの最大数は 5000
です。

表 17-1 に、TLS セッションのデフォルト数と最大数の詳細をプラットフォーム別に示します。
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表 17-1

セキュリティ アプライアンス上での TLS セッションのデフォルト数と最大数

セキュリティ アプライアンス プ
ラットフォーム
TLS セッションのデフォルト数

ASA 5505

10

TLS セッションの最大数
80

ASA 5510

100

200

ASA 5520

300

1200

ASA 5540

1000

4500

ASA 5550

2000

4500

ASA 5580

4000

13,000

ライセンスの詳細については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの Chapter 3,

“Managing Feature Licenses for Cisco ASA Version 9.1,” を参照してください。

暗号化音声インスペクションの TLS プロキシの前提条件
TLS プロキシを設定する前に、次の前提条件を満たす必要があります。
• TLS プロキシを設定する前に、セキュリティ アプライアンスの時刻を設定する必要があります。
手動で時刻を設定し、時刻を表示するには、clock set コマンドと show clock コマンドを使用しま
す。セキュリティ アプライアンスでは Cisco Unified CallManager クラスタと同じ NTP サーバを
使用することをお勧めします。セキュリティ アプライアンスと Cisco Unified CallManager サーバ
の間で時刻が同期していないと、証明書確認が失敗し、その結果、TLS ハンドシェイクが失敗す
る場合があります。

• Cisco Unified CallManager と相互運用するには、3DES-AES ライセンスが必要です。AES は、
Cisco Unified CallManager と Cisco IP Phone で使用されるデフォルトの暗号です。
• Cisco UCM に保存されている次の証明書をインポートします。ASA で電話プロキシを使用するに
は、これらの証明書が必要です。

– Cisco_Manufacturing_CA
– CAP-RTP-001
– CAP-RTP-002
– CAPF 証明書（任意）

LSC プロビジョニングが必要な場合や、IP 電話の LSC がイネーブルになっている場合は、
Cisco UCM から CAPF 証明書をインポートする必要があります。Cisco UCM に CAPF 証明
書が複数ある場合は、それらのすべてを ASA にインポートする必要があります。
第 16 章「Cisco 電話プロキシの設定」を参照してください。たとえば、電話プロキシで IP 電話の
証明書を検証するには、CA 製造業者証明書が必要です。

暗号化音声インスペクションの TLS プロキシの設定
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「[TLS Proxy] ペインの設定」（P.17-8）
• 「TLS Proxy インスタンスの追加」（P.17-9）
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• 「Add TLS Proxy Instance Wizard – Server Configuration」（P.17-10）
• 「Add TLS Proxy Instance Wizard – Client Configuration」（P.17-11）
• 「Add TLS Proxy Instance Wizard – Other Steps」（P.17-13）
• 「Edit TLS Proxy Instance – Server Configuration」（P.17-14）
• 「Edit TLS Proxy Instance – Client Configuration」（P.17-15）

CTL Provider
[CTL Provider] オプションは、Certificate Trust List（CTL）プロバイダー サービスを設定するために
使用します。

[CTL Provider] ペインでは、Certificate Trust List プロバイダー サービスを定義および設定して、暗号
化トラフィック インスペクションをイネーブルにできます。
フィールド

• [CTL Provider Name]：CTL プロバイダー名を一覧表示します。
• [Client Details]：クライアントの名前と IP アドレスを一覧表示します。
– [Interface Name]：定義されているインターフェイス名を一覧表示します。
– [IP Address]：定義されているインターフェイス IP アドレスを一覧表示します。
• [Certificate Name]：エクスポートする証明書を一覧表示します。
• [Add]：CTL プロバイダーを追加します。
• [Edit]：CTL プロバイダーを編集します。
• [Delete]：CTL プロバイダーを削除します。

Add/Edit CTL Provider
[Add/Edit CTL Provider] ダイアログボックスでは、CTL プロバイダーのパラメータを定義できます。
フィールド

• [CTL Provider Name]：CTL プロバイダー名を指定します。
• [Certificate to be Exported]：クライアントにエクスポートする証明書を指定します。
– [Certificate Name]：クライアントにエクスポートする証明書の名前を指定します。
– [Manage]：ID 証明書を管理します。
• [Client Details]：接続を許可するクライアントを指定します。
– [Client to be Added]：クライアント リストに追加するクライアント インターフェイスと IP ア
ドレスを指定します。

[Interface]：クライアント インターフェイスを指定します。
[IP Address]：クライアント IP アドレスを指定します。
[Add]：クライアント リストに新しいクライアントを追加します。
[Delete]：クライアント リストから選択したクライアントを削除します。
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• [More Options]：TLS ハンドシェイク中に通知または照合する使用可能でアクティブなアルゴリズ
ムを指定します。

– [Parse the CTL file provided by the CTL Client and install trustpoints]：このオプションでイン
ストールされたトラストポイントの名前には「_internal_CTL_ 」というプレフィックスがつき
ます。ディセーブルにした場合、各 CallManager サーバと CAPF 証明書を手動でインポート
およびインストールする必要があります。

– [Port Number]：CTL プロバイダーがリッスンするポートを指定します。ポートは、クラスタ
の CallManager サーバがリッスンするポート（[CallManager administration] ページの
[Enterprise Parameters] で設定されたもの）と同じである必要があります。デフォルト値は
2444 です。
– [Authentication]：クライアントがプロバイダーの認証を受けるためのユーザ名とパスワード
を指定します。

[Username]：クライアントのユーザ名。
[Password]：クライアントのパスワード。
[Confirm Password]：クライアントのパスワード。

[TLS Proxy] ペインの設定
（注）

この機能は、適応型セキュリティ アプライアンスのバージョン 8.1.2 に対してはサポートされていませ
ん。

TLS Proxy を設定するには、[Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] > [TLS Proxy]
ペインを使用します。

TLS Proxy を設定すれば、TLS Proxy を使用して、Cisco CallManager と対話する SSL 暗号化 VoIP シ
グナリング（Skinny および SIP）の検査をイネーブルにし、次の Cisco Unified Communications の機
能に対して ASA をイネーブルにできます。
• Presence Federation の一部である、Cisco Unified Presence Server（CUPS）の TLS Proxy
• Mobile Advantage の一部である、Cisco Unified Mobility Advantage（CUMA）の TLS Proxy
• 電話プロキシ
フィールド

• [TLS Proxy Name]：TLS Proxy 名を一覧表示します。
• [Server Proxy Certificate]：トラストポイントを一覧表示します。自己署名または証明書サーバに
登録済みのいずれかになります。

• [Local Dynamic Certificate Issuer]：クライアント ダイナミック証明書またはサーバ ダイナミック
証明書を発行するローカル認証局を一覧表示します。

• [Client Proxy Certificate]：TLS クライアントのプロキシ証明書を一覧表示します。ASA では、プ
ロキシと TLS クライアント間のハンドシェイク中における TLS クライアントの認証に、クライア
ント プロキシ証明書が使用されます。この証明書は、自己署名の場合と、認証局に登録済みの場
合と、またはサードパーティによって発行される場合があります。

• [Add]：[Add TLS Proxy Instance Wizard] を起動して、TLS Proxy を追加します。TLS Proxy のイ
ンスタンスを作成する手順については、「TLS Proxy インスタンスの追加」（P.17-9）を参照してく
ださい。
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• [Edit]：TLS Proxy を編集します。[Edit] パネル内の各フィールドは、TLS Proxy インスタンスを
追加するときに表示されるフィールドとまったく同じです。「Edit TLS Proxy Instance – Server
Configuration」（P.17-14）および「Edit TLS Proxy Instance – Client Configuration」（P.17-15）を
参照してください。

• [Delete]：TLS Proxy を削除します。
• [Maximum Sessions]：サポートする TLS Proxy の最大セッション数を指定できます。
– ASA がサポートする必要がある TLS Proxy の最大セッション数を指定します。
– 最大セッション数の最小値は 1 です。最大値は、プラットフォームによって異なります。

Cisco ASA 5505 適応型セキュリティ アプライアンスの場合は：10
Cisco ASA 5510 セキュリティ アプライアンスの場合は：100
Cisco ASA 5520 セキュリティ アプライアンスの場合は：300
Cisco ASA 5540 セキュリティ アプライアンスの場合は：1000
Cisco ASA 5550 適応型セキュリティ アプライアンスの場合は：2000
Cisco ASA 5580 適応型セキュリティ アプライアンスの場合は：4000
（注）

最大セッション数は、すべての TLS Proxy セッションに対してグローバルに適用されま
す。

TLS Proxy インスタンスの追加
（注）

この機能は、適応型セキュリティ アプライアンスのバージョン 8.1.2 に対してはサポートされていませ
ん。

[Add TLS Proxy Instance Wizard] を使用し、Cisco CallManager と対話する SSL 暗号化 VoIP シグナ
リング（Skinny および SIP）の検査をイネーブルにするため、また、ASA 上の Cisco Unified
Communications 機能をサポートするために、TLS Proxy を追加します。
このウィザードは [Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] > [TLS Proxy] ペインから
使用できます。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] > [TLS Proxy] ペインを開きます。

ステップ 2

新しい TLS Proxy インスタンスを追加するには、[Add] をクリックします。

[Add TLS Proxy Instance Wizard] が開きます。
ステップ 3

[TLS Proxy Name] フィールドで、TLS Proxy の名前を入力します。

ステップ 4

[Next] をクリックします。
[Add TLS Proxy Instance Wizard – Server Configuration] ダイアログボックスが開きます。ウィザード
のこのステップで、Cisco Unified Call Manager（CUCM）サーバ、Cisco Unified Presence Server
（CUPS）、または Cisco Unified Mobility Advantage（CUMA）サーバなどの、元の TLS サーバのサー
バ プロキシ パラメータを設定します。「Add TLS Proxy Instance Wizard – Server Configuration」
（P.17-10）を参照してください。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

17-9

第 17 章

暗号化音声インスペクションの TLS プロキシの設定

CTL Provider

サーバ プロキシ パラメータを設定したら、ウィザードの案内に従ってクライアント プロキシ パラメー
タを設定し（「Add TLS Proxy Instance Wizard – Client Configuration」（P.17-11）を参照）、指示に
従って、ASDM の外部で TLS Proxy を完全に機能させるための手順を完了させます（「Add TLS Proxy
Instance Wizard – Other Steps」（P.17-13）を参照）。

Add TLS Proxy Instance Wizard – Server Configuration
（注）

この機能は、適応型セキュリティ アプライアンスのバージョン 8.1.2 に対してはサポートされていませ
ん。

[Add TLS Proxy Instance Wizard] を使用し、Cisco CallManager と対話する SSL 暗号化 VoIP シグナ
リング（Skinny および SIP）の検査をイネーブルにするため、また、ASA 上の Cisco Unified
Communications 機能をサポートするために、TLS Proxy を追加します。
[Add TLS Proxy Instance Wizard] は、[Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] > [TLS
Proxy] ペインから実行できます。
ステップ 1

[Add TLS Proxy Instance Wizard] の最初のステップを完了させます。「TLS Proxy インスタンスの追
加」（P.17-9）を参照してください。
[Add TLS Proxy Instance Wizard – Server Configuration] ダイアログボックスが開きます。

ステップ 2

次のいずれかを実行して、サーバ プロキシ証明書を指定します。

• 新しい証明書を追加するには、[Manage] をクリックします。[Manage Identify Certificates] ダイア
ログボックスが開きます。

Phone Proxy が混合モードの CUCM クラスタで動作している場合、[Manage Identify Certificates]
ダイアログボックスの [Add] をクリックして CUCM 証明書をインポートする必要があります。一
般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Configuring Identity Certificates Authentication”
section on page 38-55 を参照してください。
• 既存の証明書を選択するには、ドロップダウン リストから選択します。

Phone Proxy の TLS Proxy を設定する場合、ファイル名が _internal_PP_ から始まる証明書を選
択します。Phone Proxy の CTL ファイルを作成すると、ASA では、TFTP ファイルに署名するた
めに Phone Proxy が使用する内部トラストポイントが作成されます。トラストポイントには
_internal_PP_ctl-instance_filename という名前が付けられます。
サーバ プロキシ証明書は、TLS ハンドシェイク中に表示するトラストポイントを指定するために使用
されます。トラストポイントは自己署名の場合と、ローカルでプロキシの証明書サービスに登録済みの
場合があります。たとえば、Phone Proxy の場合、IP 電話とのハンドシェイク中に、Phone Proxy に
よってサーバ プロキシ証明書が使用されます。
ステップ 3

ASA の信頼ストアに TLS サーバ証明書をインストールして、ASA が、プロキシと TLS サーバ間の
TLS ハンドシェイク中に、TLS サーバを認証できるようにするには、[Install TLS Server's Certificate]
をクリックします。

[Manage CA Certificates] ダイアログボックスが開きます。一般的な操作のコンフィギュレーション ガ
イドの “Guidelines and Limitations” section on page 38-10 を参照してください。[Add] をクリックし
て、[Install Certificate] ダイアログボックスを開きます。一般的な操作のコンフィギュレーション ガイ
ドの “Adding or Installing a CA Certificate” section on page 38-13 を参照してください。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

17-10

第 17 章

暗号化音声インスペクションの TLS プロキシの設定

CTL Provider

Phone Proxy の TLS Proxy を設定する場合、[Install TLS Server's Certificate] をクリックして、Cisco
Unified Call Manager（CUCM）証明書をインストールします。その結果、プロキシが、CUCM サー
バの代わりに IP 電話を認証できるようになります。
ステップ 4

ASA に対して、TLS ハンドシェイク中に、証明書を表示し、TLS クライアントを認証することを要求
するには、[Enable client authentication during TLS Proxy handshake] チェックボックスをオンにしま
す。

Mobile Advantage（CUMC クライアントと CUMC サーバ）の TLS Proxy インスタンスを追加する場
合、クライアントがクライアント証明書を送信できないときはチェックボックスをディセーブルにしま
す。
ステップ 5

[Next] をクリックします。
[Add TLS Proxy Instance Wizard – Client Configuration] ダイアログボックスが開きます。ウィザード
のこのステップでは、Mobile Advantage の CUMC クライアント、Presence Federation の CUP または
MS LCS/OCS クライアント、または Phone Proxy の IP フォンなどの、元の TLS クライアントのクラ
「Add TLS Proxy Instance Wizard – Client Configuration」
イアント プロキシ パラメータを設定します。
（P.17-11）を参照してください。
クライアント プロキシ パラメータを設定したら、ウィザードの指示に従って、ASDM の外部で TLS
Proxy を完全に機能させるための手順を完了させます（「Add TLS Proxy Instance Wizard – Other
Steps」（P.17-13）を参照）。

Add TLS Proxy Instance Wizard – Client Configuration
（注）

この機能は、適応型セキュリティ アプライアンスのバージョン 8.1.2 に対してはサポートされていませ
ん。

[Add TLS Proxy Instance Wizard] を使用し、Cisco CallManager と対話する SSL 暗号化 VoIP シグナ
リング（Skinny および SIP）の検査をイネーブルにするため、また、ASA 上の Cisco Unified
Communications 機能をサポートするために、TLS Proxy を追加します。
このウィザードは [Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] > [TLS Proxy] ペインから
使用できます。
ステップ 1

「TLS Proxy インスタンス
[Add TLS Proxy Instance Wizard] の最初の 2 つのステップを完了させます。
の追加」（P.17-9）および「Add TLS Proxy Instance Wizard – Client Configuration」（P.17-11）を参照
してください。

[Add TLS Proxy Instance Wizard – Client Configuration] ダイアログボックスが開きます。
ステップ 2

TLS Proxy に対して使用するクライアント プロキシ証明書を指定するには、次を実行します。クライ
アント プロキシ証明書が 2 つのサーバ間で使用されている場合、このオプションを選択します。たと
えば、Cisco Unified Presence Server（CUPS ）を使用する Presence Federation の TLS Proxy を設定す
る場合、TLS クライアントと TLS サーバの両方が共にサーバとなります。
a. [Specify the proxy certificate for the TLS Client...] チェックボックスをオンにします。
b. 証明書をドロップダウン リストから選択します。
または
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新しいクライアント プロキシ証明書を作成するには、[Manage] をクリックします。[Manage
Identify Certificates] ダイアログボックスが開きます。一般的な操作のコンフィギュレーション ガ
イドの “Configuring Identity Certificates Authentication” section on page 38-55 を参照してくださ
い。

（注）

CUCM クラスタの混合セキュリティ モードを使用している Phone Proxy の TLS Proxy を設定する場
合、LDC Issuer を設定する必要があります。LDC Issuer は、クライアント ダイナミック証明書または
サーバ ダイナミック証明書を発行するローカル認証局を一覧表示します。

ステップ 3

TLS Proxy に対して使用する LDC Issuer を指定するには、次を実行します。[LDC Issuer] オプション
を選択して設定すると、ASA が認証局となり、TLS クライアントに対して証明書を発行します。
a. [Specify the internal Certificate Authority to sign the local dynamic certificate for phones...] チェッ
クボックスをオンにします。

b. [Certificates] オプション ボタンをオンにし、ドロップダウン リストから自己署名証明書を選択し、
[Manage] をクリックして、新しい LDC Issuer を作成します。[Manage Identify Certificates] ダイ
アログボックスが開きます。一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Configuring
Identity Certificates Authentication” section on page 38-55 を参照してください。
または

[Certificate Authority] オプション ボタンをオンにし、認証局（CA）を指定します。CA サーバを
指定する場合、その CA サーバが、ASA で作成され、イネーブルになっている必要があります。
CA サーバを作成およびイネーブルにするには、[Manage] をクリックします。[Edit CA Server
Settings] ダイアログボックスが開きます。一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの
“Authenticating Using the Local CA” section on page 38-63 を参照してください。
（注）

ローカル認証局の初期設定後にコンフィギュレーションを変更するには、ローカル認証局
をディセーブルにします。

c. [Key-Pair Name] フィールドで、ドロップダウン リストからキー ペアを選択します。リストには、
クライアント ダイナミック証明書が使用する、定義済みの RSA キー ペアが表示されます。生成時
刻、使用方法、係数サイズ、キー データなど、キー ペアの詳細を表示するには、[Show] をクリッ
クします。
または
新しいキー ペアを作成するには、[New] をクリックします。[Add Key Pair] ダイアログボックス
が開きます。[Key Pair] フィールドの詳細については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガ
イドの “Configuring Identity Certificates Authentication” section on page 38-55 を参照してくださ
い。
ステップ 4

[Security Algorithms] 領域で、TLS ハンドシェイク中に通知または照合する使用可能でアクティブな
アルゴリズムを指定します。
• [Available Algorithms]：TLS ハンドシェイク中に通知または照合する使用可能なアルゴリズム
（des-sha1、3des-sha1、aes128-sha1、aes256-sha1 、null-sha1）を一覧表示します。

[Add]：選択したアルゴリズムをアクティブ リストに追加します。
[Remove]：選択したアルゴリズムをアクティブ リストから削除します。
• [Active Algorithms]：TLS ハンドシェイク中に通知または照合するアクティブなアルゴリズム
（des-sha1、3des-sha1 、aes128-sha1、aes256-sha1 、null-sha1）を一覧表示します。クライアント
プロキシ（サーバに対する TLS クライアントとして機能）の場合、2 つの TLS レッグ間の非対称
暗号化方式のために、ユーザ定義のアルゴリズムで hello メッセージの元のアルゴリズムが置き換
えられます。たとえば、Call Manager をオフロードするために、プロキシと Call Manager の間の
レッグにはヌル暗号化が使用される場合があります。
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[Move Up]：アルゴリズムをリストの上に移動します。
[Move Down]：アルゴリズムをリストの下に移動します。
ステップ 5

[Next] をクリックします。
[Add TLS Proxy Instance Wizard – Other Steps] ダイアログボックスが開きます。[Other Steps] ダイロ
グボックスの指示に従って、ASDM の外部で TLS Proxy を完全に機能させるための手順を完了させま
す（「Add TLS Proxy Instance Wizard – Other Steps」（P.17-13）を参照）。

Add TLS Proxy Instance Wizard – Other Steps
（注）

この機能は、適応型セキュリティ アプライアンスのバージョン 8.1.2 に対してはサポートされていませ
ん。

[Add TLS Proxy Instance Wizard] の最後のダイアログボックスでは、TLS Proxy を完全に機能させる
ために必要な追加の手順が示されます。特に、TLS Proxy のコンフィギュレーションを完成するために
は、次のタスクを実行する必要があります。

• ローカル CA 証明書または LDC Issuer をエクスポートし、元の TLS サーバにインストールしま
す。

LDC Issuer をエクスポートするには、[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [Certificate
Management] > [Identity Certificates] > [Export] に移動します。一般的な操作のコンフィギュレー
ション ガイドの “Exporting an Identity Certificate” section on page 38-58 を参照してください。
• TLS Proxy の場合、TLS サーバと TLS クライアント間の Skinny および SIP インスペクションを
イネーブルにします。「SIP インスペクション」（P.11-21）および「Skinny（SCCP）インスペク
（CUP を使用する）Presence Federation の TLS Proxy を
ション」
（P.11-33）を参照してください。
設定する場合、SIP インスペクションだけをイネーブルにします。これは、この機能が SIP プロト
コルだけをサポートしているからです。

• CUMA の TLS Proxy の場合、MMP インスペクションをイネーブルにします。
• ASA の内部認証局を使用して TLS クライアントの LDC Issuer に署名するには、次を実行します。
– Cisco CTL クライアントを使用して、サーバ プロキシ証明書を CTL ファイルに追加し、CTL
ファイルを ASA にインストールします。

Cisco CTL クライアントの詳細については、『Cisco Unified CallManager Security Guide』の
「Configuring the Cisco CTL Client」を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/security/5_0_4/secuauth.html
CTL ファイルを ASA にインストールするには、[Configuration] > [Firewall] > [Unified
Communications] > [CTL Provider] > [Add] に移動します。[Add CTL Provider] ダイアログ
ボックスが開きます。このダイログボックスを使用した CTL ファイルのインストールについ
ては、「Add/Edit CTL Provider」（P.17-7）を参照してください。
– CTL クライアントからの接続のための CTL プロバイダー インスタンスを作成します。
「Add/Edit CTL Provider」（P.17-7）を参照してください。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

17-13

第 17 章

暗号化音声インスペクションの TLS プロキシの設定

CTL Provider

Edit TLS Proxy Instance – Server Configuration
（注）

この機能は、適応型セキュリティ アプライアンスのバージョン 8.1.2 に対してはサポートされていませ
ん。

TLS Proxy によって、Cisco Call Manager と対話する SSL 暗号化 VoIP シグナリング（Skinny および
SIP）の検査がイネーブルになり、ASA 上の Cisco Unified Communications 機能がサポートされます。
[Edit TLS Proxy – Server Configuration] タブを使用して、Cisco Unified Call Manager（CUCM）サー
バ、Cisco Unified Presence Server（CUPS）、または Cisco Unified Mobility Advantage（CUMA）
サーバなどの、元の TLS サーバのサーバ プロキシ パラメータを編集します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] > [TLS Proxy] ペインを開きます。

ステップ 2

TLS Proxy インスタンスを編集するには、[Edit] をクリックします。
[Edit TLS Proxy Instance] ダイアログボックスが開きます。

ステップ 3

必要に応じて、[Server Configuration] タブをクリックします。

ステップ 4

次のいずれかを実行して、サーバ プロキシ証明書を指定します。

• 新しい証明書を追加するには、[Manage] をクリックします。[Manage Identify Certificates] ダイア
ログボックスが開きます。

Phone Proxy が混合モードの CUCM クラスタで動作している場合、[Manage Identify Certificates]
ダイアログボックスの [Add] をクリックして CUCM 証明書をインポートする必要があります。一
般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Configuring CA Certificate Authentication”
section on page 38-12 を参照してください。
• 既存の証明書を選択するには、ドロップダウン リストから選択します。

Phone Proxy の TLS Proxy を設定する場合、ファイル名が _internal_PP_ から始まる証明書を選
択します。Phone Proxy の CTL ファイルを作成すると、ASA では、TFTP ファイルに署名するた
めに Phone Proxy が使用する内部トラストポイントが作成されます。トラストポイントには
_internal_PP_ctl-instance_filename という名前が付けられます。
サーバ プロキシ証明書は、TLS ハンドシェイク中に表示するトラストポイントを指定するために使用
されます。トラストポイントは自己署名の場合と、ローカルでプロキシの証明書サービスに登録済みの
場合があります。たとえば、Phone Proxy の場合、IP 電話とのハンドシェイク中に、Phone Proxy に
よってサーバ プロキシ証明書が使用されます。
ステップ 5

ASA の信頼ストアに TLS サーバ証明書をインストールして、ASA が、プロキシと TLS サーバ間の
TLS ハンドシェイク中に、TLS サーバを認証できるようにするには、[Install TLS Server's Certificate]
をクリックします。

[Manage CA Certificates] ダイアログボックスが開きます。一般的な操作のコンフィギュレーション ガ
イドの “Guidelines and Limitations” section on page 38-10 を参照してください。[Add] をクリックし
て、[Install Certificate] ダイアログボックスを開きます。一般的な操作のコンフィギュレーション ガイ
ドの “Configuring CA Certificate Authentication” section on page 38-12 を参照してください。
Phone Proxy の TLS Proxy を設定する場合、[Install TLS Server's Certificate] をクリックして、Cisco
Unified Call Manager（CUCM）証明書をインストールします。その結果、プロキシが、CUCM サー
バの代わりに IP 電話を認証できるようになります。
ステップ 6

ASA に対して、TLS ハンドシェイク中に、証明書を表示し、TLS クライアントを認証することを要求
するには、[Enable client authentication during TLS Proxy handshake] チェックボックスをオンにしま
す。
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Mobile Advantage（CUMC クライアントと CUMC サーバ）の TLS Proxy インスタンスを追加する場
合、クライアントがクライアント証明書を送信できないときはチェックボックスをディセーブルにしま
す。
ステップ 7

[Apply] をクリックして、変更内容を保存します。

Edit TLS Proxy Instance – Client Configuration
（注）

この機能は、適応型セキュリティ アプライアンスのバージョン 8.1.2 に対してはサポートされていませ
ん。

TLS Proxy によって、Cisco Call Manager と対話する SSL 暗号化 VoIP シグナリング（Skinny および
SIP）の検査がイネーブルになり、ASA 上の Cisco Unified Communications 機能がサポートされます。
[Edit TLS Proxy] ダイアログボックス内の各フィールドは、TLS Proxy インスタンスを追加するときに
表示されるフィールドとまったく同じです。[Edit TLS Proxy – Client Configuration] タブを使用して、
IP phones、CUMA クライアント、Cisco Unified Presence Server（CUPS）、Microsoft OCS サーバな
どの、元の TLS クライアントのクライアント プロキシ パラメータを編集します。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] > [TLS Proxy] ペインを開きます。

ステップ 2

TLS Proxy インスタンスを編集するには、[Edit] をクリックします。
[Edit TLS Proxy Instance] ダイアログボックスが開きます。

ステップ 3

必要に応じて、[Client Configuration] タブをクリックします。

ステップ 4

TLS Proxy に対して使用するクライアント プロキシ証明書を指定するには、次を実行します。クライ
アント プロキシ証明書が 2 つのサーバ間で使用されている場合、このオプションを選択します。たと
えば、Cisco Unified Presence Server（CUPS ）を使用する Presence Federation の TLS Proxy を設定す
る場合、TLS クライアントと TLS サーバの両方が共にサーバとなります。
a. [Specify the proxy certificate for the TLS Client...] チェックボックスをオンにします。
b. 証明書をドロップダウン リストから選択します。
または
新しいクライアント プロキシ証明書を作成するには、[Manage] をクリックします。[Manage
Identify Certificates] ダイアログボックスが開きます。一般的な操作のコンフィギュレーション ガ
イドの “Configuring Identity Certificates Authentication” section on page 38-55 を参照してくださ
い。

（注）

CUCM クラスタの混合セキュリティ モードを使用している Phone Proxy の TLS Proxy を設定する場
合、LDC Issuer を設定する必要があります。LDC Issuer は、クライアント ダイナミック証明書または
サーバ ダイナミック証明書を発行するローカル認証局を一覧表示します。

ステップ 5

TLS Proxy に対して使用する LDC Issuer を指定するには、次を実行します。[LDC Issuer] オプション
を選択して設定すると、ASA が認証局となり、TLS クライアントに対して証明書を発行します。
a. [Specify the internal Certificate Authority to sign the local dynamic certificate for phones...] チェッ
クボックスをオンにします。
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b. [Certificates] オプション ボタンをオンにし、ドロップダウン リストから自己署名証明書を選択し、
[Manage] をクリックして、新しい LDC Issuer を作成します。[Manage Identify Certificates] ダイ
アログボックスが開きます。一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Configuring
Identity Certificates Authentication” section on page 38-55 を参照してください。
または

[Certificate Authority] オプション ボタンをオンにし、認証局（CA）を指定します。CA サーバを
指定する場合、その CA サーバが、ASA で作成され、イネーブルになっている必要があります。
CA サーバを作成およびイネーブルにするには、[Manage] をクリックします。[Edit CA Server
Settings] ダイアログボックスが開きます。一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの
“Authenticating Using the Local CA” section on page 38-63 を参照してください。
（注）

ローカル認証局の初期設定後にコンフィギュレーションを変更するには、ローカル認証局
をディセーブルにします。

c. [Key-Pair Name] フィールドで、ドロップダウン リストからキー ペアを選択します。リストには、
クライアント ダイナミック証明書が使用する、定義済みの RSA キー ペアが表示されます。生成時
刻、使用方法、係数サイズ、キー データなど、キー ペアの詳細を表示するには、[Show] をクリッ
クします。
または
新しいキー ペアを作成するには、[New] をクリックします。[Add Key Pair] ダイアログボックス
が開きます。[Key Pair] フィールドの詳細については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガ
イドの “Configuring Identity Certificates Authentication” section on page 38-55 を参照してくださ
い。
ステップ 6

[Security Algorithms] 領域で、TLS ハンドシェイク中に通知または照合する使用可能でアクティブな
アルゴリズムを指定します。
• [Available Algorithms]：TLS ハンドシェイク中に通知または照合する使用可能なアルゴリズム
（des-sha1、3des-sha1、aes128-sha1、aes256-sha1 、null-sha1）を一覧表示します。

[Add]：選択したアルゴリズムをアクティブ リストに追加します。
[Remove]：選択したアルゴリズムをアクティブ リストから削除します。
• [Active Algorithms]：TLS ハンドシェイク中に通知または照合するアクティブなアルゴリズム
（des-sha1、3des-sha1 、aes128-sha1、aes256-sha1 、null-sha1）を一覧表示します。クライアント
プロキシ（サーバに対する TLS クライアントとして機能）の場合、2 つの TLS レッグ間の非対称
暗号化方式のために、ユーザ定義のアルゴリズムで hello メッセージの元のアルゴリズムが置き換
えられます。たとえば、Call Manager をオフロードするために、プロキシと Call Manager の間の
レッグにはヌル暗号化が使用される場合があります。

[Move Up]：アルゴリズムをリストの上に移動します。
[Move Down]：アルゴリズムをリストの下に移動します。
ステップ 7

[Apply] をクリックして、変更内容を保存します。

TLS プロキシ
この機能がサポートされるのは、ASA バージョン 8.0.x のうち 8.0.4 よりも前のものとバージョン 8.1
のみです。
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（注）

この機能は、8.0.4 よりも前のバージョンの適応型セキュリティ アプライアンスおよびバージョン
8.1.2 に対しては、サポートされていません。

[TLS Proxy] オプションを使用して、Cisco CallManager と対話する SSL 暗号化 VoIP シグナリング
（Skinny および SIP）の検査をイネーブルにします。
[TLS Proxy] ペインでは、Transaction Layer Security（TLS）Proxy を定義および設定して暗号化トラ
フィック インスペクションをイネーブルにできます。
フィールド

• [TLS Proxy Name]：TLS Proxy 名を一覧表示します。
• [Server]：トラストポイントを一覧表示します。自己署名または証明書サーバに登録済みのいずれ
かになります。

• [Local Dynamic Certificate Issuer]：クライアント ダイナミック証明書またはサーバ ダイナミック
証明書を発行するローカル認証局を一覧表示します。

• [Local Dynamic Certificate Key Pair]：クライアント ダイナミック証明書またはサーバ ダイナミッ
ク証明書が使用する RSA キー ペアを一覧表示します。
• [Add]：TLS Proxy を追加します。
• [Edit]：TLS Proxy を編集します。
• [Delete]：TLS Proxy を削除します。
• [Maximum Sessions]：サポートする TLS Proxy の最大セッション数を指定できます。
– ASA がサポートする必要がある TLS Proxy の最大セッション数を指定します。デフォルトで
は、ASA がサポートするセッション数は 300 です。[Maximum number of sessions] オプショ
ンをイネーブルにします。

– セッションの最大数：最小数は 1 です。最大値は、プラットフォームによって異なります。デ
フォルトは 300 です。

Add/Edit TLS Proxy
（注）

この機能は、8.0.4 よりも前のバージョンの適応型セキュリティ アプライアンスおよびバージョン
8.1.2 に対しては、サポートされていません。

[Add/Edit TLS Proxy] ダイアログボックスでは、TLS Proxy のパラメータを定義できます。
フィールド

• [TLS Proxy Name]：TLS Proxy 名を指定します。
• [Server Configuration]：プロキシ証明書名を指定します。
– [Server]：TLS ハンドシェイク中に提示するトラストポイントを指定します。トラストポイン
トは自己署名の場合と、ローカルでプロキシの証明書サービスに登録済みの場合があります。

• [Client Configuration]：ローカル ダイナミック証明書の発行者とキー ペアを指定します。
– [Local Dynamic Certificate Issuer]：クライアント ダイナミック証明書またはサーバ ダイナ
ミック証明書を発行するローカル認証局を一覧表示します。

[Certificate Authority Server]：認証局サーバを指定します。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

17-17

第 17 章

暗号化音声インスペクションの TLS プロキシの設定

暗号化音声インスペクションの TLS プロキシの機能履歴

[Certificate]：証明書を指定します。
[Manage]：ローカル認証局を設定します。初期設定の終了後にコンフィギュレーションを変
更する場合は、ローカル認証局をディセーブルにします。
– [Local Dynamic Certificate Key Pair]：クライアント ダイナミック証明書が使用する RSA
キー ペアを一覧表示します。

[Key-Pair Name]：定義済みキー ペアを指定します。
[Show]：生成時刻、使用方法、係数サイズ、キー データなど、キー ペアの詳細を表示します。
[New]：新しいキー ペアを定義できます。
• [More Options]：TLS ハンドシェイク中に通知または照合する使用可能でアクティブなアルゴリズ
ムを指定します。

– [Available Algorithms]：TLS ハンドシェイク中に通知または照合する使用可能なアルゴリズ
ム（des-sha1、3des-sha1、aes128-sha1、aes256-sha1、null-sha1 ）を一覧表示します。

[Add]：選択したアルゴリズムをアクティブ リストに追加します。
[Remove]：選択したアルゴリズムをアクティブ リストから削除します。
– [Active Algorithms]：TLS ハンドシェイク中に通知または照合するアクティブなアルゴリズム
（des-sha1、3des-sha1、aes128-sha1、aes256-sha1 、null-sha1）を一覧表示します。クライア
ント プロキシ（サーバに対する TLS クライアントとして機能）の場合、2 つの TLS レッグ間
の非対称暗号化方式のために、ユーザ定義のアルゴリズムで hello メッセージの元のアルゴリ
ズムが置き換えられます。たとえば、CallManager をオフロードするために、プロキシと
CallManager の間のレッグにはヌル暗号化が使用される場合があります。

[Move Up]：アルゴリズムをリストの上に移動します。
[Move Down]：アルゴリズムをリストの下に移動します。

暗号化音声インスペクションの TLS プロキシの機能履歴
表 17-2 に、この機能のリリース履歴を示します。
表 17-2

Cisco 電話プロキシの機能履歴

機能名

リリース

機能情報

TLS プロキシ

8.0(2)

TLS プロキシ機能が導入されました。
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Cisco Mobility Advantage の設定
この章では、Cisco Unified Communications Mobility Advantage Proxy 機能向けに ASA を設定する方
法について説明します。
この章の内容は、次のとおりです。

• 「Cisco Mobility Advantage Proxy 機能に関する情報」（P.18-1）
• 「Cisco Mobility Advantage Proxy 機能のライセンス」（P.18-6）
• 「Cisco Mobility Advantage の設定」（P.18-6）
• 「Cisco Mobility Advantage の機能履歴」（P.18-7）

Cisco Mobility Advantage Proxy 機能に関する情報
ここでは、次の内容について説明します。

• 「Cisco Mobility Advantage Proxy 機能」（P.18-1）
• 「Mobility Advantage Proxy の導入シナリオ」（P.18-2）
• 「Cisco UMA の導入の信頼関係」（P.18-5）

Cisco Mobility Advantage Proxy 機能
Cisco Mobility Advantage ソリューション向けの Cisco UMA をサポートするため、Mobility
Advantage Proxy（TLS プロキシとして実装）には次の機能が含まれます。
• クライアントとのハンドシェイク中にクライアントの認証を許可しない機能
• サーバにインポートされた PKCS-12 証明書をプロキシの証明書として許可する機能

ASA には、Cisco UMA Mobile Multiplexing Protocol（MMP; モバイル多重化プロトコル）を検証す
るためのインスペクション エンジンが含まれます。
MMP は、Cisco UMA クライアントとサーバとの間でデータ エントリを送信するための転送プロトコ
ルです。図 18-1 に示すように、MMP はコネクション型プロトコル（基礎となる転送）の上で実行す
る必要があり、TLS などのセキュアな転送プロトコルの上で実行することを意図しています。Orative
Markup Language（OML）プロトコルは、データの同期を目的とした MMP に加えて、大規模なファ
イルのアップロードとダウンロードのための HTTP プロトコルの上で実行することを意図しています。
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図 18-1
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MMP スタック
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MMP
TLS/SSL
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TCP

TCP/TLS のデフォルト ポートは 5443 です。埋め込まれた NAT やセカンダリ接続はありません。
Cisco UMA クライアントおよびサーバ通信は TLS を通じてプロキシ処理ができます。ここで、データ
を復号化してインスペクション MMP モジュールに渡し、エンドポイントに転送する前にデータを再暗
号化します。インスペクション MMP モジュールは MMP ヘッダーの整合性を確認し、OML/HTTP を
適切なハンドラに渡します。ASA は、MMP ヘッダーおよびデータで次のアクションを実行します。
• クライアント MMP ヘッダーの形式が適切であることを確認します。間違った形式のヘッダーを検
出すると、TCP セッションは終了します。
• クライアントからサーバへの MMP ヘッダーの長さを超えていないことを確認します。MMP ヘッ
ダーの長さを超えている場合は（4096）、TCP セッションは終了します。
• クライアントからサーバへの MMP コンテンツの長さを超えていないことを確認します。エンティ
ティのコンテンツの長さを超えている場合は（4096）、TCP セッションは終了します。

（注）

4096 は、MMP の実装で現在使用されている値です。
MMP ヘッダーとエンティティはパケット間で分割できるため、ASA はデータをバッファリングして、
インスペクションの一貫性を確保します。Stream API（SAPI; ストリーム API）は、保留中のインスペ
クションを実行できるようにデータのバッファリングを処理します。MMP ヘッダー テキストは大文字
と小文字を区別しないものとして処理されます。ヘッダー テキストと値の間にスペースが入ります。
MMP の状態の再要求は、TCP 接続の状態をモニタすることによって実行されます。

Mobility Advantage Proxy の導入シナリオ
図 18-2 と図 18-3 に、Cisco Mobility Advantage ソリューションによって使用される TLS プロキシの
2 つの導入シナリオを示します。シナリオ 1（推奨される導入アーキテクチャ）では、ASA はファイア
ウォールと TLS プロキシの両方として機能します。シナリオ 2 では、ASA は TLS プロキシとしてだ
け機能し、既存のファイアウォールを使用します。いずれのシナリオでも、クライアントはインター
ネットから接続します。
シナリオ 1 の導入では、ASA は Cisco UMA クライアントと Cisco UMA サーバの間にあります。
Cisco UMA クライアントは、個々のスマートフォンにダウンロードされる実行可能ファイルです。
Cisco UMA クライアント アプリケーションは、企業の Cisco UMA サーバに対するデータ接続（TLS
接続）を確立します。ASA は通信を代行受信し、クライアントが Cisco UMA サーバに送信するデー
タを検査します。
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図 18-2

Cisco Mobility Advantage ソリューションの TLS プロキシは、Cisco UMA クライアントが
証明書を提供できないため、クライアント認証をサポートしません。Mobility Advantage
Proxy と MMP インスペクションを使用したファイアウォールとして機能するセキュリティ ア
プライアンス
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図 18-2 では、ASA は Cisco UMA サーバの 10.1.1.2 IP アドレスを 192.0.2.140 に変換することで、ス
タティック NAT を実行しています。
図 18-3 に導入シナリオ 2 を示します。ここでは、ASA が TLS プロキシとしてだけ機能し、企業ファ
イアウォールとしては機能しません。このシナリオでは、ASA と企業ファイアウォールは NAT を実行
しています。企業ファイアウォールは、インターネットのどのクライアントを企業の Cisco UMA サー
バに接続する必要があるのかを予測できません。したがって、この導入をサポートするために、次のア
クションを実行することができます。

• 宛先 IP アドレス 192.0.2.41 を 172.16.27.41 に変換する着信トラフィックの NAT ルールを設定し
ます。

• すべてのパケットの送信元 IP アドレスを変換する着信トラフィックのインターフェイス PAT ルー
ルを設定し、企業ファイアウォールがワイルドカード ピンホールを開く必要がないようにします。
Cisco UMA サーバは送信元 IP アドレスが 192.0.12.183 のパケットを受信します。
詳細については、第 3 章「ネットワーク オブジェクト NAT の設定（ASA 8.3 以降）」と第 4 章
「Twice NAT の設定（ASA 8.3 以降）」を参照してください。

（注）

このインターフェイス PAT ルールでは、別の送信元ポートを使用して、ASA の外部インター
フェイスの Cisco UMA クライアントの IP アドレスを、内部インターフェイスの 1 つの IP ア
ドレスに収束します。このアクションは、多くの場合「外部 PAT」と呼ばれます。「外部 PAT」
は、Cisco Mobility Advantage の TLS プロキシが、電話プロキシ、Cisco Unified Presence、ま
たはアプリケーション インスペクションが必要なその他の機能を持つ ASA の同じインター
フェイス上でイネーブルになっている場合には推奨しません。「外部 PAT」は、埋め込みアド
レスの変換が必要な場合には、アプリケーション インスペクションによって完全にサポートさ
れるわけではありません。
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図 18-3

Cisco UMC/Cisco UMA のアーキテクチャ – シナリオ 2：Mobility Advantage Proxy として
のみ機能するセキュリティ アプライアンス
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NAT/PAT を使用した Mobility Advantage Proxy
いずれのシナリオ（図 18-2 および図 18-3）でも、NAT を使用して Cisco UMA サーバのプライベート
アドレスを隠蔽できます。
シナリオ 2（図 18-3）では、PAT を使用して、すべてのクライアント トラフィックを 1 つの送信元 IP
に収束し、ファイアウォールが着信トラフィックのためにワイルドカード ピンホールを開く必要がな
いようにします。
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Cisco UMA の導入の信頼関係
Cisco UMC クライアントと ASA との間に信頼関係を確立するために、ASA は Cisco UMA サーバの
証明書とキー ペアを使用します。または、ASA は Cisco UMA サーバ FQDN を使用して証明書を取得
します（証明書偽装）。ASA と Cisco UMA サーバとの間では、ASA と Cisco UMA サーバは、自己署
名証明書またはローカル認証局が発行した証明書を使用します。
図 18-4 に、Cisco UMA サーバの証明書を ASA にインポートする方法を示します。Cisco UMA サー
バがサードパーティ CA にすでに登録している場合は、秘密キーを使用して ASA に証明書をインポー
トできます。これで、ASA は Cisco UMA サーバの完全なクレデンシャルを持つことになります。
Cisco UMA クライアントが Cisco UMA サーバに接続すると、ASA はハンドシェイクを代理受信し、
Cisco UMA サーバの証明書を使用して、クライアントとのハンドシェイクを実行します。ASA は、
サーバとのハンドシェイクも行います。
図 18-4

セキュリティ アプライアンスが Cisco UMA を表す方法 – 秘密キーの共有
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図 18-5 に、信頼関係を確立する別の方法を示します。導入に関わる各コンポーネントが新たにインス
トールされているため、図 18-5 は新しい場所への導入を示しています。ASA は、ASA が Cisco UMA
サーバであるかのように、Cisco UMA サーバ FQDN を使用してサードパーティ CA に登録します。
Cisco UMA クライアントが ASA に接続すると、ASA は、Cisco UMA サーバ FQDN を持つ証明書を
示します。Cisco UMA クライアントは、通信相手が Cisco UMA サーバであるものと信じています。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

18-5

第 18 章

Cisco Mobility Advantage の設定

Cisco Mobility Advantage Proxy 機能のライセンス

図 18-5

セキュリティ アプライアンスが Cisco UMA を示す方法 – 証明書の偽装
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ASA と Cisco UMA サーバの間の信頼関係は、自己署名証明書を使用して確立できます。ASA の ID
証明書はエクスポートされ、Cisco UMA サーバのトラストストアにアップロードされます。Cisco
UMA サーバの証明書がダウンロードされて、トラストポイントを作成し、crypto ca authenticate コ
マンドを使用することにより、ASA のトラストストアにアップロードされます。

Cisco Mobility Advantage Proxy 機能のライセンス
ASA でサポートされる Cisco Unified Communications のプロキシ機能（Cisco 電話プロキシ、暗号化
音声インスペクションの TLS プロキシ、および Cisco Presence Federation Proxy）には、Unified
Communications Proxy ライセンスが必要です。ただし、バージョン 8.2(2) 以降では、Mobility
Advantage Proxy に Unified Communications Proxy ライセンスは必要ありません。
次の表に、Mobility Advantage Proxy のライセンス要件を示します。

モデル

ライセンス要件

すべてのモデル

基本ライセンス
ライセンスの詳細については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの Chapter 3,
“Managing Feature Licenses for Cisco ASA Version 9.1,” を参照してください。

Cisco Mobility Advantage の設定
この項では、次の内容について説明します。

• 「Cisco Mobility Advantage の設定のタスク フロー」（P.18-7）
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Cisco Mobility Advantage の設定のタスク フロー
図 18-2 と図 18-3 に示すように、TLS プロキシと MMP インスペクションを実行するように ASA を設
定するには、次のタスクを実行します。

ASA と Cisco UMA サーバの間で自己署名証明書を使用するものと仮定します。
ASDM を使用して Cisco Mobility Advantage Proxy を設定するには、メニューから [Wizards] >
[Unified Communications Wizard] を選択します。Unified Communications Wizard が開きます。最初
のページの [Remote Access] セクションで、[Cisco Mobility Advantage Proxy] オプションを選択しま
す。
このウィザードにより、必要な TLS プロキシが自動的に作成されます。その後、ウィザードの指示に
従って Unified Presence プロキシ インスタンスを作成し、必要な証明書のインポートとインストール
を行います。最後に、Mobility Advantage トラフィックの MMP インスペクションが自動的にイネー
ブルになります。
このウィザードでは、次の 4 つのステップで Mobility Advantage Proxy を作成します。
ステップ 1

[Mobility Advantage Proxy] オプションを選択します。

ステップ 2

プロキシ トポロジを定義するための設定（たとえば Mobility Advantage サーバの IP アドレス）を指定
します。

ステップ 3

サーバ側の証明書管理を設定します。つまり、ローカルの Mobility Advantage サーバと ASA の間で交
換される証明書を設定します。

ステップ 4

クライアント側の証明書管理を設定します。つまり、Unified Mobile Communicator と ASA の間で交
換される証明書を設定します。

ウィザードは、Mobility Advantage Proxy に対して作成された設定の概要を表示して完了します。詳細
については、「第 15 章「Cisco Unified Communication Wizard の使用」」を参照してください。

Cisco Mobility Advantage の機能履歴
表 18-1 に、この機能のリリース履歴を示します。
表 18-1

Cisco 電話プロキシの機能履歴

機能名

リリース

機能情報

Cisco Mobility Advantage Proxy

8.0(4)

Cisco Mobility Advantage Proxy 機能が導入されました。

Cisco Mobility Advantage Proxy

8.3(1)

Unified Communications Wizard が ASDM に追加されまし
た。このウィザードを使用することにより、Cisco
Mobility Advantage Proxy を設定できます。
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Cisco Unified Presence の設定
この章では、Cisco Unified Presence 向けに適応型セキュリティ アプライアンスを設定する方法を説明
します。
この章の内容は、次のとおりです。

• 「Cisco Unified Presence に関する情報」（P.19-1）
• 「Cisco Unified Presence のライセンス」（P.19-7）
• 「SIP フェデレーション用の Cisco Unified Presence Proxy の設定」（P.19-9）
• 「Cisco Unified Presence の機能履歴」（P.19-10）

Cisco Unified Presence に関する情報
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「SIP フェデレーション配置の Cisco Unified Presence のアーキテクチャ」（P.19-1）
• 「プレゼンス フェデレーションの信頼関係」（P.19-4）
• 「Cisco UP とセキュリティ アプライアンス間でのセキュリティ証明書の交換」（P.19-5）
• 「XMPP フェデレーション配置」（P.19-5）
• 「XMPP フェデレーションの設定要件」（P.19-6）

SIP フェデレーション配置の Cisco Unified Presence のアーキテクチャ
図 19-1 は、ASA を（TLS プロキシとして実装されている）プレゼンス フェデレーション プロキシと
して使用する、Cisco Unified Presence/LCS フェデレーションのシナリオを示しています。TLS 接続を
（専用の Cisco UP）と、企業 Y
使用する 2 つのエンティティは、企業 X の「ルーティング プロキシ」
の Microsoft アクセス プロキシです。ただし、構成はこのシナリオに制限されません。ASA の左側に
は、あらゆる Cisco UP または Cisco UP クラスタを展開できます。リモート エンティティには任意の
サーバ（LCS、OCS、または別の Cisco UP）を使用できます。
次のアーキテクチャは、TLS 接続で SIP（または他の ASA 検査対象のプロトコル）を使用する 2 つの
サーバの一般的なアーキテクチャです。
エンティティ X：企業 X の Cisco UP/ ルーティング プロキシ
エンティティ Y：企業 Y の LCS/OCS 用の Microsoft アクセス プロキシ / エッジ サーバ
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図 19-1

標準的な Cisco Unified Presence/LCS フェデレーション シナリオ
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上記のアーキテクチャでは、ASA はファイアウォール、NAT、および TLS プロキシとして機能しま
す。これは推奨のアーキテクチャです。ただし、ASA は、NAT および TLS プロキシのみとして機能
し、既存のファイアウォールを使用することもできます。
いずれかのサーバが TLS ハンドシェイクを開始できます（クライアントだけが TLS ハンドシェイクを
開始できる IP テレフォニーまたは Cisco Unified Mobility とは異なります）。双方向の TLS プロキシ
ルールと設定があります。各企業は、ASA を TLS プロキシとして使用できます。
図 19-1 では、NAT または PAT を使用して、エンティティ X のプライベート アドレスを非表示にでき
ます。この状況では、スタティック NAT または PAT を、接続または TLS ハンドシェイク（着信）を
開始した外部サーバ（エンティティ Y）に設定する必要があります。通常、パブリック ポートは 5061
にする必要があります。次のスタティック PAT コマンドは、着信接続を受け入れる Cisco UP で必要で
す。
hostname(config)# object network obj-10.0.0.2-01
hostname(config-network-object)# host 10.0.0.2
hostname(config-network-object)# nat (inside,outside) static 192.0.2.1 service tcp 5061
5061

次のスタティック PAT は、
（SIP SUBSCRIBE を送信して）外部サーバへの接続を開始できる各 Cisco
UP に対して設定する必要があります。
アドレスが 10.0.0.2 の Cisco UP の場合は、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# object network
hostname(config-network-object)#
hostname(config-network-object)#
5062
hostname(config)# object network
hostname(config-network-object)#
hostname(config-network-object)#
5070
hostname(config)# object network
hostname(config-network-object)#

obj-10.0.0.2-02
host 10.0.0.2
nat (inside,outside) static 192.0.2.1 service tcp 5062
obj-10.0.0.2-03
host 10.0.0.2
nat (inside,outside) static 192.0.2.1 service udp 5070
obj-10.0.0.2-04
host 10.0.0.2
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hostname(config-network-object)# nat (inside,outside) static 192.0.2.1 service tcp 5060
5060

アドレスが 10.0.0.3 の別の Cisco UP の場合は、45062 または 45070 などの PAT ポートの異なるセッ
トを使用する必要があります。
hostname(config)# object network
hostname(config-network-object)#
hostname(config-network-object)#
45061
hostname(config)# object network
hostname(config-network-object)#
hostname(config-network-object)#
45062
hostname(config)# object network
hostname(config-network-object)#
hostname(config-network-object)#
5070
hostname(config)# object network
hostname(config-network-object)#
hostname(config-network-object)#
45070
hostname(config)# object network
hostname(config-network-object)#
hostname(config-network-object)#
45060

obj-10.0.0.3-01
host 10.0.0.3
nat (inside,outside) static 192.0.2.1 service tcp 5061
obj-10.0.0.3-02
host 10.0.0.3
nat (inside,outside) static 192.0.2.1 service tcp 5062
obj-10.0.0.3-03
host 10.0.0.3
nat (inside,outside) static 192.0.2.1 service udp 5070
obj-10.0.0.2-03
host 10.0.0.2
nat (inside,outside) static 192.0.2.1 service tcp 5070
obj-10.0.0.3-04
host 10.0.0.3
nat (inside,outside) static 192.0.2.1 service tcp 5060

ダイナミック NAT または PAT を、発信接続または TLS ハンドシェイクの残りに対して使用できます。
ASA SIP インスペクション エンジンは、必要な変換（フィックスアップ）を処理します。
hostname(config)# object network obj-0.0.0.0-01
hostname(config-network-object)# subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
hostname(config-network-object)# nat (inside,outside) dynamic 192.0.2.1

図 19-2 は、ASA 上のプレゼンス フェデレーション プロキシを通じてエンティティ Y に接続されてい
るエンティティ X を抽象化したシナリオを示しています。プロキシは、エンティティ X と同じ管理ド
メイン内に存在します。エンティティ Y は別の ASA をプロキシとして使用できますが、ここでは簡略
化のために省略されています。
図 19-2

2 つのサーバ エンティティ間の抽象化されたプレゼンス フェデレーション プロキシ シナリオ
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ASA がそのクレデンシャルを保持している場合にエンティティ X のドメイン名を正しく解決するに
は、ASA を、エンティティ X に対して NAT を実行するように設定します。またドメイン名は、ASA
がプロキシ サービスを提供するエンティティ X のパブリック アドレスとして解決されます。
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SIP フェデレーション用の Cisco Unified Presence Federation の設定方法の詳細については、
『Integration Guide for Configuring Cisco Unified Presence for Interdomain Federation』を参照してく
ださい。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6837/products_installation_and_configuration_guides_list.ht
ml

プレゼンス フェデレーションの信頼関係
企業内では、自己署名した証明書を使用して信頼関係を設定するか、内部 CA で信頼関係を設定できま
す。
企業間または管理ドメイン間における信頼関係の確立は、フェデレーションにとって重要です。企業間
では、信頼できるサードパーティ CA（VeriSign など）を使用する必要があります。ASA は、Cisco
UP の Fully Qualified Domain Name（FQDN; 完全修飾ドメイン名）を使用して証明書を取得します
（証明書偽装）。

TLS ハンドシェイクの場合、2 つのエンティティが、信頼できるサードパーティ認証局への証明書
チェーンを通じてピア証明書を検証できます。両方のエンティティが CA に登録されます。TLS プロ
キシとしての ASA は、両方のエンティティによって信頼されている必要があります。ASA は、企業の
いずれかに常に関連付けられています。企業（図 19-1 の企業 X）内では、エンティティと ASA は、
ローカル CA を通じて、または自己署名した証明書を使用して相互に認証を行うことができます。
ASA とリモート エンティティ（エンティティ Y）間で信頼関係を確立するために、ASA はエンティ
ティ X（Cisco UP）の代わりに CA に登録できます。登録要求で、エンティティ X の ID（ドメイン
名）が使用されます。
図 19-3 に、信頼関係を確立する方法を示します。ASA は、ASA が Cisco UP であるかのように、
Cisco UP FQDN を使用してサードパーティ CA に登録します。
図 19-3

セキュリティ アプライアンスで Cisco Unified Presence を表す方法：証明書偽装
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Cisco UP とセキュリティ アプライアンス間でのセキュリティ証明書の交
換
ASA で使用される証明書のキー ペア（cup_proxy_key など）を生成し、TLS ハンドシェイクで ASA
から Cisco UP に送信された自己署名証明書を識別するためのトラストポイント（cup_proxy など）を
設定します。

ASA で Cisco UP の証明書を信頼するためには、Cisco UP からの証明書を識別するトラストポイント
（cert_from_cup など）を作成し、登録タイプを端末として指定して、Cisco UP から受信した証明書を
端末に貼り付けることを示します。

XMPP フェデレーション配置
図 19-4 に、Cisco Unified Presence 企業配置と IBM Sametime 企業配置の間の XMPP フェデレーショ
ン ネットワークの例を示します。XMPP フェデレーションでは、TLS はオプションです。XMPP フェ
デレーションでは、ASA はファイアウォールとしてだけ機能します。TLS 機能や PAT は XMPP フェデ
レーションに対して提供されません。
図 19-4

と IBM Sametime の間の基本的な XMPP フェデレーション ネットワーク
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内部の Cisco Unified Presence 企業配置内には 2 台の DNS サーバが存在します。一方の DNS サーバ
は、Cisco Unified Presence プライベート アドレスをホストします。もう一方の DNS サーバは、SIP
フェデレーション用の Cisco Unified Presence パブリック アドレスと DNS SRV レコード

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

19-5

第 19 章

Cisco Unified Presence の設定

Cisco Unified Presence に関する情報

（_sipfederationtle）、および Cisco Unified Presence による XMPP フェデレーション（_xmpp-server ）
をホストします。Cisco Unified Presence パブリック アドレスをホストする DNS サーバは、ローカル
の DMZ に配置します。

XMPP フェデレーション用の Cisco Unified Presence Federation の設定方法の詳細については、
『Integration Guide for Configuring Cisco Unified Presence Release 8.0 for Interdomain Federation』を
参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6837/products_installation_and_configuration_guides_list.ht
ml

XMPP フェデレーションの設定要件
XMPP フェデレーションの場合、ASA はファイアウォールとしてだけ機能します。ASA 上では、着信
と発信の両方の XMPP フェデレーション トラフィックに対してポート 5269 を開く必要があります。
次に、ASA 上でポート 5269 を開く ACL の例をいくつか示します。
ポート 5269 上で任意のアドレスから任意のアドレスへのトラフィックを許可する場合
access-list ALLOW-ALL extended permit tcp any any eq 5269

ポート 5269 上で任意のアドレスから任意のシングル ノードへのトラフィックを許可する場合
access-list ALLOW-ALL extended permit tcp any host <private cup IP address> eq 5269

上述の ACL を設定せずに、DNS で追加の XMPP フェデレーション ノードを公開する場合は、次の例
のように、追加する各ノードへのアクセスを設定する必要があります。
object network obj_host_<private cup ip address>
#host <private cup ip address>
object network obj_host_<private cup2 ip address>
#host <private cup2 ip address>
object network obj_host_<public cup ip address>
#host <public cup ip address>

....

次の NAT コマンドを設定します。
nat (inside,outside) source static obj_host_<private cup1 IP> obj_host_<public cup IP>
service
obj_udp_source_eq_5269 obj_udp_source_eq_5269
nat (inside,outside) source static obj_host_<private cup1 IP> obj_host_<public cup IP>
service
obj_tcp_source_eq_5269 obj_tcp_source_eq_5269

単一のパブリック IP アドレスを DNS で公開し、任意のポートを使用する場合は、次を設定します。
（この例では、追加の XMPP フェデレーション ノードが 2 つあります）
nat (inside,outside) source static obj_host_<private cup2 ip> obj_host_<public cup IP>
service
obj_udp_source_eq_5269 obj_udp_source_eq_25269
nat (inside,outside) source static obj_host_<private cup2 ip> obj_host_<public cup IP>
service
obj_tcp_source_eq_5269 obj_tcp_source_eq_25269
nat (inside,outside) source static obj_host_<private cup3 ip> obj_host_<public cup IP>
service
obj_udp_source_eq_5269 obj_udp_source_eq_35269
nat (inside,outside) source static obj_host_<private cup3 ip> obj_host_<public cup IP>
service
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obj_tcp_source_eq_5269 obj_tcp_source_eq_35269

すべてがポート 5269 を使用する複数のパブリック IP アドレスを DNS で公開する場合は、次を設定し
ます。
（この例では、追加の XMPP フェデレーション ノードが 2 つあります）
nat (inside,outside) source static obj_host_<private cup2 ip> obj_host_<public cup2 IP>
service
obj_udp_source_eq_5269 obj_udp_source_eq_5269
nat (inside,outside) source static obj_host_<private cup2 ip> obj_host_<public cup2 IP>
service
obj_tcp_source_eq_5269 obj_tcp_source_eq_5269
nat (inside,outside) source static obj_host_<private cup3 ip> obj_host_<public cup3 IP>
service
obj_udp_source_eq_5269 obj_udp_source_eq_5269
nat (inside,outside) source static obj_host_<private cup3 ip> obj_host_<public cup IP>
service
obj_tcp_source_eq_5269 obj_tcp_source_eq_5269

Cisco Unified Presence のライセンス
ASA でサポートされる Cisco Unified Presence 機能には、Unified Communications Proxy ライセンス
が必要です。
次の表に、Unified Communications Proxy ライセンスの詳細をプラットフォーム別に示します。

（注）

この機能は、ペイロード暗号化機能のないモデルでは使用できません。

モデル

ライセンス要件1

ASA 5505

基本ライセンスと Security Plus ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24 セッション。

ASA 5510

基本ライセンスと Security Plus ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、または 100 セッション。

ASA 5520

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、または 1000 セッション。

ASA 5540

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、または 2000 セッション。

ASA 5550

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、または 3000 セッション。

ASA 5580

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、3000、5000、または
10,000 セッション。2

ASA 5512-X

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、または 500 セッション。
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モデル

ライセンス要件1

ASA 5515-X

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、または 500 セッション。

ASA 5525-X

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、または 1000 セッション。

ASA 5545-X

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、または 2000 セッション。

ASA 5555-X

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、または 3000 セッション。

ASA 5585-X
（SSP-10）
ASA 5585-X
（SSP-20、-40、また
は -60）
ASASM

基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、または 3000 セッション。
基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、3000、5000、または
10,000 セッション。2
基本ライセンス：2 セッション。

オプション ライセンス：24、50、100、250、500、750、1000、2000、3000、5000、または
10,000 セッション。2
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1. 次のアプリケーションでは、接続時に TLS プロキシ セッションを使用します。これらのアプリケーションで使用される各 TLS プロキシ
セッション（およびこれらのアプリケーションのみ）は UC ライセンスの制限に対してカウントされます。
- 電話プロキシ
- プレゼンス フェデレーション プロキシ
- 暗号化音声インスペクション
TLS プロキシ セッションを使用するその他のアプリケーション（ライセンスが不要な Mobility Advantage Proxy、個別の IME ライセンス
が必要な IME など）では、UC 制限に対してカウントしません。
UC アプリケーションによっては、1 つの接続に複数のセッションを使用する場合があります。たとえば、プライマリとバックアップの
Cisco Unified Communications Manager を電話に設定した場合は、TLS プロキシ接続が 2 つあるため、UC Proxy セッションも 2 つ使用さ
れます。

[Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] > [TLS Proxy] ペインを使用して個別に TLS プロキシの制限を設定します。デフォ
ルトの TLS プロキシ制限よりも高い UC ライセンスを適用する場合、ASA では、その UC 制限に一致するように TLS プロキシの制限が自
動的に設定されます。UC ライセンスの制限よりも TLS プロキシ制限が優先されます。TLS プロキシ制限を UC ライセンスよりも少なく設
定すると、UC ライセンスですべてのセッションを使用できません。
注：「K8」で終わるライセンス製品番号（たとえばユーザ数が 250 未満のライセンス）では、TLS プロキシ セッション数は 1000 までに制
限されます。「K9」で終わるライセンス製品番号（たとえばユーザ数が 250 以上のライセンス）では、TLS プロキシの制限はコンフィギュ
レーションに依存し、モデルの制限が最大数になります。K8 と K9 は、エクスポートについてそのライセンスが制限されるかどうかを示し
ます。K8 は制限されず、K9 は制限されます。
注：設定をクリアすると、TLS プロキシ制限がモデルのデフォルトに設定されます。このデフォルトが UC ライセンスの制限よりも低い場
合、制限を再度引き上げるようにエラー メッセージが表示されます（ASDM の [TLS Proxy] ペインを使用します）。フェールオーバーを使
用して、プライマリ ユニットで [File] > [Save Running Configuration to Standby Unit] を使用して設定の同期を強制する場合、clear
configure all コマンドがセカンダリ ユニットに自動的に生成されるので、セカンダリ ユニットに警告メッセージが表示されることがありま
す。コンフィギュレーションの同期によりプライマリ装置の TLS プロキシ制限の設定が復元されるため、この警告は無視できます。
接続には、SRTP 暗号化セッションを使用する場合もあります。
- K8 ライセンスでは、SRTP セッション数は 250 までに制限されます。
- K9 ライセンスに制限はありません。
（注）メディアの暗号化 / 復号化を必要とするコールだけが、SRTP 制限に対してカウントされます。コールに対してパススルーが設定され
ている場合は、両方のレッグが SRTP であっても、SRTP 制限に対してカウントされません。

2. 10,000 セッション UC ライセンスの場合、組み合わせたセッション数は合計 10,000 までですが、電話プロキシ セッションの最大数は 5000
です。

ライセンスの詳細については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの Chapter 3,

“Managing Feature Licenses for Cisco ASA Version 9.1,” を参照してください。

SIP フェデレーション用の Cisco Unified Presence Proxy
の設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「SIP フェデレーション用の Cisco Unified Presence Federation Proxy の設定のタスク フロー」
（P.19-10）
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SIP フェデレーション用の Cisco Unified Presence Federation Proxy
の設定のタスク フロー
ローカル ドメイン内にある単一の Cisco UP を含み Cisco UP と ASA の間で自己署名した証明書を使用
する（図 19-1 のシナリオを参照）ASA を TLS プロキシとして使用する Cisco Unified Presence/LCS
フェデレーション シナリオを設定するには、次のタスクを実行します。

ASDM を使用して Cisco Unified Presence プロキシを設定するには、メニューから [Wizards] >
[Unified Communication Wizard] を選択します。Unified Communications Wizard が開きます。最初の
ページから、[Business-to-Business] セクションで [Cisco Unified Presence Proxy] オプションを選択し
ます。
このウィザードにより、必要な TLS プロキシが自動的に作成されます。その後、ウィザードの指示に
従って Unified Presence プロキシ インスタンスを作成し、必要な証明書のインポートとインストール
を行います。最後に、プレゼンス フェデレーション トラフィックの SIP および SCCP インスペクショ
ンが自動的にイネーブルになります。
このウィザードでは、次の 4 つのステップでプレゼンス フェデレーション プロキシを作成します。
ステップ 1

[Presence Federation Proxy] オプションを選択します。

ステップ 2

プロキシ トポロジを定義するための設定（たとえばプレゼンス フェデレーション サーバの IP アドレ
ス）を指定します。

ステップ 3

ローカル側の証明書管理、つまりローカルの Unified Presence Federation サーバと ASA 間で交換され
る証明書を設定します。

ステップ 4

リモート側の証明書管理を設定します。つまり、リモート サーバと ASA の間で交換される証明書を設
定します。

ウィザードの完了時に、プレゼンス フェデレーションに対して作成される設定の要約が表示されます。
詳細については、このマニュアル内の Unified Communications Wizard に関するセクションを参照して
ください。

Cisco Unified Presence の機能履歴
表 19-1 に、この機能のリリース履歴を示します。
表 19-1

Cisco Unified Presence の機能履歴

機能名

リリース

機能情報

Cisco Presence Federation Proxy

8.0(4)

Cisco Unified Presence プロキシ機能が導入されました。

Cisco Presence Federation Proxy

8.3(1)

Unified Communications Wizard が ASDM に追加されまし
た。このウィザードを使用することにより、Cisco
Presence Federation Proxy を設定できます。
XMPP フェデレーションのサポートが導入されました。
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Cisco Intercompany Media Engine Proxy
の設定
この章では、Cisco Intercompany Media Engine Proxy 向けに ASA を設定する方法について説明しま
す。
この章の内容は、次のとおりです。

• 「Cisco Intercompany Media Engine Proxy に関する情報」（P.20-1）
• 「Cisco Intercompany Media Engine のライセンス」（P.20-8）
• 「注意事項と制限事項」（P.20-9）
• 「Cisco Intercompany Media Engine Proxy の設定」（P.20-11）
• 「Cisco Intercompany Media Engine Proxy の機能履歴」（P.20-40）

Cisco Intercompany Media Engine Proxy に関する情報
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「Cisco Intercompany Media Engine Proxy の機能」（P.20-1）
• 「PSTN およびインターネットでの UC-IME の動作」（P.20-2）
• 「チケットとパスワード」（P.20-3）
• 「PSTN へのコール フォールバック」（P.20-5）
• 「Cisco Intercompany Media Engine のアーキテクチャと導入シナリオ」（P.20-5）

Cisco Intercompany Media Engine Proxy の機能
Cisco Intercompany Media Engine により、企業はインターネット経由での相互接続をオンデマンドで
行うことが可能になり、VoIP テクノロジーによる高度な機能を利用できます。Cisco Intercompany
Media Engine では、ピアツーピア、セキュリティ、および SIP プロトコルを使用してビジネス間にダ
イナミック SIP トランクを作成することにより、異なる企業内の Cisco Unified Communications
Manager クラスタの間で企業間フェデレーションを実現できます。企業の集合は、最終的にそれらの
間にクラスタ間トランクが存在する 1 つの大きなビジネスであるかのように連携します。
適応型セキュリティ アプライアンスの既存の TLS プロキシ機能、SIP Application Layer Gateway
（ALG）機能、および SIP 検証機能は、Cisco Intercompany Media Engine の機能に適用されます。

Cisco Intercompany Media Engine は、次の重要な特徴を備えています。
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• 既存の電話番号で動作：Cisco Intercompany Media Engine は、企業が現在所有している電話番号
で動作するので、Cisco Intercompany Media Engine を使用するために企業が新しい番号を覚えた
りプロバイダーを変更したりする必要はありません。

• 既存の IP 電話で動作：Cisco Intercompany Media Engine は、企業内の既存の IP 電話で動作しま
す。ただし、企業間コールにおけるフィーチャ セットは、IP 電話の機能だけに制限されます。
• 新しいサービスの購入は不要：Cisco Intercompany Media Engine を使用するために、サービス プ
ロバイダーから新しいサービスを購入する必要はありません。お客様は、現在所有している PSTN
接続とインターネット接続を引き続き使用します。Cisco Intercompany Media Engine により、
コールは PSTN からインターネットへ徐々に移行されます。
• Cisco Unified Communications の機能をすべて提供：Cisco Intercompany Media Engine では企業
間にクラスタ間 SIP トランクが作成されるため、SIP トランク経由で動作し、SIP トランクだけを
必要とする Unified Communication 機能は、Cisco Intercompany Media Engine ですべて動作しま
す。したがって、Unified Communication の機能がすべての企業にわたって提供されます。
• インターネット上で動作：Cisco Intercompany Media Engine はインターネット上で動作するよう
に設計されています。また、管理されたエクストラネット上でも動作します。

• 世界中に到達可能：Cisco Intercompany Media Engine では、Cisco Intercompany Media Engine テ
クノロジーを稼働している企業であれば、世界中の任意の企業に接続できます。地域的な制限は存
在しません。これは、Cisco Intercompany Media Engine で利用される 2 つのネットワーク（イン
ターネットと PSTN）が、どちらも世界中に到達できるからです。

• 無制限に拡張可能：Cisco Intercompany Media Engine は、任意の数の企業と連携できます。
• 自己学習型：このシステムは基本的に自己学習します。お客様は、電話プレフィックス、IP アド
レス、ポート、ドメイン名、証明書など、他のビジネスに関する情報を入力する必要はありませ
ん。お客様は、自分たちのネットワークに関する情報を設定する必要があり、Cisco Intercompany
Media Engine の範囲を制限する場合はポリシー情報も入力します。

• 安全：Cisco Intercompany Media Engine は安全であり、多数のさまざまなテクノロジーを使用し
てこのセキュリティを実現しています。

• 組み込みのアンチスパム機能：Cisco Intercompany Media Engine では、電話コールで企業にスパ
ム メッセージを送るインターネット上のソフトウェアが設定されるのを防止します。非常に強固
な侵入障壁が提供されます。

• QoS 管理の提供：Cisco Intercompany Media Engine では、RTP トラフィックの QoS をリアルタ
イムでモニタし、問題が発生したら自動で PSTN にフォールバックする機能など、お客様がイン
ターネット上で QoS を管理するのに役立つ機能が提供されます。

PSTN およびインターネットでの UC-IME の動作
Cisco Intercompany Media Engine では、インターネットと PSTN の 2 つのネットワークが利用され、
どちらも世界中に到達できます。お客様は、所有している PSTN 接続を引き続き使用します。Cisco
Intercompany Media Engine により、コールは PSTN からインターネットへ徐々に移行されます。しか
し、QoS の問題が生じると、Cisco Intercompany Media Engine Proxy は RTP トラフィックの QoS を
リアルタイムでモニタし、自動で PSTN にフォールバックします。
Cisco Intercompany Media Engine は、PSTN コールからの情報を使用して、発信側がコールした番号
を終端側が所有していることを検証します。PSTN コールの終了後、そのコールに関与した企業は、そ
のコールに関する情報をそれらの Cisco IME サーバに送信します。発信側の Cisco IME サーバは、そ
のコールを検証します。図 20-1 に、PSTN 経由の初期コール フローを示します。
検証に成功した場合、終端側は、コール発信者に特定の番号への Cisco IME コールを行う権限を与え
るチケットを作成します。詳細については、「チケットとパスワード」（P.20-3）を参照してください。
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図 20-1

UC-IME プロキシと PSTN の相互関係
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チケットとパスワード
Cisco Intercompany Media Engine では、チケットとパスワードを利用して、企業の検証が行われます。
チケットの作成を介した検証により、インターネットからの Denial of Service（DOS; サービス拒絶）
攻撃や終わりのない VoIP スパム コールから企業が守られます。チケットの検証では、VoIP 発信者に
コスト（PSTN コールのコスト）が生じるため、スパムと DOS 攻撃が防止されます。悪意のあるユー
ザは、インターネット上にオープン ソースの Asterisk PBX を設定するだけでは、Cisco Intercompany
Media Engine を稼働している企業に対して SIP コールの送信を開始できません。Cisco Intercompany
Media Engine Proxy でチケットが検証されることにより、ある企業からのある番号への着信コールは、
その企業が以前にその電話番号を PSTN 上でコールしたことがある場合に限り許可されます。
企業内のすべての電話機にスパムの VoIP コールを送信するには、Cisco Intercompany Media Engine
と Cisco Unified Communications Manager を購入し、企業内の各電話番号を PSTN 経由でコールし、
各コールを成功させておくことが必要になります。その後に限り、VoIP コールを各番号に送信できま
す。

Cisco Intercompany Media Engine サーバはチケットを作成し、ASA はそれらを検証します。ASA と
Cisco Intercompany Media Engine サーバは、信頼できる Cisco Intercompany Media Engine サーバに
よって作成されたチケットを ASA で検出できるように、設定されるパスワードを共有します。チケッ
トには、ターゲット企業の特定の電話番号をコールする許可が企業に与えられていることを示す情報が
含まれています。チケットの検証プロセスと、それが送信元コールの企業と終端コールの企業の間でど
のように動作するかについては、図 20-2 を参照してください。

（注）

最初のコールは PSTN 経由であるため、電話セールスに関する各国の規制はすべて適用されます。た
とえば、米国内では、National Do Not Call Registry の対象となります。
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Cisco Intercompany Media Engine によるチケットの検証プロセス
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図 20-2

図 20-2 に示されているように、企業 B は企業 A に PSTN コールを行います。そのコールは正常に完了
します。その後、企業 B の Cisco Intercompany Media Engine サーバは、企業 A との検証手順を開始
します。これらの検証手順は成功します。検証ハンドシェイク時、企業 B からそのドメイン名が企業
A に送信されます。企業 A は、このドメイン名がブラックリストのドメイン集合に存在しないことを
確認します。存在しなければ、企業 A はチケットを作成します。
その後、企業 B の誰かがその番号を再びコールします。企業 B から企業 A へのそのコール セットアッ
プ メッセージには、SIP INVITE メッセージの X-Cisco-UC-IME-Ticket ヘッダー フィールド内のチ
ケットが含まれます。このメッセージは企業 A の ASA に到着します。この ASA は、署名を検証し、
チケットに対して複数のチェックを計算して、そのチケットが有効であることを確認します。チケット
が有効ならば、ASA は、その要求を Cisco UCM に転送します（チケットも含む）。有効なチケットの
ない要求は ASA によって廃棄されるため、不正なコールが Cisco UCM で受信されることはありませ
ん。
チケット パスワードは、128 ビットのランダム キーです。これは、適応型セキュリティ アプライアン
スと Cisco Intercompany Media Engine サーバの間の共有パスワードと見なすこともできます。このパ
スワードは、Cisco Intercompany Media Engine の SIP トランク間でのコールを許可するチケットを生
成するために、Cisco Intercompany Media Engine サーバによって生成され、Cisco Intercompany
Media Engine の SIP トランクで使用されます。チケットは、署名付きオブジェクトであり、特定の番
号への Cisco Intercompany Media Engine コールを行う権限を発信側ドメインに与える複数のフィール
ドが含まれています。このチケットは、チケット パスワードによって署名されます。

Cisco Intercompany Media Engine では、パスワードのエポックを設定することも必要です。このエ
ポックには、パスワードが変更されるたびに更新される整数が保管されます。プロキシを初めて設定
し、パスワードを初めて入力したとき、エポックの整数として 1 を入力します。このパスワードを変更
するたびに、エポックを増やして新しいパスワードを示します。パスワードを変更するたびに、エポッ
クの値を増やす必要があります。
通常、エポックは連続的に増やします。しかし、ASA では、エポックを更新するときに任意の値を選
択できます。エポック値を変更すると、リモートの企業で使用中のチケットは無効になります。終端の
企業が新しいエポック値とパスワードでチケットを再発行するまで、リモートの企業からの着信コール
は PSTN にフォールバックされます。

ASA 上で設定するエポックおよびパスワードは、Cisco Intercompany Media Engine サーバ上で設定さ
れたエポックおよびパスワードと一致する必要があります。ASA 上でパスワードまたはエポックを変
更した場合は、それらを Cisco Intercompany Media Engine サーバ上で更新する必要があります。詳細
については、Cisco Intercompany Media Engine サーバのマニュアルを参照してください。
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PSTN へのコール フォールバック
Cisco Intercompany Media Engine では、RTP トラフィックの QoS をリアルタイムでモニタし、問題が
発生したら自動で PSTN にフォールバックする機能などといった、インターネット上で QoS を管理す
る機能が提供されます。インターネット VoIP コールから Public Switched Telephone Network（PSTN;
公衆電話交換網）へのコール フォールバックは、接続品質の変化と Cisco Intercompany Media Engine
の信号障害の 2 つの理由によって起こる可能性があります。
インターネット接続は、時間とともに品質が大幅に変化する可能性があります。そのため、接続の品質
が良くてコールが VoIP 上で送信されたとしても、その接続品質は通話中に低下する可能性がありま
す。エンド ユーザに対して全体にわたって良好な通話を保証するために、Cisco Intercompany Media
Engine では通話中のフォールバックの実行が試みられます。
通話中のフォールバックを実行するには、インターネットから着信する RTP パケットを適応型セキュ
リティ アプライアンスでモニタし、情報を RTP Monitoring Algorithm（RMA）API に送信する必要が
あります。これにより、フォールバックが必要かどうかが適応型セキュリティ アプライアンスに示さ
れます。フォールバックが必要になると、コールを PSTN へフォールバックする必要があることを通
知するために、適応型セキュリティ アプライアンスから Cisco UCM に REFER メッセージが送信され
ます。

Cisco UCM からの TLS シグナリング接続は適応型セキュリティ アプライアンスで終端され、TCP ま
たは TLS 接続が Cisco UCM に対して開始されます。外部の IP 電話から内部ネットワークの IP 電話に
適応型セキュリティ アプライアンス経由で送信される SRTP（メディア）は、RTP に変換されます。
適応型セキュリティ アプライアンスは、Cisco UCM 間の SIP トランク経由で送信される SIP シグナリ
ング メッセージを変更することにより、自身をメディア パスに挿入します。TLS（シグナリング）と
SRTP は、常に適応型セキュリティ アプライアンスで終端されます。
シグナリングの問題が発生すると、コールは PSTN へフォール バックします。Cisco UCM は PSTN
フォール バックを開始し、適応型セキュリティ アプライアンスは REFER メッセージを送信しません。

Cisco Intercompany Media Engine のアーキテクチャと導入シナリオ
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「アーキテクチャ」（P.20-5）
• 「基本配置」（P.20-6）
• 「パス外配置」（P.20-7）

アーキテクチャ
企業内で、Cisco Intercompany Media Engine は、それぞれに役割を持つ次のコンポーネントで展開さ
れます。

• 適応型セキュリティ アプライアンス：Cisco Intercompany Media Engine Proxy でイネーブルにさ
れます。境界セキュリティ機能を提供し、SIP トランク間の SIP シグナリングを検査します。
• Cisco Intercompany Media Engine（UC-IME）サーバ：DMZ に配置されます。特定の電話番号へ
の新しい VoIP ルートを学習し、それらのルートを Cisco UCM に記録することにより、自動化さ
れたプロビジョニング サービスを提供します。Cisco Intercompany Media Engine サーバでは、
コール制御は実行されません。

• Cisco Unified Communications Manager（Cisco UCM）：コール制御と処理を担当します。Cisco
UCM は、アクセス プロトコルを使用してアップデートの発行と交換を行うことにより、Cisco
Intercompany Media Engine サーバと接続します。このアーキテクチャは、企業内において単一の
Cisco UCM または Cisco UCM クラスタで構成できます。
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• Cisco Intercompany Media Engine（UC-IME）ブートストラップ サーバ：Cisco Intercompany
Media Engine に、証明書を必要とするパブリック ピアツーピア ネットワークへのアクセス許可を
提供します。
図 20-3 に、基本配置での Cisco Intercompany Media Engine のコンポーネントを示します。
基本配置での Cisco Intercompany Media Engine アーキテクチャ
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基本配置
基本配置では、Cisco Intercompany Media Engine Proxy は、インターネット ファイアウォールととも
にインラインに配置され、すべてのインターネット トラフィックが適応型セキュリティ アプライアン
スを経由します。この配置では、単一の Cisco UCM または Cisco UCM クラスタが、Cisco
Intercompany Media Engine サーバ（場合によってはバックアップも）とともに企業内の中央に配置さ
れます。
図 20-4 に示すように、適応型セキュリティ アプライアンスは、企業のエッジに位置し、企業間のダイ
ナミック SIP トランクを作成することにより、SIP シグナリングを検査します。
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基本配置シナリオ
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図 20-4
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パス外配置
パス外配置では、インバウンドとアウトバウンドの Cisco Intercompany Media Engine コールは、
Cisco Intercompany Media Engine Proxy でイネーブルにされた適応型セキュリティ アプライアンスを
通過します。この適応型セキュリティ アプライアンスは、DMZ 内に配置され、Cisco Intercompany
Media Engine トラフィック（SIP シグナリングと RTP トラフィック）だけをサポートするように設定
されます。通常のインターネットに向かうトラフィックは、この適応型セキュリティ アプライアンス
を通過しません。
すべてのインバウンド コールのシグナリングは、宛先の Cisco UCM のグローバル IP アドレスが適応
型セキュリティ アプライアンス上に設定されているため、適応型セキュリティ アプライアンスに誘導
されます。アウトバウンド コールの場合、着信側はインターネット上の任意の IP アドレスになる可能
性があります。そのため、適応型セキュリティ アプライアンスには、インターネット上の着信側のグ
ローバル IP アドレスごとに適応型セキュリティ アプライアンス上で内部 IP アドレスを動的に提供す
るマッピング サービスが設定されます。

Cisco UCM は、すべてのアウトバウンド コールを、インターネット上の着信側のグローバル IP アド
レスではなく、適応型セキュリティ アプライアンス上のマッピング内部 IP アドレスに直接送信しま
す。その後、適応型セキュリティ アプライアンスによって、それらのコールは着信側のグローバル IP
アドレスに転送されます。
図 20-5 に、パス外配置での Cisco Intercompany Media Engine のアーキテクチャを示します。
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図 20-5
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Cisco Intercompany Media Engine のライセンス
ASA でサポートされる Cisco Intercompany Media Engine 機能には、Unified Communications Proxy
ライセンスが必要です。
次の表に、Unified Communications Proxy ライセンスの詳細を示します。

（注）

この機能は、ペイロード暗号化機能のないモデルでは使用できません。
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モデル

ライセンス要件

すべてのモデル

Intercompany Media Engine ライセンス
Intercompany Media Engine（IME）ライセンスをイネーブルにすると、TLS プロキシ セッションを
設定された TLS プロキシの制限まで使用できます。また、Unified Communications（UC; ユニファ
イド コミュニケーション）ライセンスがインストールされており、その制限数がデフォルトの TLS
プロキシの制限数より多い場合、お使いのモデルに応じて、ASA が UC ライセンスの制限数にまで
セッション数を加えた制限を設定します。[Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications]
> [TLS Proxy] ペインを使用して手動で TLS プロキシの制限を設定できます。UC ライセンスもイン
ストールすると、UC で使用できる TLS プロキシ セッションは IME セッションでも使用可能になり
ます。たとえば、設定された制限が 1000 TLS プロキシ セッションの場合、750 セッションの UC ラ
イセンスを購入すると、最初の 250 IME セッションまでは、UC に使用可能なセッション数に影響
を与えません。IME に 250 を超えるセッションが必要になると、プラットフォームの制限の残りの
750 セッションが UC と IME によって先着順に使用されます。
• 「K8」で終わるライセンス製品番号の場合、TLS プロキシ セッションは 1000 までに制限されま
す。

• 「K9」で終わるライセンス製品番号の場合、TLS プロキシ制限は、使用する設定とプラット
フォーム モデルに依存します。
（注）

K8 と K9 は、エクスポートについてそのライセンスが制限されるかどうかを示します。K8
は制限されず、K9 は制限されます。

接続には、SRTP 暗号化セッションを使用する場合もあります。

• K8 ライセンスの場合、SRTP セッションは 250 までに制限されます。
• K9 ライセンスの場合、制限はありません。
（注）

メディアの暗号化 / 復号化を必要とするコールだけが、SRTP 制限に対してカウントされま
す。コールに対してパススルーが設定されている場合は、両方のレッグが SRTP であっても、
SRTP 制限に対してカウントされません。

ライセンスの詳細については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの Chapter 3,

“Managing Feature Licenses for Cisco ASA Version 9.1,” を参照してください。

注意事項と制限事項
コンテキスト モードのガイドライン
シングル コンテキスト モードでだけサポートされます。

ファイアウォール モードのガイドライン
ルーテッド ファイアウォール モードでだけサポートされています。

IPv6 のガイドライン
IPv6 アドレスはサポートされません。
その他のガイドラインと制限事項

Cisco Intercompany Media Engine には、次の制限事項があります。
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• ファクスはサポートされません。ファクス機能は、SIP トランク上でディセーブルにする必要があ
ります。

• Cisco Unified Intercompany Media Engine のステートフル フェールオーバーはサポートされませ
ん。フェールオーバー時、Cisco Intercompany Media Engine Proxy を経由している既存のコール
は切断します。ただし、フェールオーバー完了後、新しいコールはそのプロキシを正常に経由でき
ます。

• Cisco UCM が複数の ASA インターフェイス上に存在することは、Cisco Intercompany Media
Engine Proxy ではサポートされません。特にパス外配置では、ASA でマッピング サービスのリス
ニング インターフェイスを指定する必要があり、Cisco UCM は 1 つの信頼できるインターフェイ
スに接続されなければならないため、Cisco UCM が 1 つの信頼できるインターフェイス上に存在
することが必要です。

• マルチパート MIME はサポートされません。
• 既存の SIP 機能とメッセージだけがサポートされます。
• H.264 はサポートされません。
• RTCP はサポートされません。ASA では、内部インターフェイスから外部インターフェイスに送
信される RTCP トラフィックは廃棄されます。ASA では、内部インターフェイスからの RTCP ト
ラフィックは SRTP トラフィックに変換されません。
• ASA 上で設定された Cisco Intercompany Media Engine Proxy では、リモートの企業への接続ごと
にダイナミック SIP トランクが作成されます。しかし、各 SIP トランクに対して独自のサブジェク
ト名は設定できません。Cisco Intercompany Media Engine Proxy では、そのプロキシに対して 1
つのサブジェクト名だけ設定できます。
さらに、Cisco Intercompany Media Engine Proxy に対して設定するサブジェクト DN は、ローカ
ルの Cisco UCM に設定されているドメイン名と一致します。

• Cisco Intercompany Media Engine Proxy のサービス ポリシー ルールが削除され（no service
policy コマンドを使用）、再設定されると、ASA を経由する最初のコールは失敗します。Cisco
UCM は、接続がクリアされてもわからず、最近クリアされた IME SIP トランクをシグナリングに
使用しようとするため、そのコールは PSTN にフェールオーバーします。
この問題を解決するには、さらに clear connection all コマンドを入力し、ASA を再起動する必要
があります。フェールオーバーによる失敗の場合、プライマリ ASA からの接続はスタンバイ ASA
と同期化されません。

• UC-IME Proxy でイネーブルにされた ASA 上で clear connection all コマンドを実行し、IME コー
ルが PSTN にフェールオーバーした後、次に行われる送信元と終端の SCCP IP 電話間の IME コー
ルは完了しますが、音声はなく、シグナリング セッションの確立後にドロップされます。

SCCP IP 電話間の IME コールでは、IME SIP トランクが両方向で使用されます。つまり、発信側
から着信側へのシグナリングで IME SIP トランクが使用されます。その後、着信側で、リターン
シグナリングとメディア交換のために逆方向の IME SIP トランクが使用されます。しかし、この
接続は、ASA 上ですでにクリアされているため、IME コールは失敗します。
その次の IME コール（clear connection all コマンドを実行してから 3 回目のコール）は完全に成
功します。

（注）

この制限事項は、送信元と終端の IP 電話が SIP で設定されている場合は適用されません。

• ASA は、その IME コールの量を扱うのに十分な TLS プロキシ セッションでライセンスされ、設
定される必要があります。TLS プロキシ セッションのライセンス要件の詳細については、「Cisco
Intercompany Media Engine のライセンス」（P.20-8）を参照してください。
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この制限事項は、IME コールを完了するために必要な TLS プロキシ セッションが十分残っていな
いときに、IME コールが PSTN にフォール バックできないために発生します。2 台の SCCP IP 電
話間の IME コールには、TLS ハンドシェイクを正常に完了するために、ASA で 2 つの TLS プロ
キシ セッションを使用する必要があります。
たとえば、ASA が最大で 100 個の TLS プロキシ セッションを持てるように設定され、SCCP IP 電
話間の IME コールによって 101 個の TLS プロキシ セッションが確立されるとします。この例で
は、次の IME コールは、送信元の SCCP IP 電話によって正常に開始されますが、終端の SCCP IP
電話でそのコールが受け入れられた後に失敗します。終端の IP 電話の呼び出し音は鳴りますが、
そのコールに応答すると、TLS ハンドシェイクが不完全なため、コールはハングします。この
コールは、PSTN にフォール バックしません。

Cisco Intercompany Media Engine Proxy の設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「Cisco Intercompany Media Engine の設定のタスク フロー」（P.20-11）
• 「Cisco Intercompany Media Engine Proxy の NAT の設定」（P.20-13）
• 「Cisco UCM サーバの PAT の設定」（P.20-14）
• 「Cisco Intercompany Media Engine Proxy のアクセス リストの作成」（P.20-16）
• 「メディア ターミネーション インスタンスの作成」（P.20-18）
• 「Cisco Intercompany Media Engine Proxy の作成」（P.20-19）
• 「トラストポイントの作成と証明書の生成」（P.20-23）
• 「TLS プロキシの作成」（P.20-26）
• 「Cisco Intercompany Media Engine Proxy の SIP インスペクションのイネーブル化」（P.20-27）
• 「（任意）ローカルの企業内での TLS の設定」（P.20-29）
• 「（任意）パス外シグナリングの設定」（P.20-32）

Cisco Intercompany Media Engine の設定のタスク フロー
図 20-6 に、Cisco Intercompany Media Engine の基本配置の例を示します。次の作業には、図 20-6 に
基づいたコマンドラインの例が含まれています。
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図 20-6

基本（インライン）配置タスクの例

ȭȸǫȫ˖ಅ

192.168.10.12

ࡕ࠻
UC-IME
ࠨࡃ

M
192.168.10.30
192.168.10.31

ASA ᄖㇱࠗࡦ࠲ࡈࠚࠗࠬ

ASA ౝㇱ
209.165.200.225
ࠗࡦ࠲ࡈࠚࠗࠬ
192.168.10.1
TCP
TLS ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻
ౝㇱߩࡔ࠺ࠖࠕ
࠲ࡒࡀ࡚ࠪࡦ
ᄖㇱߩࡔ࠺ࠖࠕ ࠲ࡒࡀ࡚ࠪࡦ
209.165.200.226
192.168.10.3 ࡠࠞ࡞ ASA

ડᬺ
ࡀ࠶࠻ࡢࠢ

IP

IP

（注）

UC-IME
ࡉ࠻ࠬ࠻࠶ࡊ
ࠨࡃ

IP

ࡕ࠻ ASA

ᄖㇱߩ Cisco UMC
209.165.200.228

M
ࡕ࠻
Cisco UCM

248764

M

ȪȢȸȈ˖ಅ

ࡠࠞ࡞
UC-IME
ࠨࡃ

ࡠࠞ࡞
Cisco UCM

ステップ 1 からステップ 8 は、基本（インライン）配置とパス外配置の両方に適用されます。ステッ
プ 9 は、パス外配置にだけ適用されます。
基本配置の Cisco Intercompany Media Engine を設定するには、次の作業を実行します。

ステップ 1

「Cisco Intercompany Media Engine Proxy の NAT の
Cisco UCM のスタティック NAT を設定します。
設定」（P.20-13）を参照してください。
または、

UCM サーバの PAT を設定します。「Cisco UCM サーバの PAT の設定」（P.20-14）を参照してくださ
い。
ステップ 2

「Cisco Intercompany Media
Cisco Intercompany Media Engine Proxy のアクセス リストを作成します。
Engine Proxy のアクセス リストの作成」（P.20-16）を参照してください。

ステップ 3

Cisco Intercompany Media Engine Proxy のメディア ターミネーション アドレス インスタンスを作成し
ます。「メディア ターミネーション インスタンスの作成」（P.20-18）を参照してください。

ステップ 4

Cisco Intercompany Media Engine Proxy を作成します。「Cisco Intercompany Media Engine Proxy の
作成」（P.20-19）を参照してください。

ステップ 5

トラストポイントを作成し、Cisco Intercompany Media Engine Proxy の証明書を生成します。
「トラス
トポイントの作成と証明書の生成」（P.20-23）を参照してください。

ステップ 6

TLS プロキシを作成します。「TLS プロキシの作成」（P.20-26）を参照してください。

ステップ 7

「Cisco Intercompany
Cisco Intercompany Media Engine Proxy の SIP インスペクションを設定します。
Media Engine Proxy の SIP インスペクションのイネーブル化」（P.20-27）を参照してください。

ステップ 8

（任意）企業内で TLS を設定します。「（任意）ローカルの企業内での TLS の設定」（P.20-29）を参照
してください。

ステップ 9

（任意）パス外シグナリングを設定します。「（任意）パス外シグナリングの設定」（P.20-32）を参照し
てください。
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ステップ 9 は、Cisco Intercompany Media Engine Proxy をパス外配置で設定するときにだけ実
行します。

（注）

Cisco Intercompany Media Engine Proxy の NAT の設定
自動 NAT を設定するには、先にオブジェクトを設定します。その後、オブジェクト コンフィギュレー
ション モードで nat コマンドを使用します。
この作業のコマンドラインの例は、基本（インライン）配置に基づいています。この作業のコマンドラ
イン例を説明している図については、図 20-6（P.20-12）を参照してください。
「Cisco UCM
あるいは、Cisco Intercompany Media Engine Proxy の PAT を設定することもできます。
サーバの PAT の設定」（P.20-14）を参照してください。
図 20-7

配置のための NAT の設定例
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Cisco UCM サーバの自動 NAT ルールを設定するには、次の手順を実行します。
コマンド

目的

ステップ 1

hostname(config)# object network name
Examples:
hostname(config)# object network
ucm_real_192.168.10.30
hostname(config)# object network
ucm_real_192.168.10.31

変換する Cisco UCM の実際のアドレスを表すネッ
トワーク オブジェクトを設定します。

ステップ 2

hostname(config-network-object)# host ip_address
Examples:
hostname(config-network-object)# host 192.168.10.30
hostname(config-network-object)# host 192.168.10.31

Cisco UCM ホストの実際の IP アドレスをそのネッ
トワーク オブジェクトに指定します。
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コマンド

目的

ステップ 3 （任意）

ネットワーク オブジェクトの説明を定義します。

hostname(config-network-object)# description string
Example:
hostname(config-network-object)# description “Cisco
UCM Real Address”

ステップ 4

hostname(config-network-object)# exit

オブジェクト コンフィギュレーション モードを終
了します。

ステップ 5

hostname(config)# object network name
Example:
hostname(config)# object network
ucm_map_209.165.200.228

Cisco UCM のマッピング アドレスのネットワーク

hostname(config-network-object)# host ip_address
Example:
hostname(config-network-object)# host
209.165.200.228

Cisco UCM ホストのマッピング IP アドレスをその
ネットワーク オブジェクトに指定します。

ステップ 6

ステップ 7 （任意）

オブジェクトを設定します。

ネットワーク オブジェクトの説明を定義します。

hostname(config-network-object)# description string
Example:
hostname(config-network-object)# description “Cisco
UCM Mapped Address”

ステップ 8

hostname(config-network-object)# exit

オブジェクト コンフィギュレーション モードを終
了します。

ステップ 9

hostname(config)# nat (inside,outside) source static
real_obj mapped_obj
Examples:
hostname(config)# nat (inside,outside) source static
ucm_real_192.168.10.30 ucm_209.165.200.228
hostname(config)# nat (inside,outside) source static
ucm_real_192.168.10.31 ucm_209.165.200.228

これまでの手順で作成したネットワーク オブジェ
クトに対してアドレス変換を指定します。
ここで、real_obj は、この作業のステップ 1 で作成
した name です。
ここで、mapped_obj は、この作業のステップ 5 で
作成した name です。

次の作業
「Cisco Intercompany Media
Cisco Intercompany Media Engine Proxy のアクセス リストを作成します。
Engine Proxy のアクセス リストの作成」（P.20-16）を参照してください。

Cisco UCM サーバの PAT の設定
Cisco Intercompany Media Engine Proxy の NAT を設定する代わりに、この作業を実行します。
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図 20-8

配置のための PAT の設定例
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この手順は、Cisco UCM サーバに NAT を設定しないときにだけ実行します。

Cisco UCM サーバの PAT を設定するには、次の手順を実行します。
コマンド

目的

ステップ 1

hostname(config)# object network name
Examples:
hostname(config)# object network
ucm-pat-209.165.200.228

変換する Cisco UCM の外部 IP アドレスを表すネッ
トワーク オブジェクトを設定します。

ステップ 2

hostname(config-network-object)# host ip_address
Example:
hostname(config-network-object)# host
209.165.200.228

Cisco UCM ホストの実際の IP アドレスをそのネッ

ステップ 3

hostname(config-network-object)# exit

オブジェクト コンフィギュレーション モードを終
了します。

ステップ 4

hostname(config)# object service name
Examples:
hostname(config)# object service tcp_5070
hostname(config)# object service tcp_5071

Cisco Intercompany Media Engine の外部ポートを
表すサービス オブジェクトを作成します。

ステップ 5

hostname(config-service-object)# tcp source eq port
Examples:
hostname(config-service-object)# tcp source eq 5070
hostname(config-service-object)# tcp source eq 5071

ポート番号を指定します。

ステップ 6

hostname(config-service-object)# exit

オブジェクト コンフィギュレーション モードを終
了します。

ステップ 7

hostname(config)# object network name
Examples:
hostname(config)# object network
ucm-real-192.168.10.30
hostname(config)# object network
ucm-real-192.168.10.31

Cisco UCM の実際の IP アドレスを表すネットワー

トワーク オブジェクトに指定します。

ク オブジェクトを設定します。
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コマンド

目的

hostname(config-network-object)# host ip_address
Examples:
hostname(config-network-object)# host 192.168.10.30
hostname(config-network-object)# host 192.168.10.31

Cisco UCM ホストの実際の IP アドレスをそのネッ

hostname(config-network-object)# exit

オブジェクト コンフィギュレーション モードを終
了します。

ステップ 10 hostname(config)# object service name

Cisco UCM SIP ポートを表すサービス オブジェク
トを作成します。

ステップ 8

ステップ 9

Examples:
hostname(config)# object service tcp_5570
hostname(config)# object service tcp_5571

ステップ 11 hostname(config-service-object)# tcp source eq port

トワーク オブジェクトに指定します。

ポート番号を指定します。

Example:
hostname(config-service-object)# tcp source eq 5570
hostname(config-service-object)# tcp source eq 5571

ステップ 12 hostname(config-service-object)# exit
ステップ 13 hostname(config)# nat (inside,outside) source static
real_obj mapped_obj service real_port mapped_port
Examples:
hostname(config)# nat (inside,outside) source static
ucm-real-192.168.10.30 ucm-pat-209.165.200.228
service tcp_5070 tcp_5570
hostname(config)# nat (inside,outside) source static
ucm-real-192.168.10.31 ucm-pat-128.106.254.5 service
tcp_5071 tcp_5571

オブジェクト コンフィギュレーション モードを終
了します。

Cisco UCM のスタティック マッピングを作成しま
す。

ここで、real_obj は、この作業のステップ 1 で作成
した name です。
ここで、mapped_obj は、この作業のステップ 7 で
作成した name です。
ここで、real_port は、この作業のステップ 4 で作
成した name です。
ここで、mapped_obj は、この作業のステップ 10
で作成した name です。

Cisco Intercompany Media Engine Proxy のアクセス リストの作成
Cisco UCM サーバに到達するための Cisco Intercompany Media Engine Proxy のアクセス リストを設
定するには、次の手順を実行します。
この作業のコマンドラインの例は、基本（インライン）配置に基づいています。この作業のコマンドラ
イン例を説明している図については、図 20-6（P.20-12）を参照してください。
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ステップ 1

コマンド

目的

hostname(config)# access-list id extended permit tcp
any host ip_address eq port
Example:
hostname(config)# access-list incoming extended
permit tcp any host 192.168.10.30 eq 5070

アクセス コントロール エントリ（ACE）を追加し
ます。アクセス リストは、同じアクセス リスト ID
を持つ 1 つ以上の ACE で構成されます。この ACE
では、指定したポート上での Cisco Intercompany
Media Engine 接続の着信アクセスを許可すること
により、アクセスを制御します。

ip_address 引数には、Cisco UCM の実際の IP アド
レスを指定します。
ステップ 2

hostname(config)# access-group access-list in
interface interface_name
Example:
hostname(config)# access-group incoming in interface
outside

アクセス リストをインターフェイスにバインドし
ます。

ステップ 3

hostname(config)# access-list id extended permit tcp
any host ip_address eq port
Example:
hostname(config)# access-list ime-inbound-sip
extended permit tcp any host 192.168.10.30 eq 5070

ACE を追加します。この ACE では、ASA が Cisco
Intercompany Media Engine のインバウンド SIP ト
ラフィックを許可できるようにします。このエント
リは、クラスおよびポリシー マップのトラフィッ
クを分類するために使用されます。
（注）

ステップ 4

hostname(config)# access-list id extended permit tcp
ip_address mask any range range
Example:
hostname(config)# access-list ime-outbound-sip
extended permit tcp 192.168.10.30 255.255.255.255
any range 5000 6000

ここで設定するポートは、Cisco UCM に設
定されたトランク設定と一致する必要があ
ります。この設定の詳細については、Cisco
Unified Communications Manager のマニュ
アルを参照してください。

ACE を追加します。この ACE では、ASA が Cisco
Intercompany Media Engine のアウトバウンド SIP
トラフィック（この例では、送信元が

192.168.10.30 で、宛先ポート範囲が 5000 ～ 6000
の任意の TCP トラフィック）を許可できるように
します。このエントリは、クラスおよびポリシー
マップのトラフィックを分類するために使用されま
す。
（注）

Cisco UCM と Cisco Intercompany Media
Engine サーバの間の TCP トラフィックが
このポート範囲を使用しないようにする必
要があります（その接続が ASA を経由する
場合）。

ステップ 5

ステップ 6

hostname(config)# access-list id permit tcp any host
ip_address eq 6084
Example:
hostname(config)# access-list ime-traffic permit tcp
any host 192.168.10.12 eq 6084
hostname(config)# access-list id permit tcp any host
ip_address eq 8470
Example:
hostname(config)# access-list ime-bootserver-traffic
permit tcp any host 192.168.10.12 eq 8470

ACE を追加します。この ACE では、ASA が、
Cisco Intercompany Media Engine サーバからリ
モートの Cisco Intercompany Media Engine サーバ
へのトラフィックを許可できるようにします。

ACE を追加します。この ACE では、ASA が、
Cisco Intercompany Media Engine サーバから
Cisco Intercompany Media Engine のブートスト
ラップ サーバへのトラフィックを許可できるよう
にします。
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次の作業
ASA 上に Cisco Intercompany Media Engine Proxy のメディア ターミネーション インスタンスを作成
します。「メディア ターミネーション インスタンスの作成」（P.20-18）を参照してください。

メディア ターミネーション インスタンスの作成
ガイドライン
設定するメディア ターミネーション アドレスは、次の要件を満たす必要があります。

• メディア ターミネーション アドレスを（グローバル インターフェイスを使用せずに）複数イン
ターフェイスに設定する場合は、Cisco Intercompany Media Engine Proxy のサービス ポリシーの
適用前に、少なくとも 2 つのインターフェイス（内部インターフェイスと外部インターフェイス）
上にメディア ターミネーション アドレスを設定する必要があります。そうしないと、SIP インス
ペクションでそのプロキシをイネーブルにした際に、エラー メッセージが表示されます。

（注）

グローバルなメディア ターミネーション アドレスを設定するのではなく、インターフェイス上
に Cisco Intercompany Media Engine Proxy のメディア ターミネーション アドレスを設定する
ことをお勧めします。

• Cisco Intercompany Media Engine Proxy で一度に使用できるメディア ターミネーション インスタ
ンスは 1 つのタイプだけです。たとえば、すべてのインターフェイスに対してグローバルなメディ
ア ターミネーション アドレスを設定することも、インターフェイスごとにメディア ターミネー
ション アドレスを設定することもできます。しかし、グローバルなメディア ターミネーション ア
ドレスと、インターフェイスごとに設定するメディア ターミネーション アドレスは同時に使用で
きません。
（注）

Cisco Intercompany Media Engine Proxy のメディア ターミネーション アドレスを作成した後、
そのプロキシの設定を変更する場合は、メディア ターミネーション アドレスの再設定が必要で
す。それには、no media-termination コマンドを使用してから、次の手順の説明に従ってメ
ディア ターミネーション アドレスを再設定します。

手順

Cisco Intercompany Media Engine Proxy で使用するメディア ターミネーション インスタンスを作成し
ます。
この作業のコマンドラインの例は、基本（インライン）配置に基づいています。この作業のコマンドラ
イン例を説明している図については、図 20-6（P.20-12）を参照してください。

Cisco Intercompany Media Engine Proxy のメディア ターミネーション インスタンスを作成するには、
次の手順を実行します。
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コマンド

目的

ステップ 1

hostname(config)# media-termination instance_name
Example:
hostname(config)# media-termination
uc-ime-media-term

Cisco Intercompany Media Engine Proxy に関連付
けるメディア ターミネーション インスタンスを作
成します。

ステップ 2

hostname(config-media-termination)# address
ip_address interface intf_name
Examples:
hostname(config-media-termination)# address
209.165.200.228 interface outside

ASA の外部インターフェイスで使用されるメディ
ア ターミネーション アドレスを設定します。
この外部 IP アドレスは、そのインターフェイスの
アドレス範囲内で使用されていない、パブリックに
ルーティング可能な IP アドレスである必要があり
ます。

UC-IME プロキシ設定の詳細については、「Cisco
Intercompany Media Engine Proxy の作成」
（P.20-19）を参照してください。no service-policy
コマンドの詳細については、CLI コンフィギュレー
ション ガイドを参照してください。
ステップ 3

ステップ 4

hostname(config-media-termination)# address
ip_address interface intf_name
Examples:
hostname(config-media-termination)# address
192.168.10.3 interface inside
(Optional)
hostname(config-media-termination)# rtp-min-port
port1 rtp-maxport port2
Examples:
hostname(config-media-termination)# rtp-min-port
1000 rtp-maxport 2000

ASA の内部インターフェイスで使用されるメディ
ア ターミネーション アドレスを設定します。
（注）

この IP アドレスは、そのインターフェイス
上の同じサブネット内の未使用 IP アドレス
である必要があります。

Cisco Intercompany Media Engine Proxy の
rtp-min-port と rtp-max-port を設定します。Cisco
Intercompany Media Engine でサポートされるコー
ル数を拡大または縮小する必要があるときに、メ
ディア ターミネーション ポイントの RTP ポート範
囲を設定します。
ここで、port1 には、メディア ターミネーション ポ
イントの RTP ポート範囲の最小値を指定します。
port1 に使用可能な値の範囲は 1024 ～ 65535 です。
デフォルトでは、port1 の値は 16384 です。
ここで、port2 には、メディア ターミネーション ポ
イントの RTP ポート範囲の最大値を指定します。
port2 に使用可能な値の範囲は 1024 ～ 65535 です。
デフォルトでは、port2 の値は 32767 です。

次の作業
メディア ターミネーション インスタンスを作成したら、Cisco Intercompany Media Engine Proxy を作
成します。「Cisco Intercompany Media Engine Proxy の作成」（P.20-19）を参照してください。

Cisco Intercompany Media Engine Proxy の作成
Cisco Intercompany Media Engine Proxy を作成するには、次の手順を実行します。
この作業のコマンドラインの例は、基本（インライン）配置に基づいています。この作業のコマンドラ
イン例を説明している図については、図 20-6（P.20-12）を参照してください。
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（注）

ステップ 1

Cisco Intercompany Media Engine Proxy は、SIP インスペクションに対してイネーブルになっ
ていると、次の手順に記述されている設定を変更できません。次の手順に記述されている設定
を変更する前に、Cisco Intercompany Media Engine Proxy を SIP インスペクションから削除し
てください。

コマンド

目的

hostname(config)# uc-ime uc_ime_name
Example:
hostname(config)# uc-ime local-ent-ime

ます。

Cisco Intercompany Media Engine Proxy を設定し
ここで、uc_ime_name は Cisco Intercompany Media
Engine Proxy の名前です。name は 64 文字までに
制限されています。

ASA には、Cisco Intercompany Media Engine
Proxy を 1 つだけ設定できます。
ステップ 2

hostname(config-uc-ime)# media-termination
mta_instance_name
Example:
hostname(config-uc-ime)# media-termination
ime-media-term

Cisco Intercompany Media Engine Proxy で使用さ
れるメディア ターミネーション インスタンスを指
定します。
（注）

メディア ターミネーション インスタンス
は、Cisco Intercompany Media Engine
Proxy で指定する前に作成しておく必要が
あります。

ここで、mta_instance_name はメディア ターミネー
ション インスタンスの作成のステップ 1 で作成し
た instance_name です。
メディア ターミネーション インスタンスの作成手
順については、「メディア ターミネーション インス
タンスの作成」（P.20-18）を参照してください。
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ステップ 3

コマンド

目的

hostname(config-uc-ime)# ucm address ip_address
trunk-security-mode [nonsecure | secure]
Example:
hostname(config-uc-ime)# ucm address 192.168.10.30
trunk-security-mode non-secure

企業内の Cisco UCM サーバを指定します。Cisco
UCM サーバの実際の IP アドレスを指定する必要が
あります。そのサーバのマッピング IP アドレスを
指定してはいけません。
（注）

Cisco Intercompany Media Engine の SIP ト
ランクがイネーブルになっているクラスタ
内の各 Cisco UCM に対してエントリを追加
する必要があります。

ここで、nonsecure オプションと secure オプショ
ンは、Cisco UCM または Cisco UCM クラスタのセ
キュリティ モードを指定します。
（注）

Cisco UCM または Cisco UCM クラスタに
secure を指定すると、Cisco UCM または
Cisco UCM クラスタで TLS を開始するこ
とが指定されます。したがって、コンポー
ネントに TLS を設定する必要があります。
「（任意）ローカルの企業内での TLS の設
定」（P.20-29）を参照してください。

secure オプションは、この作業で設定することも、
後で企業の TLS を設定するときに更新することも
できます。「（任意）ローカルの企業内での TLS の
設定」（P.20-29）のステップ 11 を参照してくださ
い。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

20-21

第 20 章

Cisco Intercompany Media Engine Proxy の設定

Cisco Intercompany Media Engine Proxy の設定

ステップ 4

コマンド

目的

hostname(config-uc-ime)# ticket epoch n password
password
Example:
hostname(config-uc-ime)# ticket epoch 1 password
password1234

Cisco Intercompany Media Engine のチケットのエ
ポックとパスワードを設定します。
ここで、n は 1 ～ 255 の整数です。このエポックに
は、パスワードが変更されるたびに更新される整数
が保管されます。プロキシを初めて設定し、パス
ワードを初めて入力したとき、エポックの整数とし
て 1 を入力します。このパスワードを変更するたび
に、エポックを増やして新しいパスワードを示しま
す。パスワードを変更するたびに、エポックの値を
増やす必要があります。
通常、エポックは連続的に増やします。しかし、

ASA では、エポックを更新するときに任意の値を
選択できます。
エポック値を変更すると、現在のパスワードは無効
になり、新しいパスワードを入力する必要がありま
す。
ここで、password には、US-ASCII 文字セットの
なかの 10 ～ 64 文字の印刷可能文字を指定します。
使用可能な文字は 0x21 ～ 0x73 であり、空白文字
は除外されます。

20 文字以上のパスワードを推奨します。パスワー
ドは一度に 1 つしか設定できません。
チケット パスワードはフラッシュ上に保存されま
す。show running-config uc-ime コマンドの出力
には、パスワードの文字列ではなく、***** が表示
されます。
（注）

ASA 上で設定するエポックおよびパスワー
ドは、Cisco Intercompany Media Engine
サーバ上で設定されたエポックおよびパス
ワードと一致する必要があります。詳細に
ついては、Cisco Intercompany Media
Engine サーバのマニュアルを参照してくだ
さい。
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コマンド

目的

ステップ 5 （任意）

Cisco Intercompany Media Engine のフォールバッ

hostname(config-uc-ime)# fallback monitoring timer
timer_millisec | hold-down timer timer_sec
Examples:
hostname(config-uc-ime)# fallback monitoring timer
120
hostname(config-uc-ime)# fallback hold-down timer 30

ク タイマーを指定します。

monitoring timer を指定すると、インターネット
から受信した RTP パケットを ASA でサンプリング
する時間間隔が設定されます。ASA は、このデー
タ サンプルを使用して、通話に対して PSTN への
フォールバックが必要かどうか判断します。
ここで、timer_millisec はモニタリング タイマーの
長さを指定します。デフォルトでは、モニタリング
タイマーの長さは 100 ミリ秒です。指定可能な値の
範囲は 10 ～ 600 ミリ秒です。

hold-down timer を指定すると、PSTN へフォール
バックするかどうかを Cisco UCM に通知する前に、
ASA が待機する時間の長さが設定されます。
ここで、timer_sec はホールドダウン タイマーの長
さを指定します。デフォルトでは、ホールドダウン
タイマーの長さは 20 秒です。指定可能な値の範囲
は 10 ～ 360 秒です。
このコマンドでフォールバック タイマーを指定し
なければ、フォールバック タイマーのデフォルト
の設定が ASA で使用されます。
ステップ 6 （任意）
hostname(config-uc-ime)# fallback sensitivity-file
file_name
Example:
hostname(config-uc-ime)# fallback sensitivity-file
ime-fallback-sensitvity.fbs

通話中の PSTN フォールバックに使用するファイル
を指定します。
ここで、file_name は、ディスク上で .fbs ファイル
拡張子を持つファイルの名前である必要がありま
す。
フォールバック ファイルは、Cisco Intercompany
Media Engine が通話を PSTN に移動しなければな
らないほど、その通話の QoS が低下していないか
どうかを判断するために使用されます。

次の作業
ローカル エンティティ トラストストアに証明書をインストールします。ローカル エンティティが信頼
するローカル CA に証明書を登録することもできます。

トラストポイントの作成と証明書の生成
ASA で使用される証明書のキーペアを生成し、TLS ハンドシェイクで ASA から送信される証明書を識
別するトラストポイントを設定する必要があります。
この作業のコマンドラインの例は、基本（インライン）配置に基づいています。この作業のコマンドラ
イン例を説明している図については、図 20-6（P.20-12）を参照してください。

（注）

この作業では、ローカルの企業とリモートの企業のトラストポイントを作成する方法と、これら 2 つの
企業間で証明書を交換する方法を説明します。この作業では、ローカルの Cisco UCM とローカルの
ASA の間でトラストポイントを作成し、証明書を交換する手順については説明しません。しかし、
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ローカルの企業内で追加のセキュリティが必要な場合は、オプションの作業である「（任意）ローカル
の企業内での TLS の設定」（P.20-29）を実行する必要があります。その作業を実行すると、ローカル
の Cisco UCM とローカルの ASA の間でセキュアな TLS 接続が可能になります。その作業の手順には、
ローカルの Cisco UCM とローカルの ASA の間でトラストポイントを作成する方法が説明されていま
す。

証明書をインストールするための前提条件
リモート エンティティが信頼するプロキシ証明書を ASA で作成するには、信頼できる CA から証明書
を取得するか、リモートの企業の ASA から証明書をエクスポートします。
リモートの企業から証明書をエクスポートするには、次のコマンドをリモートの ASA 上で入力します。

hostname(config)# crypto ca export trustpoint identity-certificate
ASA のプロンプトから端末画面に証明書が表示されます。端末画面から証明書をコピーします。この
証明書は、この作業のステップ 5 で必要になります。
手順
トラストポイントを作成し、証明書を生成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

コマンド

目的

hostname(config)# crypto key generate rsa label
key-pair-label modulus size
Example:
hostname(config)# crypto key generate rsa label
local-ent-key modulus 2048

ASA 上で、トラストポイントに使用可能な
RSA キーペアを作成します。これは、ローカル
エンティティの署名付き証明書のキーペアとト
ラストポイントです。
選択する係数キー サイズは、設定するセキュリ
ティのレベルおよび証明書の取得先の CA に
よって課せられる制限によって決まります。選
択する数値を大きくすると、証明書のセキュリ
ティ レベルが高くなります。ただし、ほとんど
の CA では、キー係数サイズとして 2048 が推
奨されます。
（注）

GoDaddy では、2048 のキー係数サイズ
が必要です。

ステップ 2

hostname(config)# crypto ca trustpoint trustpoint_name
Example:
hostname(config)# crypto ca trustpoint local_ent

ローカル エンティティのトラストポイントを作
成するには、指定したトラストポイントのトラ
ストポイント コンフィギュレーション モードに
入ります。
トラストポイントは、CA が発行する証明書に
基づいた CA のアイデンティティとデバイスの
アイデンティティを表します。名前の最大長は
128 文字です。
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ステップ 3

コマンド

目的

hostname(config-ca-trustpoint)# subject-name X.500_name
Example:
hostname(config-ca-trustpoint)# subject-name
cn=Ent-local-domain-name**

登録時に、指定したサブジェクト DN を証明書
に含めます。
（注）

ここで入力するドメイン名は、ローカル
の Cisco UCM に設定済みのドメイン名
と一致する必要があります。
Cisco UCM のドメイン名を設定する方
法の詳細については、Cisco Unified
Communications Manager のマニュアル
を参照してください。

ステップ 4

hostname(config-ca-trustpoint)# keypair keyname
Example:
hostname(config-ca-trustpoint)# keypair local-ent-key

公開キーが認証の対象となるキー ペアを指定し
ます。

ステップ 5

hostname(config-ca-trustpoint)# enroll terminal

このトラストポイントで「コピー アンド ペース
ト」による登録方法（手動登録とも呼ばれる）
を使用することを指定します。

ステップ 6

hostname(config-ca-trustpoint)# exit

CA トラストポイント コンフィギュレーション
モードを終了します。

ステップ 7

hostname(config)# crypto ca enroll trustpoint
Example:
hostname(config)# crypto ca enroll remote-ent
%
% Start certificate enrollment ...
% The subject name in the certificate will be:
% cn=enterpriseA
% The fully-qualified domain name in the certificate will
@ be: ciscoasa
% Include the device serial number in the subject name?
[yes/no]: no
Display Certificate Request to terminal? [yes/no]: yes

CA で登録プロセスを開始します。
ここで、trustpoint は、ステップ 2 で
trustpoint_name として入力した値と同じです。
トラストポイントが手動登録に設定されている
場合（enroll terminal コマンド）、ASA から
base-64 で符号化された PKCS10 証明書要求が
コンソールに出力され、その後に CLI プロンプ
トが表示されます。出力されたテキストをプロ
ンプトからコピーします。
この証明書要求を CA に送信します。たとえば、
プロンプトに表示されたテキストを CA Web サ
イト上の証明書署名要求登録ページに張り付け
ます。

CA から署名付きのアイデンティティ証明書が
返信されたら、この作業内のステップ 8 に進み
ます。
ステップ 8

hostname(config)# crypto ca import trustpoint certificate 手動登録要求によって CA から受信した署名付
Example:
き証明書をインポートします。
hostname(config)# crypto ca import remote-ent certificate

ここで、trustpoint には、ステップ 2 で作成し
たトラストポイントを指定します。

ASA から、base-64 形式の署名付き証明書を端
末上に貼り付けるように求められます。
ステップ 9

hostname(config)# crypto ca authenticate trustpoint
Example:
hostname(config)# crypto ca authenticate remote-ent

CA から受信したサードパーティのアイデン
ティティ証明書を認証します。このアイデン
ティティ証明書は、リモートの企業に対して作
成されたトラストポイントと関連付けられます。

ASA から、CA からの base-64 形式のアイデン
ティティ証明書を端末上に張り付けるように求
められます。
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次の作業

Cisco Intercompany Media Engine の TLS プロキシを作成します。「TLS プロキシの作成」（P.20-26）
を参照してください。

TLS プロキシの作成
どちらの企業も（つまり、ローカルとリモートのいずれの Cisco UCM サーバも）TLS ハンドシェイク
を開始できるため（クライアントだけが TLS ハンドシェイクを開始する IP テレフォニーや Cisco
Mobility Advantage とは異なる）、双方向の TLS プロキシ ルールを設定する必要があります。各企業
は、ASA を TLS プロキシとして使用できます。
接続を開始したローカル エンティティとリモート エンティティの TLS プロキシ インスタンスをそれぞ
「TLS クライアント」の役割になります。TLS プ
れ作成します。TLS 接続を開始するエンティティは、
ロキシでは「クライアント」と「サーバ」のプロキシが厳密に定義されるため、どちらのエンティティ
も接続を開始する可能性がある場合は、2 つの TLS プロキシ インスタンスを定義する必要があります。
この作業のコマンドラインの例は、基本（インライン）配置に基づいています。この作業のコマンドラ
イン例を説明している図については、図 20-6（P.20-12）を参照してください。

TLS プロキシを作成するには、次の手順を実行します。
コマンド

目的

ステップ 1

hostname(config)# tls-proxy proxy_name
Example:
hostname(config)# tls-proxy local_to_remote-ent

アウトバウンド接続の TLS プロキシを作成します。

ステップ 2

hostname(config-tlsp)# client trust-point
proxy_trustpoint
Example:
hostname(config-tlsp)# client trust-point local-ent

アウトバウンド接続の場合、適応型セキュリティ
アプライアンスが TLS クライアントの役割になる
ときに TLS ハンドシェイクで使用されるトラスト
ポイントおよび関連する証明書を指定します。この
証明書は、適応型セキュリティ アプライアンスに
よって所有される必要があります（アイデンティ
ティ証明書）。
ここで、proxy_trustpoint には、「トラストポイント
の作成と証明書の生成」
（P.20-23）のステップ 2 で
crypto ca trustpoint コマンドによって定義された
トラストポイントを指定します。

ステップ 3

hostname(config-tlsp)# client cipher-suite
cipher_suite
Example:
hostname(config-tlsp)# client cipher-suite
aes128-sha1 aes256-sha1 3des-sha1 null-sha1

アウトバウンド接続の場合、暗号スイートの TLS
ハンドシェイク パラメータを制御します。
ここで、cipher_suite には、des-sha1、3des-sha1、
aes128-sha1、aes256-sha1、または null-sha1 を指
定します。
クライアント プロキシ（サーバに対して TLS クラ
イアントとして機能するプロキシ）の場合、ユーザ
定義の暗号スイートによって、デフォルトの暗号ス
イート、または ssl encryption コマンドで定義され
た暗号スイートが置き換えられます。2 つの TLS
セッションの間で異なる暗号を実現するには、この
コマンドを使用します。Cisco UCM サーバでは、
AES 暗号を使用する必要があります。
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コマンド

目的

ステップ 4

hostname(config-tlsp)# exit

TLS プロキシ コンフィギュレーション モードを終

ステップ 5

hostname(config)# tls-proxy proxy_name
Example:
hostname(config)# tls-proxy remote_to_local-ent

ステップ 6

hostname(config-tlsp)# server trust-point
proxy_trustpoint
Example:
hostname(config-tlsp)# server trust-point local-ent

了します。
インバウンド接続の TLS プロキシを作成します。

インバウンド接続の場合、TLS ハンドシェイク時に
提示されるプロキシ トラストポイント証明書を指
定します。この証明書は、適応型セキュリティ ア
プライアンスによって所有される必要があります
（アイデンティティ証明書）。
ここで、proxy_trustpoint には、「トラストポイント
の作成と証明書の生成」
（P.20-23）のステップ 2 で
crypto ca trustpoint コマンドによって定義された
トラストポイントを指定します。

TLS プロキシではクライアント プロキシとサーバ
プロキシが厳密に定義されるため、どちらのエン
ティティも接続を開始する可能性がある場合は、2
つの TLS プロキシ インスタンスを定義する必要が
あります。
ステップ 7

hostname(config-tlsp)# client cipher-suite
cipher_suite
Example:
hostname(config-tlsp)# client cipher-suite
aes128-sha1 aes256-sha1 3des-sha1 null-sha1

ステップ 8

hostname(config-tlsp)# exit

ステップ 9

hostname(config)# ssl encryption 3des-shal
aes128-shal [algorithms]

インバウンド接続の場合、暗号スイートの TLS ハ
ンドシェイク パラメータを制御します。
ここで、cipher_suite には、des-sha1、3des-sha1、
aes128-sha1、aes256-sha1、または null-sha1 を指
定します。

TSL プロキシ コンフィギュレーション モードを終
了します。

SSL/TLS プロトコルで使用する暗号化アルゴリズ
ムを指定します。3des-shal と aes128-shal の指定は
必須です。他のアルゴリズムの指定は任意です。
（注）

Cisco Intercompany Media Engine Proxy で
は、強力な暗号化を使用することが必要で
す。K9 ライセンスを使用してプロキシがラ
イセンスされている場合、このコマンドを
指定する必要があります。

次の作業
TLS プロキシを作成したら、そのプロキシを SIP インスペクション用にイネーブルにします。

Cisco Intercompany Media Engine Proxy の SIP インスペクションのイ
ネーブル化
SIP インスペクションで TLS プロキシをイネーブルにし、接続を開始できる両方のエンティティのポ
リシーを定義します。
この作業のコマンドラインの例は、基本（インライン）配置に基づいています。この作業のコマンドラ
イン例を説明している図については、図 20-6（P.20-12）を参照してください。
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（注）

SIP インスペクションをイネーブルにした後、Cisco Intercompany Media Engine Proxy の設定を変更
する場合は、no service-policy コマンドを入力し、その後に次の手順の説明に従ってサービス ポリ
シーを再設定する必要があります。サービス ポリシーを削除し、再設定しても、既存のコールには影
響しません。しかし、Cisco Intercompany Media Engine Proxy を経由する最初のコールは失敗します。
clear connection コマンドを入力し、ASA を再起動します。

Cisco Intercompany Media Engine Proxy の SIP インスペクションをイネーブルにするには、次の手順
を実行します。

コマンド

目的

ステップ 1

hostname(config)# class-map class_map_name
Examples:
hostname(config)# class-map ime-inbound-sip

インバウンド Cisco Intercompany Media Engine
SIP トラフィックのクラスを定義します。

ステップ 2

hostname(config-cmap)# match access-list
access_list_name
Examples:
hostname(config-cmap)# match access-list
ime-inbound-sip

検査する SIP トラフィックを指定します。
ここで、access_list_name は、Cisco
Intercompany Media Engine Proxy のアクセス リス
トの作成の「ステップ 3」（P.20-17）で作成したア
クセス リストです。

ステップ 3

hostname(config-cmap)# exit

クラス マップ コンフィギュレーション モードを終
了します。

ステップ 4

hostname(config)# class-map class_map_name
Examples:
hostname(config)# class-map ime-outbound-sip

Cisco Intercompany Media Engine からのアウトバ
ウンド SIP トラフィックのクラスを定義します。

ステップ 5

hostname(config)# match access-list access_list_name
Examples:
hostname(config-cmap)# match access-list
ime-outbound-sip

どのアウトバウンド SIP トラフィックを検査するか
指定します。

ステップ 6

hostname(config-cmap)# exit

クラス マップ コンフィギュレーション モードを終
了します。

ステップ 7

hostname(config)# policy-map name
Examples:
hostname(config)# policy-map ime-policy

トラフィックのクラスに対するアクションを関連付
けるポリシー マップを定義します。

ステップ 8

hostname(config-pmap)# class classmap_name
Examples:
hostname(config-pmap)# class ime-outbound-sip

クラス マップ トラフィックにアクションを割り当
てることができるように、クラス マップをポリ
シー マップに割り当てます。

ここで、access_list_name は、Cisco
Intercompany Media Engine Proxy のアクセス リス
トの作成の「ステップ 4」（P.20-17）で作成したア
クセス リストです。

ここで、classmap_name は、この作業のステップ 1
で作成した SIP クラス マップの名前です。
ステップ 9

hostname(config-pmap-c)# inspect sip [sip_map]
tls-proxy proxy_name uc-ime uc_ime_map
Examples:
hostname(config-pmap-c)# inspect sip tls-proxy
local_to_remote-ent uc-ime local-ent-ime

ステップ 10 hostname(config-cmap-c)# exit

指定した SIP インスペクション セッションに対し
て TLS プロキシと Cisco Intercompany Media
Engine Proxy をイネーブルにします。
ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション
モードを終了します。
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コマンド

目的

ステップ 11 hostname(config-pmap)# class class_map_name

クラス マップ トラフィックにアクションを割り当
てることができるように、クラス マップをポリ
シー マップに割り当てます。

Examples:
hostname(config-pmap)# class ime-inbound-sip

ここで、classmap_name は、この作業のステップ 4
で作成した SIP クラス マップの名前です。
ステップ 12 hostname(config-pmap-c)# inspect sip [sip_map]

指定した SIP インスペクション セッションに対し
て TLS プロキシと Cisco Intercompany Media
Engine Proxy をイネーブルにします。

tls-proxy proxy_name uc-ime uc_ime_map
Examples:
hostname(config-pmap-c)# inspect sip tls-proxy
remote-to-local-ent uc-ime local-ent-ime

ステップ 13 hostname(config-pmap-c)# exit

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション
モードを終了します。

ステップ 14 hostname(config-pmap)# exit

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを
終了します。

ステップ 15 hostname(config)# service-policy policymap_name

すべてのインターフェイスで SIP インスペクション
に対するサービス ポリシーをイネーブルにします。

global
Examples:
hostname(config)# service-policy ime-policy global

ここで、policymap_name は、この作業のステップ 7
で作成したポリシー マップの名前です。

UC-IME プロキシ設定の詳細については、「Cisco
Intercompany Media Engine Proxy の作成」
（P.20-19）を参照してください。no service-policy
コマンドの詳細については、CLI コンフィギュレー
ション ガイドを参照してください。

次の作業

SIP インスペクションに対して TLS プロキシをイネーブルにしたら、必要に応じて、企業内の TLS を
設定します。「（任意）ローカルの企業内での TLS の設定」（P.20-29）を参照してください。

（任意）ローカルの企業内での TLS の設定
この作業は、内部ネットワーク内で TCP が許可されている場合は必要ありません。
企業内の TLS は、ASA から見た Cisco Intercompany Media Engine トランクのセキュリティ ステータ
スを参照します。

（注）

Cisco Intercompany Media Engine トランクのトランスポート セキュリティが Cisco UCM 側で変化し
た場合は、ASA 側も変更される必要があります。一致していないと、コールは失敗します。ASA は、
ノンセキュア IME トランクによる SRTP をサポートしていません。ASA では、セキュアなトランクで
SRTP が許可されているものと仮定しています。したがって、TLS が使用される場合は、IME トラン
クに対して「SRTP Allowed」をオンにする必要があります。ASA は、セキュア IME トランク コール
に対して SRTP から RTP へのフォールバックをサポートしています。
前提条件
ローカルの Cisco UCM 上で、Cisco UCM 証明書をダウンロードします。詳細については、Cisco
Unified Communications Manager のマニュアルを参照してください。この証明書は、この作業のス
テップ 6 を実行するときに必要になります。
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手順
ローカルの企業内で TLS を設定するには、ローカルの ASA 上で次の手順を実行します。

ステップ 1

コマンド

目的

hostname(config)# crypto key generate rsa label
key-pair-label
hostname(config)# crypto ca trustpoint
trustpoint_name
hostname(config-ca-trustpoint)# enroll self
hostname(config-ca-trustpoint)# keypair keyname
hostname(config-ca-trustpoint)# subject-name
x.500_name
Example:
hostname(config)# crypto key generate rsa label
local-ent-key
hostname(config)# crypto ca trustpoint local-asa
hostname(config-ca-trustpoint)# enroll self
hostname(config-ca-trustpoint)# keypair
key-local-asa
hostname(config-ca-trustpoint)# subject-name
cn=Ent-local-domain-name**., o="Example Corp"

自己署名証明書の RSA キーとトラストポイントを
作成します。
ここで、key-pair-label はローカルの ASA の RSA
キーです。
ここで、trustpoint_name はローカルの ASA のト
ラストポイントです。
ここで、keyname はローカルの ASA のキー ペアで
す。
ここで、x.500_name には、
cn=Ent-local-domain-name** など、ローカルの

ASA の X.500 認定者名を指定します。
（注）

ここで入力するドメイン名は、ローカルの
Cisco UCM に設定済みのドメイン名と一致
する必要があります。Cisco UCM のドメイ
ン名を設定する方法の詳細については、
Cisco Unified Communications Manager の
マニュアルを参照してください。

ステップ 2

hostname(config-ca-trustpoint)# exit

トラストポイント コンフィギュレーション モード
を終了します。

ステップ 3

hostname(config)# crypto ca export trustpoint
identity-certificate
Example:
hostname(config)# crypto ca export local-asa
identity-certificate

ステップ 1 で作成した証明書をエクスポートしま
す。証明書の中身が端末画面に表示されます。
端末画面から証明書をコピーします。この証明書に
より、Cisco UCM は、TLS ハンドシェイクで ASA
から送信される証明書を検証できるようになりま
す。
ローカルの Cisco UCM 上で、この証明書を Cisco
UCM 信頼ストアにアップロードします。詳細につ
いては、Cisco Unified Communications Manager
のマニュアルを参照してください。
（注）
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コマンド

目的

hostname(config)# crypto ca trustpoint
trustpoint_name
hostname(config-ca-trustpoint)# enroll terminal
Example:
hostname(config)# crypto ca trustpoint local-ent-ucm
hostname(config-ca-trustpoint)# enroll terminal

ローカルの Cisco UCM のトラストポイントを作成
します。

ステップ 5

hostname(config-ca-trustpoint)# exit

トラストポイント コンフィギュレーション モード
を終了します。

ステップ 6

hostname(config)# crypto ca authenticate trustpoint
Example:
hostname(config)# crypto ca authenticate
local-ent-ucm

ローカルの Cisco UCM から証明書をインポートし
ます。

ステップ 4

ここで、trustpoint_name はローカルの Cisco
UCM のトラストポイントです。

ここで、trustpoint はローカルの Cisco UCM のト
ラストポイントです。
ローカルの Cisco UCM からダウンロードされた証
明書を貼り付けます。この証明書により、ASA は、
TLS ハンドシェイクで Cisco UCM から送信される
証明書を検証できるようになります。

ステップ 7

ステップ 8

hostname(config)# tls-proxy proxy_name
hostname(config-tlsp)# server trust-point
proxy_trustpoint
hostname(config-tlsp)# client trust-point
proxy_trustpoint
hostname(config-tlsp)# client cipher-suite
aes128-sha1 aes256-sha1 3des-sha1 null-sha1
Example:
hostname(config)# tls-proxy local_to_remote-ent
hostname(config-tlsp)# server trust-point
local-ent-ucm
hostname(config-tlsp)# client trust-point local-ent
hostname(config-tlsp)# client cipher-suite
aes128-sha1 aes256-sha1 3des-sha1 null-sha1

アウトバウンド接続の TLS プロキシを更新します。
ここで、proxy_name は、TLS プロキシの作成のス
テップ 1 で入力した名前です。
ここで、server trust-point コマンドの
proxy_trustpoint は、この作業のステップ 4 で入力
した名前です。
ここで、client trust-point コマンドの
proxy_trustpoint は、トラストポイントの作成と証
明書の生成のステップ 2 で入力した名前です。
（注）

この手順では、クライアントとサーバに異
なるトラストポイントを作成します。

TLS プロキシ コンフィギュレーション モードを終

hostname(config-tlsp)# exit

了します。
ステップ 9

hostname(config)# tls-proxy proxy_name
hostname(config-tlsp)# server trust-point
proxy_trustpoint
hostname(config-tlsp)# client trust-point
proxy_trustpoint
hostname(config-tlsp)# client cipher-suite
aes128-sha1 aes256-sha1 3des-sha1 null-sha1
Example:
hostname(config)# tls-proxy remote_to_local-ent
hostname(config-tlsp)# server trust-point local-ent
hostname(config-tlsp)# client trust-point
local-ent-ucm
hostname(config-tlsp)# client cipher-suite
aes128-sha1 aes256-sha1 3des-sha1 null-sha1

インバウンド接続の TLS プロキシを更新します。
ここで、proxy_name は、TLS プロキシの作成のス
テップ 5 で入力した名前です。
ここで、server trust-point コマンドの
proxy_trustpoint は、トラストポイントの作成と証
明書の生成のステップ 2 で入力した名前です。
ここで、client trust-point コマンドの
proxy_trustpoint は、この作業のステップ 4 で入力
した名前です。
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コマンド

目的

ステップ 10 hostname(config-tlsp)# exit

TLS プロキシ コンフィギュレーション モードを終
了します。

ステップ 11 hostname(config)# uc-ime uc_ime_name
hostname(config-uc-ime)# ucm address ip_address
trunk-security-mode secure
Example:
hostname(config)# uc-ime local-ent-ime
hostname(config-uc-ime)# ucm address 192.168.10.30
trunk-security-mode secure

Cisco Intercompany Media Engine Proxy を
trunk-security-mode に更新します。
ここで、uc_ime_name は、Cisco Intercompany
Media Engine Proxy の作成のステップ 1 で入力し
た名前です。
この手順は、Cisco Intercompany Media Engine
Proxy の作成のステップ 3 で nonsecure を入力した
場合にだけ実行します。

次の作業
企業内の TLS を設定したら、必要に応じて、パス外配置のパス外シグナリングを設定します。「（任意）
パス外シグナリングの設定」（P.20-32）を参照してください。

（任意）パス外シグナリングの設定
この作業は、Cisco Intercompany Media Engine Proxy をパス外配置の一部として設定する場合にだけ
実行します。既存のインターネット ファイアウォールを Cisco Intercompany Media Engine Proxy でイ
ネーブルにされた ASA と置き換えることなく、Cisco Intercompany Media Engine を使用したい場合
に、パス外配置を選択することがあります。
パス外配置では、使用環境内に配置済みの既存のファイアウォールは、Cisco Intercompany Media
Engine トラフィックを伝送できません。
パス外シグナリングでは、外部 IP アドレスが内部 IP アドレスに変換される必要があります。このマッ
ピング サービス設定には、内部インターフェイス アドレスを使用できます。Cisco Intercompany
Media Engine Proxy の場合、外部アドレスから内部 IP アドレスへの動的なマッピングが ASA によっ
て作成されます。したがって、アウトバウンド コール時にダイナミック NAT 設定を使用して、Cisco
UCM から SIP トラフィックがこの内部 IP アドレスに送信されます。ASA ではそのマッピングを使用
して、インバウンド コール時の実際の宛先が決定されます。スタティックの NAT または PAT マッピ
ングは、パス外設定でのインバウンド コールに対して使用されます。
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図 20-9

パス外配置でのパス外シグナリングの設定例
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パス外シグナリングを設定した後、ASA マッピング サービスはインターフェイス「inside」上で要求
をリスンします。要求を受信すると、宛先インターフェイスが「outside」の動的なマッピングが作成
されます。

Cisco Intercompany Media Engine Proxy のパス外シグナリングを設定するには、次の手順を実行しま
す。

コマンド

目的

ステップ 1

hostname(config)# object network name
Example:
hostname(config)# object network outside-any

パス外の ASA の場合、すべての外部アドレスを表
すネットワーク オブジェクトを作成します。

ステップ 2

hostname(config-network-object)# subnet ip_address
Example:
hostname(config-network-object)# subnet 0.0.0.0
0.0.0.0

サブネットの IP アドレスを指定します。

ステップ 3

hostname(config-network-object)# nat
(outside,inside) dynamic interface inside

リモートの企業の Cisco UCM に対するマッピング
を作成します。

ステップ 4

hostname(config-network-object)# exit

オブジェクト コンフィギュレーション モードを終
了します。
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コマンド
ステップ 5

目的

hostname(config)# uc-ime uc_ime_name
Example:
hostname(config)# uc-ime local-ent-ime

「Cisco Intercompany Media Engine Proxy の作成」
（P.20-19）で作成した Cisco Intercompany Media
Engine Proxy を指定します。
ここで、uc_ime_name は、「Cisco Intercompany
Media Engine Proxy の作成」（P.20-19）のステッ
プ 1 で指定した名前です。

ステップ 6

hostname(config)# mapping-service
listening-interface interface_name [listening-port
port] uc-ime-interface uc-ime-interface_name
Example:
hostname(config-uc-ime)# mapping-service
listening-interface inside listening-port 8060
uc-ime-interface outside

パス外の ASA の場合、マッピング サービスを
Cisco Intercompany Media Engine Proxy に追加し
ます。

ASA マッピング サービスのインターフェイスとリ
スニング ポートを指定します。

Cisco Intercompany Media Engine Proxy にはマッ
ピング サーバを 1 つだけ設定できます。
ここで、interface_name は、ASA がマッピング要
求をリスンするインターフェイスの名前です。
ここで、port は、ASA がマッピング要求をリスン
する TCP ポートです。このポート番号は、デバイ
ス上の他のサービス（Telnet や SSH など）との競
合を避けるために、1024 ～ 65535 の値にする必要
があります。デフォルトでは、このポート番号は
TCP 8060 です。
ここで、uc-ime-interface_name は、リモートの

Cisco UCM に接続するインターフェイスの名前で
す。
ここでは、次の項目について説明します。

• 「UC-IME Proxy ペインによる Cisco UC-IMC プロキシの設定」（P.20-34）
• 「Unified Communications Wizard を使用した Cisco UC-IMC Proxy の設定」（P.20-36）

UC-IME Proxy ペインによる Cisco UC-IMC プロキシの設定
[Configure Cisco Intercompany Media Engine (UC-IME) proxy] ペインを使用して、Cisco
Intercompany Media Engine Proxy インスタンスの追加または編集を行います。
（注）

Cisco Intercompany Media Engine Proxy は、このプロキシに必要なライセンスが ASA にインストール
されていなければ、ナビゲーション ペインの [Unified Communications] セクションにオプションとし
て表示されません。
このペインを使用して、プロキシ インスタンスを作成します。ただし、UC-IME プロキシの機能をす
べて有効にするには、必要な NAT 文、アクセス リスト、および MTA の作成、証明書の設定、TLS プ
ロキシの作成、SIP インスペクションのイネーブル化など、追加の作業をすべて実行する必要がありま
す。

UC-IME プロキシをインターネット トラフィックのパス外とインラインのいずれで配置するかに従っ
て、Cisco UCM の NAT/PAT 文が埋め込まれた適切なネットワーク オブジェクトを作成する必要があ
ります。
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このペインは、[Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] > [UC-IME Proxy] から使用
できます。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] > [UC-IME Proxy] ペインを開きます。

ステップ 2

[Enable Cisco UC-IME proxy] チェックボックスをオンにして、この機能をイネーブルにします。

ステップ 3

[Unified CM Servers] 領域で、Cisco Unified Communications Manager（Cisco UCM）の IP アドレス
またはホスト名を入力するか、省略記号をクリックしてダイアログを開き、IP アドレスまたはホスト
名を選択します。

ステップ 4

[Trunk Security Mode] フィールドで、セキュリティ オプションをクリックします。Cisco UCM または
Cisco UCM クラスタに [secure] を指定すると、Cisco UCM または Cisco UCM クラスタで TLS を開
始することが指定されます。

ステップ 5

[Add] をクリックして、Cisco Intercompany Media Engine Proxy の Cisco UCM を追加します。Cisco
Intercompany Media Engine の SIP トランクがイネーブルになっているクラスタ内の各 Cisco UCM に
対してエントリを追加する必要があります。

ステップ 6

[Ticket Epoch] フィールドに、1 ～ 255 の整数を 1 つ入力します。
このエポックには、パスワードが変更されるたびに更新される整数が保管されます。プロキシを初めて
設定し、パスワードを初めて入力したとき、エポックの整数として 1 を入力します。このパスワードを
変更するたびに、エポックを増やして新しいパスワードを示します。パスワードを変更するたびに、エ
ポックの値を増やす必要があります。
通常、エポックは連続的に増やします。しかし、ASA では、エポックを更新するときに任意の値を選
択できます。
エポック値を変更すると、現在のパスワードは無効になり、新しいパスワードを入力する必要がありま
す。

（注）

ASA においてこの手順で設定するエポックおよびパスワードは、Cisco Intercompany Media Engine
サーバ上で設定するエポックおよびパスワードと一致する必要があります。詳細については、Cisco
Intercompany Media Engine サーバのマニュアルを参照してください。

ステップ 7

[Ticket Password] フィールドに、US-ASCII 文字セットのなかから 10 文字以上の印刷可能文字を入力
します。使用可能な文字は 0x21 ～ 0x73 であり、空白文字は除外されます。チケット パスワードは最
大 64 文字です。入力したパスワードを確認します。パスワードは一度に 1 つしか設定できません。

ステップ 8

[Apply MTA to UC-IME Link proxy] チェックボックスをオンにして、メディア ターミネーション アド
レスを Cisco Intercompany Media Engine Proxy と関連付けます。
（注）

ステップ 9

メディア ターミネーション インスタンスは、Cisco Intercompany Media Engine Proxy と関連
付ける前に作成しておく必要があります。必要な場合は、[Configure MTA] ボタンをクリック
して、メディア ターミネーション アドレス インスタンスを設定します。

Cisco Intercompany Media Engine Proxy がパス外配置の一環として設定される場合は、[Enable off
path address mapping service] チェックボックスをオンにし、パス外配置の設定を行います。
a. [Listening Interface] フィールドから、ASA インターフェイスを選択します。これは、ASA がマッ
ピング要求をリスンするインターフェイスです。

b. [Port] フィールドに、ASA がマッピング要求をリスンする TCP ポートとして 1024 ～ 65535 の数
値を入力します。このポート番号は、デバイス上の他のサービス（Telnet や SSH など）との競合
を避けるために、1024 以上にする必要があります。デフォルトでは、このポート番号は TCP 8060
です。
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c. [UC-IME Interface] フィールドから、そのリスト内のインターフェイスの 1 つを選択します。これ
は、ASA がリモート Cisco UCM と接続するために使用するインターフェイスです。

（注）

ステップ 10

パス外配置では、使用環境内に配置済みの既存の ASA は、Cisco Intercompany Media Engine
トラフィックを伝送できません。パス外のシグナリングには、外部アドレスが内部 IP アドレス
に変換されることが必要です（NAT を使用）。このマッピング サービス設定には、内部イン
ターフェイス アドレスを使用できます。Cisco Intercompany Media Engine Proxy の場合、外
部アドレスから内部 IP アドレスへの動的なマッピングが ASA によって作成されます。

[Fallback] 領域で、次の設定を指定して、Cisco Intercompany Media Engine のフォールバック タイ
マーを設定します。
a. [Fallback Sensitivity File] フィールドに、ASA が通話中の PSTN フォールバックのために使用す
るファイルへのフラッシュ メモリ内のパスを入力します。入力するファイル名は、.fbs ファイル拡
張子を持つディスク上のファイルの名前である必要があります。あるいは、[Browse Flash] ボタン
をクリックして、フラッシュ メモリからファイルを見つけて選択します。

b. [Call Quality Evaluation Interval] フィールドに、10 ～ 600 の数値を入力します（単位はミリ秒）。
この数値により、インターネットから受信された RTP パケットを ASA でサンプリングする頻度が
制御されます。ASA は、このデータ サンプルを使用して、通話に対して PSTN へのフォールバッ
クが必要かどうか判断します。デフォルトでは、このタイマーの長さは 100 ミリ秒です。
c. [Notification Interval] フィールドに、10 ～ 360 の数値を入力します（単位は秒）。この数値によ
り、PSTN へフォール バックするかどうかを Cisco UCM に通知する前に、ASA が待機する時間の
長さが制御されます。デフォルトでは、このタイマーの長さは 20 秒です。

（注）

ステップ 11

Cisco Intercompany Media Engine Proxy のフォールバック タイマーを変更するとき、ASDM
によってそのプロキシが SIP インスペクションから自動的に削除されます。そのプロキシが再
びイネーブルになると、SIP インスペクションが再適用されます。

[Apply] をクリックして、Cisco Intercompany Media Engine Proxy の設定変更を保存します。

Unified Communications Wizard を使用した Cisco UC-IMC Proxy の
設定
ASDM を使用して Cisco Intercompany Media Engine Proxy を設定するには、メニューから [Wizards]
> [Unified Communications Wizard] を選択します。Unified Communications Wizard が開きます。最
初のページから、[Business-to-Business] セクションの下にある [Cisco Intercompany Media Engine
Proxy] オプションを選択します。
このウィザードにより、必要な TLS プロキシが自動的に作成されます。その後、ウィザードの指示に
従って、Intercompany Media Engine プロキシを作成し、必要な証明書のインポートとインストールを
行います。最後に、Intercompany Media Engine トラフィックの SIP インスペクションが自動的にイ
ネーブルになります。
このウィザードでは、次の手順を実行して、Cisco Intercompany Media Engine Proxy を作成します。
ステップ 1

[Intercompany Media Engine Proxy] オプションを選択します。
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ステップ 2

Cisco Intercompany Media Engine Proxy のトポロジを選択します。つまり、ASA はすべてのインター
ネット トラフィックが通過するエッジ ファイアウォールなのか、ASA は主要なインターネット トラ
フィックのパスから外れているのか（パス外配置と呼びます）を選択します。

ステップ 3

Cisco UCM IP アドレスなどのプライベート ネットワーク設定とチケット設定を指定します。

ステップ 4

パブリック ネットワーク設定を指定します。

ステップ 5

Cisco UCM のメディア ターミネーション アドレス設定を指定します。

ステップ 6

ローカル側の証明書管理を設定します。つまり、ローカルの Cisco Unified Communications Manager
サーバと ASA の間で交換される証明書を設定します。この手順でウィザードにより生成されるアイデ
ンティティ証明書は、プロキシを持つクラスタ内の各 Cisco Unified Communications Manager
（UCM）サーバにインストールする必要があります。Cisco UCM の各アイデンティティ証明書は ASA
にインストールする必要があります。これらの証明書は、TLS ハンドシェイク時に ASA と Cisco
UCM が互いをそれぞれ認証するために使用されます。このウィザードでは、この手順に対して自己署
名証明書だけがサポートされています。

ステップ 7

リモート側の証明書管理を設定します。つまり、リモート サーバと ASA の間で交換される証明書を設
定します。この手順では、ウィザードによって Certificate Signing Request（CSR; 証明書署名要求）が
生成されます。プロキシのアイデンティティ証明書要求の生成に成功した後、ウィザードからそのファ
イルを保存するように要求されます。
保存した CSR テキスト ファイルは、Certificate Authority（CA; 認証局）に送信する必要があります。
たとえば、そのテキスト ファイルを CA Web サイトの CSR 登録ページに張り付けて送信します。CA
からアイデンティティ証明書が返送されてきたら、その証明書を ASA にインストールする必要があり
ます。この証明書がリモート サーバに提示されることにより、リモート サーバは ASA を信頼できる
サーバとして認証できるようになります。
最後に、ASA でリモート サーバが信頼できると判断できるように、ウィザードのこの手順に従って、
リモート サーバから CA のルート証明書をインストールします。

このウィザードは、Cisco Intercompany Media Engine に対して作成される設定の概要を表示して完了
します。詳細については、このマニュアル内の Unified Communications Wizard に関するセクションを
参照してください。

この項では、show uc-ime コマンドの一部のオプションを使用して、Cisco Intercompany Media
Engine Proxy に関するトラブルシューティング情報を取得する方法について説明します。これらのコ
マンドの構文の詳細については、コマンド リファレンスを参照してください。

show uc-ime signaling-sessions
Cisco Intercompany Media Engine Proxy によって保存されている、対応する SIP シグナリング セッ
ションが表示されます。メディアまたはシグナリングのエラーをトラブルシューティングする場合に、
このコマンドを使用します。このコマンドでは、SIP メッセージ ヘッダーから抽出されたフォールバッ
ク パラメータ、RTP モニタリングがイネーブルかディセーブルか、SRTP キーが設定されているかど
うかも表示されます。

Cisco Intercompany Media Engine Proxy の使用によって、シグナリングだけでなくメディアも通信が
保護されます。シグナリングの暗号化および SRTP がインターネット側に強制される SRTP/RTP 変換
が提供されます。Cisco Intercompany Media Engine Proxy は、Cisco UCM からの SIP シグナリング
メッセージを変更することにより、それ自身をメディア パスに挿入します。Cisco Intercompany
Media Engine Proxy は、企業のエッジに位置し、企業間に作成された SIP トランク間の SIP シグナリ
ングを検査します。このプロキシは、インターネットからの TLS シグナリングを終端し、ローカルの
Cisco UCM への TCP または TLS を開始します。
hostname# show uc-ime signaling-sessions
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1 in use, 3 most used
inside 192.168.10.30:39608 outside 10.194.108.118:5070
Local Media (audio) conn: 10.194.108.119/29824 to 10.194.108.109/21558
Local SRTP key set : Remote SRTP key set
Remote Media (audio) conn: 192.168.10.51/19520 to 192.168.10.3/30930
Call-ID: ab6d7980-a7d11b08-50-1e0aa8c0@192.168.10.30
FB Sensitivity: 3
Session ID: 2948-32325449-0@81a985c9-f3a1-55a0-3b19-96549a027259
SIP Trunk URI: 81a985c9-f3a1-55a0-3b19-9654@UCM-30;maddr=192.168.10.30
Codec-name: G722
Payload type: 9

（注）

コールが Cisco Intercompany Media Engine を経由しない場合は、Cisco Intercompany Media
Engine システム内のコンポーネント間の TLS ハンドシェイクの結果をトラブルシューティン
グするために、show tls-proxy session コマンドを使用することもできます。このコマンドの
詳細については、コマンド リファレンスを参照してください。

show uc-ime signaling-sessions statistics
Cisco Intercompany Media Engine Proxy によって保存されている、対応するシグナリング セッション
に関する統計情報が表示されます。Cisco Intercompany Media Engine でのシグナリング セッション
は、チケットの検証やドメイン名の検証の失敗、インターネット経由の RTP の提供など、コール関連
のさまざまな理由から失敗することがあります。
hostname# show uc-ime signaling-sessions statistics
10 in use, 20 most used
15 terminated
Ticket integrity check failed: 2
Ticket decode failed: 1
Ticket epoch mismatch: 1
Ticket DID mismatch: 0
Ticket timestamp invalid: 4
Ticket domain check failed: 2
Ticket not found: 0
Route domain name check failed: 1
RTP over UC-IME: 2

（注）

コール関連の失敗は、たとえば、サービス ポリシーが再設定されていることや、プライマリの ASA が
フェールオーバー モードで動作していることが原因で発生することがあります。Cisco Intercompany
Media Engine Proxy のサービス ポリシー ルールが削除され（no service policy コマンドを使用）、再
設定されると、ASA を経由する最初のコールは失敗します。この問題を解決するには、さらに clear
connection コマンドを入力し、ASA を再起動する必要があります。フェールオーバーによる失敗の場
合、プライマリ ASA からの接続はスタンバイ ASA と同期化されません。

show uc-ime media-sessions detail
Cisco Intercompany Media Engine Proxy に保存されている、すべてのアクティブなメディア セッショ
ン（コール）に関する詳細が表示されます。正常なコールからの出力を表示するには、このコマンドを
使用します。さらに、片通話など、IP 電話の音声に関する問題をトラブルシューティングする場合に
も、このコマンドを使用します。アップ状態のコールが現在存在しなければ、この出力は空白になりま
す。
hostname(config)# show uc-ime media-sessions detail
2 in use, 5 most used
Media-session: 10.194.108.109/21558 :: client ip 192.168.10.51/19520
Call ID: ab6d7980-a7d11b08-50-1e0aa8c0@192.168.10.30
Session ID: 2948-32325449-0@81a985c9-f3a1-55a0-3b19-96549a027259
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Lcl SRTP conn 10.194.108.109/21558
refcnt 3 : created by Inspect SIP,
RTP monitoring is enabled
Failover_state
:
Sum_all_packets
:
Codec_payload_format
:
RTP_ptime_ms
:
Max_RBLR_pct_x100
:
Max_ITE_count_in_8_sec
:
Max_BLS_ms
:
Max_PDV_usec
:
Min_PDV_usec
:
Mov_avg_PDV_usec
:
Total_ITE_count
:
Total_sec_count
:
Concealed_sec_count
:
Severely_concealed_sec_count :
Max_call_interval_ms
:
Total_SequenceNumber_Resets
:
Media-session: 192.168.10.3/30930 ::
Call ID: N/A
Lcl RTP conn 192.168.10.3/30930 to

to 10.194.108.119/29824 tx_pkts 20203 rx_pkts 20200
passthrough not set
0
20196
9
20
0
0
0
1000
0
109
0
403
0
0
118
0
client ip 10.194.108.119/29824
192.168.10.51/19520 tx_pkts 20201 rx_pkts 20203

show uc-ime fallback-notification statistics
Cisco UMC への PSTN フォールバック通知に関する統計情報が表示されます。接続の品質が良くて
コールが VoIP 上で送信されたとしても、その接続品質は通話中に低下する可能性があります。エンド
ユーザに対して全体にわたって良好な通話を保証するために、Cisco Intercompany Media Engine では
通話中のフォールバックの実行が試みられます。通話中のフォールバックの実行には、適応型セキュリ
ティ アプライアンスで、インターネットから着信する RTP パケットをモニタする必要があります。
フォールバックが必要になると、コールを PSTN へフォールバックする必要があることを通知するた
めに、適応型セキュリティ アプライアンスから Cisco UCM に REFER メッセージが送信されます。

Cisco Intercompany Media Engine では、PSTN へフォール バックするかどうかを Cisco UCM に通知
する前に適応型セキュリティ アプライアンスが待機する時間の長さを、設定可能なホールドダウン タ
イマーを使用して設定します。
hostname# show uc-ime fallback-notification statistics
UCM address: 172.23.32.37
Total Notifications Sent: 10

show uc-ime mapping-service-sessions
Cisco Intercompany Media Engine Proxy がパス外配置用に設定されている場合、そのプロキシとロー
カルの Cisco UMC との間でのマッピングサービスの要求と応答が表示されます。ASA 上の TCP ポー
トの 1 つが、マッピング要求をリスンするように設定されます。
このポート番号は、デバイス上の他のサービス（Telnet や SSH など）との競合を避けるために、1024
以上にする必要があります。デフォルトでは、このポート番号は TCP 8060 です。
Hostname# show uc-b2blink mapping-service-sessions
Total active sessions: 2
Session client (IP:Port)
Idle time
192.168.1.10:2001
0:01:01
192.168.1.20:3001
0:10:20

show uc-ime mapping-service-sessions statistics
パス外シグナリングで使用される Cisco Intercompany Media Engine Proxy マッピング サービスに関す
る統計情報が表示されます。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

20-39

第 20 章

Cisco Intercompany Media Engine Proxy の設定

Cisco Intercompany Media Engine Proxy の機能履歴

Hostname# show uc-ime mapping-service-sessions statistics
Total active sessions: 2
Session client
Total
Responses
Failed
Pending
(IP:Port)
requests
sent
requests
responses
192.168.1.10:2001
10
9
1
0
192.168.1.20:3001
19
19
0
0

Idle
time
0:01:01
0:10:20

Cisco Intercompany Media Engine Proxy の機能履歴
表 20-1 に、この機能のリリース履歴を示します。
表 20-1

Cisco 電話プロキシの機能履歴

機能名

リリース

Cisco Intercompany Media Engine Proxy

8.3(1)

機能情報

Cisco Intercompany Media Engine Proxy が導入されまし
た。
次のペインが ASDM に追加されました。

[Configuration] > [Firewall] > [Unified Communications] >
[UC-IME Proxy]
次のウィザードが ASDM に追加され、Unified
Communication プロキシ（Cisco Intercompany Media
Engine Proxy も含まれます）の設定ができるようになりま
した。

[Wizards] > [Unified Communications Wizard]
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接続の設定
この章では、ASA を経由する接続用、または、ASA を宛先とする管理接続用の接続を設定する方法に
ついて説明します。接続の設定には、次のものが含まれます。

• 最大接続数（TCP および UDP 接続、初期接続、クライアントあたりの接続）
• 接続タイムアウト
• デッド接続検出
• TCP シーケンスのランダム化
• TCP 正規化カスタマイゼーション
• TCP ステート バイパス
• グローバル タイムアウト
この章は、次の項で構成されています。

• 「接続の設定に関する情報」（P.21-1）
• 「接続設定のライセンス要件」（P.21-4）
• 「ガイドラインと制限事項」（P.21-5）
• 「デフォルト設定」（P.21-5）
• 「接続の設定」（P.21-6）
• 「接続設定の機能履歴」（P.21-12）

接続の設定に関する情報
この項では、接続を制限する目的について説明します。次の項目を取り上げます。

• 「TCP 代行受信および初期接続の制限」（P.21-2）
• 「クライアントレス SSL 互換での管理パケットの TCP 代行受信のディセーブル化」（P.21-2）
• 「デッド接続検出（DCD）」（P.21-2）
• 「TCP シーケンスのランダム化」（P.21-3）
• 「TCP の正規化」（P.21-3）
• 「TCP ステート バイパス」（P.21-3）
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TCP 代行受信および初期接続の制限
初期接続の数を制限することで、DoS 攻撃（サービス拒絶攻撃）から保護されます。ASA では、クラ
イアントあたりの制限値と初期接続の制限を利用して TCP 代行受信を開始します。代行受信によって、
TCP SYN パケットを使用してインターフェイスをフラッディングする DoS 攻撃から内部システムを保
護します。初期接続とは、送信元と宛先の間で必要になるハンドシェイクを完了していない接続要求の
ことです。TCP 代行受信では、SYN クッキー アルゴリズムを使用して TCP SYN フラッディング攻撃
を防ぎます。SYN フラッディング攻撃は、通常はスプーフィングされた IP アドレスから送信されてく
る一連の SYN パケットで構成されています。SYN パケットのフラッディングが定常的に生じると、
SYN キューが一杯になる状況が続き、接続要求に対してサービスを提供できなくなります。接続の初
期接続しきい値を超えると、ASA はサーバのプロキシとして動作し、クライアント SYN 要求に対する
SYN-ACK 応答を生成します。ASA がクライアントから ACK を受信すると、クライアントを認証し、
サーバへの接続を許可できます。

（注）

TCP SYN クッキー保護を使用して SYN 攻撃からサーバを保護する場合、保護するサーバの TCP SYN
バックログ キューより低い初期接続制限を設定する必要があります。これより高い初期接続制限を設
定すると、有効なクライアントが、SYN 攻撃中にサーバにアクセスできなくなります。

TCP 代行受信に関する統計情報（攻撃を受けた上位 10 サーバなど）を表示する方法については、
第 26 章「脅威検出の設定」を参照してください。

クライアントレス SSL 互換での管理パケットの TCP 代行受信のディセー
ブル化
デフォルトでは、TCP 管理接続では TCP 代行受信が常にイネーブルになっています。TCP 代行受信を
イネーブルにすると、3 ウェイ TCP 接続確立のハンドシェイク パケットが代行受信されるため、ASA
ではクライアントレス SSL のパケットを処理できなくなります。クライアントレス SSL では、クライ
アントレス SSL 接続で selective-ack や他の TCP オプションを提供するために、3 ウェイ ハンドシェイ
ク パケットを処理する機能が必要になります。管理トラフィックの TCP 代行受信をディセーブルにす
るには、初期接続制限を設定します。初期接続制限に達した後にだけ TCP 代行受信をイネーブルにで
きます。

デッド接続検出（DCD）
DCD では、デッド接続を検出して、トラフィックをまだ処理できる接続を期限切れにすることなく、
そのデッド接続を期限切れにすることができます。DCD は、アイドル状態でも有効な接続を維持する
場合に設定します。

DCD をイネーブルにすると、アイドル タイムアウト動作が変化します。アイドル タイムアウトになる
と、DCD プローブが 2 つのエンドホストそれぞれに送信され、接続の有効性が判断されます。設定さ
れた間隔でプローブが送信された後にエンドホストが応答を返さないと、その接続は解放され、リセッ
ト値が設定されていれば各エンドホストに送信されます。両方のエンドホストが応答して接続の有効性
が確認されると、アクティビティ タイムアウトは現在時刻に更新され、それに応じてアイドル タイム
アウトが再スケジュールされます。

DCD をイネーブルにすると、TCP ノーマライザでのアイドルタイムアウト処理の動作が変更されま
す。DCD プローブにより、show conn コマンドで表示される接続でのアイドル タイムアウトがリセッ
トされます。タイムアウト コマンドで設定したタイムアウト値を超過していても、DCD プローブのた
めに存続している接続を判別するため、show service-policy コマンドには、DCD からのアクティビ
ティ数を示すカウンタが含まれています。
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TCP シーケンスのランダム化
各 TCP 接続には、クライアントで生成される ISN とサーバで生成される ISN の 2 つの ISN がありま
す。ASA は、着信と発信の両方向で通過する TCP SNY の ISN をランダム化します。
保護されたホストの ISN をランダム化することにより、攻撃者が新しい接続で次の ISN を予測できな
いようにして、新規セッションが乗っ取られるのを防ぎます。

TCP 初期シーケンス番号のランダム化は、必要に応じてディセーブルにできます。例：
• 別の直列接続されたファイアウォールでも初期シーケンス番号がランダム化され、トラフィックに
影響することはないものの、両方のファイアウォールでこの動作を実行する必要がない場合。

• ASA で eBGP マルチホップを使用しており、eBGP ピアで MD5 を使用している場合。ランダム化
により、MD5 チェックサムは分解されます。
• ASA で接続のシーケンスをランダム化しないようにする必要がある WAAS デバイスを使用する場
合。

TCP の正規化
TCP 正規化機能は、検出時に ASA が対処できる異常なパケットを識別します。ASA は、パケットを許
可、ドロップ、またはクリアできます。TCP 正規化は、攻撃から ASA を保護するのに役立ちます。
TCP 正規化は常にイネーブルになっていますが、機能の一部の動作をカスタマイズできます。
TCP 正規化には、設定できないアクションと設定できるアクションが含まれます。通常、接続をド
ロップまたはクリアする設定できないアクションは、どのような場合でも不良なパケットに適用されま
す。設定できるアクション（「TCP マップを使用した TCP ノーマライザのカスタマイズ」（P.21-6）を
参照）は、ネットワークのニーズに応じたカスタマイズが必要な場合があります。
TCP 正規化に関する次のガイドラインを参考にしてください。
• ノーマライザは、SYN フラッドからの保護は行いません。ASA には、他の方法による SYN フ
ラッド保護機能が組み込まれています。

• ノーマライザは、ASA がフェールオーバーのためにルーズ モードになっていない限り、SYN パ
ケットを最初のパケットと見なします。

TCP ステート バイパス
デフォルトでは、ASA を通過するトラフィックはすべて、アダプティブ セキュリティ アルゴリズムを
使用して検査され、セキュリティ ポリシーに基づいて、通過を許可されるか、またはドロップされま
す。ASA では、各パケットの状態（新規接続であるか、または確立済み接続であるか）がチェックさ
れ、そのパケットをセッション管理パス（新規接続の SYN パケット）、高速パス（確立済みの接続）、
またはコントロール プレーン パス（高度なインスペクション）に割り当てることによって、ファイア
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ウォールのパフォーマンスが最大化されます。ステートフル ファイアウォールの詳細については、一
般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Stateful Inspection Overview” section on page 1-20 を
参照してください。
高速パスの既存の接続に一致する TCP パケットは、セキュリティ ポリシーのあらゆる面の再検査を受
けることなく ASA を通過できます。この機能によってパフォーマンスは最大になります。ただし、
SYN パケットを使用して高速パスにセッションを確立する方法、および高速パスで行われるチェック
（TCP シーケンス番号など）が、非対称ルーティング ソリューションの障害となる場合があります。こ
れは、接続の発信フローと着信フローの両方が同じ ASA を通過する必要があるためです。
たとえば、ある新しい接続が ASA 1 に到達するとします。SYN パケットはセッション管理パスを通過
し、接続のエントリが高速パス テーブルに追加されます。この接続の後続のパケットが ASA 1 を通過
する場合、パケットは高速パスのエントリと一致して、通過します。しかし、後続のパケットが ASA
2 に到着すると、SYN パケットがセッション管理パスを通過していないために、高速パスにはその接
続のエントリがなく、パケットはドロップされます。図 21-1 は非対称ルーティングの例を示したもの
で、アウトバウンド トラフィックはインバウンド トラフィックとは異なる ASA を通過しています。
図 21-1

非対称ルーティング

ISP A

ISP B

ࠠࡘ࠹ࠖ
ࠕࡊࠗࠕࡦࠬ 2

ࠠࡘ࠹ࠖ
ࠕࡊࠗࠕࡦࠬ 1

࠲ࡦ ࠻ࡈࠖ࠶ࠢ

ౝㇱ
ࡀ࠶࠻ࡢࠢ

251155

⊒ା࠻ࡈࠖ࠶ࠢ

アップストリーム ルータに設定された非対称ルーティングがあり、トラフィックが 2 つの ASA の間で
切り替わる場合は、特定のトラフィックに対して TCP ステート バイパスを設定できます。TCP ステー
ト バイパスは、高速パスでのセッションの確立方法を変更し、高速パスのインスペクションをディ
セーブルにします。この機能は、TCP トラフィックを UDP 接続と同じように処理します。指定されて
いるネットワークに一致する非 SYN パケットが ASA に到着し、高速パスのエントリがない場合は、
パケットはセッション管理パスを通過して、高速パスの接続を確立します。いったん高速パスに入る
と、トラフィックは高速パスのインスペクションをバイパスします。

接続設定のライセンス要件
モデル

ライセンス要件

すべてのモデル

基本ライセンス
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ガイドラインと制限事項
コンテキスト モードのガイドライン
シングル コンテキスト モードとマルチ コンテキスト モードでサポートされています。

ファイアウォール モードのガイドライン
ルーテッド モードとトランスペアレント モードでサポートされます。
フェールオーバーのガイドライン
フェールオーバーはサポートされます。

TCP ステート バイパスでサポートされない機能
TCP ステート バイパスを使用するときは、次の機能はサポートされません。
• アプリケーション インスペクション：アプリケーション インスペクションではインバウンド トラ
フィックとアウトバウンド トラフィックの両方が同じ ASA を通過する必要があるので、アプリ
ケーション インスペクションは TCP ステート バイパスではサポートされません。
• AAA 認証済みセッション：ユーザが 1 つの ASA で認証するとき、他の ASA を介して返されるト
ラフィックは、ユーザがその ASA で認証を受けていないので拒否されます。
• TCP 代行受信、最大初期接続制限、TCP シーケンス番号のランダム化：ASA は接続のステートを
追跡しないので、これらの機能は適用されません。

• TCP 正規化：TCP ノーマライザはディセーブルになります。
• SSM および SSC 機能：TCP ステート バイパスおよび IPS や CSC などの SSM または SSC 上で
実行するアプリケーションは使用できません。

TCP ステート バイパスの NAT のガイドライン
変換セッションは ASA ごとに個別に確立されるので、TCP ステート バイパス トラフィック用に両方
の ASA でスタティック NAT を設定してください。ダイナミック NAT を使用すると、ASA 1 でのセッ
ションに選択されるアドレスが、ASA 2 でのセッションに選択されるアドレスと異なります。

最大同時接続および初期接続のガイドライン

ASA モデル上の CPU コア数によっては、同時接続および初期接続の最大数が、各コアによる接続の管
理方法が原因で、設定されている数を超える場合があります。最悪の場合、ASA は最大 n-1 の追加接
続および初期接続を許可します。ここで、n はコアの数です。たとえば、モデルに 4 つのコアがあり、
6 つの同時接続および 4 つの初期接続を設定した場合は、各タイプで 3 つの追加接続を使用できます。
ご使用のモデルのコア数を確認するには、show cpu core コマンドを入力します。

デフォルト設定
TCP ステート バイパス
TCP ステート バイパスは、デフォルトでディセーブルになっています。
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接続の設定
この項は、次の内容で構成されています。

• 「TCP マップを使用した TCP ノーマライザのカスタマイズ」（P.21-6）
• 「接続の設定」（P.21-8）
• 「グローバル タイムアウトの設定」（P.21-9）

接続設定の構成のタスク フロー
ステップ 1

TCP 正規化カスタマイゼーションについては、「TCP マップを使用した TCP ノーマライザのカスタマ
イズ」（P.21-6）に従って TCP マップを作成します。

ステップ 2

グローバル タイムアウトを除くすべての接続設定については、第 1 章「サービス ポリシーの設定」に
従ってサービス ポリシーを設定します。

ステップ 3

「接続の設定」（P.21-8）に従って接続を設定します。

ステップ 4

「グローバル タイムアウトの設定」（P.21-9）に従ってグローバル タイムアウトを設定します。

TCP マップを使用した TCP ノーマライザのカスタマイズ
TCP ノーマライザをカスタマイズするには、まず、TCP マップを使用する設定を定義します。
手順の詳細
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Objects] > [TCP Maps] ペインを選択し、[Add] をクリックします。
[Add TCP Map] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

[TCP Map Name] フィールドで、名前を入力します。

ステップ 3

[Queue Limit] フィールドで、異常なパケットの最大数を 0 ～ 250 パケットの範囲で指定します。
[Queue Limit] では、バッファリングして TCP 接続用に配列できる異常パケットの最大数を設定しま
す。デフォルト値の 0 は、この設定がディセーブルであり、トラフィックのタイプに応じたデフォルト
のシステム キュー制限が使用されることを意味します。

• アプリケーション インスペクション、IPS、および TCP check-retransmission の接続のキュー制限
は 3 パケットです。ASA が異なるウィンドウ サイズの TCP パケットを受信した場合は、アドバタ
イズされた設定と一致するようにキュー制限がダイナミックに変更されます。

• 他の TCP 接続の場合は、異常なパケットはそのまま通過します。

[Queue Limit] を 1 以上に設定すると、すべての TCP トラフィックに対して許可される異常なパケット
の数がこの設定と一致します。たとえば、アプリケーション インスペクション、IPS、および TCP
check-retransmission トラフィックの場合、[Queue Limit] 設定が優先されるため、TCP パケットから
のアドバタイズされた設定はすべて無視されます。その他の TCP トラフィックについては、異常なパ
ケットはバッファに格納されて、そのまま通過するのではなく、正しい順序に設定されます。
ステップ 4

[Timeout] フィールドで、異常なパケットがバッファに残存できる最大期間を 1 ～ 20 秒の間で設定し
ます。
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これらのパケットが配列されず、タイムアウト期間内に渡されなかった場合は、ドロップされます。デ
フォルトは 4 秒です。[Queue Limit] が 0 に設定されない場合は、すべてのトラフィックに関してタイ
ムアウトを変更できません。[Timeout] が有効になるには、制限を 1 以上に設定する必要があります。
ステップ 5

[Reserved Bits] 領域で、[Clear and allow]、[Allow only]、または [Drop] をクリックします。
[Allow only] を指定すると、TCP ヘッダーに予約ビットのあるパケットだけが許可されます。
[Clear and allow] を指定すると、TCP ヘッダーの予約ビットをクリアしてパケットを許可します。
[Drop] を指定すると、TCP ヘッダーに予約ビットのあるパケットをドロップします。

ステップ 6

次のいずれかのオプションをオンにします。

• [Clear urgent flag]：ASA を通過する URG フラグをクリアします。URG フラグは、ストリーム中
の他のデータよりもプライオリティの高い情報がこのパケットに含まれていることを示すために使
用します。TCP RFC では、URG フラグの正確な解釈が明確にされていません。そのため、エンド
システムは緊急オフセットをさまざまな方法で処理しており、これが攻撃に対する脆弱性になるこ
とがあります。

• [Drop Connection on Window Variation]：予想外のウィンドウ サイズの変更が発生した接続をド
ロップします。ウィンドウ サイズ メカニズムによって、TCP は大きなウィンドウをアドバタイズ
でき、続いて、過剰な量のデータを受け入れずに、はるかに小さなウィンドウをアドバタイズでき
ます。TCP 仕様により、「ウィンドウの縮小」は極力避けることが推奨されています。この条件が
検出された場合に、接続をドロップできます。

• [Drop packets that exceed maximum segment size]：ピアで設定した MSS を超過したパケットをド
ロップします。

• [Check if transmitted data is the same as original]：再送信データ チェックをイネーブルにします。
• [Drop packets which have past-window sequence]：ウィンドウ シーケンス番号を超えているパ
ケット、つまり、TCP パケットのシーケンス番号が TCP 受信ウィンドウの右端よりも大きい場合
に、パケットをドロップします。このオプションを選択しない場合、[Queue Limit] を 0（ディ
セーブル）に設定する必要があります。

• [Drop SYN Packets with data]：データのある SYN パケットをドロップします。
• [Enable TTL Evasion Protection]：ASA の TTL 回避保護をイネーブルにします。セキュリティ ポ
リシーを回避しようとする攻撃を防ぐ場合は、このオプションをイネーブルにしないでください。

• たとえば、攻撃者は TTL を非常に短くしてポリシーを通過するパケットを送信できます。TTL が
ゼロになると、ASA とエンドポイントの間のルータはパケットをドロップします。この時点で、
攻撃者は TTL を長くした悪意のあるパケットを送信できます。このパケットは、ASA にとって再
送信のように見えるため、通過します。一方、エンドポイント ホストにとっては、このパケット
が攻撃者によって受信された最初のパケットになります。この場合、攻撃者はセキュリティによる
攻撃の防止を受けず、攻撃に成功します。

• [Verify TCP Checksum]：チェックサム検証をイネーブルにします。
• [Drop SYNACK Packets with data]：データを含む TCP SYNACK パケットをドロップします。
• [Drop packets with invalid ACK]：無効な ACK を持つパケットをドロップします。次のような場
合に無効な ACK が検出される可能性があります。
– TCP 接続が SYN-ACK-received ステータスでは、受信した TCP パケットの ACK 番号が次の
TCP パケット送信のシーケンス番号と同じでない場合、その ACK は無効です。
– 受信した TCP パケットの ACK 番号が次の TCP パケット送信のシーケンス番号より大きい場
合は常に、その ACK は無効です。
（注）

無効な ACK を含む TCP パケットは、WAAS 接続で自動的に許可されます。
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ステップ 7

TCP オプションを設定するには、次のいずれかのオプションをオンにします。
• [Clear Selective Ack]：[selective-ack TCP] オプションを許可するかクリアするかを設定します。
• [Clear TCP Timestamp]：TCP タイムスタンプ オプションを許可するかクリアするかを設定しま
す。

• [Clear Window Scale]：ウィンドウ スケール タイムスタンプ オプションを許可するかクリアする
かを設定します。

• [Range]：有効な TCP オプションの範囲を設定します。正しい範囲は 6 ～ 7 と 9 ～ 255 です。下
限境界値は上限境界値以下でなければなりません。範囲ごとに [Allow] または [Drop] を選択しま
す。
ステップ 8

[OK] をクリックします。

接続の設定
接続を設定するには、次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules] ペインで、第 1 章「サービス ポリシーの設定」に
従ってサービス ポリシーを設定します。
新しいサービス ポリシー ルールの一部として接続制限を設定できます。または、既存のサービス ポリ
シーを編集することもできます。

ステップ 2

[Rule Actions] ダイアログボックスで、[Connection Settings] タブをクリックします。

ステップ 3

最大接続数を設定するには、[Maximum Connections] 領域で次の値を設定します。

• [TCP & UDP Connections]：トラフィック クラスのすべてのクライアントで同時に接続される
TCP および UDP 接続の最大数を 2000000 までの範囲で指定します。どちらのプロトコルともデ
フォルトは 0 で、接続可能な最大許容数に設定されています。
• [Embryonic Connections]：ホストごとの初期接続の最大数を 2000000 までの範囲で指定します。
初期接続とは、送信元と宛先の間で必要になるハンドシェイクを完了していない接続要求のことで
す。この制限により、TCP 代行受信機能がイネーブルになります。デフォルトは 0 で、最大初期
接続数であることを示します。TCP 代行受信は、TCP SYN パケットを使用してインターフェイス
をフラッディングすることによる DoS 攻撃から内部システムを保護します。初期接続制限を超え
ると、クライアントからセキュリティ レベルのより高いサーバに送信される TCP SYN パケット
が、TCP 代行受信機能によって代行受信されます。検証プロセス中に SYN クッキーが使用され、
ドロップされる有効なトラフィックの数が最小限に抑えられます。したがって、到達不能なホスト
からの接続試行がサーバに到達することはありません。

• [Per Client Connections]：最大 2000000 クライアントごとに、同時 TCP および UDP 接続の最大
数を指定します。クライアントあたりの最大接続数の接続をすでに開いているクライアントが新し
い接続を試みると、ASA は、その接続を拒否してパケットをドロップします。

• [Per Client Embryonic Connections]：最大 2000000 クライアントごとに同時 TCP 初期接続の最大
数を指定します。クライアントあたりの最大初期接続数の接続を ASA からすでに開いているクラ
イアントが新しい TCP 接続を要求すると、ASA は、その要求の処理を TCP 代行受信機能に代行
させ、接続を阻止します。
ステップ 4

接続タイムアウトを設定するには、[TCP Timeout] 領域で次の値を設定します。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

21-8

第 21 章

接続の設定
接続の設定

• [Connection Timeout]：（TCP だけでなく、あらゆるプロトコルの）接続スロットが解放されるま
でのアイドル時間を指定します。接続のタイムアウトをディセーブルにするには、0:0:0 を入力し
ます。この期間は 5 分以上にする必要があります。デフォルトは 1 時間です。
• [Send reset to TCP endpoints before timeout]：ASA が、接続スロットを解放する前に接続のエン
ドポイントに TCP リセット メッセージを送信するように指定します。
• [Embryonic Connection Timeout]：初期接続（ハーフ オープン）接続スロットが解放されるまでの
アイドル時間を指定します。接続のタイムアウトをディセーブルにするには、0:0:0 を入力します。
デフォルトは 30 秒です。
• [Half Closed Connection Timeout]：ハーフ クローズ接続が閉じられるまで、0:5:0（9.1(1) 以前の
場合）または 0:0:30（9.1(2) 以降の場合）と 1193:0:0 の間でアイドル タイムアウト期間を設定し
ます。デフォルトは 0:10:0 です。ハーフクローズの接続は DCD の影響を受けません。また、
ASA は、ハーフクローズ接続を切断するときにリセット パケットを送信しません。
ステップ 5

シーケンス番号のランダム化をディセーブルにするには、[Randomize Sequence Number] をオフにし
ます。
別のインライン ファイアウォールで TCP イニシャル シーケンス番号のランダム化をイネーブルにして
いる場合は、そのランダム化をディセーブルにできます。2 つのファイアウォールで同じ動作を実行す
る必要はないからです。ただし、両方のファイアウォールで ISN ランダム化をイネーブルにしたまま
にしてもトラフィックには影響しません。
それぞれの TCP 接続には 2 つの ISN が割り当てられており、そのうちの 1 つはクライアントで生成さ
れ、もう 1 つはサーバで生成されます。セキュリティ アプライアンスでは、発信方向に通過する TCP
SYN の ISN をランダム化します。同一セキュリティ レベルの 2 つのインターフェイス間の接続の場
合、ISN は双方向の SYN でランダム化されます。
保護されたホストの ISN をランダム化することにより、攻撃者が新しい接続で次の ISN を予測できな
いようにして、新規セッションが乗っ取られるのを防ぎます。

ステップ 6

TCP 正規化を設定するには、[Use TCP Map] をオンにします。ドロップダウン リストから既存の TCP
マップを選択するか（選択可能な場合）、[New] をクリックして新しい TCP マップを追加します。
[Add TCP Map] ダイアログボックスが表示されます。「TCP マップを使用した TCP ノーマライザのカ
スタマイズ」（P.21-6）を参照してください。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

ステップ 8

存続可能時間を設定するには、[Decrement time to live for a connection] をオンにします。

ステップ 9

TCP ステート バイパスをイネーブルにするには、[Advanced Options] 領域で、[TCP State Bypass] を
オンにします。

ステップ 10

[OK] または [Finish] をクリックします。

グローバル タイムアウトの設定
[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [Global Timeouts] ペインでは、ASA で使用するタイムア
ウトの期間を設定できます。すべての期間は、hh:mm:ss の形式で表示されます。さまざまなプロトコ
ルの接続スロットと変換スロットのアイドル時間を設定します。指定したアイドル時間の間スロットが
使用されなかった場合、リソースは空いているプールに戻されます。TCP 接続スロットは、通常の接
続クローズ シーケンスの約 60 秒後に解放されます。
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フィールド

[Authentication absolute] と [Authentication inactivity] を除くすべての場合において、チェックボック
スをオフにすることはタイムアウト値を指定しないことを意味します。これら 2 つの場合にチェック
ボックスをオフにすることは、新しい接続ごとに再認証することを意味します。
• [Connection]：接続スロットが解放されるまでのアイドル時間を変更します。接続のタイムアウト
をディセーブルにするには、0:0:0 を入力します。この期間は 5 分以上にする必要があります。デ
フォルトは 1 時間です。
• [Half-closed]：TCP ハーフクローズ接続がクローズするまでのアイドル時間を変更します。最小
値は 5 分です。デフォルトは 10 分です。ハーフクローズ接続のタイムアウトをディセーブルにす
るには、0:0:0 と入力します。
• [UDP]：UDP プロトコル接続がクローズするまでのアイドル時間を変更します。この期間は 1 分
以上にする必要があります。デフォルトは 2 分です。タイムアウトをディセーブルにするには、
0:0:0 と入力します。
• [ICMP]：全般的な ICMP 状態がクローズするまでのアイドル時間を変更します。
• [H.323]：H.323 メディア接続がクローズするまでのアイドル時間を変更します。デフォルトは 5
分です。タイムアウトをディセーブルにするには、0:0:0 と入力します。
• [H.225]：H.225 シグナリング接続がクローズするまでのアイドル時間を変更します。H.225 のデ
フォルト タイムアウトは 1 時間（1:0:0）です。値を 0:0:0 にすると、この接続はクローズされま
せん。すべての呼び出しがクリアされた後にこの接続をすぐにクローズするには、値を 1 秒
（0:0:1）にすることを推奨します。
• [MGCP]：MGCP メディア ポートがクローズするまでのアイドル時間を表す MGCP のタイムアウ
ト値を変更します。MGCP のデフォルト タイムアウトは 5 分（0:5:0）です。タイムアウトをディ
セーブルにするには、0:0:0 と入力します。
• [MGCP PAT]：MGCP PAT 変換が削除されるまでのアイドル時間を変更します。デフォルトは 5
分（0:5:0）です。最小時間は 30 秒です。デフォルト値に戻すには、チェックボックスをオフにし
ます。

• [TCP Proxy Reassembly]：再構築のためバッファ内で待機しているパケットをドロップするまで
のアイドル タイムアウトを 0:0:10 ～ 1193:0:0 の範囲で設定します。デフォルトは、1 分（0:1:0）
です。

• [Floating Connection]：ネットワークへの複数のスタティック ルートが存在しており、それぞれメ
トリックが異なる場合、ASA は接続確立時点でメトリックが最良のルートを使用します。より適
切なルートが使用可能になった場合は、このタイムアウトによって接続が閉じられるので、その適
切なルートを使用して接続を再確立できます。デフォルトは 0 です（接続はタイムアウトしませ
ん）。この機能を活用するには、0:1:0 ～ 1193:0:0 の間の新しい値にタイムアウトを変更します。

• [SUNRPC]：SunRPC スロットが解放されるまでのアイドル時間を変更します。この期間は 1 分以
上にする必要があります。デフォルトは 10 分です。タイムアウトをディセーブルにするには、
0:0:0 と入力します。
• [SIP]：SIP シグナリング ポート接続がクローズするまでのアイドル時間を変更します。この期間
は 5 分以上にする必要があります。デフォルトは 30 分です。
• [SIP Media]：SIP メディア ポート接続がクローズするまでのアイドル時間を変更します。この期
間は 1 分以上にする必要があります。デフォルトは 2 分です。
• [SIP Provisional Media]：SIP 暫定メディア接続のタイムアウト値を 0:1:0 ～ 1193:0:0 の間で変更
します。デフォルトは 2 分です。
• [SIP Invite]：PROVISIONAL 応答とメディア xlate のピンホールがクローズされるまでのアイド
ル時間を変更します。最小値は 0:1:0 で、最大値は 0:30:0 です。デフォルト値は 0:3:0 です。
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• [SIP Disconnect]：CANCEL または BYE メッセージで 200 個の OK を受信しない場合に、SIP
セッションを削除するまでのアイドル時間を変更します。最小値は 0:0:1 で、最大値は 0:10:0 で
す。デフォルト値は 0:2:0 です。
• [Authentication absolute]：認証キャッシュがタイムアウトになり、新しい接続を再認証する必要
が生じるまでの期間を変更します。この期間は、変換スロット値よりも短い必要があります。シス
テムは、新しい接続を開始して再びプロンプトが表示されるまで待機します。新しい接続のすべて
でキャッシングと再認証をディセーブルにするには、0:0:0 と入力します。

（注）

接続でパッシブ FTP を使用する場合は、この値を 0:0:0 に設定しないでください。

（注）

[Authentication Absolute] = 0 の場合、HTTPS 認証は動作しない場合があります。HTTPS 認証
後に、ブラウザが複数の TCP 接続を開始して Web ページをロードすると、最初の接続は通過
しますが、その後の接続では認証が起動されます。このため、ユーザには、認証の成功後も常
に認証ページが表示されます。これを回避するには、認証の絶対タイムアウトを 1 秒に設定し
ます。この回避策を使用すると、認証されていないユーザが同じ送信元 IP アドレスからアクセ
スすれば 1 秒間だけファイアウォールを通過できるおそれがあります。

• [Authentication inactivity]：認証キャッシュがタイムアウトになり、ユーザが新しい接続を再認証
する必要が生じるまでのアイドル時間を変更します。この期間は、変換スロット値よりも短い必要
があります。

• [Translation Slot]：変換スロットが解放されるまでのアイドル時間を変更します。この期間は 1 分
以上にする必要があります。デフォルトは 3 時間です。このタイムアウトをディセーブルにするに
は、0:0:0 を入力します。
• （8.4(3) 以降。8.5(1) および 8.6(1) は含まない）[PAT Translation Slot]：PAT 変換スロットが解放
されるまでのアイドル時間（0:0:30 ～ 0:5:0 の間）を変更します。デフォルトは 30 秒です。前の
接続がアップストリーム デバイスで引き続き開いている可能性があるため、開放された PAT ポー
トを使用する新しい接続をアップストリーム ルータが拒否する場合、このタイムアウトを増やす
ことができます。
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表 21-1 に、各機能変更と、それが実装されたプラットフォーム リリースを示します。ASDM は、複
数のプラットフォーム リリースとの下位互換性があるため、サポートが追加された特定の ASDM リ
リースは一覧には含まれていません。
表 21-1

接続設定の機能履歴

機能名

プラット
フォーム リ
リース

TCP ステート バイパス

8.2(1)

この機能が導入されました。set connection
advanced-options tcp-state-bypass コマンドが導入されま
した。

すべてのプロトコルの接続タイムアウト

8.2(2)

アイドル タイムアウトは、TCP だけでなく、すべてのプ
ロトコルに適用するように変更されました。

機能情報

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] >

[Service Policies] > [Rule Actions] > [Connection
Settings]。

バックアップ スタティック ルートを使用する
接続のタイムアウト

8.2(5)/8.4(2)

同じネットワークへの複数のスタティック ルートが存在し
ており、それぞれメトリックが異なる場合は、ASA は接続
確立時点でメトリックが最良のルートを使用します。より
適切なルートが使用可能になった場合は、このタイムアウ
トによって接続が閉じられるので、その適切なルートを使
用して接続を再確立できます。デフォルトは 0 です（接続
はタイムアウトしません）。この機能を使用するには、タ
イムアウトを新しい値に変更します。
次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] >
[Advanced] > [Global Timeouts]。

PAT xlate に対する設定可能なタイムアウト

8.4(3)

PAT xlate がタイムアウトし（デフォルトでは 30 秒後）、
ASA が新しい変換用にポートを再使用すると、一部のアッ
プストリーム ルータは、前の接続がアップストリーム デ
バイスで依然として開いている可能性があるため、この新
しい接続を拒否する場合があります。PAT xlate のタイム
アウトを、30 秒～ 5 分の範囲内の値に設定できるようにな
りました。
次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] >
[Advanced] > [Global Timeouts]。

この機能は、8.5(1) または 8.6(1) では使用できません。
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表 21-1

接続設定の機能履歴 （続き）

機能名
サービス ポリシー ルールの最大接続数の引き
上げ

プラット
フォーム リ
リース

9.0(1)

機能情報
サービス ポリシー ルールの最大接続数が 65535 から

2000000 に引き上げられました。
次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] >
[Service Policy Rules] > [Connection Settings]。

ハーフ クローズ タイムアウトの最小値を 30 秒 9.1(2)
に短縮

グローバル タイムアウトおよび接続タイムアウトの両方の
ハーフ クローズド タイムアウトの最小値は、より優れた
DoS 保護を提供するために 5 分から 30 秒に短縮されまし
た。
次の画面が変更されました。

[Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules] >
[Connection Settings]
[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [Global
Timeouts]
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22

QoS の設定
衛星接続を使用した長距離電話では、会話が、短い間ですが認識できる程度に割り込みされ、不定期に
中断されることがあります。このような中断は、ネットワークで送信されるパケットが到着する間隔の
時間で、遅延と呼ばれます。音声やビデオなどのネットワーク トラフィックでは、長時間の遅延は許
容されません。Quality of Service（QoS）機能を使用すると、重要なトラフィックのプライオリティを
高くし、帯域幅の過剰な使用を防ぎ、ネットワーク ボトルネックを管理してパケットのドロップを防
止できます。

（注）

ASASM については、ASASM の代わりにスイッチで QoS を実行することを推奨します。スイッチの
方が、この領域においては多機能です。
この章では、QoS ポリシーを適用する方法について説明します。次の項目を取り上げます。

• 「QoS に関する情報」（P.22-1）
• 「QoS のライセンス要件」（P.22-5）
• 「ガイドラインと制限事項」（P.22-5）
• 「QoS の設定」（P.22-6）
• 「QoS のモニタリング」（P.22-12）
• 「QoS の機能履歴」（P.22-15）

QoS に関する情報
常に変化するネットワーク環境では、QoS は 1 回限りの構成ではなく、ネットワーク設計の継続的で
不可欠な要素であることを考慮する必要があります。
この項では、ASA でサポートされる QoS 機能について説明します。次の項目を取り上げます。

• 「サポートされる QoS 機能」（P.22-2）
• 「トークン バケットとは」（P.22-2）
• 「ポリシングに関する情報」（P.22-3）
• 「プライオリティ キューイングに関する情報」（P.22-3）
• 「トラフィック シェーピングに関する情報」（P.22-4）
• 「DSCP および DiffServ の維持」（P.22-5）
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サポートされる QoS 機能
ASA は、次の QoS の機能をサポートしています。
• ポリシング：特定のフローがネットワーク帯域幅を大量に使用するのを防ぐため、フローごとの最
大使用帯域幅を制限できます。詳細については、「ポリシングに関する情報」（P.22-3）を参照して
ください。

• プライオリティ キューイング：Voice over IP（VoIP）のような遅延を許されない重要なトラ
フィックについて、トラフィックを Low Latency Queuing（LLQ; 低遅延キューイング）に指定す
ることで、常に他のトラフィックより先に送信できます。詳細については、「プライオリティ
キューイングに関する情報」（P.22-3）を参照してください。

• トラフィック シェーピング：ファスト イーサネットでの ASA などのように高速でパケットを送信
するデバイスがあり、それがケーブル モデムのような低速デバイスに接続されている場合、ケー
ブル モデムがボトルネックになって頻繁にパケットがドロップされます。異なる速度の回線を含
むネットワークを管理するには、低めの固定レートでパケットを送信するように ASA を設定でき
ます。詳細については、「トラフィック シェーピングに関する情報」（P.22-4）を参照してくださ
い。

トークン バケットとは
トークン バケットは、フロー内のデータを規制するデバイスの管理に使用されます。規制機能として
は、たとえばトラフィック ポリシング機能やトラフィック シェーパーなどがあります。トークン バ
ケット自体には、廃棄ポリシーまたはプライオリティ ポリシーはありません。むしろ、トークン バ
ケットは、フローによって規制機能が過剰に働く場合に、トークンを廃棄し、送信キューの管理の問題
はフローに任せます。
トークン バケットは、転送レートの正式な定義です。トークン バケットには、バースト サイズ、平均
レート、時間間隔という 3 つのコンポーネントがあります。平均レートは通常 1 秒間のビット数で表さ
れますが、次のような関係によって、任意の 2 つの値を 3 番目の値から求めることができます。
平均レート = バースト サイズ / 時間間隔
ここで、これらの用語について定義します。

• 平均レート：Committed Information Rate（CIR; 認定情報レート）とも呼ばれ、単位時間に送信ま
たは転送できるデータ量の平均値を指定します。

• バースト サイズ：Committed Burst（Bc; 認定バースト）サイズとも呼ばれ、スケジューリングに
関する問題を発生させることなく単位時間内に送信できるトラフィックの量を、バーストあたりの
ビット数またはバイト数で指定します （トラフィック シェーピングの場合はバーストごとのビッ
ト数を指定し、ポリシングの場合はバーストごとのバイト数を指定します）。

• 時間間隔：測定間隔とも呼ばれ、バーストごとの時間を秒単位で指定します。
トークン バケットのたとえで言えば、トークンは特定のレートでバケットに入れられます。バケット
自体には指定された容量があります。バケットがいっぱいになると、新しく到着するトークンは廃棄さ
れます。各トークンは、送信元が一定の数のビットをネットワークに送信するための権限です。パケッ
トを送信するため、規制機能はパケット サイズに等しい数のトークンをバケットから削除する必要が
あります。
パケットを送信するのに十分なトークンがバケット内にない場合、パケットはバケットに十分なトーク
ンが溜まるまで待機するか（トラフィック シェーピングの場合）、または廃棄されるかダウンとマーク
されます（ポリシングの場合）。バケットがすでにトークンで満たされている場合、着信トークンは
オーバーフローし、以降のパケットには使用できません。したがって、いつでも、送信元がネットワー
クに送信できる最大のバーストは、バケットのサイズにほぼ比例します。
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トラフィック シェーピングに使用されるトークン バケット メカニズムは、トークン バケットとデータ
バッファまたはキューの両方を持っています。データ バッファを持たない場合は、ポリシング機能に
なります。トラフィック シェーピングの場合、到着したパケットですぐに送信できないものは、デー
タ バッファで遅延されます。
トラフィック シェーピングでは、トークン バケットはバースト性を許可する一方で、それを抑制しま
す。トラフィック シェーピングは、トークン バケットの容量を時間間隔で割った値に設定されている
トークン バケットへのトークンの格納レートを加えた値より速くフローが送信しないように、バース
ト性を抑制します。次の式を参照してください。
（ビット単位のトークン バケット容量 / 秒単位の時間間隔）+ 設定されている bps 単位のレート = bps
単位の最大フロー速度
このようなバースト性抑制方法は、長期的な送信レートが設定されているバケットへのトークン格納
レートを超えないことも保証します。

ポリシングに関する情報
ポリシングは、設定した最大レート（ビット / 秒）を超えるトラフィックが発生しないようにして、1
つのトラフィック フローまたはクラスが全体のリソースを占有しないようにする方法です。トラ
フィックが最大レートを超えると、ASA は超過した分のトラフィックをドロップします。また、ポリ
シングでは、許可されるトラフィックの最大単一バーストも設定されます。

プライオリティ キューイングに関する情報
LLQ プライオリティ キューイングを使用すると、特定のトラフィック フロー（音声やビデオのような
遅延の影響を受けやすいトラフィックなど）をその他のトラフィックよりも優先できます。

ASA は、次の 2 つのタイプのプライオリティ キューイングをサポートしています。
• 標準プライオリティ キューイング：標準プライオリティ キューイングはインターフェイスの LLQ
プライオリティ キューを使用しますが（「インターフェイス用の標準プライオリティ キューの設
定」（P.22-8）を参照）、他のすべてのトラフィックは「ベスト エフォート」キューに入れられま
す。キューは無限大ではないため、いっぱいになってオーバーフローすることがあります。キュー
がいっぱいになると、以降のパケットはキューに入ることができず、すべてドロップされます。こ
れはテール ドロップと呼ばれます。キューがいっぱいになることを避けるには、キューのバッ
ファ サイズを大きくします。送信キューに入れることのできるパケットの最大数も微調整できま
す。これらのオプションを使用して、プライオリティ キューイングの遅延と強固さを制御できま
す。LLQ キュー内のパケットは、常に、ベストエフォート キュー内のパケットよりも前に送信さ
れます。

• 階層型プライオリティ キューイング：階層型プライオリティ キューイングは、トラフィック
シェーピング キューがイネーブルなインターフェイスで使用されます。シェーピングされるトラ
フィックのサブセットに優先順位を付けることができます。標準プライオリティ キューは使用さ
れません。階層型プライオリティ キューイングについては、次のガイドラインを参照してくださ
い。

– プライオリティ パケットは常にシェープ キューの先頭に格納されるので、常に他の非プライ
オリティ キュー パケットよりも前に送信されます。

– プライオリティ トラフィックの平均レートがシェープ レートを超えない限り、プライオリ
ティ パケットがシェープ キューからドロップされることはありません。

– IPsec-encrypted パケットの場合、DSCP または先行する設定に基づいてのみトラフィックを
照合することができます。
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– プライオリティ トラフィック分類では、IPsec-over-TCP はサポートされません。

トラフィック シェーピングに関する情報
トラフィック シェーピングは、デバイスとリンクの速度を一致させることで、ジッターや遅延の原因
になる可能性のあるパケット損失、可変遅延、およびリンク飽和を制御するために使用されます。

（注）

ASA 5580 では、トラフィック シェーピングはサポートされていません。
• トラフィック シェーピングは、1 つの物理インターフェイス（ASA 5505 や ASASM の場合は 1 つ
の VLAN）上のすべての発信トラフィックに適用する必要があります。特定のタイプのトラ
フィックにはトラフィック シェーピングを設定できません。

• トラフィック シェーピングは、パケットがインターフェイスで送信する準備ができている場合に
実装されます。そのため、レートの計算は、IPSec ヘッダーや L2 ヘッダーなどの潜在的なすべて
のオーバーヘッドを含む、送信されるパケットの実際のサイズに基づいて実行されます。

• シェーピングされるトラフィックには、through-the-box トラフィックと from-the-box トラフィッ
クの両方が含まれます。

• シェープ レートの計算は、標準トークン バケット アルゴリズムに基づいて行われます。トークン
バケットのサイズは、バースト サイズの値の 2 倍です。「トークン バケットとは」（P.22-2）を参
照してください。

• バースト性のトラフィックが指定されたシェープ レートを超えると、パケットはキューに入れら
れて、後で送信されます。次に、シェープ キューに関するいくつかの特性を示します（階層型プ
ライオリティ キューイングについては、「プライオリティ キューイングに関する情報」（P.22-3）
を参照してください）。

– キューのサイズは、シェープ レートに基づいて計算されます。キューは、1500 バイトのパ
ケットとして 200 ミリ秒に相当するシェープ レート トラフィックを保持できます。最小
キュー サイズは 64 です。
– キューの制限に達すると、パケットはキューの末尾からドロップされます。
– OSPF Hello パケットなどの一部の重要なキープアライブ パケットは、ドロップされません。
– 時間間隔は、time_interval = burst_size / average_rate によって求められます。時間間隔が長
くなるほど、シェープ トラフィックのバースト性は高くなり、リンクのアイドル状態が長く
なる可能性があります。この効果は、次のような誇張した例を使うとよく理解できます。
平均レート = 1000000
バースト サイズ = 1000000
この例では、時間間隔は 1 秒であり、これは、100 Mbps の FE リンクでは 1 Mbps のトラ
フィックを時間間隔 1 秒の最初の 10 ミリ秒内にバースト送信できることを意味し、残りの
990 ミリ秒間はアイドル状態になって、次の時間間隔になるまでパケットを送信できません。
したがって、音声トラフィックのように遅延が問題になるトラフィックがある場合は、バース
ト サイズを平均レートと比較して小さくし、時間間隔を短くする必要があります。

QoS 機能の相互作用のしくみ
ASA で必要な場合は、個々の QoS 機能を単独で設定できます。ただし、普通は、たとえば一部のトラ
フィックを優先させて、他のトラフィックによって帯域幅の問題が発生しないようにするために、複数
の QoS 機能を ASA に設定します。
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次に、インターフェイスごとにサポートされる機能の組み合わせを示します。

• 標準プライオリティ キューイング（特定のトラフィックについて）+ ポリシング（その他のトラ
フィックについて）
同じトラフィックのセットに対して、プライオリティ キューイングとポリシングを両方設定する
ことはできません。

• トラフィック シェーピング（1 つのインターフェイス上のすべてのトラフィック）+ 階層型プライ
オリティ キューイング（トラフィックのサブセット）。
同じインターフェイスに対して、トラフィック シェーピングと標準プライオリティ キューイングを設
定することはできません。階層型プライオリティ キューイングのみを設定できます。たとえば、グ
ローバル ポリシーに標準プライオリティ キューイングを設定して、特定のインターフェイスにトラ
フィック シェーピングを設定する場合、最後に設定した機能は拒否されます。これは、グローバル ポ
リシーがインターフェイス ポリシーと重複するためです。
通常、トラフィック シェーピングをイネーブルにした場合、同じトラフィックに対してはポリシング
をイネーブルにしません。ただし、このような設定は ASA では制限されていません。

DSCP および DiffServ の維持
• DSCP のマーキングは、ASA を通過するすべてのトラフィックで維持されます。
• ASA は分類済みのトラフィックをローカルにマーク付けまたは再マーク付けすることはなく、す
べてのパケットの緊急転送（EF）DSCP ビットを使用して、「優先的な」処理が必要かどうかを判
断し、必要なパケットは LLQ に送ります。
• 搬送中に QoS を適用できるように（QoS トンネル事前分類）、パケットの DiffServ マーキングは
サービス プロバイダーのバックボーンを通過するときに維持されます。

QoS のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

モデル

ライセンス要件

すべてのモデル

基本ライセンス

ガイドラインと制限事項
この項では、この機能のガイドラインと制限事項について説明します。

コンテキスト モードのガイドライン
シングル コンテキスト モードでだけサポートされます。マルチ コンテキスト モードをサポートしませ
ん。
ファイアウォール モードのガイドライン
ルーテッド ファイアウォール モードでだけサポートされています。トランスペアレント ファイア
ウォール モードはサポートされません。
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IPv6 のガイドライン
IPv6 はサポートされません。
モデルのガイドライン

• （マルチプロセッサ モデル、たとえば ASA 5500-X、ASA 5580、ASA 5585-X および ASASM）
トラフィック シェーピングはサポートされていません。

• （ASA 5580）10 ギガビット イーサネット インターフェイスには、標準プライオリティ キューを作
成できません。注：ASA 5585-X では、10 ギガビット イーサネット インターフェイス上の標準プ
ライオリティ キューがサポートされます。

• （ASA 5512-X ～ ASA 5555-X）プライオリティ キューイングは、Management 0/0 インターフェ
イスでサポートされていません。

• （ASASM）ポリシングだけがサポートされます。
その他のガイドラインと制限事項
• QoS は単方向に適用されます。ポリシー マップを適用するインターフェイスに出入りする（QoS
機能によって異なります）トラフィックだけが影響を受けます。詳細については、「機能の方向」
（P.1-2）を参照してください。

• トラフィック シェーピングの場合は、class-default クラス マップだけを使用できます。このクラ
ス マップは ASA によって自動的に作成され、すべてのトラフィックを照合します。
• プライオリティ トラフィックに対しては、class-default クラス マップは使用できません。
• 階層型プライオリティ キューイングの場合、暗号化された VPN トラフィックについては、DSCP
または先行する設定に基づいてのみトラフィックを照合することができます。トンネル グループ
を照合することはできません。

• 階層型プライオリティ キューイングの場合、IPsec-over-TCP トラフィックはサポートされません。
• 同じインターフェイスに対して、トラフィック シェーピングと標準プライオリティ キューイング
を設定することはできません。階層型プライオリティ キューイングのみを設定できます。

• 標準プライオリティ キューイングの場合、キューは物理インターフェイス用または ASA 5505 や
ASASM の場合には VLAN 用に設定する必要があります。
• ポリシングでは、to-the-box トラフィックはサポートされません。
• ポリシングでは、VPN トンネル バイパス インターフェイスとの間のトラフィックはサポートされ
ません。

• ポリシングでは、トンネル グループ クラス マップを照合する場合、出力ポリシングのみがサポー
トされます。

QoS の設定
この項は、次の内容で構成されています。

• 「標準プライオリティ キューのプライオリティ キューおよび TX リング制限の決定」（P.22-7）
• 「インターフェイス用の標準プライオリティ キューの設定」（P.22-8）
• 「標準プライオリティ キューイングとポリシング用のサービス ルールの設定」（P.22-9）
• 「トラフィック シェーピングと階層型プライオリティ キューイング用のサービス ルールの設定」
（P.22-11）
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標準プライオリティ キューのプライオリティ キューおよび TX リング制限
の決定
プライオリティ キューおよび TX リング制限を決定するには、次のワークシートを使用します。
表 22-1 は、プライオリティ キューのサイズを計算する方法を示しています。キューは無限大ではない
ため、いっぱいになってオーバーフローすることがあります。キューがいっぱいになると、以降のパ
ケットはキューに入ることができず、すべてドロップされます（テール ドロップと呼ばれます）。
キューがいっぱいになることを避けるには、「インターフェイス用の標準プライオリティ キューの設
定」（P.22-8）に従ってキューのバッファ サイズを調節します。
表 22-1

キュー制限のワークシート

ステップ 1

__________
アウトバウンド
帯域幅（Mbps ま
たは Kbps）1

Mbps

x 125

=

__________
バイト数 / ミリ秒

Kbps

x .125

=

__________
バイト数 / ミリ秒

ステップ 2

___________
ステップ 1 から
のバイト数 / ミリ
秒

÷ __________

平均パケット サ
イズ（バイト）2

x

=

__________
3

遅延（ミリ秒）

__________
キュー制限
（パケット数）

1. たとえば、DSL のアップリンク速度は 768 Kbps などです。プロバイダーに確認してください。
2. この値はコーデックまたはサンプリング サイズから決定します。たとえば、VoIP over VPN の場合は、160 バイトなどを
使用します。使用するサイズがわからない場合は、256 バイトにすることをお勧めします。
3. 遅延はアプリケーションによって決まります。たとえば、VoIP の場合の推奨される最大遅延は 200 ミリ秒です。使用する
遅延がわからない場合は、500 ミリ秒にすることをお勧めします。
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表 22-2 は、TX リング制限を計算する方法を示しています。この制限により、イーサネット送信ドラ
イバが受け入れるパケットの最大数が決まります。この制限に達すると、ドライバはパケットをイン
ターフェイスのキューに差し戻し、輻輳が解消されるまでパケットをバッファに格納できるようにしま
す。この設定により、ハードウェアベースの送信リングがプライオリティの高いパケットに対して制限
以上の余分な遅延を発生させないことが保証されます。
表 22-2

TX リング制限のワークシート

ステップ 1

__________
アウトバウンド
帯域幅（Mbps ま
たは Kbps）1

Mbps

x 125

= __________

バイト数 / ミリ秒

Kbps

x 0.125

= __________

バイト数 / ミリ秒
ステップ 2

___________
ステップ 1 から
のバイト数 / ミリ
秒

÷ __________

最大パケット サ
イズ（バイト）2

x

__________

=

遅延（ミリ秒）3

__________
TX リング制限
（パケット数）

1. たとえば、DSL のアップリンク速度は 768 Kbps などです。プロバイダーに確認してください。
2. 通常、タグ付けされたイーサネットの最大サイズは 1538 バイトまたは 1542 バイトです。ジャンボ フレームを許可する場
合（プラットフォームでサポートされている場合）、パケット サイズはさらに大きくなる場合があります。

3. 遅延はアプリケーションによって決まります。たとえば、VoIP のジッターを制御するには、20 ミリ秒を使用します。

インターフェイス用の標準プライオリティ キューの設定
物理インターフェイスでトラフィックに対する標準プライオリティ キューイングをイネーブルにする
場合は、各インターフェイスでプライオリティ キューを作成する必要もあります。各物理インター
フェイスは、プライオリティ トラフィック用と、他のすべてのトラフィック用に、2 つのキューを使用
します。他のトラフィックについては、必要に応じてポリシングを設定できます。

（注）

トラフィック シェーピングでの階層型プライオリティ キューイングには、標準プライオリティ キュー
（P.22-3）を参照し
は必要ありません。詳細については、
「プライオリティ キューイングに関する情報」
てください。

制限事項

• （ASASM）ASASM では、プライオリティ キューイングはサポートされません。
• （ASA 5580）10 ギガビット イーサネット インターフェイスには、標準プライオリティ キューを作
成できません。注：ASA 5585-X では、10 ギガビット イーサネット インターフェイス上の標準プ
ライオリティ キューがサポートされます。

• （ASA 5512-X ～ ASA 5555-X）プライオリティ キューイングは、Management 0/0 インターフェ
イスでサポートされていません。
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手順の詳細

ステップ 1

[Configuration] > [Device Management] > [Advanced] > [Priority Queue] に移動し、[Add] をクリック
します。

[Add Priority Queue] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 2

[Interface] ドロップダウン リストから、プライオリティ キューをイネーブルにする物理インターフェ
イス名を選択します（ASA 5505 や ASASM の場合は、VLAN インターフェイス名）。

ステップ 3

プライオリティ キューのサイズを変更するには、[Queue Limit] フィールドに、指定したインターフェ
イスが 500 ミリ秒の間隔で送信できる 256 バイトの平均パケット数を入力します。
ネットワーク ノードに 500 ミリ秒よりも長く留まるパケットは、エンドツーエンド アプリケーション
でタイムアウトをトリガーする可能性があります。そのようなパケットは、各ネットワーク ノードで
破棄できます。
キューは無限大ではないため、いっぱいになってオーバーフローすることがあります。キューがいっぱ
いになると、以降のパケットはキューに入ることができず、すべてドロップされます（テール ドロッ
プと呼ばれます）。キューがいっぱいになることを避けるため、このオプションを使用してキューの
バッファ サイズを大きくできます。
このオプションの範囲の上限値は実行時に動的に決まります。主な決定要素は、キューのサポートに必
要となるメモリと、デバイス上で使用可能なメモリの量です。
キューの制限を指定すると、優先順位の高い低遅延のキューとベストエフォート キューの両方に影響
が及びます。

ステップ 4

プライオリティ キューの深さを指定するには、[Transmission Ring Limit] フィールドに、指定したイ
ンターフェイスが 10 ミリ秒の間隔で送信できる 1550 バイトの最大パケット数を入力します。
この設定により、ハードウェア ベースの伝送リングが優先順位の高いパケットに課す余分な遅延が 10
ミリ秒を超えないことが保証されます。
このオプションは、Ethernet 伝送ドライバに送ることができる低遅延または通常プライオリティのパ
ケットの最大数を設定します。この最大数を超えると、Ethernet 伝送ドライバがインターフェイスの
キューにパケットを押し戻し、輻輳が解消されるまでパケットをキューにバッファします。
値の範囲の上限は、実行時にダイナミックに決定されます。主な決定要素は、キューのサポートに必要
となるメモリと、デバイス上で使用可能なメモリの量です。
伝送リング制限の制限値を指定すると、優先順位の高い低遅延のキューとベストエフォート キューの
両方に影響が及びます。

標準プライオリティ キューイングとポリシング用のサービス ルールの設定
同じポリシー マップ内の異なるクラス マップに対し、標準プライオリティ キューイングとポリシング
を設定できます。有効な QoS 設定については、「QoS 機能の相互作用のしくみ」（P.22-4）を参照して
ください。
ポリシー マップを作成するには、次の手順を実行します。

制限事項

• プライオリティ トラフィックに対しては、class-default クラス マップは使用できません。
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• 同じインターフェイスに対して、トラフィック シェーピングと標準プライオリティ キューイング
を設定することはできません。階層型プライオリティ キューイングのみを設定できます。

• （ASASM）ASASM はポリシングだけをサポートします。
• ポリシングでは、to-the-box トラフィックはサポートされません。
• ポリシングでは、VPN トンネル バイパス インターフェイスとの間のトラフィックはサポートされ
ません。

• ポリシングでは、トンネル グループ クラス マップを照合する場合、出力ポリシングのみがサポー
トされます。

ガイドライン

• プライオリティ トラフィックの場合は、遅延が問題になるトラフィックだけを指定します。
• ポリシング トラフィックの場合は、他のすべてのトラフィックをポリシングすることも、トラ
フィックを特定のタイプに制限することもできます。

手順の詳細

ステップ 1

プライオリティ キューイングを設定するには、第 1 章「サービス ポリシーの設定」に従って
[Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules] ペインでサービス ポリシー ルールを設定します。
新しいサービス ポリシー ルールの一部として QoS を設定できます。または、既存のサービス ポリシー
を編集することもできます。

ステップ 2

[Rule Actions] ダイアログボックスで、[QoS] タブをクリックします。

ステップ 3

[Enable priority for this flow] をクリックします。
このサービス ポリシー ルールが個別のインターフェイス用の場合、ASDM は自動的にこのインター
フェイス用のプライオリティ キューを作成します（[Configuration] > [Device Management] >
[Advanced] > [Priority Queue]。詳細については、「インターフェイス用の標準プライオリティ キュー
の設定」（P.22-8）を参照してください）。このルールがグローバル ポリシー用の場合は、サービス ポ
リシー ルールを設定する前に、1 つ以上のインターフェイスにプライオリティ キューを手動で追加す
る必要があります。

ステップ 4

[Finish] をクリックします。サービス ポリシー ルールがルール テーブルに追加されます。

ステップ 5

ポリシングを設定するには、第 1 章「サービス ポリシーの設定」に従って [Configuration] > [Firewall]
> [Service Policy Rules] ペインで同じインターフェイスのサービス ポリシー ルールを設定します。
ポリシング トラフィックに関しては、優先していない全トラフィックをポリシングするように選択す
るか、トラフィックを一定の種類に制限できます。

ステップ 6

[Rule Actions] ダイアログボックスで、[QoS] タブをクリックします。

ステップ 7

指定したタイプのトラフィック ポリシングをイネーブルにするには、[Enable policing] をクリックし
て、[Input policing] または [Output policing]（または両方の）チェックボックスをオンにします。ト
ラフィック ポリシングのタイプごとに、次のフィールドを設定します。

• [Committed Rate]：このトラフィック フローのレート制限。これは、8000 ～ 2000000000 の範囲
の値で、許容最大速度（bps）を指定します。
• [Conform Action]：レートが適合バースト値未満の場合に実行するアクション。値は、transmit ま
たは drop です。
• [Exceed Action]：レートが適合レート値と適合バースト値の間になっている場合に、このアク
ションを実行します。値は、transmit または drop です。
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• [Burst Rate]：1000 ～ 512000000 の範囲の値で、適合レート値までトラフィックを抑制するまで
に、持続したバーストにおいて許可される瞬間的なバイト数を指定します。
ステップ 8

[Finish] をクリックします。サービス ポリシー ルールがルール テーブルに追加されます。

ステップ 9

[Apply] をクリックしてコンフィギュレーションをデバイスに送信します。

トラフィック シェーピングと階層型プライオリティ キューイング用のサー
ビス ルールの設定
インターフェイスのすべてのトラフィックにトラフィック シェーピングを設定でき、必要に応じて遅
延が問題になるトラフィックのサブセットに階層型プライオリティ キューイングを設定できます。

ガイドライン

• プライオリティ キューイングには、パケットの並べ替えという副作用があります。IPsec パケット
では、アンチ リプレイ ウィンドウ内にない不連続パケットにより、警告 syslog メッセージが生成
されます。このような警告は、プライオリティ キューイングの場合は不正アラームです。不正ア
ラームが発生しないように、IPsec のリプレイ攻撃防止ウィンドウのサイズを設定できます。VPN
コンフィギュレーション ガイドの “Adding Crypto Maps” section on page 73-10 に示す
[Configuration] > [VPN] > [IPsec] > [IPsec Rules] > [Enable Anti-replay window size] オプション
を参照してください。

• 階層型プライオリティ キューイングについては、インターフェイスにプライオリティ キューを作
成する必要はありません。

制限事項

• 階層型プライオリティ キューイングの場合、暗号化された VPN トラフィックについては、DSCP
または先行する設定に基づいてのみトラフィックを照合することができます。トンネル グループ
を照合することはできません。

• 階層型プライオリティ キューイングの場合、IPsec-over-TCP トラフィックはサポートされません。
• ASA 5580 では、トラフィック シェーピングはサポートされていません。
• トラフィック シェーピングの場合は、class-default クラス マップだけを使用できます。このクラ
ス マップは ASA によって自動的に作成され、すべてのトラフィックを照合します。
• 同じインターフェイスに対して、トラフィック シェーピングと標準プライオリティ キューイング
を設定することはできません。階層型プライオリティ キューイングのみを設定できます。有効な

QoS 設定については、「QoS 機能の相互作用のしくみ」（P.22-4）を参照してください。
• グローバル ポリシーではトラフィック シェーピングを設定できません。
手順の詳細

ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules] ペインで、第 1 章「サービス ポリシーの設定」に
従ってサービス ポリシーを設定します。
新しいサービス ポリシー ルールの一部として QoS を設定できます。または、既存のサービス ポリシー
を編集することもできます。
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ステップ 2

[Rule Actions] ダイアログボックスで、[QoS] タブをクリックします。

ステップ 3

[Enable traffic shaping] をクリックし、次のフィールドを設定します。
• [Average Rate]：一定の期間にわたるトラフィックの平均速度を 64000 ～ 154400000 bps の間で設
定します。8000 の倍数の値を指定します。
• [Burst Size]：一定の期間にわたって送信が可能なトラフィックの平均バースト サイズを 2048 ～
154400000 bps の間で設定します。128 の倍数の値を指定します。バースト サイズを指定しない
と、デフォルト値は指定した平均速度でのトラフィックの 4 ミリ秒に相当する値になります。たと
えば、平均レートが 1000000 ビット / 秒の場合、4 ミリ秒では 1000000 * 4/1000 = 4000 になりま
す。

ステップ 4

（任意）シェーピングされたトラフィックのサブセットにプライオリティ キューイングを設定するに
は、次の手順を実行します。

a. [Enforce priority to selected shape traffic] をクリックします。
b. [Configure] をクリックし、優先するトラフィックを特定します。
プライオリティ キューイングを適用するトラフィックを特定するように要求されます。

c. トラフィックを特定したら（「通過トラフィックのサービス ポリシー ルールの追加」（P.1-9）を参
照）、[Next] をクリックします。
d. [Enable priority for this flow] をクリックします。
e. [Finish] をクリックします。

[QoS] タブに戻ります。
ステップ 5

[Finish] をクリックします。サービス ポリシー ルールがルール テーブルに追加されます。

ステップ 6

[Apply] をクリックしてコンフィギュレーションをデバイスに送信します。

QoS のモニタリング
ASDM の QoS をモニタするには、コマンドライン インターフェイス ツールでコマンドを入力します。
この項は、次の内容で構成されています。
• 「QoS ポリシング統計情報の表示」（P.22-12）
• 「QoS 標準プライオリティ統計情報の表示」（P.22-13）
• 「QoS シェーピング統計情報の表示」（P.22-13）
• 「QoS 標準プライオリティ キュー統計情報の表示」（P.22-14）

QoS ポリシング統計情報の表示
トラフィック ポリシングの QoS 統計情報を表示するには、show service-policy コマンドと police
キーワードを使用します。
hostname# show service-policy police

次に、show service-policy police コマンドの出力例を示します。
hostname# show service-policy police
Global policy:
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Service-policy: global_fw_policy
Interface outside:
Service-policy: qos
Class-map: browse
police Interface outside:
cir 56000 bps, bc 10500 bytes
conformed 10065 packets, 12621510 bytes; actions: transmit
exceeded 499 packets, 625146 bytes; actions: drop
conformed 5600 bps, exceed 5016 bps
Class-map: cmap2
police Interface outside:
cir 200000 bps, bc 37500 bytes
conformed 17179 packets, 20614800 bytes; actions: transmit
exceeded 617 packets, 770718 bytes; actions: drop
conformed 198785 bps, exceed 2303 bps

QoS 標準プライオリティ統計情報の表示
priority コマンドを実装するサービス ポリシーの統計情報を表示するには、show service-policy コマ
ンドと priority キーワードを使用します。
hostname# show service-policy priority

次に、show service-policy priority コマンドの出力例を示します。
hostname# show service-policy priority
Global policy:
Service-policy: global_fw_policy
Interface outside:
Service-policy: qos
Class-map: TG1-voice
Priority:
Interface outside: aggregate drop 0, aggregate transmit 9383

（注） 「aggregate drop」は、このインターフェイスでの合計ドロップ数を示しています。「aggregate
transmit」は、このインターフェイスで送信されたパケットの合計数を示しています。

QoS シェーピング統計情報の表示
shape コマンドを実装するサービス ポリシーの統計情報を表示するには、show service-policy コマン
ドと shape キーワードを使用します。
hostname# show service-policy shape

次に、show service-policy shape コマンドの出力例を示します。
hostname# show service-policy shape
Interface outside
Service-policy: shape
Class-map: class-default
Queueing
queue limit 64 packets
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
(pkts output/bytes output) 0/0
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shape (average) cir 2000000, bc 8000, be 8000

次に、show service policy shape コマンドの出力例を示します。この例には、階層型プライオリティ
ポリシーと関連する統計情報を呼び出す shape コマンドおよび service-policy コマンドを含むサービス
ポリシーが含まれます。
hostname# show service-policy shape
Interface outside:
Service-policy: shape
Class-map: class-default
Queueing
queue limit 64 packets
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
(pkts output/bytes output) 0/0
shape (average) cir 2000000, bc 16000, be 16000
Service-policy: voip
Class-map: voip
Queueing
queue limit 64 packets
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
(pkts output/bytes output) 0/0
Class-map: class-default
queue limit 64 packets
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
(pkts output/bytes output) 0/0

QoS 標準プライオリティ キュー統計情報の表示
インターフェイスのプライオリティ キュー統計情報を表示するには、特権 EXEC モードで show
priority-queue statistics コマンドを実行します。ベストエフォート（BE）キューと低遅延キュー
（LLQ）の両方の統計情報が表示されます。次の例に、test という名前のインターフェイスに対する
show priority-queue statistics コマンドの使用方法とコマンド出力を示します。
hostname# show priority-queue statistics test
Priority-Queue Statistics interface test
Queue Type
Packets Dropped
Packets Transmit
Packets Enqueued
Current Q Length
Max Q Length

=
=
=
=
=
=

BE
0
0
0
0
0

Queue Type
Packets Dropped
Packets Transmit
Packets Enqueued
Current Q Length
Max Q Length
hostname#

=
=
=
=
=
=

LLQ
0
0
0
0
0

この統計情報レポートの項目の意味は、次のとおりです。
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• 「Packets Dropped」は、このキューでドロップされたパケットの合計数を示します。
• 「Packets Transmit」は、このキューで送信されたパケットの合計数を示します。
• 「Packets Enqueued」は、このキューに入れられたパケットの合計数を示します。
• 「Current Q Length」は、このキューの現在の深さを示します。
• 「Max Q Length」は、このキューで発生した最大の深さを示します。

QoS の機能履歴
表 22-3 に、各機能変更と、それが実装されたプラットフォーム リリースを示します。ASDM は、複
数のプラットフォーム リリースとの下位互換性があるため、サポートが追加された特定の ASDM リ
リースは一覧には含まれていません。
表 22-3

QoS の機能履歴

機能名

プラット
フォーム リ
リース

プライオリティ キューイングとポリシング

7.0(1)

機能情報

QoS プライオリティ キューイングとポリシングが導入され
ました。
次の画面が導入されました。

[Configuration] > [Device Management] > [Advanced] >
[Priority Queue]
[Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules]
シェーピングおよび階層型プライオリティ
キューイング

7.2(4)/8.0(4)

QoS シェーピングおよび階層型プライオリティ キューイン
グが導入されました。
次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] >
[Service Policy Rules]。

ASA 5585-X の標準プライオリティ キューの
10 ギガビット イーサネットのサポート

8.2(3)/8.4(1)

ASA 5585-X の 10 ギガビット イーサネット インターフェ
イスの標準プライオリティ キューのサポートが追加されま
した。
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23

接続のトラブルシューティングおよびリソー
ス
この章では、ASA のトラブルシューティングの方法について説明します。次の項目を取り上げます。

• 「コンフィギュレーションのテスト」（P.23-1）
• 「パフォーマンスのモニタリング」（P.23-9）
• 「システム リソースのモニタリング」（P.23-9）
• 「接続のモニタリング」（P.23-12）
• 「プロセスごとの CPU 使用率のモニタリング」（P.23-13）

コンフィギュレーションのテスト
この項では、シングル モード ASA または各セキュリティ コンテキストの接続性のテスト方法、ASA
インターフェイスを ping する方法、およびあるインターフェイスにあるホストが他のインターフェイ
スのホストに ping できるようにする方法について説明します。
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「ASA のインターフェイスへの ping の実行」（P.23-1）
• 「ping を使用した ASA のコンフィギュレーションと動作の検証、およびインターフェイスのテス
トの実行」（P.23-3）
• 「トレースルートによるパケット ルーティングの決定」（P.23-6）
• 「パケット トレーサによるパケットの追跡」（P.23-7）

ASA のインターフェイスへの ping の実行
ASA インターフェイスが起動して動作しているかどうか、および ASA と接続ルータが正しく動作して
いるかどうかをテストするには、ASA インターフェイスを ping します。
ASA インターフェイスを ping するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

インターフェイス名、セキュリティ レベル、および IP アドレスを示すシングル モードの ASA または
セキュリティ コンテキストの図を作成します。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

23-1

第 23 章

接続のトラブルシューティングおよびリソース

コンフィギュレーションのテスト

この手順では IP アドレスを使用しますが、ping コマンドでは、DNS 名および name コマンド
を使用してローカル IP アドレスに割り当てられた名前もサポートされます。

（注）

図には、直接接続されたすべてのルータ、および ASA を ping するルータの反対側にあるホストも含め
る必要があります。（図 23-1 を参照）。
図 23-1

インターフェイス、ルータ、およびホストを含むネットワーク図
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ステップ 2
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直接接続されたルータから各 ASA インターフェイスを ping します。トランスペアレント モードでは、
管理 IP アドレスを ping します。このテストは、ASA インターフェイスがアクティブであること、お
よびインターフェイス コンフィギュレーションが正しいことを確認します。

ASA インターフェイスがアクティブではない場合、インターフェイス コンフィギュレーションが正し
くない場合、または ASA とルータの間でスイッチがダウンしている場合、ping は失敗する可能性があ
ります（図 23-2 を参照）。この場合は、パケットが ASA に到達しないので、デバッグ メッセージや
syslog メッセージは表示されません。
のインターフェイスへの ping の失敗

?

ping

࣍ࢫࢺ

࣮ࣝࢱ

ASA

330858

図 23-2

ping が ASA に到達し、応答があると、次のようなデバッグ メッセージが表示されます。
ICMP echo reply (len 32 id 1 seq 256) 209.165.201.1 > 209.165.201.2
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ICMP echo request (len 32 id 1 seq 512) 209.165.201.2 > 209.165.201.1

ping 応答がルータに戻されない場合は、スイッチ ループまたは冗長 IP アドレスが存在する可能性があ
ります（図 23-3 を参照）。
図 23-3

IP アドレッシングの問題による ping の失敗

ping
࡞࠲

192.168.1.2

192.168.1.1

ࠠࡘ࠹ࠖ
ࠕࡊࠗࠕࡦࠬ
126696

192.168.1.2

ࡎࠬ࠻
ステップ 3

リモート ホストから各 ASA インターフェイスを ping します。トランスペアレント モードでは、管理
IP アドレスを ping します。このテストは、直接接続されたルータがホストと ASA の間でパケットを
ルーティングできるかどうか、および ASA がパケットを正確にルーティングしてホストに戻せるかど
うかを確認します。
中間ルータを通ってホストに戻るルートが ASA にない場合、ping は失敗する可能性があります
（図 23-4 を参照）。この場合は、デバッグ メッセージは ping が成功したことを示しますが、ルーティ
ングの失敗を示す syslog メッセージ 110001 が表示されます。
図 23-4

に戻りルートがないことによる ping の失敗

࣮ࣝࢱ

ASA

330860

ping

ping を使用した ASA のコンフィギュレーションと動作の検証、およびイ
ンターフェイスのテストの実行
ping ツールは、ASA および関係する通信リンクのコンフィギュレーションおよび動作を検証する場合、
また他のネットワーク デバイスをテストする場合に便利です。
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「ping に関する情報」（P.23-4）
• 「インターフェイスからの ping の送信」（P.23-4）
• 「インターフェイスへの ping の送信」（P.23-5）
• 「ASA のインターフェイスを通過する ping」（P.23-5）
• 「ping ツールのトラブルシューティング」（P.23-5）
• 「ping ツールの使い方」（P.23-5）
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ping に関する情報
ping が IP アドレスに送信されると、応答が返されます。このプロセスを使用して、ネットワーク デバ
イスは、相互に検出、識別、およびテストすることができます。
ping ツールでは、ICMP（RFC 777 および RFC 792 に記載）を使用して、2 つのネットワーク デバイ
ス間でのエコー要求とエコー応答のトランザクションを定義します。エコー要求パケットは、ネット
ワーク デバイスの IP アドレスへ送信されます。受信側のデバイスは送信元と宛先のアドレスを逆にし
てから、そのパケットをエコー応答として送り返します。
管理者は、次の方法で ASDM の ping インタラクティブ診断ツールを使用できます。

• 2 つのインターフェイス間のループバック テスト：同じ ASA で一方のインターフェイスから相手
側のインターフェイスに ping を外部ループバック テストとして起動すると、双方のインターフェ
イスの基本的な「アップ」ステータスおよび動作を検証できます。

• ASA への ping 送信：ping ツールにより、別の ASA のインターフェイスに ping を送信し、そのイ
ンターフェイスがアップしていて応答することを確認できます。

• ASA を通過する ping 送信：ping ツールの送信 ping パケットがデバイスに到達する途中で、中間
の ASA を通過する場合があります。エコー パケットは、返されるときにそのインターフェイスを
両方とも通過します。この手順によって、中間にある装置のインターフェイス、動作、応答時間に
ついての基本的なテストができます。

• ネットワーク デバイスの疑わしい動作をテストするための ping 送信：正常に機能していないと思
われるネットワーク デバイスに対して、ASA のインターフェイスから ping を送信できます。イン
ターフェイスが正しく設定されているにもかかわらずエコーを受信しない場合は、デバイスに問題
があると考えられます。

• 中間の通信状態をテストする場合の ping 送信：正常に機能し、エコー要求を返すことがわかって
いるネットワーク デバイスに対して、ASA のインターフェイスから ping を送信できます。エコー
を受信した場合、中間にあるデバイスがすべて正常に動作し、物理的に正しく接続されていること
が確認されたことになります。

インターフェイスからの ping の送信
インターフェイスの基本的なテストを行う場合は、正常に機能し、中間通信パスを経由して応答を返す
ことがわかっているネットワーク デバイスに対して、ASA のインターフェイスから ping 送信を開始で
きます。基本的なテストの場合は、次の手順を必ず実行してください。

• 「既知の正常な」デバイスが、ASA のインターフェイスから送信された ping を受信することを確
認します。ping を受信しない場合は、送信ハードウェアまたはインターフェイスのコンフィギュ
レーションに問題がある可能性があります。

• ASA のインターフェイスが正しく設定されているにもかかわらず、「既知の正常な」デバイスから
エコー応答を受信しない場合は、インターフェイス ハードウェアの受信機能に問題があると考え
られます。「既知の正常な」受信機能を持つ別のインターフェイスで、同じ「既知の正常な」デバ
イスに対して ping を送信してエコーを受信できる場合、最初のインターフェイスのハードウェア
の受信機能に問題があると確認されたことになります。
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インターフェイスへの ping の送信
ASA のインターフェイスに ping を送信しようとする場合は、[Tools] > [Ping] の順に選択して、そのイ
ンターフェイスで ping 応答（ICMP エコー応答）がイネーブルになっていることを確認してください。
ping 機能がディセーブルになっていると、ASA は他のデバイスやソフトウェア アプリケーションから
検出されず、ASDM の ping ツールに応答しません。

ASA のインターフェイスを通過する ping
「既知の正常な」送信元からの他のタイプのネットワーク トラフィックが ASA を通過していることを
確認するには、[Monitoring] > [Interfaces] > [Interface Graphs] または SNMP 管理ステーションを選択
します。
内部ホストから外部ホストへの ping の送信をイネーブルにするには、ICMP インスペクションを設定
します。[Configuration] > [Firewall] > [Service Policies] を選択します。

ping ツールのトラブルシューティング
ping を送信してエコーを受信しない場合は、ASA のコンフィギュレーションまたは動作にエラーがあ
ることも原因として考えられます。必ずしも ping を送信した IP アドレスから応答がないことが原因で
あるとは限りません。ping ツールを使用して、ASA のインターフェイスから、インターフェイスに、
またはインターフェイスを通過させて ping を送信する前に、次の基本的な確認を行ってください。
• インターフェイスが設定されていることを確認します。[Configuration] > [Device Setup] >
[Interfaces] を選択します。
• スイッチやルータなど通信パスの中間デバイスで、他のタイプのネットワーク トラフィックが正
常に配信されていることを確認します。

• 「既知の正常な」送信元からの他のタイプのトラフィックが通過することを確認します。
[Monitoring] > [Interfaces] > [Interface Graphs] を選択します。

ping ツールの使い方
ping ツールを使用するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

メイン ASDM アプリケーション ウィンドウで、[Tools] > [Ping] の順に選択します。

[Ping] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 2

[IP Address] フィールドに、ICMP エコー要求パケットの宛先 IP アドレスを入力します。
ping は、IPv6 アドレスもサポートします。
（注）

ステップ 3

ステップ 4

[Configuration] > [Firewall] > [Objects] > [Objects/Groups Names] ペインでホスト名が割り当
てられている場合は、IP アドレスの代わりにホスト名を使用できます。

（任意）ドロップダウン リストから、エコー要求パケットを送信する ASA のインターフェイスを選択
します。指定しない場合、ASA はルーティング テーブルを調べ、宛先アドレスを見つけて必要なイン
ターフェイスを使用します。

[Ping] をクリックして、指定したインターフェイスまたはデフォルトのインターフェイスから、指定し
た IP アドレスに ICMP エコー要求パケットを送信し、応答タイマーを開始します。
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応答は [Ping Output] 領域に表示されます。IP アドレスへの ping は 3 回送信され、結果は次のフィー
ルドに表示されます。

• ping が送信されたデバイスの IP アドレスまたはデバイス名（設定されている場合）。デバイス名が
割り当てられている場合、結果が応答なしの場合でもそのデバイス名が表示される場合がありま
す。

• ping が送信されると、指定した最大値つまりタイムアウト値でミリ秒タイマーが作動します。こ
のタイマーは、異なるルートやアクティビティ レベルの相対応答時間をテストするのに便利です。

• ping の実行結果の例：
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to out-pc, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

ping が失敗した場合、実行結果は次のようになります。
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.132.80.101, timeout is 2 seconds:
?????
Success rate is 0 percent (0/5)

ステップ 5

新しい IP アドレスを入力するには、[Clear Screen] をクリックして、[Ping output] 領域から前の応答を
削除します。

トレースルートによるパケット ルーティングの決定
Traceroute ツールにより、パケットが宛先に到着するまでのルートを判断できます。このツールは、送
信される各プローブの結果を出力します。出力の各行が 1 つの TTL 値に対応します（昇順）。次の表
に、このツールによって出力される記号の一覧を示します。

出力記号

説明

*

タイムアウトの期間内にプローブへの応答を受信しませんでした。

nn msec

各ノードで、指定した数のプローブのラウンドトリップにかかる時間（ミリ秒）。

!N.

ICMP ネットワークに到達できません。

!H

ICMP ホストに到達できません。

!P

ICMP に到達できません。

!A

ICMP が設定によって禁止されています。

?

ICMP の原因不明のエラーが発生しました。

Traceroute ツールを使用するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

メイン ASDM アプリケーション ウィンドウで、[Tools] > [Traceroute] の順に選択します。

[Traceroute] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 2

ルートをトレースするホスト名または IP アドレスを入力します。ホスト名が指定されている場合は、
[Configuration] > [Firewall] > [Objects] > [Service Objects/Groups] の順に選択して名前を定義するか、
またはこのツールをイネーブルにするように DNS サーバを設定して、ホスト名を IP アドレスに解決し
ます。

ステップ 3

応答を待機しているときの接続タイムアウト時間を秒単位で入力します。デフォルトは 3 秒です。
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ステップ 4

UDP プローブ メッセージで使用される宛先ポートを入力します。デフォルト値は 33434 です。

ステップ 5

各 TTL レベルで送信されるプローブ数を入力します。デフォルトは 3 です。

ステップ 6

最初のプローブの最小および最大 TTL 値を指定します。デフォルトの最小値は 1 です。値を大きくす
ると、始めに表示される既知のホップが少なくなります。デフォルトの最大値は 30 です。トレース
ルートは、パケットが宛先に到達するか、または最大値に達すると終了します。

ステップ 7

[Specify source interface or IP address] チェックボックスをオンにします。ドロップダウン リストか
ら、パケット トレースの送信元インターフェイスまたは IP アドレスを選択します。この IP アドレス
はいずれかのインターフェイスの IP アドレスにする必要があります。トランスペアレント モードの場
合は、ASA の管理 IP アドレスにする必要があります。

ステップ 8

名前解決が設定されている場合、使用されたホップ名を出力結果に表示するには、[Reverse Resolve]
チェックボックスをオンにします。出力結果に IP アドレスを表示するには、このチェックボックスを
オフにします。

ステップ 9

UDP プローブ パケットの代わりに ICMP プローブ パケットを使用するよう指定するには、[Use
ICMP] チェックボックスをオンにします。

ステップ 10

[Trace Route] をクリックしてトレースルートを開始します。
[Traceroute Output] 領域に、トレースルートの結果についての詳細なメッセージが表示されます。

ステップ 11

[Clear Output] をクリックして新しいトレースルートを開始します。

パケット トレーサによるパケットの追跡
パケット トレーサ ツールは、パケット スニフィングとネットワーク障害箇所特定のためのパケット追
跡を実現するとともに、パケットに関する詳細情報と ASA によるパケットの処理方法を示します。コ
ンフィギュレーション コマンドがパケット ドロップの原因ではない場合は、パケット トレーサ ツール
を実行すると、その原因に関する情報が読みやすい形式で表示されます。
また、パケットが正しく動作しているかどうかを確認するために、パケット トレーサ ツールを使用し
て、ASA を通過するパケットのライフスパンをトレースできます。このツールを使用して、次のこと
を行えます。

• ネットワーク内にドロップするすべてのパケットをデバッグする。
• コンフィギュレーションが意図したとおりに機能しているかを確認する。
• パケットに適用可能なすべてのルール、およびルールが追加される原因となった CLI コマンドを
表示する。

• データ パス内でのパケット変化を時系列で表示する。
• データ パスにトレーサ パケットを挿入する。
• ユーザ アイデンティティおよび FQDN に基づいて IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを検索す
る。
パケット トレーサを使用するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

メイン ASDM アプリケーション ウィンドウで、[Tools] > [Packet Tracer] の順に選択します。

[Cisco ASDM Packet Tracer] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 2

ドロップダウン リストからパケット トレースの送信元インターフェイスを選択します。

ステップ 3

パケット トレースのプロトコル タイプを指定します。指定できるプロトコル タイプは、ICMP、IP、
TCP、および UDP です。
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ステップ 4

[Source] ドロップダウン リストで、次のいずれかのオプションを選択します :
• IP Address
• User
• FQDN
• Security Tag
• Security Name

Cisco TrustSec ソリューションに統合されたときに、ASA から送信されたパケットをトレースす
る場合は [Security Tag] または [Security Name] オプションを選択します。セキュリティ名は
Cisco ISE 上で作成され、セキュリティ グループに対応するわかりやすい名前が付けられます。
セキュリティ ポリシーがそのセキュリティ タグまたはセキュリティ名付きで ASA に設定される
と、ASA はそのポリシーを実行します。（セキュリティ タグまたはセキュリティ名を含む ASA に
セキュリティ ポリシーを作成できます。セキュリティ グループの名前に基づいてポリシーを実行
するには、ASA はセキュリティ名をセキュリティ タグにマッピングするためにセキュリティ グ
ループ テーブルが必要です）。

ASA を Cisco TrustSec ソリューションに統合するための設定に関する詳細については、一般的な
操作のコンフィギュレーション ガイドの “Configuring the ASA to Integrate with Cisco TrustSec”
section on page 37-1 を参照してください。
ステップ 5

ユーザが [Source] ドロップダウン リストで選択したオプションに基づいて、トレースする項目に対応
するテキストを入力します。たとえば、[Source IP Address] フィールドに、パケット トレースの送信
元 IP アドレスを入力します。

ステップ 6

TCP および UDP の場合のみ、ドロップダウン リストから、パケット トレースの送信元ポートを選択
します。

ステップ 7

[Destination] ドロップダウン リストで、次のいずれかのオプションを選択します。
• IP Address
• FQDN
• Security Tag
• Security Name

ステップ 8

[Destination] ドロップダウン リストで選択したオプションに基づいて、トレースする項目に対応する
テキストを入力します。たとえば、[Destination IP Address] フィールドに、パケット トレースの送信
元 IP アドレスを入力します。

ステップ 9

TCP および UDP の場合のみ、ドロップダウン リストから、パケット トレースの宛先ポートを選択し
ます。

ステップ 10

ICMP の場合のみ、[Type] ドロップダウン リストから、パケット トレースのタイプを選択します。次
に、該当するフィールドにトレース コードとトレース ID を入力します。

ステップ 11

IP の場合のみ、[Protocol] フィールドにプロトコル番号を入力します。有効値の範囲は 0 ～ 255 です。

ステップ 12

[Start] をクリックして、パケットをトレースします。
[Information Display Area] に、パケット トレースの結果に関する詳細情報が表示されます。
（注）

ステップ 13

パケット トレースをグラフィカルに表現するには、[Show animation] チェックボックスをオン
にします。

[Clear] をクリックして新しいパケット トレースを開始します。
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パフォーマンスのモニタリング
ASA のパフォーマンス情報をグラフ形式または表形式で表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ASDM メイン ウィンドウで、[Monitoring] > [Properties] > [Connection] > [Graphs] > [Perfmon] の順
に選択します。

ステップ 2

[Available Graphs] リストからエントリを 1 つ以上選択し、[Add] をクリックして、それらのエントリ
を [Selected Graphs] リストに移動します。エントリを [Selected Graphs] リストから削除するには、
[Remove] をクリックします。使用可能なオプションは次のとおりです。
• [AAA Perfmon]：ASA の AAA パフォーマンス情報を表示します。
• [Inspection Perfmon]：ASA の検査パフォーマンス情報を表示します。
• [Web Perfmon]：URL アクセスおよび URL サーバ要求などの ASA の Web パフォーマンス情報を
表示します。

• [Connections Perfmon]：ASA の接続パフォーマンス情報を表示します。
• [Xlate Perfmon]：ASA の NAT パフォーマンス情報を表示します。

1 つのグラフ ウィンドウに表示する統計情報のタイプは 4 つまで選択できます。複数のグラフ ウィン
ドウを同時に開くことができます。
ステップ 3

既存のウィンドウ タイトルを使用するには、ドロップダウン リストからいずれかを選択します。新し
いウィンドウにグラフを表示するには、[Graph Window Title] フィールドに新しいウィンドウ タイト
ルを入力します。

ステップ 4

[Show Graphs] をクリックして、新しいグラフ ウィンドウまたは更新したグラフ ウィンドウにパ
フォーマンス統計情報を表示します。

ステップ 5

[Table] タブをクリックして、同じパフォーマンス統計情報を表形式で表示します。

ステップ 6

いずれかのタブ上の [View] ドロップダウン リストから、情報を更新して表示する期間を [Real-time,
data every 10 sec]、[Last 10 minutes, data every 10 sec]、[Last 60 minutes, data every 1 min]、[Last 12
hours, data every 12 minutes]、または [Last 5 days, data every two hours] から選択します。

ステップ 7

（任意）[Export] をクリックして、[Export Graph Data] ダイアログボックスを表示します。エクスポー
トするよう選択されたパフォーマンス統計情報は、すでにオンになっています。

ステップ 8

（任意）[Export] を再度クリックして、[Save] ダイアログボックスを表示します。

ステップ 9

（任意）[Save] をクリックして、パフォーマンス統計情報をローカル ドライブ上のテキスト ファイル
（.txt）に保存し、後で参照できるようにします。

ステップ 10 （任意）[Print] をクリックして、[Print Graph] ダイアログボックスを表示します。
ステップ 11 （任意）ドロップダウン リストからグラフまたはテーブル名を選択し、[Print] をクリックして、[Print]
ダイアログボックスを表示します。
ステップ 12 （任意）[OK] をクリックして、選択したパフォーマンス統計情報を印刷します。

システム リソースのモニタリング
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「Blocks」（P.23-10）
• 「CPU」（P.23-10）
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• 「メモリ」（P.23-11）

Blocks
空きメモリ ブロックおよび使用中のメモリ ブロックを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ASDM メイン ウィンドウで、[Monitoring] > [Properties] > [System Resources Graphs] > [Blocks] の
順に選択します。

ステップ 2

[Available Graphs] リストからエントリを 1 つ以上選択し、[Add] をクリックして、それらのエントリ
を [Selected Graphs] リストに移動します。エントリを [Selected Graphs] リストから削除するには、
[Remove] をクリックします。使用可能なオプションは次のとおりです。
• [Blocks Used]：ASA で使用中のメモリ ブロックを表示します。
• [Blocks Free]：ASA の空きメモリ ブロックを表示します。

1 つのグラフ ウィンドウに表示する統計情報のタイプは 4 つまで選択できます。複数のグラフ ウィン
ドウを同時に開くことができます。
ステップ 3

既存のウィンドウ タイトルを使用するには、ドロップダウン リストからいずれかを選択します。新し
いウィンドウにグラフを表示するには、[Graph Window Title] フィールドに新しいウィンドウ タイト
ルを入力します。

ステップ 4

[Show Graphs] をクリックして、新しいグラフ ウィンドウまたは更新したグラフ ウィンドウにシステ
ム リソース統計情報を表示します。

ステップ 5

[Table] タブをクリックして、同じパフォーマンス統計情報を表形式で表示します。

ステップ 6

いずれかのタブ上の [View] ドロップダウン リストから、情報を更新して表示する期間を [Real-time,
data every 10 sec]、[Last 10 minutes, data every 10 sec]、[Last 60 minutes, data every 1 min]、[Last 12
hours, data every 12 minutes]、または [Last 5 days, data every two hours] から選択します。

ステップ 7

（任意）[Export] をクリックして、[Export Graph Data] ダイアログボックスを表示します。エクスポー
トするよう選択されたメモリ ブロック統計情報は、すでにオンになっています。

ステップ 8

（任意）[Export] を再度クリックして、[Save] ダイアログボックスを表示します。

ステップ 9

（任意）[Save] をクリックして、メモリ ブロック統計情報をローカル ドライブ上のテキスト ファイル
（.txt）に保存し、後で参照できるようにします。

ステップ 10 （任意）[Print] をクリックして、[Print Graph] ダイアログボックスを表示します。
ステップ 11 （任意）ドロップダウン リストからグラフまたはテーブル名を選択し、[Print] をクリックして、[Print]
ダイアログボックスを表示します。
ステップ 12 （任意）[OK] をクリックして、選択したメモリ ブロック統計情報を印刷します。

CPU
CPU 使用率を表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ASDM メイン ウィンドウで、[Monitoring] > [Properties] > [System Resources Graphs] > [CPU] の順
に選択します。
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ステップ 2

[Available Graphs] リストからエントリを 1 つ以上選択し、[Add] をクリックして、それらのエントリ
を [Selected Graphs] リストに移動します。エントリを [Selected Graphs] リストから削除するには、
[Remove] をクリックします。
1 つのグラフ ウィンドウに表示する統計情報のタイプは 4 つまで選択できます。複数のグラフ ウィン
ドウを同時に開くことができます。

ステップ 3

既存のウィンドウ タイトルを使用するには、ドロップダウン リストからいずれかを選択します。新し
いウィンドウにグラフを表示するには、[Graph Window Title] フィールドに新しいウィンドウ タイト
ルを入力します。

ステップ 4

[Show Graphs] をクリックして、新しいグラフ ウィンドウまたは更新したグラフ ウィンドウにシステ
ム リソース統計情報を表示します。

ステップ 5

[Table] タブをクリックして、同じパフォーマンス統計情報を表形式で表示します。

ステップ 6

いずれかのタブ上の [View] ドロップダウン リストから、情報を更新して表示する期間を [Real-time,
data every 10 sec]、[Last 10 minutes, data every 10 sec]、[Last 60 minutes, data every 1 min]、[Last 12
hours, data every 12 minutes]、または [Last 5 days, data every two hours] から選択します。

ステップ 7

（任意）[Export] をクリックして、[Export Graph Data] ダイアログボックスを表示します。エクスポー
トするよう選択された CPU 使用率統計情報は、すでにオンになっています。

ステップ 8

（任意）[Export] を再度クリックして、[Save] ダイアログボックスを表示します。

ステップ 9

（任意）[Save] をクリックして、CPU 使用率統計情報をローカル ドライブ上のテキスト ファイル
（.txt）に保存し、後で参照できるようにします。

ステップ 10 （任意）[Print] をクリックして、[Print Graph] ダイアログボックスを表示します。
ステップ 11 （任意）ドロップダウン リストからグラフまたはテーブル名を選択し、[Print] をクリックして、[Print]
ダイアログボックスを表示します。
ステップ 12 （任意）[OK] をクリックして、選択した CPU 使用率統計情報を印刷します。

メモリ
メモリ使用率を表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ASDM メイン ウィンドウで、[Monitoring] > [Properties] > [System Resources Graphs] > [Blocks] の
順に選択します。

ステップ 2

[Available Graphs] リストからエントリを 1 つ以上選択し、[Add] をクリックして、それらのエントリ
を [Selected Graphs] リストに移動します。エントリを [Selected Graphs] リストから削除するには、
[Remove] をクリックします。使用可能なオプションは次のとおりです。
• [Free Memory]：ASA の空きメモリを表示します。
• [Used Memory]：ASA の使用中のメモリを表示します。

1 つのグラフ ウィンドウに表示する統計情報のタイプは 4 つまで選択できます。複数のグラフ ウィン
ドウを同時に開くことができます。
ステップ 3

既存のウィンドウ タイトルを使用するには、ドロップダウン リストからいずれかを選択します。新し
いウィンドウにグラフを表示するには、[Graph Window Title] フィールドに新しいウィンドウ タイト
ルを入力します。

ステップ 4

[Show Graphs] をクリックして、新しいグラフ ウィンドウまたは更新したグラフ ウィンドウにシステ
ム リソース統計情報を表示します。
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ステップ 5

[Table] タブをクリックして、同じパフォーマンス統計情報を表形式で表示します。

ステップ 6

いずれかのタブ上の [View] ドロップダウン リストから、情報を更新して表示する期間を [Real-time,
data every 10 sec]、[Last 10 minutes, data every 10 sec]、[Last 60 minutes, data every 1 min]、[Last 12
hours, data every 12 minutes]、または [Last 5 days, data every two hours] から選択します。

ステップ 7

（任意）[Export] をクリックして、[Export Graph Data] ダイアログボックスを表示します。エクスポー
トするよう選択されたメモリ使用率統計情報は、すでにオンになっています。

ステップ 8

（任意）[Export] を再度クリックして、[Save] ダイアログボックスを表示します。

ステップ 9

（任意）[Save] をクリックして、メモリ使用率統計情報をローカル ドライブ上のテキスト ファイル
（.txt）に保存し、後で参照できるようにします。

ステップ 10 （任意）[Print] をクリックして、[Print Graph] ダイアログボックスを表示します。
ステップ 11 （任意）ドロップダウン リストからグラフまたはテーブル名を選択し、[Print] をクリックして、[Print]
ダイアログボックスを表示します。
ステップ 12 （任意）[OK] をクリックして、選択したメモリ使用率統計情報を印刷します。

接続のモニタリング
現在の接続を表形式で表示するには、ASDM メイン ウィンドウで、[Monitoring] > [Properties] >
[Connections] の順に選択します。各接続は、次のパラメータにより識別されます。

• プロトコル
• 送信元：
– セキュリティ ID
– セキュリティ名
– IP アドレス
– ポート
• 宛先：
– セキュリティ ID
– セキュリティ名
– IP アドレス
– ポート
• 最後にパケットが送信または受信されてからのアイドル時間
• その接続で送信および受信されたトラフィックの量
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プロセスごとの CPU 使用率のモニタリング
CPU で実行されているプロセスをモニタできます。特定のプロセスで使用される CPU の使用率に関す
る情報を取得できます。CPU 使用率の統計情報は降順で並べられ、使用率の最も高いプロセスが先頭
に表示されます。また、プロセスごとの CPU に対する負荷に関する情報（記録時間の 5 秒前、1 分前、
および 5 分前の情報）も含まれています。この情報は 5 秒おきに自動的に更新され、リアルタイムの統
計情報が表示されます。ASDM では、30 秒おきに更新されます。
CPU 使用率をプロセスごとに表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ASDM メイン ウィンドウで、[Monitoring] > [Properties] > [Per-Process CPU Usage] の順に選択しま
す。

ステップ 2

画面の自動リフレッシュを停止するには、[Stop auto-refresh] をクリックします。

ステップ 3

画面上の情報をローカルのテキスト ファイルに保存するには、[Save log to local file] をクリックしま
す。

[Save] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 4

テキスト ファイルの名前を入力し、[Save] をクリックします。

CPU 使用率の範囲に応じてプロセスを色分けするには、[Configure CPU usage] をクリックします。
[Color Settings] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 5

範囲のオプション（49% 以下、50 ～ 79%、および 80% 以上）の中からいずれかを選択します。

ステップ 6

前景または背景のセルをクリックして [Pick a Color] ダイアログボックスを表示し、指定した範囲の前
景色および背景色を選択します。

ステップ 7

[Swatches]、[HSB]、または [RGB] のいずれかのタブをクリックして、カラー パレットを選択します。
完了したら、[OK] をクリックします。

ステップ 8

[OK] をクリックすると、色分けされたエントリが表示されます。

ステップ 9

[Refresh] をクリックすると、いつでも手動でデータをリフレッシュできます。
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Cisco クラウド Web セキュリティ用の ASA
の設定

Cisco クラウド Web セキュリティでは、Software as a Service（SaaS）による Web セキュリティおよ
び Web フィルタリング サービスが提供されます。ネットワークで ASA を使用している企業は、追加
ハードウェアをインストールせずにクラウド Web セキュリティ サービスを使用できます。
ASA でクラウド Web セキュリティがイネーブルになっている場合、ASA は、選択された HTTP およ
び HTTPS トラフィックを クラウド Web セキュリティ プロキシ サーバに透過的にリダイレクトしま
す。クラウド Web セキュリティ プロキシ サーバは、コンテンツをスキャンし、Cisco ScanCenter で設
定されたポリシーに基づいてトラフィックに関する警告を許可、ブロック、または送信して、許容範囲
での使用を促進し、マルウェアからユーザを保護します。
ASA は、任意でアイデンティティ ファイアウォール（IDFW）および AAA ルールによりユーザを認
証および識別できます。ASA は、ユーザ クレデンシャル（ユーザ名またはユーザ グループ、あるいは
その両方を含む）を暗号化して、クラウド Web セキュリティにリダイレクトするトラフィックに含め
ます。クラウド Web セキュリティ サービスは、このユーザ クレデンシャルを使用して、ポリシーとト
ラフィックを照合します。また、ユーザベースのレポーティングでもこのクレデンシャルを使用しま
す。ASA は、ユーザ認証を行わずに（オプションの）デフォルトのユーザ名またはグループ、あるい
はその両方を指定できます。ただし、クラウド Web セキュリティ サービスがポリシーを適用するため
に、ユーザ名とグループは必要ありません。
サービス ポリシー ルールを作成するときに、クラウド Web セキュリティに送信するトラフィックをカ
スタマイズできます。また、サービス ポリシー ルールに一致する Web トラフィックのサブセットが最
初に要求された Web サーバに代わりに直接移動し、クラウド Web セキュリティにスキャンされないよ
うに、「ホワイトリスト」を設定できます。
プライマリおよびバックアップ クラウド Web セキュリティ プロキシ サーバを設定できます。ASA は
各サーバを定期的にポーリングして、可用性を確認します。

（注）

この機能は、「ScanSafe」とも呼ばれるため、一部のコマンドには ScanSafe 名が表示されます。
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この章の内容は、次のとおりです。

• 「Cisco クラウド Web セキュリティについて」（P.24-2）
• 「Cisco クラウド Web セキュリティのライセンス要件」（P.24-7）
• 「クラウド Web セキュリティの前提条件」（P.24-7）
• 「注意事項と制限事項」（P.24-7）
• 「デフォルト設定」（P.24-8）
• 「Cisco クラウド Web セキュリティの設定」（P.24-8）
• 「クラウド Web セキュリティのモニタ」（P.24-27）
• 「関連資料」（P.24-28）
• 「Cisco クラウド Web セキュリティの機能の履歴」（P.24-28）

Cisco クラウド Web セキュリティについて
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「クラウド Web セキュリティへの Web トラフィックのリダイレクト」（P.24-2）
• 「ユーザ認証およびクラウド Web セキュリティ」（P.24-2）
• 「認証キー」（P.24-3）
• 「ScanCenter ポリシー」（P.24-4）
• 「クラウド Web セキュリティのアクション」（P.24-5）
• 「ホワイトリストを使用したスキャンのバイパス」（P.24-6）
• 「IPv4 および IPv6 のサポート」（P.24-6）
• 「プライマリ プロキシ サーバからバックアップ プロキシ サーバへのフェールオーバー」（P.24-6）

クラウド Web セキュリティへの Web トラフィックのリダイレクト
エンド ユーザが HTTP または HTTPS 要求を送信すると、ASA はその要求を受信し、オプションで
ユーザやグループの情報を取得します。トラフィックがクラウド Web セキュリティの ASA サービス
ポリシー ルールと一致した場合、ASA は要求をクラウド Web セキュリティ プロキシ サーバにリダイ
レクトします。ASA は、プロキシ サーバへの接続のリダイレクトによって、エンド ユーザとクラウド
Web セキュリティ プロキシ サーバの間の仲介役として機能します。ASA は、クライアント要求の宛先
IP アドレスおよびポートを変更し、クラウド Web セキュリティに固有の HTTP ヘッダーを追加して、
クラウド Web セキュリティ プロキシ サーバに変更された要求を送信します。クラウド Web セキュリ
ティ HTTP ヘッダーには、ユーザ名、ユーザ グループなど、さまざまな種類の情報が含まれています
（使用可能な場合）。

ユーザ認証およびクラウド Web セキュリティ
ユーザ アイデンティティは、クラウド Web セキュリティでポリシーを適用するために使用できます。
また、ユーザ アイデンティティは、クラウド Web セキュリティ レポーティングにも役立ちます。クラ
ウド Web セキュリティを使用するには、ユーザ アイデンティティは必要はありません。クラウド Web
セキュリティ ポリシーのトラフィックを識別する他の方法があります。
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ASA は、ユーザのアイデンティティを決定したり、デフォルト アイデンティティを提供したりする次
の方式をサポートします。
• AAA ルール：ASA が AAA ルールを使用してユーザ認証を実行すると、ユーザ名が AAA サーバ
またはローカル データベースから取得されます。AAA ルールによるアイデンティティには、グ
ループ情報が含まれていません。設定されている場合は、デフォルトのグループが使用されます。
AAA ルールの設定については、第 7 章「ネットワーク アクセスに対する AAA 規則の設定」を参
照してください。

• IDFW：ASA が Active Directory（AD）で IDFW を使用すると、アクセス ルールなどの機能また
はサービス ポリシーで ACL を使用するか、ユーザ アイデンティティ モニタを設定してユーザ ア
イデンティティ情報を直接ダウンロードして、ユーザやグループをアクティブ化したときに、AD
エージェントからユーザ名およびグループが取得されます。

IDFW の設定方法については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの Chapter 36,
“Configuring the Identity Firewall,” を参照してください。
• デフォルトのユーザ名とグループ：ASA は、ユーザ認証を使用せずに、クラウド Web セキュリ
ティ サービス ポリシー ルールと一致するすべてのユーザのオプションのデフォルトのユーザ名や
グループを使用します。

認証キー
各 ASA は、クラウド Web セキュリティから取得した認証キーを使用する必要があります。認証キーを
使用して、クラウド Web セキュリティは、Web 要求に関連付けられた会社を識別し、ASA が有効なカ
スタマーに関連付けられていることを確認できます。
では、2 つの認証キー（企業キーおよびグループ キー）のいずれか 1 を使用できます。

• 「企業認証キー」（P.24-3）
• 「グループ認証キー」（P.24-3）

企業認証キー
企業認証キーは、企業内の複数の ASA で使用できます。このキーは、単に ASA のクラウド Web セ
キュリティ サービスをイネーブルにします。管理者は ScanCenter
（https://scancenter.scansafe.com/portal/admin/login.jsp）でこのキーを生成します。後で使用するため
にこのキーを電子メールで送信できます。ScanCenter では、後でこのキーを検索できません。
ScanCenter には、最後の 4 桁だけが表示されます。詳細については、クラウド Web セキュリティのマ
ニュアルを参照してください。マニュアルは、

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11720/products_installation_and_configuration_guides_list.ht
ml から入手できます。

グループ認証キー
グループ認証キーは 2 つの機能を実行する各 ASA に固有の特別なキーです。

• 1 つの ASA のクラウド Web セキュリティ サービスをイネーブルにします。
• ASA からのすべてのトラフィックが識別されるため、ASA ごとに ScanCenter ポリシーを作成で
きます。
ポリシーにグループ認証キーを使用する方法については、「ScanCenter ポリシー」（P.24-4）を参照し
てください。
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管理者は ScanCenter（https://scancenter.scansafe.com/portal/admin/login.jsp）でこのキーを生成しま
す。後で使用するためにこのキーを電子メールで送信できます。ScanCenter では、後でこのキーを検
索できません。ScanCenter には、最後の 4 桁だけが表示されます。詳細については、クラウド Web セ
キュリティのマニュアルを参照してください。マニュアルは、

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11720/products_installation_and_configuration_guides_list.ht
ml から入手できます。

ScanCenter ポリシー
ScanCenter では、トラフィックは、ルールに一致するまで順にルールに照合されます。その後、クラ
ウド Web セキュリティがルールの設定済みのアクションを適用します。ユーザ トラフィックはグルー
プの関連付け（ディレクトリ グループまたはカスタム グループ）に基づいて ScanCenter ポリシー
ルールと照合できます。

• 「ディレクトリ グループ」（P.24-4）
• 「カスタム グループ」（P.24-4）
• 「グループおよび認証キーの相互運用の仕組み」（P.24-5）

ディレクトリ グループ
ディレクトリ グループはトラフィックが属するグループを定義します。グループが存在する場合、グ
ループは、クライアント要求の HTTP ヘッダーに含まれています。ASA は、IDFW を設定すると
HTTP ヘッダーにグループを含めます。IDFW を使用しない場合は、クラウド Web セキュリティ イン
スペクションの ASA ルールに一致するトラフィックのデフォルト グループを設定できます。
ディレクトリ グループを設定する場合、グループ名を正確に入力する必要があります。

• IDFW グループ名は次の形式で送信されます。

domain-name\group-name
ASA が IDFW グループ名を学習すると、ASA での形式は domain-name\\group-name となります。
ただし、一般的な ScanCenter 表記に準拠させるため、ASA はバックスラッシュ（\）を 1 つだけ
使用するように名前を変更します。

• デフォルト グループ名は次の形式で送信されます。

[domain\]group-name
ASA では、オプションのドメイン名を 2 つのバックスラッシュ（\\）が続くように設定する必要が
あります。ただし、一般的な ScanCenter 表記に準拠させるため、ASA はバックスラッシュ（\）
「Cisco\\Boulder1」と指定すると、ASA
を 1 つだけ使用するように名前を変更します。たとえば、
は、グループ名をクラウド Web セキュリティに送信するときに、バックスラッシュ（\）を 1 つの
み使用する「Cisco\Boulder1」に変更します。

カスタム グループ
カスタム グループは、次の 1 つ以上の基準を使用して定義されます。

• ScanCenter グループ認証キー：カスタム グループのグループ認証キーを生成できます。その後、
ASA を設定するときにこのグループ キーを識別すると、ASA からのすべてのトラフィックがグ
ループ キーでタグ付けされます。

• 送信元 IP アドレス：カスタム グループの送信元 IP アドレスを特定できます。ASA サービス ポリ
シーが送信元 IP アドレスに基づくため、代わりに ASA で IP アドレスベースのポリシーを設定す
ることもできます。
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• ユーザ名：カスタム グループのユーザ名を識別できます。
– IDFW ユーザ名は次の形式で送信されます。

domain-name\username
– RADIUS または TACACS+ を使用する場合、AAA ユーザ名は次の形式で送信されます。

LOCAL\username
– LDAP を使用する場合、AAA ユーザ名は次の形式で送信されます。

domain-name\username
– デフォルトのユーザ名は、次の形式で送信されます。

[domain-name\]username
たとえば、デフォルトのユーザ名を「Guest」に設定すると、ASA は「Guest」を送信します。
デフォルトのユーザ名を「Cisco\Guest」に設定すると、ASA は「Cisco\Guest」を送信しま
す。

グループおよび認証キーの相互運用の仕組み
カスタム group+group キーが提供する ASA ごとのポリシーが必要ない場合は、企業キーを使用しま
す。すべてのカスタム グループがグループ キーに関連付けられているわけではありません。キーを使
用しないカスタム グループを使用して、IP アドレスまたはユーザ名を識別できます。また、キーを使
用しないカスタム グループは、ディレクトリ グループを使用するルールとともにポリシー内で使用で
きます。

ASA ごとのポリシーが必要であり、グループ キーを使用している場合でも、ディレクトリ グループお
よびキーを使用しないカスタム グループによって提供される照合機能を使用できます。この場合、グ
ループ メンバーシップ、IP アドレス、またはユーザ名に基づいていくつかの例外を除いて ASA ベース
のポリシーが必要になる場合があります。たとえば、すべての ASA 間で America\Management グルー
プのユーザを除外する場合は、次の手順を実行します。

1. America\Management 用のディレクトリ グループを追加します。
2. このグループに対する免除ルールを追加します。
3. 免除ルールの後に各カスタム group+group キーのルールを追加して、ASA ごとのポリシーを適用
します。

4. America\Management のユーザからのトラフィックは免除ルールに一致し、その他すべてのトラ
フィックは発信元の ASA のルールに一致します。
キー、グループ、およびポリシー ルールの組み合わせが可能です。

クラウド Web セキュリティのアクション
設定されたポリシーの適用後、クラウド Web セキュリティは、ユーザ要求をブロック、許可、または
ユーザ要求に関する警告を送信します。

• 許可：クラウド Web セキュリティは、クライアント要求を許可する場合、最初の要求先サーバに
アクセスし、データを取得します。サーバ応答が ASA に転送され、ここからユーザに転送されま
す。
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• ブロック：クラウド Web セキュリティは、クライアント要求をブロックする場合、アクセスがブ
ロックされたことをユーザに通知します。HTTP 302「Moved Temporarily」応答が、クライアン
ト アプリケーションをクラウド Web セキュリティ プロキシ サーバでホストされている Web ペー
ジに送信され、ブロック エラー メッセージが表示されます。ASA はクライアントに 302 応答を転
送します。

• 警告：サイトにアクセプタブル ユース ポリシー違反があることをクラウド Web セキュリティ プロ
キシ サーバが決定すると、サイトに関する警告ページが表示されます。警告を挿入し、接続要求
をドロップすることも、警告をクリックし、要求されたサイトに進むこともできます。

ASA がプライマリまたはバックアップ クラウド Web セキュリティ プロキシ サーバに到達できない場
合の、ASA による Web トラフィックの処理方法を選択できます。これにより、すべての Web トラ
フィックがブロックされたり、許可されたりする可能性があります。デフォルトでは、Web トラ
フィックをブロックします。

ホワイトリストを使用したスキャンのバイパス
AAA ルールまたは IDFW を使用する場合、その他の場合にはサービス ポリシー ルールに一致する特
定のユーザまたはグループからの Web トラフィックがスキャンのためクラウド Web セキュリティ プロ
キシ サーバにリダイレクトされないように ASA を設定できます。クラウド Web セキュリティ スキャ
ンをバイパスすると、ASA はプロキシ サーバに接続せず、最初に要求された Web サーバからコンテン
ツを直接取得します。Web サーバから応答を受け取ると、データをクライアントに送信します。この
プロセスはトラフィックの「ホワイトリスト」といいます。

ACL を使用してクラウド Web セキュリティに送信するトラフィックのクラスを設定すると、ユーザま
たはグループに基づいてトラフィックを免除する同じ結果を得ることができますが、ホワイトリストを
使用した方がより簡単です。ホワイトリスト機能は、ユーザおよびグループだけに基づき、IP アドレ
スには基づかないことに注意してください。

IPv4 および IPv6 のサポート
クラウド Web セキュリティは、現在 IPv4 アドレスだけをサポートしています。IPv6 を内部的に使用
する場合は、クラウド Web セキュリティに送信する必要がある IPv6 フローに対して NAT 64 を実行す
る必要があります。
次の表に、クラウド Web セキュリティ リダイレクションでサポートされるクラス マップ トラフィッ
クを示します。

クラス マップ トラフィック

クラウド Web セキュリティ インスペクション

IPv4 から IPv4

サポートあり

IPv6 から IPv4（NAT64 を使用）

サポートあり

IPv4 から IPv6

未サポート

IPv6 から IPv6

未サポート

プライマリ プロキシ サーバからバックアップ プロキシ サーバへのフェー
ルオーバー
Cisco クラウド Web セキュリティ サービスに登録すると、プライマリ クラウド Web セキュリティ プ
ロキシ サーバとバックアップ プロキシ サーバが割り当てられます。
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クライアントがプライマリ サーバに到達できない場合、ASA は可用性を判定するためにタワーのポー
リングを開始します。（クライアントのアクティビティが存在しない場合、ASA は 15 秒ごとにポーリ
ングします）。設定された回数だけ再試行してもプロキシ サーバが使用できない場合（デフォルトは 5
回。この設定は設定可能）、サーバは到達不能として宣言され、バックアップ プロキシ サーバがアク
ティブになります。
クライアントまたは ASA が、再試行回数に到達する前に少なくとも 2 回連続してサーバに到達できる
場合、ポーリングは停止し、タワーはアクセス可能であると判定されます。
バックアップ サーバへのフェールオーバー後、ASA はプライマリ サーバをポーリングし続けます。プ
ライマリ サーバが到達可能になると、ASA はプライマリ サーバの使用に戻ります。

Cisco クラウド Web セキュリティのライセンス要件
モデル

ライセンス要件

すべてのモデル

ASA とクラウド Web セキュリティ サーバ間のトラフィックを暗号化する高度暗号化（3DES/AES）
ライセンス。
クラウド Web セキュリティ側では、Cisco クラウド Web セキュリティ ライセンスを購入し、ASA が
処理するユーザの数を特定する必要があります。その後、ScanCenter にログインし、認証キーを生成
します。

クラウド Web セキュリティの前提条件
（任意）ユーザ認証の前提条件
クラウド Web セキュリティにユーザ アイデンティティ情報を送信するには、ASA で次のいずれかを設
定します。
：第 7 章「ネットワーク アクセスに対する AAA 規則の設定」を参照
• AAA ルール（ユーザ名のみ）
してください。

• IDFW（ユーザ名とグループ）：一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの Chapter 36,
“Configuring the Identity Firewall,” を参照してください。
（任意）完全修飾ドメイン名の前提条件
サービス ポリシー ルールまたはクラウド Web セキュリティ サーバに対して ACL で FQDN を使用す
る場合は、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Configuring the DNS Server” section on
page 12-18 に従って ASA の DNS サーバを設定する必要があります。

注意事項と制限事項
コンテキスト モードのガイドライン
シングル コンテキスト モードとマルチ コンテキスト モードでサポートされています。
マルチ コンテキスト モードでは、サーバ設定はシステム内だけで使用でき、サービス ポリシー ルール
の設定はセキュリティ コンテキスト内だけで使用できます。
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各コンテキストには、必要に応じて独自の認証キーを設定できます。

ファイアウォール モードのガイドライン
ルーテッド ファイアウォール モードでだけサポートされています。トランスペアレント ファイア
ウォール モードはサポートされません。

IPv6 のガイドライン
IPv6 はサポートされません。「IPv4 および IPv6 のサポート」（P.24-6）を参照してください。
その他のガイドライン
• クラウド Web セキュリティは、ASA クラスタリングではサポートされません。

• クライアントレス SSL VPN はクラウド Web セキュリティではサポートされません。クラウド
Web セキュリティの ASA サービス ポリシーからクライアントレス SSL VPN トラフィックを免除
してください。

• クラウド Web セキュリティ プロキシ サーバへのインターフェイスがダウンすると、show
scansafe server コマンドは、約 15 ～ 25 分間、両方のサーバを示します。この状態が発生する原
因は、ポーリング メカニズムがアクティブな接続に基づいていること、また、そのインターフェ
イスがダウンしており、ゼロ接続を示し、ポーリング時間が最も長い方法が使用されることなどで
す。

• クラウド Web セキュリティは、ASA CX モジュールではサポートされません。同じトラフィック
に対して ASA CX アクションおよびクラウド Web セキュリティ インスペクションの両方を設定し
た場合、ASA は ASA CX アクションのみを実行します。
• クラウド Web セキュリティ インスペクションは同じトラフィックの HTTP インスペクションと互
換性があります。HTTP インスペクションは、デフォルト グローバル ポリシーの一部としてデ
フォルトでイネーブルになっています。

• クラウド Web セキュリティは、別の接続に対して同じ送信元ポートおよび IP アドレスを使用でき
る可能性がある拡張 PAT またはアプリケーションではサポートされません。たとえば、2 つの異な
る接続（別個のサーバへの接続）が拡張 PAT を使用する場合、これらの接続は別個の宛先によっ
て区別されているため、ASA は、両方の接続変換に同じ送信元 IP および送信元ポートを再利用す
る可能性があります。ASA がこれらの接続をクラウド Web セキュリティ サーバにリダイレクトす
ると、宛先がクラウド Web セキュリティ サーバの IP アドレスおよびポート（デフォルトは 8080）
に置き換えられます。その結果、接続は両方とも、同じフロー（同じ送信元 IP/ ポートおよび宛先
IP/ ポート）に属しているように見え、リターン トラフィックが適切に変換解除されません。
• Default Inspection Traffic トラフィック クラスには、クラウド Web セキュリティ インスペクショ
ン対応のデフォルト ポート（80 および 443）は含まれていません。

デフォルト設定
デフォルトでは、Cisco クラウド Web セキュリティはイネーブルになりません。

Cisco クラウド Web セキュリティの設定
• 「プロキシ サーバとの通信の設定」（P.24-9）
• 「（マルチ コンテキスト モード）セキュリティ コンテキストごとのクラウド Web セキュリティの許
可」（P.24-10）
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• 「クラウド Web セキュリティにトラフィックを送信するサービス ポリシーの方法」（P.24-10）
• 「（任意）ホワイトリストに記載されたトラフィックを設定します」（P.24-24）
• 「クラウド Web セキュリティ ポリシーの設定」（P.24-27）

プロキシ サーバとの通信の設定
ガイドライン
公開キーは ASA ソフトウェアに組み込まれているため、設定する必要がありません。

手順の詳細
ステップ 1

[Configuration] > [Device Management] > [Cloud Web Security] を選択します。

ステップ 2

[Primary Server] 領域で、次の情報を入力します。
• [IP Address/Domain Name]：プライマリ サーバの IPv4 アドレスまたは FQDN を入力します。
• [HTTP Port]：プライマリ サーバの HTTP ポート（トラフィックをリダイレクトする必要がある
ポート）を入力します。デフォルトでは、ポートは 8080 です。リダイレクトするポートを変更し
ない限り、この値を変更しないでください。

ステップ 3

[Backup Server] 領域で、次の情報を入力します。
• [IP Address/Domain Name]：バックアップ サーバの IPv4 アドレスまたは FQDN を入力します。
• [HTTP Port]：バックアップ サーバの HTTP ポート（トラフィックをリダイレクトする必要がある
ポート）を入力します。デフォルトでは、ポートは 8080 です。有効な値は 1 ～ 65535 です。

ステップ 4

[Other] 領域で、次を入力します。
• [Retry Counter]：サーバが到達不能であると判定する前に、クラウド Web セキュリティ プロキシ
サーバに対するポーリングに連続して失敗した回数を示す値を入力します。ポーリングは、30 秒
ごとに実行されます。有効な値は 2 ～ 100 で、デフォルトは 5 です。
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• [License Key]：要求の送信元の組織を示すために、ASA が クラウド Web セキュリティ プロキシ
サーバに送信する認証キーを設定します。認証キーは 16 バイトの 16 進数です。「認証キー」
（P.24-3）を参照してください。
• [Confirm License Key]：認証キーを確認します。
ステップ 5

[Apply] をクリックします。

（マルチ コンテキスト モード）セキュリティ コンテキストごとのクラウド
Web セキュリティの許可
マルチ コンテキスト モードでは、コンテキストごとにクラウド Web セキュリティを許可する必要があ
ります。一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Configuring a Security Context” section on
page 5-20 を参照してください。

クラウド Web セキュリティにトラフィックを送信するサービス ポリシー
の方法
サービス ポリシーは、複数のサービス ポリシー ルールで構成され、グローバルに適用されるか、また
はインターフェイスごとに適用されます。各サービス ポリシー ルールでは、クラウド Web セキュリ
ティへのトラフィックを送信するか（Match）、またはクラウド Web セキュリティからのトラフィック
を除外するか（Do Not Match）のいずれかを指定できます。インターネット宛に送信されるトラ
フィックのルールを作成します。これらのルールの順序は重要です。ASA がパケットを転送するか除
外するかを判断する場合、ASA は、ルールがリストされている順序で、各ルールによってパケットを
テストします。いずれかのルールに合致した場合、それ以降のルールはチェックされません。たとえ
ば、すべてのトラフィックが明示的に一致するルールをポリシーの冒頭に作成した場合、残りのステー
トメントは一切チェックされません。ポリシーの追加後、必要に応じてルールの順序を変更できます。
サービス ポリシー ルールの詳細については、第 1 章「サービス ポリシーの設定」を参照してくださ
い。

前提条件
（任意）ホワイトリストを使用して一部のトラフィックをクラウド Web セキュリティへの送信から免除
する必要がある場合は、サービス ポリシー ルールでホワイトリストを参照できるように、最初に「（任
意）ホワイトリストに記載されたトラフィックを設定します」（P.24-24）に従ってホワイトリストを作
成します。

手順の詳細
ステップ 1

サービス ポリシー ルールを追加するには、[Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules] を選
択し、[Add] > [Service Policy Rule] をクリックします。

ステップ 2

[Service Policy] ダイアログボックスで、新しいサービス ポリシーの一部としてクラウド Web セキュリ
ティを設定するか、または、既存のサービス ポリシーを編集できます。[Next] をクリックします。
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ステップ 3

[Traffic Classification Criteria] ダイアログボックスで、トラフィック クラスに名前を付け（またはデ
フォルト名を受け入れて）、[Create a new traffic class] オプションを選択したままにし、[Source and
Destination IP address (Uses ACL)] をクリックして、[Next] をクリックします。
このタイプの新しいトラフィック クラスを作成する場合は、最初にアクセス コントロール エントリ
（ACE）を 1 つだけ指定できます。ルールを追加した後は、同じインターフェイスまたはグローバル ポ
リシーに新しいルールを追加し、それから [Traffic Classification] ダイアログボックスで [Add rule to
existing traffic class] を指定することによって、ACE を追加できます。

[Traffic Match - Source and Destination] ダイアログボックスが表示されます。

a. [Match] または [Do Not Match] をクリックします。

[Match] は送信元および宛先に一致するトラフィックがクラウド Web セキュリティに送信される
ように指定します。[Do Not Match] は一致したトラフィックをクラウド Web セキュリティから除
外します。他のトラフィックに一致する、または一致しないように指定する追加のルールを後で追
加できます。
ルールを作成する場合は、インターネット宛ての適切なトラフィックに一致し、他の内部ネット
ワーク宛てのトラフィックには一致しないようにする方法を考慮します。たとえば、宛先が DMZ
の内部サーバである場合に内部トラフィックがクラウド Web セキュリティに送信されないように
するには、DMZ へのトラフィックを免除する ACL に拒否 ACE を追加します。
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b. [Source Criteria] 領域で、送信元 IP アドレスまたはネットワーク オブジェクト、オプションの
IDFW ユーザ名またはグループ、および任意の TrustSec セキュリティ グループを入力または参照
します。

c. [Destination Criteria] 領域で、宛先 IP アドレスまたはネットワーク オブジェクおよび任意の
TrustSec セキュリティ グループを入力または参照します。

FQDN ネットワーク オブジェクトは、特定のサーバへのトラフィックへの一致または除外に役立
つ場合があります。

d. [Service] フィールドに、「http」または「https」を入力し、[Next] をクリックします。

（注）

クラウド Web セキュリティは HTTP および HTTPS トラフィックだけで動作します。各ト
ラフィックのタイプは、ASA によって個別に処理されます。このため、HTTP-only ルー
ルおよび HTTPS-only ルールを作成する必要があります。

[Rule Actions] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[Protocol Inspection] タブで、[Cloud Web Security] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[Configure] をクリックし、トラフィック アクション（フェール オープンまたはフェール クローズ）
を設定して、インスペクション ポリシー マップを追加します。
インスペクション ポリシー マップでは、ルールに不可欠なパラメータを設定し、任意で選択ホワイト
リストを識別します。クラウド Web セキュリティに送信するトラフィックのクラスごとにインスペク
ション ポリシー マップが必要です。[Configuration] > [Firewall] > [Objects] > [Inspect Maps] > [Cloud
Web Security] ペインで、インスペクション ポリシー マップを事前に設定することもできます。

[Select Cloud Web Security Inspect Map] ダイアログボックスが表示されます。
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a. [Cloud Web Security Traffic Action] で、次のいずれかを選択します。
– [Fail Close]：クラウド Web セキュリティ サーバを使用できない場合、すべてのトラフィック
をドロップします。

– [Fail Open]：クラウド Web セキュリティ サーバを使用できない場合、ASA を通過するトラ
フィックを許可します。

b. 既存のインスペクション ポリシー マップを選択するか、[Add] ボタンを使用して追加します。
c. [Add] をクリックして、新しいインスペクション ポリシー マップを追加します。

[Add Cloud Web Security Inspect Map] ダイアログボックスが表示されます。
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d. [Name] フィールドに、インスペクション ポリシー マップの名前を最大 40 文字までの長さで指定
します。

e. （任意）説明を入力します。
f. （任意）[Parameters] タブで、[Default User] および [Default Group] を指定します。ASA が ASA
に着信するユーザの ID を判定できない場合、デフォルト ユーザおよびグループが適用されます。
g. [Protocol] には、ステップ 3d で設定したサービスに一致する [HTTP] または [HTTPS] をクリック
します。クラウド Web セキュリティは、各タイプのトラフィックを別々に処理します。
h. （任意）ホワイト リストを識別するには、[Inspections] タブをクリックします。
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– 「（任意）ホワイトリストに記載されたトラフィックを設定します」（P.24-24）で作成したイン
スペクション クラス マップを選択するには、[Add] をクリックします。

[Add Cloud Web Security Match Criterion] ダイアログボックスが表示されます。
– [Cloud Web Security Traffic Class] ドロップダウン メニューから、インスペクション クラス
マップを選択します。
クラス マップを追加または編集するには、[Manage] をクリックします。

– [Action] では、[Whitelist] をクリックします。
– ポリシー マップにホワイト リストを追加するには、[OK] をクリックします。
– [OK] をクリックします。
ステップ 6
ステップ 7

[Finish] をクリックします。ルールは、サービス ポリシー ルール テーブルに追加されます。
追加のトラフィックを一致または除外するために、このトラフィック クラスに追加のサブルール
（ACE）を追加するには、次の手順を実行します。

a. [Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules] を選択し、[Add] > [Service Policy Rule] を
クリックします。

b. ステップ 2 で、同じサービス ポリシーを選択します。[Next] をクリックします。
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c. [Traffic Classification Criteria] ダイアログボックスで、[Add Rule to Existing Traffic Class] を選択
し、ステップ 3 で作成した名前を選択します。[Next] をクリックします。

d. [Traffic Match - Source and Destination] ダイアログ ボックスで、[Match] を選択して追加トラ
フィックのインスペクションを追加するか、[Do Not Match] を選択してクラウド Web セキュリ
ティ インスペクションからトラフィックを除外します。必ずこのクラス（HTTP または HTTPS）
の前のルールに一致するようにサービスを設定してください。クラウド Web セキュリティの同じ
トラフィック クラスに HTTP と HTTPS を混在させることはできません。[Next] をクリックしま
す。
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e. [Rule Actions] ダイアログボックスでは、一切変更を加えずに [Finish] をクリックします。このト
ラフィック クラスでは、複数の ACE を追加した場合でも、1 セットのルールのアクションを使用
できるので、すでに指定されているアクションは継承されます。
ステップ 8

HTTPS トラフィックなど、追加のトラフィック クラスを作成するには、この手順全体を繰り返しま
す。ルールおよびサブルールを必要な数だけ作成できます。

ステップ 9

[Service Policy Rules] ペインでクラウド Web セキュリティのルールとサブルールの順序を調整します。
ACE の順序の変更方法については、「サービス ポリシー ルールの順序の管理」（P.1-17）を参照してく
ださい。
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ステップ 10

[Apply] をクリックします。

例
次の例は、10.6.6.0/24（test_network）に送信されるすべての IPv4 HTTP および HTTPS トラフィック
を除外し、他のすべての HTTP および HTTPS トラフィックをクラウド Web セキュリティに送信し、
このサービス ポリシー ルールを、既存のグローバル ポリシーの一部としてすべてのインターフェイス
に適用します。クラウド Web セキュリティ サーバが到達不能の場合、ASA は一致するすべてのトラ
フィックをドロップします（フェール クローズ）。ユーザがユーザ ID 情報を持たない場合、デフォル
トのユーザ Boulder とグループ Cisco が使用されます。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules] を選択し、[Add] > [Service Policy Rule] をクリッ
クします。デフォルトの global_policy にこのルールを追加します。
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ステップ 2

ステップ 3

「scansafe-http」と呼ばれる新しいトラフィック クラスを追加し、一致するトラフィックに ACL を指
定します。

[Match] を選択し、送信元と宛先に any4 を指定します。サービスに tcp/http を指定します。
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ステップ 4

[Cloud Web Security] をオンにして、[Configure] をクリックします。

ステップ 5

デフォルトの [Fail Close] アクションを受け入れ、[Add] をクリックします。
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ステップ 6

インスペクション ポリシー マップに「http-map」という名前を付け、[Default User] に [Boulder] 、
[Default Group] に [Cisco] を設定します。[HTTP] を選択します。

ステップ 7

[OK]、[OK] とクリックし、[Finish] をクリックします。 ルールは、サービス ポリシー ルール テーブ
ルに追加されます。

ステップ 8

[Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules] を選択し、[Add] > [Service Policy Rule] をクリッ
クします。デフォルトの global_policy に新しいルールを追加します。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

24-21

第 24 章

Cisco クラウド Web セキュリティ用の ASA の設定

Cisco クラウド Web セキュリティの設定

ステップ 9

[Add rule to existing traffic class] をクリックし、[scansafe-http] を選択します。

ステップ 10

[Do not match] を選択し、送信元として [any4]、宛先として [10.6.6.0/24] を設定します。[Service] を
[tcp/http] に設定します。
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ステップ 11

[Finish] をクリックします。

ステップ 12

[Do not match] ルールが [Match] ルールの上に来るようにルールの順序を変更します。
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ユーザ トラフィックは、これらのルールと順番に比較されます。この [Match] ルールはリストの最初
にあるので、test_network へのトラフィックを含むすべてトラフィックがそのルールにのみ一致し、
[Do not match] ルールがヒットすることはありません。[Do not match] ルールを [Match] ルールの上に
移動すると、test_network へのトラフィックは [Do not match] に一致し、他のすべてのトラフィックは
[Match] ルールに一致します。
ステップ 13

次のように変更して上記の手順を繰り返します。
「scansafe-https」と呼ばれる新しいトラフィック クラ
スを追加し、インスペクション ポリシー マップに [HTTPS] を選択します。

ステップ 14

[Apply] をクリックします。

（任意）ホワイトリストに記載されたトラフィックを設定します
ユーザ認証を使用する場合は、ユーザ名やグループ名に基づいて一部のトラフィックをクラウド Web
セキュリティによるフィルタリングから免除できます。クラウド Web セキュリティ サービス ポリシー
ルールを設定する場合は、ホワイトリスト インスペクション クラス マップを参照できます。IDFW お
よび AAA のユーザ クレデンシャルをこの機能とともに使用できます。
サービス ポリシー ルールを設定すると、ユーザまたはグループに基づいてトラフィックを免除する同
じ結果を得ることができますが、ホワイトリストを使用した方がより簡単です。ホワイトリスト機能
は、ユーザおよびグループだけに基づき、IP アドレスには基づかないことに注意してください。
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手順の詳細
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Objects] > [Class Maps] > [Cloud Web Security] を選択します。

ステップ 2

[Add] をクリックして、新しいクラス マップを作成します。
[Add Cloud Web Security Traffic Class Map] 画面が表示されます。

ステップ 3

[Name] フィールドに、新しいクラス マップの名前を入力します（40 文字以下）。

ステップ 4

[Description] フィールドに、クラス マップの説明を入力します（200 文字以下）。

ステップ 5

[Match Option] には、[Add] をクリックして定義した条件を選択します。
• [Match All]：トラフィックがクラス マップと一致するには、すべての基準と一致する必要がある
ことを指定します。

• [Match Any]：トラフィックが少なくとも基準の 1 つに一致したらクラス マップと一致することを
指定します。
ステップ 6

[Add] をクリックします。
[Add Cloud Web Security Match Criterion] ウィンドウが表示されます。

ステップ 7

[Match Type] を選択します。
• [Match]：ホワイト リストに任意のユーザ / グループを指定します。
• [No Match]：ホワイト リストに必要としないユーザ / グループを指定します。たとえば、ホワイ
ト リストにグループ「cisco」を指定しているが、ユーザ「johncrichton」および「aerynsun」から
のトラフィックはスキャンしたい場合、これらのユーザに [No Match] を指定することができます。

ステップ 8

[Match Criterion] を選択します。
• [User]：ユーザを指定します。
• [Group]：グループを指定します。
• [User and Group]：ユーザおよびグループを指定します。

ステップ 9

[OK] をクリックします。
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ステップ 10

必要に応じてさらに一致基準を追加します。

ステップ 11

クラス マップを追加するには、[OK] をクリックします。

ステップ 12

[Apply] をクリックします。

ステップ 13 「クラウド Web セキュリティにトラフィックを送信するサービス ポリシーの方法」（P.24-10）に従っ
て、クラウド Web セキュリティ ポリシーにホワイト リストを使用します。

（任意）ユーザ アイデンティティ モニタを設定します
IDFW を使用する場合、ASA は、アクティブな ACL に含まれるユーザおよびグループの AD サーバか
らのユーザ アイデンティティ情報のみをダウンロードします。ACL は、アクセス ルール、AAA ルー
ル、サービス ポリシー ルール、またはアクティブと見なされるその他の機能で使用する必要がありま
す。クラウド Web セキュリティでは、そのポリシーがユーザ アイデンティティに基づくことができる
ため、すべてのユーザに対する完全な IDFW カバレッジを取得するには、アクティブな ACL の一部で
はないグループをダウンロードする必要があります。たとえば、ユーザおよびグループとともに ACL
を使用するクラウド Web セキュリティ サービス ポリシー ルールを設定して、関連グループをアク
ティブ化できますが、これは必須ではありません。IP アドレスのみに基づく ACL を使用できます。
ユーザ アイデンティティ モニタ機能を使用すると、AD エージェントからグループ情報を直接ダウン
ロードできます。
制限事項

ASA は、ユーザ アイデンティティ モニタ用に設定されたグループ、アクティブな ACL によってモニ
タされているグループも含めて 512 以下のグループモニタできます。
手順の詳細
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Identity Options] を選択し、[Cloud Web Security Configuration] セク
ションにスクロールします。

ステップ 2

[Add] をクリックします。
[Add Monitor User] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

ドメインを追加するには、[Manage] をクリックして、[Add] をクリックします。ASA であらかじめ定
義したドメインのグループのみモニタできます。

[Configure Identity Domains] ダイアログボックスが表示されます。ドメインを追加する方法の詳細に
ついては、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Configuring Identity Options” section on
page 36-16 を参照してください。
ステップ 4

ドメインの追加が終了したら、[OK] をクリックします。

ステップ 5

グループ名を入力するか、まあはドメインごとに AD エージェントのグループを検索できます。

• グループ名を直接入力するには、一番下のフィールドに次の形式で名前を入力し、[OK] をクリッ
クします。
domain-name\\group

• AD エージェントのグループを検索するには、次の手順を実行します。
a. [Domain] ドロップダウン リストからドメインを選択します。
b. [Find] フィールドで、グループ名に対応するテキスト文字列を入力し、[Find] をクリックします。
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ASA は、指定したドメインの AD エージェントから名前をダウンロードします。
c. モニタする名前をダブルクリックすると、一番下のフィールドに追加されます。
d. [OK] をクリックします。
追加グループに対して手順を繰り返します。
ステップ 6

モニタするグループを追加したら、[Apply] をクリックします。

クラウド Web セキュリティ ポリシーの設定
ASA サービス ポリシー ルールを設定した後は、ScanCenter ポータルを起動して、Web コンテンツ ス
キャン、フィルタリング、マルウェア保護サービスおよびレポートを設定します。

手順の詳細

https://scancenter.scansafe.com/portal/admin/login.jsp に移動します。
詳細については、『Cisco ScanSafe Cloud Web Security Configuration Guides』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11720/products_installation_and_configuration_guides_list.ht
ml

クラウド Web セキュリティのモニタ
コマンド

目的

[Monitoring] > [Properties] > [Cloud Web
Security]

サーバが現在のアクティブ サーバ、バックアップ サーバ、または到達不
能のいずれであるか、サーバのステータスを表示します。
合計と現在の HTTP 接続を表示します。マルチ コンテキスト モードで
は、統計情報はコンテキスト内にのみ表示されます。

次の URL を参照してください。

http://Whoami.scansafe.net

トラフィックがクラウド Web セキュリティ サーバに移動するかどうか
を確認するには、クライアントからこの Web サイトにアクセスします。
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関連資料
URL

関連資料
『Cisco ScanSafe Cloud Web Security Configuration
Guides』

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11720/products_installatio
n_and_configuration_guides_list.html

Cisco クラウド Web セキュリティの機能の履歴
表 24-1 に、各機能変更と、それが実装されたプラットフォーム リリースを示します。ASDM は、複
数のプラットフォーム リリースとの下位互換性があるため、サポートが追加された特定の ASDM リ
リースは一覧には含まれていません。
表 24-1

Cisco クラウド Web セキュリティの機能の履歴

機能名

プラット
フォーム リ
リース

機能情報

クラウド Web セキュリティ

9.0(1)

この機能が導入されました。

Cisco クラウド Web セキュリティは、Web トラフィックに
対するコンテンツ スキャンおよびその他のマルウェア保護
サービスを提供します。また、ユーザ アイデンティティに
基づいて Web トラフィックのリダイレクトと報告を行うこ
ともできます。
次の画面が導入または変更されました。

[Configuration] > [Device Management] > [Cloud Web
Security]
[Configuration] > [Firewall] > [Objects] > [Class Maps] >
[Cloud Web Security]
[Configuration] > [Firewall] > [Objects] > [Class Maps] >
[Cloud Web Security] > [Add/Edit]
[Configuration] > [Firewall] > [Objects] > [Inspect Maps] >
[Cloud Web Security]
[Configuration] > [Firewall] > [Objects] > [Inspect Maps] >
[Cloud Web Security] > [Add/Edit]
[Configuration] > [Firewall] > [Objects] > [Inspect Maps]
>[Cloud Web Security] > [Add/Edit] > [Manage Cloud Web
Security Class Maps]
[Configuration] > [Firewall] > [Identity Options]
[Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules]
[Monitoring] > [Properties] > [Cloud Web Security]
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ボットネット トラフィック フィルタの設定
マルウェアとは、知らないうちにホストにインストールされている悪意のあるソフトウェアです。個人
情報（パスワード、クレジット カード番号、キー ストローク、または独自データ）の送信などのネッ
トワーク アクティビティを試みるマルウェアは、マルウェアが既知の不正な IP アドレスへの接続を開
始したときにボットネット トラフィック フィルタによって検出できます。ボットネット トラフィック
フィルタは、着信と発信の接続を既知の不正なドメイン名と IP アドレス（ブラックリスト）のダイナ
ミック データベースと照合して確認し、疑わしいアクティビティをログに記録したり、疑わしいアク
ティビティをブロックします。
また、ブラックリスト アドレスを選択してスタティック ブラックリストに追加することで、Cisco ダ
イナミック データベースを補完できます。ブラックリストに記載すべきでないと考えられるアドレス
が Cisco ダイナミック データベースに含まれている場合は、それらのアドレスをスタティック ホワイ
トリストに手動で入力できます。ホワイトリストにアドレスを入力した場合でも、それらのアドレスに
関する syslog メッセージは依然として生成されます。ただし、ターゲットになるのはブラックリスト
syslog メッセージだけであるため、これは単なる情報提供に過ぎません。

（注）

内部要件のために Cisco ダイナミック データベースを使用しない場合は、スタティック ブラックリス
トだけを使用することもできます（ターゲットにするマルウェア サイトをすべて特定できる場合）。
この章では、ボットネット トラフィック フィルタを設定する方法について説明します。この章は、次
の項で構成されています。

• 「ボットネット トラフィック フィルタに関する情報」（P.25-1）
• 「ボットネット トラフィック フィルタのライセンス要件」（P.25-6）
• 「ボットネット トラフィック フィルタの前提条件」（P.25-7）
• 「ガイドラインと制限事項」（P.25-7）
• 「デフォルト設定」（P.25-7）
• 「ボットネット トラフィック フィルタの設定」（P.25-7）
• 「ボットネット トラフィック フィルタのモニタリング」（P.25-16）
• 「関連情報」（P.25-17）
• 「ボットネット トラフィック フィルタの機能履歴」（P.25-18）

ボットネット トラフィック フィルタに関する情報
この項では、ボットネット トラフィック フィルタについて説明します。説明する項目は次のとおりで
す。
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• 「ボットネット トラフィック フィルタのアドレス タイプ」（P.25-2）
• 「既知のアドレスに対するボットネット トラフィック フィルタのアクション」（P.25-2）
• 「ボットネット トラフィック フィルタ データベース」（P.25-2）
• 「ボットネット トラフィック フィルタの動作」（P.25-5）

ボットネット トラフィック フィルタのアドレス タイプ
ボットネット トラフィック フィルタのモニタ対象のアドレスは次のとおりです。

• 既知のマルウェア アドレス：これらのアドレスは、動的データベースおよび静的ブラックリスト
によって識別されるブラックリストに含まれています。

• 既知の許可アドレス：これらのアドレスは、ホワイトリストに含まれています。ホワイトリスト
は、アドレスがダイナミック データベースのブラックリストに記載されており、かつスタティッ
ク ホワイトリストで識別される場合に便利です。

• あいまいなアドレス：ブラックリストに記載されていないドメイン名を 1 つ以上含む複数のドメイ
ン名に関連付けられているアドレス。これらのアドレスはグレーリストに記載されます。
• リストに記載されていないアドレス：どのリストにも記載されていない不明アドレス。

既知のアドレスに対するボットネット トラフィック フィルタのアクション
ボットネット トラフィック フィルタを設定して、疑わしいアクティビティをログに記録できます。必
要に応じてボットネット トラフィック フィルタを設定して、疑わしいトラフィックを自動的にブロッ
クすることもできます。
リストに記載されていないアドレスについては、syslog メッセージは生成されません。ただし、ブ
ラックリスト、ホワイトリスト、およびグレーリストに記載されているアドレスについては、タイプ別
の syslog メッセージが生成されます。詳細については、「ボットネット トラフィック フィルタの
Syslog メッセージ」（P.25-16）を参照してください。

ボットネット トラフィック フィルタ データベース
ボットネット トラフィック フィルタでは、既知のアドレスについて 2 つのデータベースが使用されま
す。両方のデータベースを使用するか、ダイナミック データベースをディセーブルにしてスタティッ
ク データベースだけを使用することができます。この項は、次の内容で構成されています。

• 「動的データベースに関する情報」（P.25-2）
• 「スタティック データベースに関する情報」（P.25-4）
• 「DNS 逆ルックアップ キャッシュと DNS ホスト キャッシュに関する情報」（P.25-4）

動的データベースに関する情報
ボットネット トラフィック フィルタでは、Cisco アップデート サーバからダイナミック データベース
の定期アップデートを受け取ることができます。このデータベースには、数千もの既知の不正なドメイ
ン名と IP アドレスが含まれています。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

25-2

第 25 章

ボットネット トラフィック フィルタの設定
ボットネット トラフィック フィルタに関する情報

ASA がダイナミック データベースを使用する方法
ASA は、このダイナミック データベースを次のように使用します。
1. DNS 応答のドメイン名とダイナミック データベースのドメイン名が一致した場合、ボットネット
トラフィック フィルタは、このドメイン名と IP アドレスを DNS 逆ルックアップ キャッシュに追
加します。

2. 感染ホストがマルウェア サイトの IP アドレスへの接続を開始した場合、ASA は、疑わしいアク
ティビティを通知する syslog メッセージを送信します。トラフィックをドロップするように ASA
を設定した場合は、必要に応じてトラフィックをドロップします。

3. 場合によっては、IP アドレス自体がダイナミック データベースで提供され、ボットネット トラ
フィック フィルタが DNS 要求を検査せずに、その IP アドレスへのすべてのトラフィックをログ
に記録したり、ドロップしたりすることがあります。

データベース ファイル
データベース ファイルは、Cisco アップデート サーバからダウンロードされ、実行中のメモリに保存
されます。フラッシュ メモリには保存されません。Cisco アップデート サーバ URL にアクセスできる
ように、ASA で DNS サーバが指定されている必要があります。マルチ コンテキスト モードでは、シ
ステムは管理コンテキスト インターフェイスを使用して、すべてのコンテキストのデータベースをダ
ウンロードします。DNS サーバが管理コンテキストで指定されている必要があります。
データベースを削除する必要がある場合は、[Configuration] > [Firewall] > [Botnet Traffic Filter] >
[Botnet Database] ペインの [Purge Botnet Database] ボタンを使用してください。この場合、必ず

[Configuration] > [Firewall] > [Botnet Traffic Filter] > [Botnet Database] > [Dynamic Database
Configuration] 領域の [Use Botnet data dynamically downloaded from updater server] チェックボック

スをオフにして、最初にデータベースの使用をディセーブルにしてください。

（注）

ダイナミック データベースでドメイン名をフィルタするには、ボットネット トラフィック フィルタ ス
ヌーピングを使用して DNS パケット インスペクションをイネーブルにする必要があります。ASA は、
ドメイン名とそれに関連付けられている IP アドレスを DNS パケット内から検出します。

データベース トラフィック タイプ
ダイナミック データベースには、次のタイプのアドレスが含まれます。

• 広告：バナー広告、インタースティシャル広告、リッチ メディア広告、Web サイトのポップアッ
プとポップアンダー、スパイウェアおよびアドウェアを配信するアドバタイジング ネットワーク。
これらのネットワークには、広告重視の HTML メールおよび電子メール確認サービスを送信する
ものがあります。

• データ トラッキング：Web サイトやその他のオンライン要素にトラッキング サービスやメトリッ
ク サービスを提供する企業および Web サイトに関連付けられたソース。これらの一部は、小規模
なアドバタイズのネットワークを運営します。

• スパイウェア：スパイウェア、アドウェア、グレーウェア、およびその他の潜在的に好ましくない
アドバタイジング ソフトウェアを配信するソース。それらの一部は、これらのソフトウェアをイ
ンストールするエクスプロイトを実行します。

• マルウェア：さまざまなエクスプロイトを使用して、攻撃対象のコンピュータにアドウェア、スパ
イウェア、および他のマルウェアを配信するするソース。これらの一部は、プレミアム レート電
話番号に偽装発信を行うダイアラーの不正なオンライン ベンダーおよびディストリビュータに関
連付けられます。
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• 成人向け：成人向けコンテンツ、広告、コンテンツ集約、登録と課金、および年齢認証の Web ホ
スティングを提供する成人向けのネットワークまたはサービスに関連するソース。これらはアド
ウェア、スパイウェアおよびダイアラー配信に結び付けられていることがあります。

• ボット ネットワークと脅威ネットワーク：感染したコンピュータを制御する不正なシステム。こ
れらは、脅威ネットワーク上にホストされているシステムかボットネット自体の一部であるシステ
ムのいずれかです。

スタティック データベースに関する情報
不正な名前と見なすドメイン名または IP アドレス（ホストまたはサブネット）をブラックリストに手
動で入力できます。スタティック ブラックリスト エントリは、常に Very High 脅威レベルに指定され
ます。また、ホワイトリストに名前または IP アドレスを入力して、ダイナミック ブラックリストとホ
ワイトリストの両方に表示される名前または IP アドレスが、syslog メッセージおよびレポートでホワ
イトリスト アドレスとしてだけ識別されるようにすることもできます。アドレスがダイナミック ブ
ラックリストに記載されていない場合でも、ホワイトリストに記載されたアドレスの syslog メッセー
ジは表示されます。
スタティック データベースにドメイン名を追加した場合、ASA は、1 分間待機してからそのドメイン
名の DNS 要求を送信し、ドメイン名と IP アドレスの組を DNS ホスト キャッシュに追加します （この
アクションはバックグラウンド プロセスで、ASA の設定の続行に影響しません）。DNS パケット イン
スペクションとボットネット トラフィック フィルタ スヌーピングをイネーブルにすることをお勧めし
ます。次の場合、ASA は、通常の DNS lookup ではなく、ボットネット トラフィック フィルタ スヌー
ピングを使用してスタティック ブラックリストのドメイン名を解決します。

• ASA DNS サーバが使用できない。
• ASA が通常の DNS 要求を送信する前の 1 分間の待機期間中に接続が開始された。

DNS スヌーピングを使用すると、感染ホストがスタティック データベースに記載されている名前に対
する DNS 要求を送信したときに、ASA がドメイン名と関連付けられている IP アドレスを DNS パケッ
ト内から検出し、その名前と IP アドレスを DNS 逆ルックアップ キャッシュに追加します。
ボットネット トラフィック フィルタ スヌーピングをイネーブルにせず、上記の状況のいずれかが発生
した場合、このトラフィックは、ボットネット トラフィック フィルタでモニタされません。

DNS 逆ルックアップ キャッシュと DNS ホスト キャッシュに関する情報
DNS スヌーピングがイネーブルになっているダイナミック データベースを使用する場合、エントリは
DNS 逆ルックアップ キャッシュに追加されます。スタティック データベースを使用する場合、エント
リは DNS ホスト キャッシュに追加されます（DNS スヌーピングがイネーブルになっているスタ
「スタティック デー
ティック データベースと DNS 逆ルックアップ キャッシュの使用方法については、
タベースに関する情報」（P.25-4）を参照してください）。
DNS 逆ルックアップ キャッシュと DNS ホスト キャッシュのエントリには、DNS サーバによって提供
される time to live（TTL; 存続可能時間）値があります。許容される最大 TTL 値は 1 日（24 時間）で
す。DNS サーバによって提供された TTL がこれより大きい場合は、TTL が 1 日以下に切り詰められま
す。

DNS 逆ルックアップ キャッシュの場合、エントリがタイムアウトすると、感染したホストが既知のア
ドレスへの接続を開始して DNS スヌーピングが発生したときに、ASA がエントリを更新します。
DNS ホスト キャッシュの場合、エントリがタイムアウトすると、ASA がエントリの更新を定期的に要
求します。

DNS ホスト キャッシュの場合、ブラックリスト エントリとホワイトリスト エントリの最大数はそれ
ぞれ 1000 です。
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表 25-1 に、モデル別の DNS 逆ルックアップ キャッシュの最大エントリ数を示します。
表 25-1

モデル別の DNS 逆ルックアップ キャッシュ エントリ

ASA モデル
ASA 5505

5000

ASA 5510

10,000

ASA 5520

20,000

ASA 5540

40,000

ASA 5550

40,000

ASA 5580

100,000

最大エントリ

ボットネット トラフィック フィルタの動作
図 25-1 に、DNS インスペクションとボットネット トラフィック フィルタ スヌーピングがイネーブル
になっているダイナミック データベースを使用した場合のボットネット トラフィック フィルタの動作
を示します。
図 25-1

ダイナミック データベースを使用した場合のボットネット トラフィック フィルタの動作

ǻǭȥȪȆǣ ǢȗȩǤǢȳǹ
DNS
ㅒ
࡞࠶ࠢࠕ࠶ࡊ ࠠࡖ࠶ࠪࡘ

DNS ⷐ᳞㧦
1
bad.example.com

3a. ৻⥌?

࠳ࠗ࠽ࡒ࠶ࠢ
࠺࠲ࡌࠬ
2a. ㅊട

DNS ࠨࡃ

1a. ৻⥌?

DNS ǹȌȸȗ

2

DNS ᔕ╵㧦
209.165.201.3

ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻

syslog ࠨࡃ

ȜȃȈȍȃȈ Ȉȩȕǣȃǯ
ȕǣȫǿ
3b. syslog ࡔ࠶ࠫߩ
ㅍା/࠻ࡈࠖ࠶ࠢߩ࠼ࡠ࠶ࡊ

ࡑ࡞࠙ࠚࠕ ࡎࡓ ࠨࠗ࠻
209.165.201.3

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

25-5

248631

ធ⛯వ㧦
ᗵᨴߒߚ 3
209.165.201.3
ࡎࠬ࠻

第 25 章

ボットネット トラフィック フィルタの設定

ボットネット トラフィック フィルタのライセンス要件

図 25-2 に、スタティック データベースを使用した場合のボットネット トラフィック フィルタの動作
を示します。
図 25-2

スタティック データベースを使用した場合のボットネット トラフィック フィルタの動作
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ボットネット トラフィック フィルタのライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

モデル

ライセンス要件

すべてのモデル

次のライセンスが必要です。

• ボットネット トラフィック フィルタ ライセンス。
• ダイナミック データベースをダウンロードする高度暗号化（3DES/AES）ライセンス。
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ボットネット トラフィック フィルタの前提条件
ダイナミック データベースを使用するには、Cisco アップデート サーバ URL にアクセスできるよう
に、ASA で DNS サーバが指定されている必要があります。マルチ コンテキスト モードでは、システ
ムは管理コンテキスト インターフェイスを使用して、すべてのコンテキストのデータベースをダウン
ロードします。DNS サーバが管理コンテキストで指定されていることを確認してください。

ガイドラインと制限事項
この項では、この機能のガイドラインと制限事項について説明します。

コンテキスト モードのガイドライン
シングル コンテキスト モードとマルチ コンテキスト モードでサポートされています。
ファイアウォール モードのガイドライン
ルーテッド ファイアウォール モードとトランスペアレント ファイアウォール モードでサポートされて
います。

フェールオーバーのガイドライン
ステートフル フェールオーバーでは、DNS 逆ルックアップ キャッシュ、DNS ホスト キャッシュ、ま
たはダイナミック データベースの複製はサポートされません。

IPv6 のガイドライン
IPv6 はサポートされません。
その他のガイドラインと制限事項

• TCP DNS トラフィックはサポートされません。
• スタティック データベースには、最大 1000 個のブラックリスト エントリと 1000 個のホワイトリ
スト エントリを追加できます。

• パケット トレーサはサポートされません。

デフォルト設定
デフォルトでは、ボットネット トラフィック フィルタとダイナミック データベースの使用はディセー
ブルになっています。
デフォルトでは、DNS インスペクションはイネーブルになっていますが、ボットネット トラフィック
フィルタ スヌーピングはディセーブルになっています。

ボットネット トラフィック フィルタの設定
この項は、次の内容で構成されています。

• 「ボットネット トラフィック フィルタの設定のタスク フロー」（P.25-8）
• 「ダイナミック データベースの設定」（P.25-9）
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• 「DNS スヌーピングのイネーブル化」（P.25-11）
• 「スタティック データベースへのエントリの追加」（P.25-10）
• 「ボットネット トラフィック フィルタのトラフィック分類とアクションのイネーブル化」
（P.25-12）
• 「ボット ネット トラフィックの手動ブロック」（P.25-14）
• 「ダイナミック データベースの検索」（P.25-15）

ボットネット トラフィック フィルタの設定のタスク フロー
ボットネット トラフィック フィルタを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ダイナミック データベースの使用をイネーブルにする。「ダイナミック データベースの設定」（P.25-9）
を参照してください。
この手順では、Cisco アップデート サーバからのデータベース アップデートと、ASA によるダウン
ロードされたダイナミック データベースの使用をイネーブルにします。ダウンロードされたデータ
ベースのディセーブル化は、マルチ コンテキスト モードでデータベースの使用をコンテキストごとに
設定できるようにする場合に有用です。

ステップ 2

（任意）スタティック エントリをデータベースに追加する。「スタティック データベースへのエントリ
の追加」（P.25-10）を参照してください。
この手順では、ブラックリストまたはホワイトリストに記載するドメイン名または IP アドレスでダイ
ナミック データベースを補完します。ダイナミック データベースをインターネット経由でダウンロー
ドしない場合は、ダイナミック データベースの代わりにスタティック データベースを使用できます。

ステップ 3

DNS スヌーピングをイネーブルにする。「DNS スヌーピングのイネーブル化」（P.25-11）を参照して
ください。
この手順では、DNS パケットのインスペクションをイネーブルにします。DNS パケットのインスペク
ションでは、ドメイン名がダイナミック データベースまたはスタティック データベースのドメイン名
と比較され（ASA 用の DNS サーバが使用できない場合）、ドメイン名と IP アドレスが DNS 逆ルック
アップ キャッシュに追加されます。このキャッシュは、疑わしいアドレスへの接続が行われたときに
ボットネット トラフィック フィルタで使用されます。

ステップ 4

ボットネット トラフィック フィルタのトラフィック分類およびアクションをイネーブルにします。
「ボットネット トラフィック フィルタのトラフィック分類とアクションのイネーブル化」（P.25-12）を
参照してください。
この手順では、ボットネット トラフィック フィルタをイネーブルにします。ボットネット トラフィッ
ク フィルタでは、初期接続の各パケット内の送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスが、ダイナミック
データベース、スタティック データベース、DNS 逆ルックアップ キャッシュ、および DNS ホスト
キャッシュ内の IP アドレスと比較され、一致するトラフィックが見つかった場合は syslog メッセージ
が送信されるか、すべての一致したトラフィックがドロップされます。

ステップ 5

（任意）syslog メッセージ情報に基づいて、手動でトラフィックをブロックします。「ボット ネット ト
ラフィックの手動ブロック」（P.25-14）を参照してください。
マルウェア トラフィックを自動的にブロックしない場合、トラフィックを拒否するアクセス ルールを
設定するか、コマンドライン インターフェイス ツールで shun コマンドを使用してホストへのトラ
フィックとホストからのトラフィックをすべてブロックすることによって、トラフィックを手動でブ
ロックできます。
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ダイナミック データベースの設定
この手順では、データベース アップデートと、ASA によるダウンロードされたダイナミック データ
ベースの使用をイネーブルにします。マルチ コンテキスト モードでは、システムは管理コンテキスト
インターフェイスを使用して、すべてのコンテキストのデータベースをダウンロードします。コンテキ
ストごとに、データベースを使用するように設定できます。
デフォルトでは、ダイナミック データベースのダウンロードおよび使用はディセーブルになっていま
す。

前提条件

[Device Management] > [DNS] > [DNS Client] > [DNS Lookup] 領域で、DNS サーバの ASA の使用を
イネーブルにします。マルチ コンテキスト モードでは、システムは管理コンテキスト インターフェイ
スを使用して、すべてのコンテキストのデータベースをダウンロードします。DNS サーバが管理コン
テキストで指定されていることを確認してください。
手順の詳細
ステップ 1

ダイナミック データベースのダウンロードをイネーブルにします。

• シングル モードでは、[Configuration] > [Firewall] > [Botnet Traffic Filter] > [Botnet Database] ペ
インを選択し、[Enable Botnet Updater Client] チェックボックスをオンにします。
• マルチ コンテキスト モードでは、[System execution] スペースで、[Configuration] > [Device
Management] > [Botnet Database] ペインを選択し、[Enable Botnet Updater Client] チェックボッ
クスをオンにします。
この設定により、シスコの更新サーバから動的データベースをダウンロードできるようになります。マ
ルチ コンテキスト モードでは、システム実行スペースでこのコマンドを入力します。ASA にデータ
ベースをまだインストールしていない場合は、約 2 分後にデータベースが適応型セキュリティ アプラ
イアンスにダウンロードされます。アップデート サーバは、将来のアップデートのために ASA がサー
バにポーリングする頻度を決定します（通常は 1 時間ごと）。
ステップ 2

ステップ 3

（マルチ コンテキスト モードの場合だけ）マルチ コンテキスト モードでは、[Apply] をクリックしま
す。[Device List] でコンテキスト名をダブルクリックして、Botnet Traffic Filter を設定しようとする
コンテキストに変更します。

[Configuration] > [Firewall] > [Botnet Traffic Filter] > [Botnet Database] > [Dynamic Database
Configuration] 領域で、[Use Botnet data dynamically downloaded from updater server] チェックボック
スをオンにします。

ステップ 4
ステップ 5

[Apply] をクリックします。
（任意）後でデータベースを実行メモリから削除するには、次の手順を実行します。

a. [Use Botnet data dynamically downloaded from updater server] チェックボックスをオフにしてデー
タベースの使用をディセーブルにします。

b. [Apply] をクリックします。
c. [Purge Botnet Database] をクリックします。
d. データベースを再度ダウンロードするには、[Use Botnet data dynamically downloaded from
updater server] チェックボックスを再度オンにします。
e. [Apply] をクリックします。
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（注）

[Fetch Botnet Database] ボタンは、あくまでもテスト目的のボタンです。このボタンをクリックする
と、ダイナミック データベースをダウンロードして検証しますが、実行メモリに保存しません。
[Search Dynamic Database] 領域の詳細については、「ダイナミック データベースの検索」（P.25-15）
を参照してください。

次の作業
「スタティック データベースへのエントリの追加」（P.25-10）を参照してください。

スタティック データベースへのエントリの追加
スタティック データベースを使用すると、ブラックリストまたはホワイトリストに記載するドメイン
名または IP アドレスでダイナミック データベースを補完できます。スタティック ブラックリスト エ
ントリは、常に Very High 脅威レベルに指定されます。詳細については、「スタティック データベース
に関する情報」（P.25-4）を参照してください。

前提条件

• マルチ コンテキスト モードでは、コンテキスト実行スペースでこの手順を実行します。
• [Device Management] > [DNS] > [DNS Client] > [DNS Lookup] 領域で、DNS サーバの ASA の使
用をイネーブルにします。マルチ コンテキスト モードで、コンテキストごとに DNS をイネーブル
にします。

手順の詳細

ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Botnet Traffic Filter] > [Black List] または [White List] ペインを選択
し、[Whitelist] または [Blacklist] の [Add] をクリックします。

[Enter hostname or IP Address] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 2

[Addresses] フィールドに、1 つ以上のドメイン名、IP アドレス、および IP アドレス / ネットマスクを
入力します。
コンマ、スペース、行、またはセミコロンで区切られたエントリを複数入力してください。タイプごと
に最大 1000 のエントリを入力できます。

ステップ 3

[OK] をクリックします。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

次の作業
「DNS スヌーピングのイネーブル化」（P.25-11）を参照してください。
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DNS スヌーピングのイネーブル化
この手順では、DNS パケットのインスペクションとボットネット トラフィック フィルタ スヌーピン
グをイネーブルにします。DNS パケットのインスペクションとボットネット トラフィック フィルタ
スヌーピングでは、ドメイン名がダイナミック データベースまたはスタティック データベースのドメ
イン名と比較され、ドメイン名と IP アドレスがボットネット トラフィック フィルタの DNS 逆ルック
アップ キャッシュに追加されます。このキャッシュは、疑わしいアドレスへの接続が行われたときに
ボットネット トラフィック フィルタで使用されます。

前提条件

• マルチ コンテキスト モードでは、コンテキスト実行スペースでこの手順を実行します。
• 最初に、Botnet Traffic Filter を使用してスヌーピングするトラフィックの DNS インスペクション
を設定する必要があります。モジュラ ポリシー フレームワークを使用した高度な DNS インスペク
ション オプションの設定の詳細については、「DNS インスペクション」（P.10-1）および第 1 章
「サービス ポリシーの設定」を参照してください。

（注）

DNS スヌーピングは、[Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules] > [Rule
Actions] > [Protocol Inspection] > [Select DNS Inspect Map] ダイアログボックスでも直接
設定できます。この設定を行うには、[Enable Botnet traffic filter DNS snooping] チェック
ボックスをオンにします。

制限事項

TCP DNS トラフィックはサポートされません。

DNS インスペクションのデフォルト設定と推奨設定
DNS インスペクションのデフォルト設定では、すべてのインターフェイスのすべての UDP DNS トラ
フィックが検査され、DNS スヌーピングがディセーブルになっています。
DNS スヌーピングは、外部 DNS 要求が送信されるインターフェイスでだけイネーブルにすることを推
奨します。すべての UDP DNS トラフィック（内部 DNS サーバへの送信トラフィックを含む）に対し
て DNS スヌーピングをイネーブルにすると、ASA で不要な負荷が発生します。
たとえば、DNS サーバが外部インターフェイスに存在する場合は、外部インターフェイスのすべての
UDP DNS トラフィックに対して DNS インスペクションとスヌーピングをイネーブルにする必要があ
ります。

手順の詳細
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Botnet Traffic Filter] > [DNS Snooping] ペインを選択します。
DNS インスペクションを含むすべての既存のサービス ルールが表に表示されます。

ステップ 2

[DNS Snooping Enabled] カラムで、DNS スヌーピングをイネーブルにするルールごとに、チェック
ボックスをオンにします。

ステップ 3

[Apply] をクリックします。
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次の作業
「ボットネット トラフィック フィルタのトラフィック分類とアクションのイネーブル化」（P.25-12）を
参照してください。

ボットネット トラフィック フィルタのトラフィック分類とアクションのイ
ネーブル化
この手順では、ボットネット トラフィック フィルタをイネーブルにします。ボットネット トラフィッ
ク フィルタでは、初期接続の各パケットの送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスが次の IP アドレスお
よびキャッシュと比較されます。

• ダイナミック データベースの IP アドレス
• スタティック データベースの IP アドレス
• DNS 逆ルックアップ キャッシュ（ダイナミック データベースのドメイン名の場合）
• DNS ホスト キャッシュ（スタティック データベースのドメイン名の場合）
アドレスが一致すると、ASA が syslog メッセージを送信します。現在使用可能な追加アクションは、
接続のドロップだけです。

前提条件
マルチ コンテキスト モードでは、コンテキスト実行スペースでこの手順を実行します。

推奨設定

DNS スヌーピングは必要ありませんが、ボットネット トラフィック フィルタを最大限に活用するため
に DNS スヌーピングを設定することをお勧めします（「DNS スヌーピングのイネーブル化」（P.25-11）
を参照）。ダイナミック データベースに DNS スヌーピングが設定されていない場合、ボットネット ト
ラフィック フィルタでは、スタティック データベースのエントリとダイナミック データベースの IP
アドレスだけが使用されます。ダイナミック データベースのドメイン名は使用されません。
インターネットに直接接続されているインターフェイスのすべてのトラフィックに対してボットネット
トラフィック フィルタをイネーブルにし、Moderate 以上の重大度のトラフィックのドロップをイネー
ブルにすることをお勧めします。

手順の詳細

ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Botnet Traffic Filter] > [Traffic Settings] ペインを選択します。

ステップ 2

指定したトラフィックでボットネット トラフィック フィルタをイネーブルにするには、次の手順を実
行します。

a. [Traffic Classification] 領域で、ボットネット トラフィック フィルタをイネーブルにする各イン
ターフェイスの [Traffic Classified] チェックボックスをオンにします。
すべてのインターフェイスに適用されるグローバル分類を設定するには、[Global (All Interfaces)]
の [Traffic Classified] チェックボックスをオンにします。インターフェイス固有の分類を設定する
場合は、そのインターフェイス設定によってグローバル設定が上書きされます。

b. インターフェイスごとに、[ACL Used] ドロップダウン リストから [--ALL TRAFFIC--]（デフォ
ルト）または ASA に設定されている任意のアクセス リストを選択します。
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たとえば、外部インターフェイス上のポート 80 トラフィックをすべてモニタします。

ACL を追加または編集するには、[Manage ACL] をクリックして、ACL マネージャを起動しま
す。詳細については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Adding ACLs and ACEs”
section on page 20-2 を参照してください。
ステップ 3

（任意）アクション目的でグレーリストのトラフィックをブラックリストのトラフィックとして処理す
るには、[Ambiguous Traffic Handling] 領域で、[Treat ambiguous (greylisted) traffic as malicious
(blacklisted) traffic] チェックボックスをオンにします。
このオプションをイネーブルにしないと、[Blacklisted Traffic Actions] 領域にルールを設定している場
合にも、グレーリストのトラフィックはドロップされません。グレイリストの詳細については、「ボッ
トネット トラフィック フィルタのアドレス タイプ」（P.25-2）を参照してください。

ステップ 4

（任意）マルウェア トラフィックを自動的にドロップするには、次の手順を実行します。
トラフィックを手動でドロップするには、「ボット ネット トラフィックの手動ブロック」（P.25-14）を
参照してください。

a. [Blacklisted Traffic Actions] 領域で、[Add] をクリックします。

[Add Blacklisted Traffic Action] ダイアログボックスが表示されます。
b. [Interface] ドロップダウン リストから、トラフィックをドロップするインターフェイスを選択し
ます。ボットネット トラフィック フィルタのトラフィック分類をイネーブルにしたインターフェ
イスのみが使用できます。

c. [Threat Level] 領域で、次のいずれかのオプションを選択して、特定の脅威レベルを持つトラ
フィックをドロップします。デフォルト レベルは、Moderate から Very High までの範囲となりま
す。

（注）

デフォルト設定を変更する確固たる理由がない限り、デフォルト設定を使用することを強
くお勧めします。

• [Value]：ドロップする脅威レベルを指定します。
– Very Low
– Low
– Moderate
– High
– Very High

（注）

スタティック ブラックリスト エントリは、常に Very High 脅威レベルに指定されます。

• [Range]：脅威レベルの範囲を指定します。
d. [ACL Used] 領域で、[ACL Used] ドロップダウン リストから [--ALL TRAFFIC--]（デフォルト）
または ASA に設定されている任意のアクセス リストを選択します。

（注）

ACL が [Traffic Classification] 領域で指定したトラフィックのサブセットであることを確
認してください。

ACL を追加または編集するには、[Manage] をクリックして、ACL マネージャを起動します。詳
細については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Adding ACLs and ACEs”
section on page 20-2 を参照してください。
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e. [OK] をクリックします。

[Traffic Settings] ペインに戻ります。
f. 所定のインターフェイスに追加ルールを適用する場合は、ステップ a ～ e を繰り返します。
所定のインターフェイスに対する複数のルールで、重複トラフィックを指定しないでください。
ルール照合順を完全に制御することはできないので、重複トラフィックは、照合されたコマンドを
把握できないことになります。たとえば、所定のインターフェイスに対して [--ALL TRAFFIC--]
に一致するルールとアクセス リストを使用するコマンドの両方を指定しないでください。この場
合、トラフィックは ACL でコマンドに一致しない可能性があります。同様に、ACL で複数のコマ
ンドを指定する場合、各 ACL が一意であり、ネットワークが重ならないことを確認します。
ステップ 5

[Apply] をクリックします。

ボット ネット トラフィックの手動ブロック
マルウェア トラフィックを自動的にブロックしない場合（「ボットネット トラフィック フィルタのト
ラフィック分類とアクションのイネーブル化」（P.25-12）を参照）、トラフィックを拒否するアクセス
ルールを設定するか、コマンドライン インターフェイス ツールで shun コマンド ツールを使用してホ
ストへのトラフィックとホストからのトラフィックをすべてブロックすることによって、トラフィック
を手動でブロックできます。一部のメッセージには、ASDM で自動的にアクセス ルールを設定できま
す。
たとえば、次のような syslog メッセージが表示されます。
ASA-4-338002: Dynamic Filter permitted black listed TCP traffic from inside:10.1.1.45/6798
(209.165.201.1/7890) to outside:209.165.202.129/80 (209.165.202.129/80), destination
209.165.202.129 resolved from dynamic list: bad.example.com

その後、次のいずれかのアクションを実行できます。

• アクセス ルールを作成して、トラフィックを拒否する。
たとえば、上記の syslog メッセージを使用して、10.1.1.45 の感染ホストから 209.165.202.129 の
マルウェア サイトへのトラフィックを拒否できます。また、さまざまなブラックリスト アドレス
への多数の接続が存在する場合は、ホスト コンピュータの感染を解決するまで 10.1.1.45 からのト
ラフィックをすべて拒否する ACL を作成できます。
次の syslog メッセージの場合、Real Time Log Viewer から逆アクセス ルールを自動的に作成でき
ます。

– 338001, 338002, 338003, 338004 (blacklist)
– 338201、338202（グレイリスト）
アクセス ルールの作成に関する詳細については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイド
の Chapter 39, “Configuring Logging,” と第 6 章「アクセス ルールの設定」を参照してください。

（注）

ボットネット トラフィック フィルタの syslog メッセージから逆アクセス ルールを作成し、
インターフェイスに他のアクセス ルールが適用されていない場合は、すべてのトラフィッ
クを不用意にブロックしてしまうことがあります。通常、アクセス ルールがない場合、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へのトラ
フィックはすべて許可されます。しかし、アクセス ルールを適用すると、明示的に許可し
たトラフィック以外のトラフィックはすべて拒否されます。逆アクセス ルールは拒否ルー
ルであるため、必ず、インターフェイスの結果のアクセス ポリシーを編集して、他のトラ
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フィックを許可してください。

ACL では、将来の接続がすべてブロックされます。アクティブな現在の接続をブロックす
るには、clear conn コマンドを入力します。たとえば、syslog メッセージに記載されてい
る接続だけを消去するには、clear conn address 10.1.1.45 address 209.165.202.129 コマ
ンドを入力します。詳細については、コマンド リファレンスを参照してください。
• 感染したホストを排除する。
感染したホストを排除すると、そのホストからの接続がすべてブロックされます。そのため、特定
の宛先アドレスおよびポートへの接続をブロックする場合は、ACL を使用する必要があります。
ホストを排除するには、[Tools] > [Command Line Interface] で次のコマンドを入力します。将来
の接続をブロックすると同時に現在の接続をドロップするには、宛先アドレス、送信元ポート、宛
先ポート、およびオプションのプロトコルを入力します。
shun src_ip [dst_ip src_port dest_port [protocol]]

たとえば、10.1.1.45 からの将来の接続をブロックし、syslog メッセージに示されたマルウェア サ
イトへの現在の接続をドロップするには、次のように入力します。
shun 10.1.1.45 209.165.202.129 6798 80

感染を解決したら、ACL を削除するか、排除を無効にしてください。排除を無効にするには、no shun
src_ip を入力します。

ダイナミック データベースの検索
ドメイン名または IP アドレスがダイナミック データベースに含まれているかどうかを確認する場合
は、データベースから文字列を検索することができます。

手順の詳細
ステップ 1

次の手順で [Search Dynamic Database] 領域にアクセスします。

• シングル モードで、あるいはコンテキスト内で、[Configuration] > [Firewall] > [Botnet Traffic
Filter] > [Botnet Database Update] ペインを選択します。
• マルチ コンテキスト モードでは、[System execution] スペースで [Configuration] > [Device
Management] > [Botnet Database Update] ペインを選択します。
ステップ 2

[Search string] フィールドに、少なくとも 3 文字以上の文字列を入力し、[Find Now] をクリックしま
す。
最初の 2 つの一致が示されます。一致する項目を絞り込むために詳細な検索条件を指定するには、より
長い文字列を入力します。

ステップ 3

表示された一致および検索文字列をクリアするには、[Clear] をクリックするか、新規の文字列を入力
して [Find Now] をクリックすると、表示が更新されます。
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ボットネット トラフィック フィルタのモニタリング
既知のアドレスがボットネット トラフィック フィルタによって分類されると、syslog メッセージが生
成されます。ASA でコマンドを入力して、ボットネット トラフィック フィルタの統計情報やその他の
パラメータをモニタすることもできます。この項は、次の内容で構成されています。

• 「ボットネット トラフィック フィルタの Syslog メッセージ」（P.25-16）
• 「ボットネット トラフィック フィルタ モニタ用のペイン」（P.25-16）

ボットネット トラフィック フィルタの Syslog メッセージ
ボットネット トラフィック フィルタでは、338nnn という番号が付いた詳細な syslog メッセージが生
成されます。メッセージでは、着信接続と発信接続、ブラックリスト アドレス、ホワイトリスト アド
レス、またはグレーリスト アドレス、およびその他の多数の変数が区別されます （グレーリストには、
ブラックリストに記載されていないドメイン名を 1 つ以上含む複数のドメイン名に関連付けられている
アドレスが含まれています）。

syslog メッセージの詳細については、syslog メッセージ ガイドを参照してください。
次の syslog メッセージの場合、Real Time Log Viewer から逆アクセス ルールを自動的に作成できま
す。

• 338001, 338002, 338003, 338004 (blacklist)
• 338201、338202（グレイリスト）
一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの Chapter 39, “Configuring Logging,” を参照してくだ
さい。

ボットネット トラフィック フィルタ モニタ用のペイン
Botnet Traffic Filter を監視するには、次のペインを確認してください。
コマンド

目的

[Home] > [Firewall Dashboard]

[Top Botnet Traffic Filter Hits] を示します。これには、マルウェア サイ
ト、ポート、および感染しているホストの上位 10 件に関するレポートが
表示されます。このレポートはデータのスナップショットで、統計情報
の収集開始以降の上位 10 項目に一致しない場合があります。IP アドレ
スを右クリックすると、whois ツールが起動してボットネット サイトの
詳細が表示されます。
• [Top Malware Sites]：上位のマルウェア サイトを示します。
• [Top Malware Ports]：上位のマルウェア ポートを示します。
• [Top Infected Hosts]：上位の感染しているホストを示します。

[Monitoring] > [Botnet Traffic Filter] >
[Statistics]

ホワイトリスト、ブラックリスト、グレーリストとして分類される接続
の数、およびドロップされた接続の数を示します。（グレイリストには、
ブラックリストに記載されていないドメイン名を 1 つ以上含む複数のド
メイン名に関連付けられているアドレスが含まれています）[Details] ボ
タンを押すと、分類されたか、ドロップされたパケットの数を脅威レベ
ルごとに示します。
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コマンド

目的

[Monitoring] > [Botnet Traffic Filter] >
[Real-time Reports]

上位 10 個のモニタ対象のマルウェア サイト、ポート、および感染ホス
トのレポートを生成します。上位 10 個のマルウェア サイトのレポート
には、ドロップされた接続数、各サイトの脅威レベルとカテゴリが含ま
れます。このレポートはデータのスナップショットで、統計情報の収集
開始以降の上位 10 項目に一致しない場合があります。
サイト IP アドレスを右クリックすると、whois ツールが起動してマル
ウェア サイトの詳細が表示されます。レポートは、PDF ファイルとして
保存できます。

[Monitoring] > [Botnet Traffic Filter] > [Infected 感染ホストに関するレポートを生成します。これらのレポートには、感
Hosts]
染ホストの詳細な履歴が含まれ、感染ホスト、閲覧したマルウェア サイ
ト、およびマルウェア ポートを示します。[Maximum Connections] オプ
ションは、20 個の感染ホストおよび最大接続数を表示します。[Latest
Activity] オプションは、20 個のホストおよび最新のアクティビティを表
示します。[Highest Threat Level] オプションは、highest 脅威レベルの
マルウェア サイトに接続した 20 個のホストを表示します。[Subnet] オ
プションは、指定したサブネット内のホストを最大 20 個表示します。
レポートは、[Current View] または [Whole Buffer] のいずれかで PDF
ファイルとして保存できます。[Whole Buffer] オプションでは、バッ
ファに格納されている、感染ホストの情報をすべて表示します。

[Monitoring] > [Botnet Traffic Filter] > [Updater サーバの IP アドレス、ASA が次にサーバに接続する日時、最後にイン
Client]
ストールされたデータベースのバージョンなど、アップデート サーバに
関する情報を表示します。

[Monitoring] > [Botnet Traffic Filter] > [DNS
Snooping]

ボットネット トラフィック フィルタの DNS スヌーピングの実際の IP ア
ドレスと名前を表示します。この出力には、ブラックリストに一致する
名前だけでなく、すべての検査済み DNS データが含まれます。スタ
ティック エントリの DNS データは含まれません。

[Monitoring] > [Botnet Traffic Filter] > [Dynamic ダイナミック データベースが最後にダウンロードされた日時、データ
Database]
ベースのバージョン、データベースに含まれているエントリの数、10 個
のサンプル エントリなど、ダイナミック データベースに関する情報を表
示します。

[Monitoring] > [Botnet Traffic Filter] > [ASP
Table Hits]

高速セキュリティ パスにインストールされているボットネット トラ
フィック フィルタ ルールを表示します。

関連情報
• syslog サーバを設定するには、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの Chapter 39,
“Configuring Logging,” を参照してください。
• アクセス ルールを使用して接続をブロックする場合については、第 6 章「アクセス ルールの設定」
を参照してください。
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ボットネット トラフィック フィルタの機能履歴
表 25-2 に、各機能変更と、それが実装されたプラットフォーム リリースを示します。ASDM は、複
数のプラットフォーム リリースとの下位互換性があるため、サポートが追加された特定の ASDM リ
リースは一覧には含まれていません。
表 25-2

ボットネット トラフィック フィルタの機能履歴

機能名

プラット
フォーム
リリース

機能情報

ボットネット トラフィック フィルタ

8.2(1)

この機能が導入されました。

自動ブロッキングおよびブラックリスト カテ
ゴリと脅威レベルのレポーティング

8.2(2)

ボットネット トラフィック フィルタでは、脅威レベルに
基づいた、ブラックリストに記載されているトラフィック
の自動ブロッキングがサポートされるようになりました。
統計情報およびレポートで、マルウェア サイトのカテゴリ
および脅威レベルも表示できます。
上位ホストに対するレポートの 1 時間タイムアウトが削除
され、タイムアウトがなくなりました。
次の画面が導入または変更されました。[Configuration] >
[Firewall] > [Botnet Traffic Filter] > [Traffic Settings] およ
び [Monitoring] > [Botnet Traffic Filter] > [Infected Hosts]。
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脅威検出の設定
この章では、脅威検出の統計情報およびスキャン脅威検出を設定する方法について説明します。次の項
目を取り上げます。

• 「脅威検出に関する情報」（P.26-1）
• 「脅威検出のライセンス要件」（P.26-1）
• 「基本脅威検出統計情報の設定」（P.26-2）
• 「拡張脅威検出統計情報の設定」（P.26-5）
• 「スキャン脅威検出の設定」（P.26-9）

脅威検出に関する情報
脅威検出機能は、次の要素で構成されます。

• さまざまな脅威を収集する複数レベルの統計情報
脅威検出統計情報は、ASA に対する脅威の管理に役立ちます。たとえば、スキャン脅威検出をイ
ネーブルにすると、統計情報を見ることで脅威を分析できます。次の 2 種類の脅威検出統計情報を
設定できます。

– 基本脅威検出統計情報：システムに対する攻撃アクティビティについての全体的な情報を含み
ます。基本脅威検出統計情報はデフォルトでイネーブルになっており、パフォーマンスに対す
る影響はありません。

– 拡張脅威検出統計情報：オブジェクト レベルでアクティビティを追跡するので、ASA は個別
のホスト、ポート、プロトコル、または ACL についてのアクティビティを報告できます。拡
張脅威検出統計情報は、収集される統計情報によってはパフォーマンスに大きく影響するの
で、デフォルトでは ACL の統計情報だけがイネーブルになっています。

• ホストがスキャンを実行する時期を決定するスキャン脅威検出機能
オプションとして、スキャン脅威であることが特定されたホストを遮断できます。

脅威検出のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
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基本脅威検出統計情報の設定

モデル

ライセンス要件

すべてのモデル

基本ライセンス

基本脅威検出統計情報の設定
基本脅威検出統計情報には、DoS 攻撃（サービス拒絶攻撃）などの攻撃に関連している可能性がある
アクティビティが含まれます。
この項は、次の内容で構成されています。

• 「基本脅威検出統計情報に関する情報」（P.26-2）
• 「ガイドラインと制限事項」（P.26-3）
• 「デフォルト設定」（P.26-3）
• 「基本脅威検出統計情報の設定」（P.26-4）
• 「基本脅威検出統計情報のモニタリング」（P.26-4）
• 「基本脅威検出統計情報の機能履歴」（P.26-5）

基本脅威検出統計情報に関する情報
ASA は、基本脅威検出統計情報を使用して、次の理由でドロップしたパケットおよびセキュリティ イ
ベントの割合をモニタします。

• ACL による拒否
• 不正なパケット形式（invalid-ip-header や invalid-tcp-hdr-length など）
• 接続制限の超過（システム全体のリソース制限とコンフィギュレーションで設定されている制限の
両方）

• DoS 攻撃の検出（無効な SPI、ステートフル ファイアウォール検査の不合格など）
• 基本ファイアウォール検査の不合格（このオプションは、ここに列挙されているファイアウォール
関連のパケット ドロップすべてを含む総合レートです。インターフェイスの過負荷、アプリケー
ション インスペクションで不合格のパケット、スキャン攻撃の検出など、ファイアウォールに関
連しないパケット ドロップは含まれていません）

• 疑わしい ICMP パケットの検出
• アプリケーション インスペクションに不合格のパケット
• インターフェイスの過負荷
• 検出されたスキャン攻撃（このオプションでは、スキャン攻撃をモニタします。たとえば、最初の
TCP パケットが SYN パケットでないことや、TCP 接続で 3 ウェイ ハンドシェイクに失敗するこ
となどです。フル スキャン脅威検出（「スキャン脅威検出の設定」（P.26-9）を参照）では、このス
キャン攻撃レート情報を収集し、ホストを攻撃者として分類して自動的に遮断することによって対
処します）

• 不完全セッションの検出（TCP SYN 攻撃の検出やデータなし UDP セッション攻撃の検出など）
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ASA は、脅威を検出するとただちにシステム ログ メッセージ（733100）を送信します。ASA は、一
定間隔における平均イベント レートと短期バースト間隔におけるバースト イベント レートの 2 種類の
レートを追跡します。バースト レート間隔は、平均レート間隔の 1/30 または 10 秒のうち、どちらか
大きいほうです。ASA は、受信するイベントごとに平均レート制限とバースト レート制限をチェック
します。両方のレートが超過している場合、ASA は、バースト期間におけるレート タイプごとに最大
1 つのメッセージの割合で 2 つの別々のシステム メッセージを送信します。
基本脅威検出は、ドロップや潜在的な脅威があった場合に限りパフォーマンスに影響を与えます。この
状況でも、パフォーマンスへの影響は大きくありません。

ガイドラインと制限事項
この項では、この機能のガイドラインと制限事項について説明します。

セキュリティ コンテキストのガイドライン
シングル モードでだけサポートされています。マルチ モードはサポートされていません。

ファイアウォール モードのガイドライン
ルーテッド ファイアウォール モードとトランスペアレント ファイアウォール モードでサポートされて
います。

モニタ対象トラフィックのタイプ

through-the-box トラフィックだけがモニタされます。to-the-box トラフィックは、脅威検出に含まれ
ません。

デフォルト設定
基本脅威検出統計情報は、デフォルトでイネーブルになっています。
表 26-1 に、デフォルト設定を示します。これらのデフォルト設定すべてを表示するには、show
running-config all threat-detection コマンドを [Tools] > [Command Line Interface] で使用します。
表 26-1

基本脅威検出のデフォルト設定

トリガー設定
パケット ドロップの理由

平均レート

• DoS 攻撃の検出

バースト レート

直前の 600 秒間で 100 ドロッ 直近の 20 秒間で 400 ドロップ
プ / 秒。
/ 秒。

• 不正なパケット形式

直前の 3600 秒間で 80 ドロッ 直近の 120 秒間で 320 ドロッ
プ / 秒。
プ / 秒。

• 接続制限の超過
• 疑わしい ICMP パケットの検出
スキャン攻撃の検出

直前の 600 秒間で 5 ドロップ / 直近の 20 秒間で 10 ドロップ /
秒。
秒。
直前の 3600 秒間で 4 ドロップ 直近の 120 秒間で 8 ドロップ /
秒。
/ 秒。

直前の 600 秒間で 100 ドロッ 直近の 20 秒間で 200 ドロップ
不完全セッションの検出（TCP
/ 秒。
SYN 攻撃の検出やデータなし UDP プ / 秒。
セッション攻撃の検出など）（複合） 直前の 3600 秒間で 80 ドロッ 直近の 120 秒間で 160 ドロッ
プ / 秒。
プ / 秒。
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表 26-1

基本脅威検出のデフォルト設定 （続き）

トリガー設定
パケット ドロップの理由

平均レート

ACL による拒否

直前の 600 秒間で 400 ドロッ 直近の 20 秒間で 800 ドロップ
プ / 秒。
/ 秒。
直前の 3600 秒間で 320 ド
ロップ / 秒。

バースト レート

直近の 120 秒間で 640 ドロッ
プ / 秒。

• 基本ファイアウォール検査に不 直前の 600 秒間で 400 ドロッ 直近の 20 秒間で 1600 ドロッ
合格
プ / 秒。
プ / 秒。
• アプリケーション インスペク
ションに不合格のパケット
インターフェイスの過負荷

直前の 3600 秒間で 320 ド
ロップ / 秒。

直近の 120 秒間で 1280 ドロッ
プ / 秒。

直前の 600 秒間で 2000 ド
ロップ / 秒。

直近の 20 秒間で 8000 ドロッ
プ / 秒。

直前の 3600 秒間で 1600 ド
ロップ / 秒。

直近の 120 秒間で 6400 ドロッ
プ / 秒。

基本脅威検出統計情報の設定
この項では、イネーブルまたはディセーブルにする方法や、デフォルトの制限を変更する方法など、基
本脅威検出統計情報を設定する方法について説明します。

手順の詳細
ステップ 1

基本脅威検出をイネーブルまたはディセーブルにするには、[Configuration] > [Firewall] > [Threat
Detection] ペインを選択し、[Enable Basic Threat Detection] チェックボックスをオンまたはオフにし
ます。

ステップ 2

[Apply] をクリックします。

基本脅威検出統計情報のモニタリング
基本脅威検出の統計情報をモニタするには、次のタスクを実行します。

パス

目的

[Home] > [Firewall Dashboard] > [Traffic
Overview]

基本脅威検出統計情報を表示します。
各イベント タイプの説明については、「基本脅威検出統計情報に関する
情報」（P.26-2）を参照してください。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

26-4

第 26 章

脅威検出の設定
拡張脅威検出統計情報の設定

基本脅威検出統計情報の機能履歴
表 26-2 に、各機能変更と、それが実装されたプラットフォーム リリースを示します。ASDM は、複
数のプラットフォーム リリースとの下位互換性があるため、サポートが追加された特定の ASDM リ
リースは一覧には含まれていません。
表 26-2

基本脅威検出統計情報の機能履歴

機能名

プラット
フォーム リ
リース

機能情報

基本脅威検出統計情報

8.0(2)

基本脅威検出統計情報が導入されました。
次の画面が導入されました。[Configuration] > [Firewall] >
[Threat Detection]、[Home] > [Firewall Dashboard] >
[Traffic Overview]。

バースト レート間隔が平均レートの 1/30 に変
更されました。

8.2(1)

以前のリリースでは、平均レートの 1/60 でした。メモリを
最大限に使用するため、サンプリング間隔が平均レートの
間に 30 回に減らされました。

メモリ使用率の向上

8.3(1)

脅威検出のメモリ使用率が向上しました。

拡張脅威検出統計情報の設定
広範な統計情報を収集するように ASA を設定することができます。この項は、次の内容で構成されて
います。

• 「拡張脅威検出統計情報に関する情報」（P.26-5）
• 「ガイドラインと制限事項」（P.26-6）
• 「デフォルト設定」（P.26-6）
• 「拡張脅威検出統計情報の設定」（P.26-6）
• 「拡張脅威検出統計情報のモニタリング」（P.26-8）
• 「拡張脅威検出統計情報の機能履歴」（P.26-9）

拡張脅威検出統計情報に関する情報
拡張脅威検出統計情報は、ホスト、ポート、プロトコル、ACL などの個別のオブジェクトについて、
許可されたトラフィック レートとドロップされたトラフィック レートの両方を表示します。

注意

拡張統計情報をイネーブルにすると、イネーブルにする統計情報のタイプに応じて、ASA のパ
フォーマンスが影響を受けます。ホストの統計情報をイネーブルにすると、パフォーマンスに大き
く影響します。トラフィックの負荷が高い場合は、このタイプの統計情報を一時的にイネーブルに
することを検討してください。ただし、ポート統計情報の影響はそれほど大きくありません。
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ガイドラインと制限事項
この項では、この機能のガイドラインと制限事項について説明します。

セキュリティ コンテキストのガイドライン
マルチ モードで使用できるのは、TCP 代行受信統計情報だけです。
ファイアウォール モードのガイドライン
ルーテッド ファイアウォール モードとトランスペアレント ファイアウォール モードでサポートされて
います。
モニタ対象トラフィックのタイプ

through-the-box トラフィックだけがモニタされます。to-the-box トラフィックは、脅威検出に含まれ
ません。

デフォルト設定
デフォルトでは、ACL の統計情報はイネーブルになっています。

拡張脅威検出統計情報の設定
デフォルトでは、ACL の統計情報はイネーブルになっています。他の統計情報をイネーブルにするに
は、次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Threat Detection] ペインを選択します。

ステップ 2

[Scanning Threat Statistics] 領域で、次のオプションのいずれかを選択します。
• すべての統計情報をイネーブルにする：[Enable All Statistics] オプション ボタンをクリックしま
す。

• すべての統計情報をディセーブルにする：[Disable All Statistics] オプション ボタンをクリックし
ます。

• 特定の統計情報のみをイネーブルにする：[Enable Only Following Statistics] オプション ボタンを
クリックします。
ステップ 3

[Enable Only Following Statistics] を選択した場合は、次のチェックボックスのうち 1 つ以上をオンに
します。

• [Hosts]：ホスト統計情報をイネーブルにします。 ホストがアクティブで、スキャン脅威ホスト
データベース内に存在する限り、ホスト統計情報は累積されます。ホストは、非アクティブになっ
てから 10 分後にデータベースから削除されます（統計情報もクリアされます）。

• [Access Rules]（デフォルトでイネーブル）：アクセス ルールの統計情報をイネーブルにします。
• [Port]：TCP/UDP ポートの統計情報をイネーブルにします。
• [Protocol]：TCP/UDP 以外の IP プロトコルの統計情報をイネーブルにします。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

26-6

第 26 章

脅威検出の設定
拡張脅威検出統計情報の設定

• [TCP-Intercept]：TCP 代行受信によってインターセプトされた攻撃に関する統計をイネーブルに
します（TCP 代行受信をイネーブルにする方法については、「接続の設定」（P.21-8）を参照してく
ださい）。
ステップ 4

ホスト、ポート、およびプロトコルの統計情報については、収集するレート間隔の数を変更できます。
[Rate Intervals] 領域で、統計タイプのそれぞれに対して [1 hour]、[1 and 8 hours] 、または [1, 8 and 24
hours] を選択します。デフォルトの間隔は [1 hour] で、メモリ使用量が低く抑えられます。

ステップ 5

TCP 代行受信の統計情報については、次のオプションを [TCP Intercept Threat Detection] 領域で設定
できます。
• [Monitoring Window Size]：履歴モニタリングの時間枠のサイズを 1 ～ 1440 分の範囲内で設定し
ます。デフォルトは 30 分です。ASA はレート間隔の間に攻撃の数を 30 回サンプリングするので、
デフォルトの 30 分間隔では、60 秒ごとに統計情報が収集されます。
• [Burst Threshold Rate]：syslog メッセージ生成のしきい値を 25 ～ 2147483647 の範囲内で設定し
ます。デフォルトは 1 秒間に 400 です。バースト レートがこれを超えると、syslog メッセージ
733104 が生成されます。
• [Average Threshold Rate]：syslog メッセージ生成の平均レートのしきい値を 25 ～ 2147483647 の
範囲内で設定します。デフォルトは 1 秒間に 200 回です。平均レートがこれを超えると、syslog
メッセージ 733105 が生成されます。
デフォルト値を復元するには、[Set Default] ボタンをクリックします。

ステップ 6

[Apply] をクリックします。
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拡張脅威検出統計情報のモニタリング
拡張脅威検出統計情報をモニタするには、次のいずれかのタスクを実行します。

パス

目的

[Home] > [Firewall Dashboard] > [Top 10 Access 上位 10 件の統計情報を表示します。
Rules]
[Top 10 Access Rules] については、許可されたトラフィックと拒否され
[Home] > [Firewall Dashboard] > [Top Usage
たトラフィックはこの表示では区別されません。[Traffic Overview] >
Statistics]
[Dropped Packets Rate] チャートでは、ACL 拒否を追跡できます。
[Top 10 Sources] タブおよび [Top 10 Destinations] タブに、ホストの統
計情報が表示されます。注：脅威検出アルゴリズムに起因して、フェー
ルオーバー リンクとステート リンクの組み合わせとして使用されるイン
ターフェイスは上位 10 個のホストに表示されることがあります。これは
予期された動作であり、表示される IP アドレスは無視できます。
[Top 10 Services] タブには、ポートとプロトコルの両方の統計情報が表
示され（表示するには、両方がイネーブルに設定されている必要があり
ます）、TCP/UDP ポートと IP プロトコル タイプを組み合わせた統計情
報が表示されます。TCP（プロトコル 6）と UDP（プロトコル 17 ）は、
IP プロトコルの表示には含まれていませんが、TCP ポートと UDP ポー
トはポートの表示に含まれています。これらのタイプ（ポートまたはプ
ロトコル）の 1 つの統計情報だけをイネーブルにすると、イネーブルに
された統計情報だけが表示されます。
[Top Ten Protected Servers under SYN Attack] 領域には、TCP 代行受信
の統計情報が表示されます。表示には、攻撃を受けて保護された上位 10
サーバが含まれます。[detail] ボタンは、履歴サンプリング データを表
示します。ASA はレート間隔の間に攻撃の数を 30 回サンプリングする
ので、デフォルトの 30 分間隔では、60 秒ごとに統計情報が収集されま
す。
[Interval] ドロップダウン リストで [Last 1 hour]、[Last 8 hour]、または
[Last 24 hour] を選択します。
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拡張脅威検出統計情報の機能履歴
表 26-3 に、各機能変更と、それが実装されたプラットフォーム リリースを示します。ASDM は、複
数のプラットフォーム リリースとの下位互換性があるため、サポートが追加された特定の ASDM リ
リースは一覧には含まれていません。
表 26-3

拡張脅威検出統計情報の機能履歴

機能名

プラット
フォーム リ
リース

機能情報

拡張脅威検出統計情報

8.0(2)

拡張脅威検出統計情報が導入されました。
次の画面が導入されました。[Configuration] > [Firewall] >
[Threat Detection]、[Home] > [Firewall Dashboard] > [Top
10 Access Rules]、[Home] > [Firewall Dashboard] > [Top
Usage Status]、[Home] > [Firewall Dashboard] > [Top 10
Protected Servers Under SYN Attack]。

TCP 代行受信の統計情報

8.0(4)/8.1(2)

TCP 代行受信の統計情報が導入されました。
次の画面が導入または変更されました。[Configuration] >
[Firewall] > [Threat Detection]、[Home] > [Firewall

Dashboard] > [Top 10 Protected Servers Under SYN
Attack]。

ホスト統計情報レート間隔のカスタマイズ

8.1(2)

統計情報が収集されるレート間隔の数をカスタマイズでき
るようになりました。デフォルトのレート数は、3 から 1
に変更されました。
次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] >
[Threat Detection]。

バースト レート間隔が平均レートの 1/30 に変
更されました。

8.2(1)

ポートおよびプロトコル統計情報レート間隔の 8.3(1)
カスタマイズ

以前のリリースでは、平均レートの 1/60 でした。メモリを
最大限に使用するため、サンプリング間隔が平均レートの
間に 30 回に減らされました。
統計情報が収集されるレート間隔の数をカスタマイズでき
るようになりました。デフォルトのレート数は、3 から 1
に変更されました。
次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] >
[Threat Detection]。

メモリ使用率の向上

8.3(1)

脅威検出のメモリ使用率が向上しました。

スキャン脅威検出の設定
この項は、次の内容で構成されています。

• 「スキャン脅威検出に関する情報」（P.26-10）
• 「ガイドラインと制限事項」（P.26-10）
• 「デフォルト設定」（P.26-11）
• 「スキャン脅威検出の設定」（P.26-11）
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• 「スキャン脅威検出の機能履歴」（P.26-12）

スキャン脅威検出に関する情報
典型的なスキャン攻撃では、あるホストがサブネット内の IP アドレスにアクセスできるかどうかを 1
つずつ試します（サブネット内の複数のホストすべてを順にスキャンするか、1 つのホストまたはサブ
ネットの複数のポートすべてを順にスイープする）。スキャン脅威検出機能は、いつホストがスキャン
を実行するかを判別します。トラフィック署名に基づく IPS スキャン検出とは異なり、ASA のスキャ
ンによる脅威の検出機能では、広範なデータベースが保持され、これに含まれるホスト統計情報をス
キャン アクティビティに関する分析に使用できます。
ホスト データベースは、アクティビティを返さない接続、閉じられているサービス ポートへのアクセ
ス、非ランダム IPID などの脆弱な TCP の動作、およびその他の疑わしいアクティビティを追跡しま
す。
スキャン脅威レートを超過すると、ASA は syslog メッセージ（733101）を送信し、必要に応じて攻撃
者を遮断します。ASA は、一定間隔における平均イベント レートと短期バースト間隔におけるバース
ト イベント レートの 2 種類のレートを追跡します。バースト イベント レートは、平均レート間隔の
1/30 または 10 秒のうち、どちらか大きいほうです。スキャン攻撃の一部と見なされるイベントが検出
されるたびに、ASA は平均レート制限とバースト レート制限をチェックします。ホストから送信され
るトラフィックがどちらかのレートを超えると、そのホストは攻撃者と見なされます。ホストが受信し
たトラフィックがどちらかのレートを超えると、そのホストはターゲットと見なされます。

注意

スキャン脅威検出機能は、ホストベースとサブネットベースのデータ構造と情報を作成および収集
する間、のパフォーマンスとメモリに大きな影響を与える可能性があります。

ガイドラインと制限事項
この項では、この機能のガイドラインと制限事項について説明します。

セキュリティ コンテキストのガイドライン
シングル モードでだけサポートされています。マルチ モードはサポートされていません。

ファイアウォール モードのガイドライン
ルーテッド ファイアウォール モードとトランスペアレント ファイアウォール モードでサポートされて
います。
モニタ対象トラフィックのタイプ
• through-the-box トラフィックだけがモニタされます。to-the-box トラフィックは、脅威検出に含
まれません。

• ACL によって拒否されたトラフィックは、スキャン脅威検出をトリガーしません。ASA から許可
され、フローを作成したトラフィックだけがスキャン脅威検出の影響を受けます。
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デフォルト設定
表 26-4 に、スキャン脅威検出のデフォルトのレート制限を示します。
表 26-4

スキャンによる脅威の検出のデフォルトのレート制限

平均レート

バースト レート

直前の 600 秒間で 5 ドロップ / 秒。

直近の 20 秒間で 10 ドロップ / 秒。

直前の 3600 秒間で 5 ドロップ / 秒。

直近の 120 秒間で 10 ドロップ / 秒。

バースト レートは、N 秒ごとの平均レートとして計算されます。N はバースト レート間隔です。バー
スト レート間隔は、レート間隔の 1/30 または 10 秒のうち、どちらか大きいほうです。

スキャン脅威検出の設定
手順の詳細

ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Threat Detection] ペインを選択し、[Enable Scanning Threat Detection]
チェックボックスをオンにします。

ステップ 2

（任意）ホストが ASA によって攻撃者と判定された場合に自動的にそのホスト接続を終了するには、
[Shun Hosts detected by scanning threat] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3

（任意）ホストの IP アドレスを排除対象から外すには、[Networks excluded from shun] フィールドにア
ドレスを入力します。
複数のアドレスまたはサブネットは、カンマで区切って入力できます。IP アドレス オブジェクトのリ
ストからネットワークを選択するには、[...] ボタンをクリックします。

ステップ 4

（任意）攻撃ホストの排除期間を設定するには、[Set Shun Duration] チェックボックスをオンにしてか
ら、10 ～ 2592000 秒の範囲内の値を入力します。デフォルトの期間は 3600 秒（1 時間）です。デフォ
ルト値を復元するには、[Set Default] をクリックします。
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スキャン脅威検出の機能履歴
表 26-5 に、各機能変更と、それが実装されたプラットフォーム リリースを示します。ASDM は、複
数のプラットフォーム リリースとの下位互換性があるため、サポートが追加された特定の ASDM リ
リースは一覧には含まれていません。
表 26-5

スキャン脅威検出の機能履歴

機能名

プラット
フォーム リ
リース

機能情報

スキャン脅威検出

8.0(2)

スキャン脅威検出が導入されました。
次の画面が導入されました。[Configuration] > [Firewall] >
[Threat Detection]。

8.0(4)/8.1(2)

遮断期間

遮断期間を設定できるようになりました。
次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] >
[Threat Detection]。

バースト レート間隔が平均レートの 1/30 に変
更されました。

8.2(1)

以前のリリースでは、平均レートの 1/60 でした。メモリを
最大限に使用するため、サンプリング間隔が平均レートの
間に 30 回に減らされました。

メモリ使用率の向上

8.3(1)

脅威検出のメモリ使用率が向上しました。
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保護ツールの使用
この章では、ネットワーク保護に使用できる多くのツールの一部について説明します。次の項目を取り
上げます。

• 「IP スプーフィングの防止」（P.27-1）
• 「フラグメント サイズの設定」（P.27-2）
• 「TCP オプションの設定」（P.27-3）
• 「基本 IPS をサポートする IP 監査の設定」（P.27-5）

IP スプーフィングの防止
ユニキャスト RPF（uRPF）をインターフェイス上でイネーブルにすることができます。Unicast RPF
は、ルーティング テーブルに従い、すべてのパケットが正しい発信元インターフェイスと一致する送
信元 IP アドレスを持っていることを確認して、IP スプーフィング（パケットが不正な送信元 IP アドレ
スを使用し、実際の送信元を隠蔽すること）から保護します。
通常、ASA は、パケットの転送先を判定するときに宛先アドレスだけを調べます。Unicast RPF は、
送信元アドレスも調べるように ASA に指示します。そのため、逆経路転送（Reverse Path
Forwarding）と呼ばれます。ASA の通過を許可するすべてのトラフィックについて、送信元アドレス
に戻るルートを ASA のルーティング テーブルに含める必要があります。詳細については、RFC 2267
を参照してください。
たとえば、外部トラフィックの場合、ASA はデフォルト ルートを使用して Unicast RPF 保護の条件を
満たすことができます。トラフィックが外部インターフェイスから入り、送信元アドレスがルーティン
グ テーブルにない場合、ASA はデフォルト ルートを使用して、外部インターフェイスを発信元イン
ターフェイスとして正しく識別します。
ルーティング テーブルにあるアドレスから外部インターフェイスにトラフィックが入り、このアドレ
スが内部インターフェイスに関連付けられている場合、ASA はパケットをドロップします。同様に、
未知の送信元アドレスから内部インターフェイスにトラフィックが入った場合は、一致するルート（デ
フォルト ルート）が外部インターフェイスを示しているため、ASA はパケットをドロップします。

Unicast RPF は、次のように実装されます。
• ICMP パケットにはセッションがないため、個々のパケットはチェックされません。
• UDP と TCP にはセッションがあるため、最初のパケットは逆ルート ルックアップが必要です。
セッション中に到着する後続のパケットは、セッションの一部として保持されている既存の状態を
使用してチェックされます。最初のパケット以外のパケットは、最初のパケットと同じインター
フェイスに到着したことを保証するためにチェックされます。
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[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [Anti-Spoofing Fields]
• [Interface]：インターフェイス名を一覧表示します。
• [Anti-Spoofing Enabled]：インターフェイスで Unicast RPF がイネーブルになっているかどうか
を、Yes または No で示します。
• [Enable]：選択したインターフェイスに対する Unicast RPF をイネーブルにします。
• [Disable]：選択したインターフェイスに対する Unicast RPF をディセーブルにします。

フラグメント サイズの設定
デフォルトでは、ASA は 1 つの IP パケットにつき最大 24 のフラグメントを許可し、最大 200 のフラ
グメントのリアセンブリ待ちを許可します。NFS over UDP など、アプリケーションが日常的にパケッ
トをフラグメント化する場合は、ネットワークでフラグメント化を許可する必要があります。ただし、
トラフィックをフラグメント化するアプリケーションがない場合は、フラグメントが ASA を通過でき
ないようにすることをお勧めします。フラグメント化されたパケットは、DoS 攻撃によく使われます。
インターフェイスの IP フラグメント データベースのパラメータを変更するには、次の手順を実行しま
す。
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [Fragment] ペインを選択し、[Fragment] テーブルで変更
するインターフェイスを選択して、[Edit] をクリックします。
[Edit Fragment] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

[Size] フィールドで、リアセンブリを待機している IP リアセンブリ データベースに格納可能なパケッ
トの最大数を設定します。デフォルトは 200 です。

ステップ 3

[Chain] フィールドで、1 つの完全な IP パケットをフラグメント化できる最大パケット数を設定しま
す。デフォルトは 24 パケットです。

ステップ 4

[Timeout] フィールドで、フラグメント化されたパケット全体が到着するのを待機する最大秒数を設定
します。
タイマーは、パケットの最初のフラグメントが到着したあとに開始します。指定した秒数までに到着し
なかったパケット フラグメントがある場合、到着済みのすべてのパケット フラグメントが廃棄されま
す。デフォルトは 5 秒です。

ステップ 5

[OK] をクリックします。

ステップ 6

[Apply] をクリックします。

ステップ 7

フラグメント統計を表示するには、[Show Fragment] をクリックします。詳細については、「Show
Fragment」（P.27-2）を参照してください。

Show Fragment
[Configuration] > [Properties] > [Fragment] > [Show Fragment] ペインに、各インターフェイスの現在
の IP フラグメント データベースの統計情報が表示されます。
フィールド
• [Size]：表示専用。リアセンブリを待機する IP リアセンブリ データベース内のパケット数を表示
します。デフォルトは 200 です。
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• [Chain]：表示専用。1 つの完全な IP パケットにフラグメント化できる最大パケット数を表示しま
す。デフォルトは 24 パケットです。
• [Timeout]：表示専用。フラグメント化されたパケットの全体の到着を待機する最大秒数を表示し
ます。タイマーは、パケットの最初のフラグメントが到着したあとに開始します。パケットのすべ
てのフラグメントが表示の秒数内に到着しないと、すでに受信しているパケットのフラグメントは
すべて破棄されます。デフォルトは 5 秒です。

• [Threshold]：表示専用。IP パケットのしきい値、つまりその値を超えるとリアセンブリ モジュー
ルで新しいチェーンを作成できなくなる限界を表示します。

• [Queue]：表示専用。キュー内でリアセンブリを待機している IP パケットの数を表示します。
• [Assembled]：表示専用。正常にリアセンブリされた IP パケットの数を表示します。
• [Fail]：表示専用。リアセンブリの失敗試行回数を表示します。
• [Overflow]：表示専用。オーバーフロー キュー内の IP パケットの数を表示します。

TCP オプションの設定
[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [TCP Options] ペインでは、TCP 接続のパラメータを設定
できます。

フィールド

• [Inbound and Outbound Reset]：着信および発信トラフィックの拒否された TCP 接続をリセットす
るかどうかを設定します。

– [Interface]：インターフェイス名を表示します。
– [Inbound Reset]：着信 TCP トラフィックのインターフェイスのリセット設定を、Yes または
No で示します。この設定をイネーブルにすると、ASA は、ASA を通過しようとし、アクセ
ス リストまたは AAA 設定に基づいて ASA によって拒否されたすべての着信 TCP セッション
に対して TCP リセットを送信します。同じセキュリティ レベルのインターフェイス間のトラ
フィックも影響を受けます。このオプションがイネーブルになっていない場合は、ASA は拒
否されたパケットを、何も通知せずに廃棄します。

– [Outbound Reset]：発信 TCP トラフィックのインターフェイスのリセット設定を、Yes または
No で示します。この設定をイネーブルにすると、ASA は、ASA を通過しようとし、アクセ
ス リストまたは AAA 設定に基づいて ASA によって拒否されたすべての発信 TCP セッション
に対して TCP リセットを送信します。同じセキュリティ レベルのインターフェイス間のトラ
フィックも影響を受けます。このオプションがイネーブルになっていない場合は、ASA は拒
否されたパケットを、何も通知せずに廃棄します。

– [Edit]：インターフェイスの着信および発信のリセット設定値を設定します。
• [Other Options]：追加の TCP オプションを設定します。
– [Send Reset Reply for Denied Outside TCP Packets]：セキュリティ レベルが最も低いインター
フェイスで終了し、またアクセス リストまたは AAA 設定に基づいて ASA によって拒否され
た TCP パケットのリセットをイネーブルにします。このオプションがイネーブルになってい
ない場合は、ASA は拒否されたパケットを、何も通知せずに廃棄します。セキュリティ レベ
ルが最も低いインターフェイスの Inbound Resets をイネーブルにする場合（TCP Reset
Settings を参照）は、この設定もイネーブルにする必要はありません。Inbound Resets は、
ASA へのトラフィックとともに、ASA を通過するトラフィックも処理します。
– [Force Maximum Segment Size for TCP]：最大 TCP セグメント サイズを 48 から最大数の範
囲のバイト数で設定します。デフォルト値は 1380 バイトです。この機能は、0 バイトに設定
することによってディセーブルにできます。ホストとサーバが最初に接続を確立するときに、
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両方で最大セグメント サイズを設定できます。どちらかの最大値がここで設定する値を超え
ると、ASA はその最大値を無効化し、ユーザが設定した値を挿入します。たとえば、ユーザ
が最大サイズを 1200 バイトに設定した場合に、ホストが最大サイズとして 1300 バイトを要
求すると、ASA は 1200 バイトを要求するようにパケットを変更します。詳細については、

“Controlling Fragmentation with the Maximum Transmission Unit and TCP Maximum Segment
Size” section on page 8-8 を参照してください。

– [Force Minimum Segment Size for TCP]：48 から最大数の間で、ユーザが設定したバイト数未
満にならないように最大セグメント サイズを上書きします。この機能は、デフォルトでディ
セーブルです（0 に設定）。ホストとサーバが最初に接続を確立するときに、両方で最大セグ
メント サイズを設定できます。いずれかの最大値が [Force Minimum Segment Size for TCP
Proxy] フィールドで設定した値未満になる場合、ASA はその最大値を無効化し、ユーザが設
定した「最小」値を挿入します（最小値は、実際には許容される最大値の中での最小の値で
す）。たとえば、ユーザが最小サイズを 400 バイトに設定した場合に、ホストが最大値として
300 バイトを要求すると、ASA は 400 バイトを要求するようにパケットを変更します。

– [Force TCP Connection to Linger in TIME_WAIT State for at Least 15 Seconds]：最後の標準
TCP クローズダウン シーケンスの後、最低でも 15 秒間、各 TCP 接続が短縮 TIME_WAIT 状
態に保持するように強制します。エンド ホスト アプリケーションのデフォルト TCP 終了シー
ケンスが同時クローズである場合に、この機能を使用することを推奨します。ASA のデフォ
ルトの動作では、シャットダウン シーケンスが追跡され、2 つの FIN と最後の FIN セグメン
トの ACK の後で接続が解放されます。この即時解放ヒューリスティックにより、ASA では、
標準クローズ シーケンスと呼ばれる最も一般的なクロージング シーケンスに基づいて、高い
接続レートを維持できます。ただし、一方の端が閉じ、もう一方の端が確認応答してから独自
のクロージング シーケンスを開始する標準クローズ シーケンスとは異なり、同時クローズで
は、トランザクションの両端がクロージング シーケンスを開始します（RFC 793 を参照）。し
たがって、同時クローズでは、即時解放によって接続の一方の側で CLOSING 状態が保持され
ます。多くのソケットを CLOSING 状態にすると、エンド ホストのパフォーマンスが低下す
る可能性があります。たとえば、一部の WinSock メインフレーム クライアントはこの動作を
示し、メインフレーム サーバのパフォーマンスを低下させることが知られています。この機
能を使用すると、同時クローズダウン シーケンスを完了するためのウィンドウが作成されま
す。

TCP Reset Settings
[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [TCP Options] > [TCP Reset Settings] ダイアログボック
スでは、インターフェイスの着信および発信リセットの設定を行えます。

フィールド

• [Send Reset Reply for Denied Inbound TCP Packets]：ASA を通過しようとし、アクセス リストま
たは AAA 設定に基づいて ASA によって拒否されたすべての着信 TCP セッションに対して TCP
リセットを送信します。同じセキュリティ レベルのインターフェイス間のトラフィックも影響を
受けます。このオプションがイネーブルになっていない場合は、ASA は拒否されたパケットを、
何も通知せずに廃棄します。
アイデンティティ要求（IDENT）接続をリセットする必要がある場合は、着信トラフィックに対
して明示的にリセットを送信できます。拒否されたホストに TCP RST（TCP ヘッダーのリセット
フラグ）を送信すると、RST によって着信 IDENT プロセスが停止されるため、IDENT がタイム
アウトするのを待機する必要がなくなります。外部ホストは IDENT がタイムアウトするまで SYN
を継続的に再送信するため、IDENT がタイムアウトするのを待機するとトラフィックの速度低下
の原因となる可能性があります。そのため、service resetinbound コマンドによってパフォーマン
スが向上する可能性があります。
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• [Send Reset Reply for Denied Outbound TCP Packets]：ASA を通過しようとし、アクセス リスト
または AAA 設定に基づいて ASA によって拒否されたすべての発信 TCP セッションに対して TCP
リセットを送信します。同じセキュリティ レベルのインターフェイス間のトラフィックも影響を
受けます。このオプションがイネーブルになっていない場合は、ASA は拒否されたパケットを、
何も通知せずに廃棄します。このオプションは、デフォルトで有効です。たとえば、トラフィック
ストーム時に CPU の負荷を軽減するためなどに発信リセットをディセーブルにできます。

基本 IPS をサポートする IP 監査の設定
IP 監査機能は、AIP SSM を使用しない ASA に基本 IPS サポートを提供します。署名の基本リストを
サポートし、署名と一致するトラフィックに対して 1 つ以上のアクションを実行するように ASA を設
定できます。
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「IP Audit Policy」（P.27-5）
• 「Add/Edit IP Audit Policy Configuration」（P.27-6）
• 「IP Audit Signatures」（P.27-6）
• 「IP 監査のシグニチャ リスト」（P.27-7）

IP Audit Policy
[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [IP Audit] > [IP Audit Policy] ペインでは、監査ポリシー
を追加してインターフェイスに割り当てることができます。攻撃ポリシーと情報ポリシーは、各イン
ターフェイスに割り当てられます。攻撃ポリシーにより、パケットが攻撃シグニチャに一致するときに
実行するアクションが決まります。そのパケットは、DoS 攻撃など、ネットワークでの攻撃の一部で
ある可能性があります。情報ポリシーにより、パケットが情報シグニチャに一致するときに実行するア
クションが決まります。そのパケットは、現時点ではネットワークを攻撃していなくても、ポート ス
イープなどの情報収集アクティビティの一部になる可能性があります。すべてのシグニチャのリストに
ついては、IP 監査のシグニチャ リストを参照してください。

フィールド

• [Name]：定義済み IP 監査ポリシーの名前を示します。このテーブルには、名前付きポリシーのデ
フォルト アクションが一覧表示されていますが（「--Default Action--」）、インターフェイスに割り
当てることができる名前付きポリシーではありません。デフォルト アクションは、ポリシーでア
クションを設定しない場合に、名前付きポリシーによって使用されます。デフォルト アクション
を変更するには、そのアクションを選択して [Edit] ボタンをクリックします。

• [Type]：ポリシー タイプ（[Attack] または [Info]）を示します。
• [Action]：ポリシーに一致するパケットに対して実行されるアクション（[Alarm]、[Drop]、また
は [Reset]）を示します。複数のアクションが一覧表示されることもあります。
• [Add]：新しい IP 監査ポリシーを追加します。
• [Edit]：IP 監査ポリシーまたはデフォルト アクションを編集します。
• [Delete]：IP 監査ポリシーを削除します。デフォルト アクションは削除できません。
• [Policy-to-Interface Mappings]：攻撃および情報ポリシーを各インターフェイスに割り当てます。
– [Interface]：インターフェイス名を表示します。
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– [Attack Policy]：使用できる攻撃監査ポリシー名を一覧表示します。リストにある名前をク
リックして、ポリシーをインターフェイスに割り当てます。

– [Info Policy]：使用できる情報監査ポリシー名を一覧表示します。リストにある名前をクリッ
クして、ポリシーをインターフェイスに割り当てます。

Add/Edit IP Audit Policy Configuration
[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [IP Audit] > [IP Audit Policy] >
[Add/Edit IP Audit Policy Configuration] ダイアログボックスでは、インターフェイスに割り当てられ
る名前付き IP 監査ポリシーを追加または編集し、シグニチャ タイプごとにデフォルト アクションを変
更できます。

フィールド

• [Policy Name]：IP 監査ポリシー名を設定します。ポリシー名は、追加した後では変更できません。
• [Policy Type]：ポリシー タイプを設定します。ポリシー タイプは、追加した後では変更できませ
ん。

– [Attack]：ポリシー タイプを攻撃として設定します。
– [Information]：ポリシー タイプを情報として設定します。
• [Action]：パケットがシグニチャに一致するときに実行するアクションを 1 つ以上設定します。ア
クションを選択しない場合には、デフォルト ポリシーが使用されます。

– [Alarm]：パケットがシグニチャに一致したことを示すシステム メッセージを生成します。す
べてのシグニチャのリストについては、「IP 監査のシグニチャ リスト」を参照してください。
– [Drop]：パケットをドロップします。
– [Reset]：パケットをドロップし、接続を閉じます。

IP Audit Signatures
[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [IP Audit] > [IP Audit Signatures] ペインでは、監査シグ
ニチャをディセーブルにできます。正規のトラフィックが頻繁にシグニチャに一致する場合には、シグ
ニチャをディセーブルにしてみてください。リスクが伴うことを承知でシグニチャをディセーブルにす
ると、多数のアラームを回避できます。
すべてのシグニチャのリストについては、「IP 監査のシグニチャ リスト」（P.27-7）を参照してくださ
い。

フィールド

• [Enabled]：イネーブルになっているシグニチャを一覧表示します。
• [Disabled]：ディセーブルになっているシグニチャを一覧表示します。
• [Disable]：選択したシグニチャを [Disabled] ペインに移動します。
• [Enable]：選択したシグニチャを [Enabled] ペインに移動します。
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IP 監査のシグニチャ リスト
表 27-1 に、サポートされているシグニチャおよびメッセージ番号の一覧を示します。
表 27-1

シグニチャ ID とシステム メッセージ番号

シグニ
チャ ID

メッセー
ジ番号

シグニチャ タイトル

シグニチャ タ
イプ

説明

1000

400000

IP options-Bad Option List

Informational

IP データグラム ヘッダーの IP オプションの
リストが不完全であるか、または不正な形式
になっている IP データグラムを受信すると
トリガーされます。IP オプションのリストに
は、さまざまなネットワーク管理タスクまた
はデバッグ タスクを実行するオプションが 1
つ以上含まれています。

1001

400001

IP options-Record Packet Route

Informational

データグラムの IP オプション リスト中にオ
プション 7（記録パケット ルート）を含む IP
データグラムを受信するとトリガーされま
す。

1002

400002

IP options-Timestamp

Informational

データグラムの IP オプション リスト中にオ
プション 4（タイムスタンプ）を含む IP デー
タグラムを受信するとトリガーされます。

1003

400003

IP options-Security

Informational

データグラムの IP オプション リスト中にオ
プション 2（セキュリティ オプション）を含
む IP データグラムを受信するとトリガーさ
れます。

1004

400004

IP options-Loose Source Route

Informational

データグラムの IP オプション リスト中にオ
プション 3（緩慢な送信元ルート）を含む IP
データグラムを受信するとトリガーされま
す。

1005

400005

IP options-SATNET ID

Informational

データグラムの IP オプション リスト中にオ
プション 8（SATNET ストリーム ID）を含
む IP データグラムを受信するとトリガーさ
れます。

1006

400006

IP options-Strict Source Route

Informational

データグラムの IP オプション リスト中にオ
プション 2（厳密な送信元ルーティング）を
含む IP データグラムを受信するとトリガー
されます。

1100

400007

IP Fragment Attack

Attack

オフセット フィールドのオフセット値が 0 よ
り大きく 5 未満になっている IP データグラ
ムを受信するとトリガーされます。

1102

400008

IP Impossible Packet

Attack

送信元と宛先が同じアドレスになっている IP
パケットが到着するとトリガーされます。こ
のシグニチャは、いわゆる Land Attack を捕
捉します。
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表 27-1

シグニチャ ID とシステム メッセージ番号 （続き）

シグニ
チャ ID

メッセー
ジ番号

1103

400009

シグニチャ タイトル

シグニチャ タ
イプ

IP Overlapping Fragments

Attack

（Teardrop）

説明
同じ IP データグラム内に含まれている 2 つ
のフラグメントのオフセット値が、そのデー
タグラム内の位置決めを共有していることを
示す場合にトリガーされます。これは、フラ
グメント A がフラグメント B によって完全
に上書きされること、またはフラグメント A
がフラグメント B によって部分的に上書きさ
れることを意味します。オペレーティング シ
ステムによっては、このように重複するフラ
グメントが正しく処理されず、重複フラグメ
ントを受信すると例外をスローしたり、他の
不適切な動作を行ったりします。Teardrop 攻
撃では、これにより DoS 状態を引き起こし
ます。

2000

400010

ICMP Echo Reply

Informational

IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1
（ICMP）に設定され、ICMP ヘッダーのタイ
プ フィールドが 0（エコー応答）に設定され
た IP データグラムを受信するとトリガーさ
れます。

2001

400011

ICMP Host Unreachable

Informational

IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1
（ICMP）に設定され、ICMP ヘッダーのタイ
プ フィールドが 3（ホスト到達不能）に設定
された IP データグラムを受信するとトリ
ガーされます。

2002

400012

ICMP Source Quench

Informational

IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1
（ICMP）に設定され、ICMP ヘッダーのタイ
プ フィールドが 4（ソース クエンチ）に設定
された IP データグラムを受信するとトリ
ガーされます。

2003

400013

ICMP Redirect

Informational

P ヘッダーのプロトコル フィールドが 1
（ICMP）に設定され、ICMP ヘッダーのタイ
プ フィールドが 5（リダイレクト）に設定さ
れた IP データグラムを受信するとトリガー
されます。

2004

400014

ICMP Echo Request

Informational

IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1
（ICMP）に設定され、ICMP ヘッダーのタイ
プ フィールドが 8（エコー要求）に設定され
た IP データグラムを受信するとトリガーさ
れます。

2005

400015

ICMP Time Exceeded for a Datagram Informational

IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1
（ICMP）に設定され、ICMP ヘッダーのタイ
プ フィールドが 11（データグラムの超過時
間）に設定された IP データグラムを受信す
るとトリガーされます。
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表 27-1

シグニチャ ID とシステム メッセージ番号 （続き）

シグニチャ タ
イプ

シグニ
チャ ID

メッセー
ジ番号

2006

400016

ICMP Parameter Problem on
Datagram

Informational

IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1
（ICMP）に設定され、ICMP ヘッダーのタイ
プ フィールドが 12（データグラムのパラ
メータ問題）に設定された IP データグラム
を受信するとトリガーされます。

2007

400017

ICMP Timestamp Request

Informational

IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1
（ICMP）に設定され、ICMP ヘッダーのタイ
プ フィールドが 13（タイムスタンプ要求）
に設定された IP データグラムを受信すると
トリガーされます。

2008

400018

ICMP Timestamp Reply

Informational

IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1
（ICMP）に設定され、ICMP ヘッダーのタイ
プ フィールドが 14（タイムスタンプ応答）
に設定された IP データグラムを受信すると
トリガーされます。

2009

400019

ICMP Information Request

Informational

IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1
（ICMP）に設定され、ICMP ヘッダーのタイ
プ フィールドが 15（情報要求）に設定され
た IP データグラムを受信するとトリガーさ
れます。

2010

400020

ICMP Information Reply

Informational

IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1
（ICMP）に設定され、ICMP ヘッダーのタイ
プ フィールドが 16（ICMP 情報応答）に設
定された IP データグラムを受信するとトリ
ガーされます。

2011

400021

ICMP Address Mask Request

Informational

IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1
（ICMP）に設定され、ICMP ヘッダーのタイ
プ フィールドが 17（アドレス マスク要求）
に設定された IP データグラムを受信すると
トリガーされます。

2012

400022

ICMP Address Mask Reply

Informational

IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1
（ICMP）に設定され、ICMP ヘッダーのタイ
プ フィールドが 18（アドレス マスク応答）
に設定された IP データグラムを受信すると
トリガーされます。

2150

400023

Fragmented ICMP Traffic

Attack

IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1
（ICMP）に設定され、他にも 1（ICMP）に
設定されたフラグメント フラグが存在する
か、またはオフセット フィールドにオフセッ
ト値が指定されている IP データグラムを受
信するとトリガーされます。

2151

400024

Large ICMP Traffic

Attack

IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1
（ICMP）に設定され、IP 長が 1024 より大き
くなっている IP データグラムを受信すると
トリガーされます。

シグニチャ タイトル

説明
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表 27-1

シグニチャ ID とシステム メッセージ番号 （続き）

シグニ
チャ ID

メッセー
ジ番号

シグニチャ タイトル

シグニチャ タ
イプ

2154

400025

Ping of Death Attack

Attack

IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1
（ICMP）に設定され、Last Fragment ビット
が設定され、
（IP オフセット * 8）+（IP デー
タ長）> 65535 になっている（つまり、IP オ
フセット（元のパケットでのこのフラグメン
トの開始位置、8 バイト単位）と残りのパ
ケットの合計が IP パケットの最大サイズよ
り大きくなっている）IP データグラムを受信
するとトリガーされます。

3040

400026

TCP NULL flags

Attack

SYN、FIN、ACK、または RST のいずれの
フラグも設定されていない 1 つの TCP パ

説明

ケットが特定のホストに送信されるとトリ
ガーされます。

3041

400027

TCP SYN+FIN flags

Attack

SYN および FIN のフラグが設定されている
1 つの TCP パケットが特定のホストに送信さ
れるとトリガーされます。

3042

400028

TCP FIN only flags

Attack

1 つの孤立 TCP FIN パケットが特定のホスト
の特権ポート（ポート番号が 1024 未満）に
送信されるとトリガーされます。

3153

400029

FTP Improper Address Specified

Informational

要求側ホストと異なるアドレスを指定して
port コマンドが発行された場合にトリガーさ
れます。

3154

400030

FTP Improper Port Specified

Informational

1024 未満または 65535 より大きい値のデー
タ ポートを指定して port コマンドが発行さ
れた場合にトリガーされます。

4050

400031

UDP Bomb attack

Attack

指定されている UDP 長が、指定されている
IP 長より短い場合にトリガーされます。この
不正な形式のパケット タイプは、サービス拒
絶攻撃と関連付けられています。

4051

400032

UDP Snork attack

Attack

送信元ポートが 135、7、または 19 のいずれ
かで、宛先ポートが 135 になっている UDP
パケットが検出されるとトリガーされます。

4052

400033

UDP Chargen DoS attack

Attack

このシグニチャは、送信元ポート 7 および宛
先ポート 19 において UDP パケットが検出さ
れるとトリガーされます。

6050

400034

DNS HINFO Request

Informational

DNS サーバから HINFO レコードへのアクセ

6051

400035

DNS Zone Transfer

Informational

送信元ポートが 53 の通常の DNS ゾーン転送
が実行されるとトリガーされます。

6052

400036

DNS Zone Transfer from High Port

Informational

送信元ポートが 53 以外のときに不正な DNS
ゾーン転送が発生するとトリガーされます。

6053

400037

DNS Request for All Records

Informational

すべてのレコードに対する DNS 要求がある
とトリガーされます。

6100

400038

RPC Port Registration

Informational

ターゲット ホストで新しい RPC サービスを
登録する試みがあるとトリガーされます。

スが試みられるとトリガーされます。
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表 27-1

シグニチャ ID とシステム メッセージ番号 （続き）

シグニ
チャ ID

メッセー
ジ番号

シグニチャ タイトル

シグニチャ タ
イプ

6101

400039

RPC Port Unregistration

Informational

ターゲット ホストで既存の RPC サービスを
登録解除する試みがあるとトリガーされま
す。

6102

400040

RPC Dump

Informational

ターゲット ホストに対して RPC ダンプ要求
が発行されるとトリガーされます。

6103

400041

Proxied RPC Request

Attack

ターゲット ホストのポートマッパーにプロキ
シ RPC 要求が送信されるとトリガーされま
す。

6150

400042

ypserv (YP server daemon) Portmap
Request

Informational

YP サーバ デーモン（ypserv）ポートのポー

ypbind (YP bind daemon) Portmap
Request

Informational

yppasswdd (YP password daemon)
Portmap Request

Informational

6151

6152

400043

400044

説明

トマッパーに対して要求が行われるとトリ
ガーされます。

YP バインド デーモン（ypbind）ポートの
ポートマッパーに対して要求が行われるとト
リガーされます。

YP パスワード デーモン（yppasswdd）ポー
トのポートマッパーに対して要求が行われる
とトリガーされます。

6153

400045

ypupdated (YP update daemon)
Portmap Request

Informational

YP 更新デーモン（ypupdated）ポートのポー
トマッパーに対して要求が行われるとトリ
ガーされます。

6154

400046

ypxfrd (YP transfer daemon) Portmap Informational
Request

YP 転送デーモン（ypxfrd）ポートのポート
マッパーに対して要求が行われるとトリガー
されます。

6155

400047

mountd (mount daemon) Portmap
Request

Informational

マウント デーモン（mountd）ポートのポー
トマッパーに対して要求が行われるとトリ
ガーされます。

6175

400048

rexd (remote execution daemon)
Portmap Request

Informational

リモート実行デーモン（rexd）ポートのポー
トマッパーに対して要求が行われるとトリ
ガーされます。

6180

400049

rexd (remote execution daemon)
Attempt

Informational

rexd プログラムの呼び出しが行われるとトリ
ガーされます。リモート実行デーモンは、プ
ログラムをリモート実行する役割を担うサー
バです。rexd プログラムの呼び出しは、シス
テム リソースへの不正アクセスの試みを示唆
している場合があります。

6190

400050

statd Buffer Overflow

Attack

サイズの大きな statd 要求が送信されるとト
リガーされます。これは、バッファをオー
バーフローさせてシステムへアクセスしよう
とする試みの可能性があります。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

27-11

第 27 章
基本 IPS をサポートする IP 監査の設定

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

27-12

保護ツールの使用

C H A P T E R

28

フィルタリング サービスの設定
この章では、フィルタリング サービスを使用することにより、ASA を通過するトラフィックをどのよ
うに制御できるかについて説明します。次の項目を取り上げます。

• 「Web トラフィック フィルタリングに関する情報」（P.28-1）
• 「フィルタリング ルールの設定」（P.28-7）
• 「ルール テーブルのフィルタリング」（P.28-11）
• 「クエリーの定義」（P.28-12）
• 「外部サーバを使用した URL および FTP 要求のフィルタリング」（P.28-2）

Web トラフィック フィルタリングに関する情報
Web トラフィック フィルタリングは、2 つの異なる方法で使用できます。
• ActiveX オブジェクトまたは Java アプレットのフィルタリング
• 外部フィルタリング サーバを使用するフィルタリング
アクセスを全面的にブロックする代わりに、ActiveX オブジェクトや Java アプレットなど、特定の状
況でセキュリティ上の脅威をもたらす可能性のある特定の不適切なオブジェクトを Web トラフィック
から取り除くことができます。

Web トラフィック フィルタリングを使用して、Secure Computing SmartFilter（従来の N2H2）や
Websense などの外部フィルタリング サーバに特定のトラフィックを誘導することもできます。Web ト
ラフィック フィルタリング用に Websense または Secure Computing SmartFilter のいずれかを使用する
長い URL、HTTPS、および FTP フィルタリングをイネーブルにできます。フィルタリング サーバは、
セキュリティ ポリシーで指定されている特定のサイトまたは特定のタイプのサイトに向かうトラ
フィックをブロックできます。

（注）

URL キャッシングが動作するのは、URL サーバのベンダーから提供された URL サーバ ソフトウェア
のバージョンで URL キャッシングがサポートされている場合だけです。
Web トラフィック フィルタリングは CPU に大きな負荷がかかるため、外部フィルタリング サーバを
使用することにより、他のトラフィックのスループットに影響を与えることがなくなります。ただし、
外部フィルタリング サーバを使用してトラフィックをフィルタリングしている場合でも、ネットワー
クの速度および Web トラフィック フィルタリング サーバのキャパシティによっては、最初の接続に必
要な時間が著しく長くなる場合もあります。
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モデル

ライセンス要件

すべてのモデル

基本ライセンス

外部サーバを使用した URL および FTP 要求のフィルタリン
グ
この項では、外部サーバを使用して URL および FTP 要求をフィルタする方法について説明します。次
の項目を取り上げます。

• 「URL フィルタリングに関する情報」（P.28-2）
• 「URL フィルタリングのライセンス要件」（P.28-3）
• 「URL フィルタリングのガイドラインと制限事項」（P.28-3）
• 「フィルタリング サーバの指定」（P.28-3）
• 「その他の URL フィルタリング設定」（P.28-5）
• 「URL フィルタリングの機能履歴」（P.28-13）

URL フィルタリングに関する情報
フィルタリングは、セキュリティの高いネットワークからセキュリティの低いネットワークに発信され
る接続要求に対して適用できます。ACL を使用して特定のコンテンツ サーバに対する発信アクセスを
禁止することはできますが、サイズおよびインターネットのダイナミックな性質により、このような手
段で使用方法を管理することは困難です。次のいずれかのインターネット フィルタリング製品で稼働
する別途サーバを使用することで、設定を簡素化し、ASA のパフォーマンスを向上できます。

• HTTP、HTTPS、および FTP フィルタリング用の Websense Enterprise
• HTTP、HTTPS、FTP、および長い URL フィルタリング用の McAfee SmartFilter（従来の N2H2）
長い URL では、[Referer] フィールドの URL に「host:」というテキスト文字列が含まれている場
合があります。これによって、HTTP GET ヘッダーが HTTP ホスト パラメータが含まれているも
のとして誤って解析されるおそれがあります。一方 ASA では、[Referer] フィールドに「host:」と
いうテキスト文字列が含まれている場合でも、このフィールドを正しく解析し、正しい参照元
URL とともにヘッダーを McAfee SmartFilter サーバに転送します。

（注）

URL キャッシングが動作するのは、URL サーバのベンダーから提供された URL サーバ ソフトウェア
のバージョンで URL キャッシングがサポートされている場合だけです。
外部サーバを使用するときは ASA のパフォーマンスはほとんど影響を受けませんが、フィルタリング
サーバが ASA から離れた場所にある場合には、Web サイトまたは FTP サーバへのアクセス時間が大
幅に長くなることがあります。
フィルタリングがイネーブルで、接続要求を ASA 経由で転送すると、その要求はコンテンツ サーバと
フィルタリング サーバに同時に送信されます。フィルタリング サーバによって接続が許可されると、
ASA はコンテンツ サーバからの応答を発信元のクライアントに転送します。フィルタリング サーバが
接続を拒否した場合、ASA は応答をドロップし、接続が成功しなかったことを示すメッセージまたは
リターン コードを送信します。
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ASA 上でユーザ認証がイネーブルの場合、ASA はフィルタリング サーバにユーザ名も送信します。
フィルタリング サーバは、ユーザ固有のフィルタリング設定を使用したり、使用方法に関する高度な
レポートを提供したりすることができます。

URL フィルタリングのライセンス要件
次の表に、URL フィルタリングのライセンス要件を示します。
表 28-1

ライセンスの要件

モデル

ライセンス要件

すべてのモデル

基本ライセンス

URL フィルタリングのガイドラインと制限事項
この項では、この機能のガイドラインと制限事項について説明します。

コンテキスト モードのガイドライン
シングル コンテキスト モードとマルチ コンテキスト モードでサポートされています。

ファイアウォール モードのガイドライン
ルーテッド ファイアウォール モードとトランスペアレント ファイアウォール モードでサポートされて
います。

IPv6 のガイドライン
IPv6 はサポートされません。

フィルタリング サーバの指定
コンテキストごとに最大 4 つのフィルタリング サーバを指定できます。ASA は、1 つのサーバが応答
するまで、それらのサーバを順番に使用します。シングル モードでは、最大 16 台の同じタイプのフィ
ルタリング サーバが許容されます。コンフィギュレーション内に設定できるサーバのタイプは、1 つだ
け（Websense または Secure Computing SmartFilter）です。

（注）

HTTP または HTTPS のフィルタリングを設定する前に、フィルタリング サーバを追加する必要があり
ます。
外部フィルタリング サーバを指定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

ASDM メイン ウィンドウで、[Configuration] > [Firewall] > [URL Filtering Servers] を選択します。

ステップ 2

[URL Filtering Server Type] 領域で、次のいずれかのオプションをクリックします。
• Websense
• Secure Computing SmartFilter

ステップ 3

2 番目のオプションを選択する際に、Secure Computing SmartFilter ポート番号がデフォルト ポート番
号の 4005 ではない場合は、その番号を入力します。
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ステップ 4

[URL Filtering Servers] 領域で、[Add] をクリックします。
[Websense] オプションを選択すると、[Add Parameters for Websense URL Filtering] ダイアログボック
スが表示されます。
• ドロップダウン リストから、URL フィルタリング サーバが接続されているインターフェイスを選
択します。

• URL フィルタリング サーバの IP アドレスを入力します。
• URL フィルタリング サーバへの要求がタイムアウトになる秒数を入力します。デフォルトは 30
秒です。

• [Protocol] 領域で、URL フィルタリング サーバとの通信に使用する TCP のバージョンを指定し、
次のいずれかのオプション ボタンをクリックします。

– TCP 1
– TCP 4
– UDP 4
• URL フィルタリング サーバとの通信を許可する TCP 接続の最大数を入力し、[OK] をクリックし
ます。
新しい Websense URL フィルタリング サーバ プロパティが [URL Filtering Servers] ペインに表示され
ます。これらのプロパティを変更する場合は、[Edit] をクリックします。最初の Websense URL フィル
タリング サーバを追加した後でさらに Websense URL フィルタリング サーバを追加する場合は、
[Add] または [Insert] をクリックします。Websense URL フィルタリング サーバを削除するには、
[Delete] をクリックします。

[Secure Computing SmartFilter URL Filtering] オプションを選択した場合は、[Add Parameters for
Secure Computing SmartFilter URL Filtering] ダイアログボックスが表示されます。
• ドロップダウン リストから、URL フィルタリング サーバが接続されているインターフェイスを選
択します。

• URL フィルタリング サーバの IP アドレスを入力します。
• URL フィルタリング サーバへの要求がタイムアウトになる秒数を入力します。デフォルトは 30
秒です。

• [Protocol] 領域で、URL フィルタリング サーバとの通信に使用するプロトコル タイプを指定し、
次のいずれかのオプション ボタンをクリックします。

– TCP
– UDP
• URL フィルタリング サーバとの通信を許可する TCP 接続の最大数を入力し、[OK] をクリックし
ます。
新しい Secure Computing SmartFilter URL フィルタリング サーバ プロパティが [URL Filtering
Servers] ペインに表示されます。これらのプロパティを変更する場合は、[Edit] をクリックします。最
初の Secure Computing SmartFilter URL フィルタリング サーバを定義した後でさらに Secure
Computing SmartFilter URL フィルタリング サーバを追加する場合は、[Add] または [Insert] をクリッ
クします。Secure Computing SmartFilter URL フィルタリング サーバを削除するには、[Delete] をク
リックします。
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その他の URL フィルタリング設定
ユーザが Web サイトにアクセスすると、フィルタリング サーバは ASA に対して、サーバ アドレスを
一定時間キャッシュすることを許可できます。ただし、そのアドレスでホストされている Web サイト
はいずれも、常に許可されるカテゴリに属している必要があります。そのユーザがそのサーバに再度ア
クセスするか、別のユーザがそのサーバにアクセスした場合、ASA ではサーバ アドレスを取得するた
めにフィルタリング サーバに再度照会する必要がなくなります。

（注）

キャッシュされた IP アドレス要求は、フィルタリング サーバに渡されず、記録もされませ
ん。そのため、このアクティビティはどのレポートにも表示されません。

この項では、その他の URL フィルタリング設定を行う方法について説明します。次の項目を取り上げ
ます。

• 「コンテンツ サーバ応答のバッファリング」（P.28-5）
• 「サーバ アドレスのキャッシング」（P.28-6）
• 「HTTP URL のフィルタリング」（P.28-6）

コンテンツ サーバ応答のバッファリング
ユーザがコンテンツ サーバへの接続要求を発行した場合、その要求は、ASA によって、コンテンツ
サーバとフィルタリング サーバの両方に同時に送信されます。フィルタリング サーバがコンテンツ
サーバより早く応答しなかった場合、サーバ応答はドロップされます。この動作により、Web クライ
アントに対する Web サーバの応答が遅れます。これは、Web クライアントが要求を再発行する必要が
あるためです。

HTTP 応答バッファをイネーブルにすると、Web コンテンツ サーバからの応答はバッファリングされ、
フィルタリング サーバによって接続が許可された場合に、要求クライアントに転送されます。この動
作により、バッファリングしない場合に発生する可能性のある遅延が回避されます。

HTTP 要求または FTP 要求に対する応答のバッファリングを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[URL Filtering Servers] ペインで、[Advanced] をクリックして [Advanced URL Filtering] ダイアログ
ボックスを表示します。

ステップ 2

[URL Buffer Size] 領域で、[Enable buffering] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3

1550 バイトのバッファ数を入力します。有効値の範囲は 1 ～ 128 です。

ステップ 4

[OK] をクリックして、このダイアログボックスを閉じます。
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サーバ アドレスのキャッシング
ユーザが Web サイトにアクセスすると、フィルタリング サーバは ASA に対して、サーバ アドレスを
一定時間キャッシュすることを許可できます。ただし、そのアドレスでホストされている Web サイト
はいずれも、常に許可されるカテゴリに属している必要があります。そのユーザがそのサーバに再度ア
クセスするか、別のユーザがそのサーバにアクセスした場合、ASA ではフィルタリング サーバに再度
照会する必要がなくなります。

（注）

キャッシュされた IP アドレス要求は、フィルタリング サーバに渡されず、記録もされません。そのた
め、このアクティビティはどのレポートにも表示されません。url-cache コマンドを使用する前に、
Websense 実行ログを蓄積できます。
スループットを向上させるには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[URL Filtering Servers] ペインで、[Advanced] をクリックして [Advanced URL Filtering] ダイアログ
ボックスを表示します。

ステップ 2

[URL Cache Size] 領域で、[Enable caching based on] チェックボックスをオンにして、指定した基準に
応じてキャッシングをイネーブルにします。

ステップ 3

次のいずれかのオプション ボタンをクリックします。

• [Destination Address]：このオプションを選択すると、URL 宛先アドレスに基づいてエントリが
キャッシュされます。この設定は、すべてのユーザが Websense サーバ上で同一の URL フィルタ
リング ポリシーを共有している場合に選択します。

• [Source/Destination Address]：このオプションを選択すると、URL 要求を開始する送信元アドレ
スと URL 宛先アドレスの両方に基づいてエントリがキャッシュされます。この設定は、ユーザが
サーバ上で同じ URL フィルタリング ポリシーを共有していない場合に選択します。
ステップ 4

キャッシュ サイズの値を 1 ～ 128（KB）の範囲で入力します。

ステップ 5

[OK] をクリックして、このダイアログボックスを閉じます。

HTTP URL のフィルタリング
この項では、外部フィルタリング サーバを使用する HTTP フィルタリングを設定する方法について説
明します。次の項目を取り上げます。

• 「長い HTTP URL のフィルタリングのイネーブル化」（P.28-6）
長い HTTP URL のフィルタリングのイネーブル化
デフォルトでは、ASA は、1159 文字を超える HTTP URL を長い URL と見なします。最大許容量を大
きくすることができます。

1 つの URL の最大サイズを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[URL Filtering Servers] ペインで、[Advanced] をクリックして [Advanced URL Filtering] ダイアログ
ボックスを表示します。

ステップ 2

[Long URL Support] 領域で、[Use Long URL] チェックボックスをオンにして、フィルタリング サー
バ用に長い URL をイネーブルにします。

ステップ 3

URL の最大許容長を 4 KB を上限として指定します。
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ステップ 4

長い URL に割り当てられるメモリ量を KB 単位で入力します。

ステップ 5

[OK] をクリックして、このダイアログボックスを閉じます。

フィルタリング ルールの設定
HTTP、HTTPS、または FTP フィルタ ルールを追加する前に、URL フィルタリング サーバをイネー
ブルにする必要があります。URL フィルタリング サーバをイネーブルにするには、[Configuration] >
[Firewall] > [URL Filtering Servers] の順に選択します。
フィルタリング ルールを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ASDM メイン ウィンドウで、[Configuration] > [Firewall] > [Filter Rules] を選択します。

ステップ 2

ツールバーで [Add] をクリックし、次のリストから追加できるフィルタ ルールのタイプを表示します。

• Add Filter ActiveX Rule
• Add Filter Java Rule
• Add Filter HTTP Rule
• Add Filter HTTPS Rule
• Add Filter FTP Rule
ステップ 3

[Add Filter ActiveX Rule] を選択した場合は、次の設定を行います。
• [Filter ActiveX] または [Do not filter ActiveX] のいずれかのオプション ボタンをクリックします。
• フィルタリング アクションが適用されるトラフィックの送信元を入力します。宛先を入力するに
は、次のオプションから選択します。

– 任意の送信元アドレスを指定するには、any を入力します。
– ホスト名を入力します。
– IP アドレスと、オプションでネットワーク マスクを入力します。ネットマスクの表現は、
CIDR またはドット付き 10 進数表記のいずれでも可能です。たとえば、10.1.1.0/24 または
10.1.1.0/255.255.255.0 と入力できます。
– 省略符号をクリックし、[Browse Source] ダイアログボックスを表示します。ドロップダウン
リストからホストまたはアドレスを選択します。

• フィルタリング アクションが適用されるトラフィックの宛先を入力します。宛先を入力するには、
次のオプションから選択します。

– 任意の宛先アドレスを指定するには、any を入力します。
– ホスト名を入力します。
– IP アドレスと、オプションでネットワーク マスクを入力します。ネットマスクの表現は、
CIDR またはドット付き 10 進数表記のいずれでも可能です。たとえば、10.1.1.0/24 または
10.1.1.0/255.255.255.0 と入力できます。
– 省略符号をクリックし、[Browse Destination] ダイアログボックスを表示します。ドロップダ
ウン リストからホストまたはアドレスを選択します。

• フィルタリング アクションが適用されるトラフィックのサービスを指定します。サービスを指定
するには、次のいずれかを入力します。

– tcp/port：1 ～ 65535 のポート番号を指定できます。さらに、TCP サービスには次の修飾子を
使用できます。
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!=：～と等しくない。たとえば、!=tcp/443 と指定します。
<：～より小さい。たとえば、<tcp/2000 と指定します。
>：～より大きい。たとえば、>tcp/2000 と指定します。
- ：範囲。たとえば、tcp/2000-3000 と指定します。
– ウェルノウン サービス名（HTTP や FTP など）を入力します。
– 省略符号をクリックし、[Browse Service] ダイアログボックスを表示します。ドロップダウン
リストからサービスを選択します。

• [OK] をクリックして、このダイアログボックスを閉じます。
• [Apply] をクリックして変更内容を保存します。
ステップ 4

[Add Filter Java Rule] を選択した場合は、次の設定を行います。
• [Filter Java] または [Do not filter Java] のいずれかのオプション ボタンをクリックします。
• フィルタリング アクションが適用されるトラフィックの送信元を入力します。宛先を入力するに
は、次のオプションから選択します。

– 任意の送信元アドレスを指定するには、any を入力します。
– ホスト名を入力します。
– IP アドレスと、オプションでネットワーク マスクを入力します。ネットマスクの表現は、
CIDR またはドット付き 10 進数表記のいずれでも可能です。たとえば、10.1.1.0/24 または
10.1.1.0/255.255.255.0 と入力できます。
– 省略符号をクリックし、[Browse Source] ダイアログボックスを表示します。ドロップダウン
リストからホストまたはアドレスを選択します。

• フィルタリング アクションが適用されるトラフィックの宛先を入力します。宛先を入力するには、
次のオプションから選択します。

– 任意の宛先アドレスを指定するには、any を入力します。
– ホスト名を入力します。
– IP アドレスと、オプションでネットワーク マスクを入力します。ネットマスクの表現は、
CIDR またはドット付き 10 進数表記のいずれでも可能です。たとえば、10.1.1.0/24 または
10.1.1.0/255.255.255.0 と入力できます。
– 省略符号をクリックし、[Browse Destination] ダイアログボックスを表示します。ドロップダ
ウン リストからホストまたはアドレスを選択します。

• フィルタリング アクションが適用されるトラフィックのサービスを指定します。サービスを指定
するには、次のいずれかを入力します。

– tcp/port：1 ～ 65535 のポート番号を指定できます。さらに、TCP サービスには次の修飾子を
使用できます。

!=：～と等しくない。たとえば、!=tcp/443 と指定します。
<：～より小さい。たとえば、<tcp/2000 と指定します。
>：～より大きい。たとえば、>tcp/2000 と指定します。
- ：範囲。たとえば、tcp/2000-3000 と指定します。
– ウェルノウン サービス名（HTTP や FTP など）を入力します。
– 省略符号をクリックし、[Browse Service] ダイアログボックスを表示します。ドロップダウン
リストからサービスを選択します。

• [OK] をクリックして、このダイアログボックスを閉じます。
• [Apply] をクリックして変更内容を保存します。
ステップ 5

[Add Filter HTTP Rule] を選択した場合は、次の設定を行います。
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• [Filter HTTP] または [Do not filter HTTP] のいずれかのオプション ボタンをクリックします。
• フィルタリング アクションが適用されるトラフィックの送信元を入力します。宛先を入力するに
は、次のオプションから選択します。

– 任意の送信元アドレスを指定するには、any を入力します。
– ホスト名を入力します。
– IP アドレスと、オプションでネットワーク マスクを入力します。ネットマスクの表現は、
CIDR またはドット付き 10 進数表記のいずれでも可能です。たとえば、10.1.1.0/24 または
10.1.1.0/255.255.255.0 と入力できます。
– 省略符号をクリックし、[Browse Source] ダイアログボックスを表示します。ドロップダウン
リストからホストまたはアドレスを選択します。

• フィルタリング アクションが適用されるトラフィックの宛先を入力します。宛先を入力するには、
次のオプションから選択します。

– 任意の宛先アドレスを指定するには、any を入力します。
– ホスト名を入力します。
– IP アドレスと、オプションでネットワーク マスクを入力します。ネットマスクの表現は、
CIDR またはドット付き 10 進数表記のいずれでも可能です。たとえば、10.1.1.0/24 または
10.1.1.0/255.255.255.0 と入力できます。
– 省略符号をクリックし、[Browse Destination] ダイアログボックスを表示します。ドロップダ
ウン リストからホストまたはアドレスを選択します。

• フィルタリング アクションが適用されるトラフィックのサービスを指定します。サービスを指定
するには、次のいずれかを入力します。

– tcp/port：1 ～ 65535 のポート番号を指定できます。さらに、TCP サービスには次の修飾子を
使用できます。

!=：～と等しくない。たとえば、!=tcp/443 と指定します。
<：～より小さい。たとえば、<tcp/2000 と指定します。
>：～より大きい。たとえば、>tcp/2000 と指定します。
- ：範囲。たとえば、tcp/2000-3000 と指定します。
– ウェルノウン サービス名（HTTP や FTP など）を入力します。
– 省略符号をクリックし、[Browse Service] ダイアログボックスを表示します。ドロップダウン
リストからサービスを選択します。

• 指定されたサイズを URL が超えた場合に実行するアクションをドロップダウン リストから選択し
ます。

• URL フィルタリングを実行せずに接続する場合は、[Allow outbound traffic if URL server is not
available] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオフにすると、URL サーバ
が使用できない場合はインターネット Web サイトに接続できません。
• プロキシ サーバを介した HTTP 要求を禁止する場合は、[Block users from connecting to an HTTP
proxy server] チェックボックスをオンにします。
• ASA がパラメータなしの CGI スクリプトの場所とスクリプト名だけをフィルタリング サーバに転
送するようにする場合は、[Truncate CGI parameters from URL sent to URL server] チェックボッ
クスをオンにします。

• [OK] をクリックして、このダイアログボックスを閉じます。
• [Apply] をクリックして変更内容を保存します。
ステップ 6

[Add Filter HTTPS Rule] を選択した場合は、次の設定を行います。
• [Filter HTTPS] または [Do not filter HTTPS] のいずれかのオプション ボタンをクリックします。
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• フィルタリング アクションが適用されるトラフィックの送信元を入力します。宛先を入力するに
は、次のオプションから選択します。

– 任意の送信元アドレスを指定するには、any を入力します。
– ホスト名を入力します。
– IP アドレスと、オプションでネットワーク マスクを入力します。ネットマスクの表現は、
CIDR またはドット付き 10 進数表記のいずれでも可能です。たとえば、10.1.1.0/24 または
10.1.1.0/255.255.255.0 と入力できます。
– 省略符号をクリックし、[Browse Source] ダイアログボックスを表示します。ドロップダウン
リストからホストまたはアドレスを選択します。

• フィルタリング アクションが適用されるトラフィックの宛先を入力します。宛先を入力するには、
次のオプションから選択します。

– 任意の宛先アドレスを指定するには、any を入力します。
– ホスト名を入力します。
– IP アドレスと、オプションでネットワーク マスクを入力します。ネットマスクの表現は、
CIDR またはドット付き 10 進数表記のいずれでも可能です。たとえば、10.1.1.0/24 または
10.1.1.0/255.255.255.0 と入力できます。
– 省略符号をクリックし、[Browse Destination] ダイアログボックスを表示します。ドロップダ
ウン リストからホストまたはアドレスを選択します。

• フィルタリング アクションが適用されるトラフィックのサービスを指定します。サービスを指定
するには、次のいずれかを入力します。

– tcp/port：1 ～ 65535 のポート番号を指定できます。さらに、TCP サービスには次の修飾子を
使用できます。

!=：～と等しくない。たとえば、!=tcp/443 と指定します。
<：～より小さい。たとえば、<tcp/2000 と指定します。
>：～より大きい。たとえば、>tcp/2000 と指定します。
- ：範囲。たとえば、tcp/2000-3000 と指定します。
– ウェルノウン サービス名（HTTP や FTP など）を入力します。
– 省略符号をクリックし、[Browse Service] ダイアログボックスを表示します。ドロップダウン
リストからサービスを選択します。

• URL フィルタリングを実行せずに接続する場合は、[Allow outbound traffic if URL server is not
available] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオフにすると、URL サーバ
が使用できない場合はインターネット Web サイトに接続できません。
• [OK] をクリックして、このダイアログボックスを閉じます。
• [Apply] をクリックして変更内容を保存します。
ステップ 7

[Add Filter FTP Rule] を選択した場合は、次の設定を行います。
• [Filter FTP] または [Do not filter FTP] のいずれかのオプション ボタンをクリックします。
• フィルタリング アクションが適用されるトラフィックの送信元を入力します。宛先を入力するに
は、次のオプションから選択します。

– 任意の送信元アドレスを指定するには、any を入力します。
– ホスト名を入力します。
– IP アドレスと、オプションでネットワーク マスクを入力します。ネットマスクの表現は、
CIDR またはドット付き 10 進数表記のいずれでも可能です。たとえば、10.1.1.0/24 または
10.1.1.0/255.255.255.0 と入力できます。
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– 省略符号をクリックし、[Browse Source] ダイアログボックスを表示します。ドロップダウン
リストからホストまたはアドレスを選択します。

• フィルタリング アクションが適用されるトラフィックの宛先を入力します。宛先を入力するには、
次のオプションから選択します。

– 任意の宛先アドレスを指定するには、any を入力します。
– ホスト名を入力します。
– IP アドレスと、オプションでネットワーク マスクを入力します。ネットマスクの表現は、
CIDR またはドット付き 10 進数表記のいずれでも可能です。たとえば、10.1.1.0/24 または
10.1.1.0/255.255.255.0 と入力できます。
– 省略符号をクリックし、[Browse Destination] ダイアログボックスを表示します。ドロップダ
ウン リストからホストまたはアドレスを選択します。

• フィルタリング アクションが適用されるトラフィックのサービスを指定します。サービスを指定
するには、次のいずれかを入力します。

– tcp/port：1 ～ 65535 のポート番号を指定できます。さらに、TCP サービスには次の修飾子を
使用できます。

!=：～と等しくない。たとえば、!=tcp/443 と指定します。
<：～より小さい。たとえば、<tcp/2000 と指定します。
>：～より大きい。たとえば、>tcp/2000 と指定します。
- ：範囲。たとえば、tcp/2000-3000 と指定します。
– ウェルノウン サービス名（http や ftp など）を入力します。
– 省略符号をクリックし、[Browse Service] ダイアログボックスを表示します。ドロップダウン
リストからサービスを選択します。

• URL フィルタリングを実行せずに接続する場合は、[Allow outbound traffic if URL server is not
available] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオフにすると、URL サーバ
が使用できない場合はインターネット Web サイトに接続できません。
• FTP ディレクトリへの相対パス名を使用している FTP 要求をドロップする場合は、[Block
interactive FTP sessions (block if absolute FTP path is not provided)] チェックボックスをオンにし
ます。

• [OK] をクリックして、このダイアログボックスを閉じます。
• [Apply] をクリックして変更内容を保存します。
ステップ 8

フィルタリング ルールを変更するには、ルールを選択し、[Edit] をクリックして、指定したフィルタリ
ング ルールの [Edit Filter Rule] ダイアログボックスを表示します。

ステップ 9

必要な変更を加え、[OK] をクリックしてこのダイアログボックスを閉じます。

ステップ 10

[Apply] をクリックして変更内容を保存します。

ルール テーブルのフィルタリング
ルール テーブルに多数のエントリが含まれている場合に特定のルールを見つけるには、ルール テーブ
ルにフィルタを適用して、フィルタで指定したルールのみを表示できます。ルール テーブルをフィル
タリングするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ツールバーで [Find] をクリックし、[Filter] ツールバーを表示します。
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ステップ 2

[Filter] ドロップダウン リストから、次のフィルタ タイプを選択します。
• [Source]：指定した送信元アドレスまたはホスト名に基づいてルールを表示します。
• [Destination]：指定した宛先アドレスまたはホスト名に基づいてルールを表示します。
• [Source or Destination]：指定した送信元または宛先のアドレスまたはホスト名に基づいてルール
を表示します。

• [Service]：指定したサービスに基づいてルールを表示します。
• [Rule Type]：指定したルール タイプに基づいてルールを表示します。
• [Query]：送信元、宛先、サービス、およびルール タイプ情報で構成される複合クエリーに基づい
てルールを表示します。
ステップ 3

Source、Destination、Source or Destination、および Service がフィルタの場合は、次の手順を実行し
ます。

a. 照合する文字列を次のいずれかの方法で入力します。
– 隣のフィールドに、送信元、宛先、またはサービスの名前を入力します。
– 省略符号をクリックすると [Browse] ダイアログボックスが開き、そこから既存のサービス、
IP アドレス、またはホスト名を選択できます。
b. ドロップダウン リストから照合基準を選択します。文字列を完全一致させるには [is] を、部分一
致させるには [contains] を選択します。
ステップ 4

Rule Type フィルタの場合は、リストからルール タイプを選択します。

ステップ 5

Query フィルタの場合は、[Define Query] をクリックします。クエリーを定義するには、「クエリーの
定義」（P.28-12）を参照してください。

ステップ 6

ルール テーブルにフィルタを適用するには、[Filter] をクリックします。

ステップ 7

ルール テーブルからフィルタを削除してすべてのルール エントリを表示するには、[Clear] をクリック
します。

ステップ 8

選択したルールのパケット トレースを表示するには、[Packet Trace] をクリックします。

ステップ 9

選択したルール図を表示および非表示にするには、[Diagram] をクリックします。

ステップ 10

フィルタ ルールを削除して別の場所に配置するには、[Cut] をクリックします。

ステップ 11

フィルタ ルールをコピーするには、[Copy] をクリックします。次にコピーしたフィルタ ルールを別の
場所に貼り付けるには、[Paste] をクリックします。

ステップ 12

選択したフィルタ ルールを削除するには、[Delete] をクリックします。

クエリーの定義
クエリーを定義するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

送信元の IP アドレスまたはホスト名を入力します。完全一致には [is]、部分一致には [contains] を選択
します。省略符号をクリックし、[Browse Source] ダイアログボックスを表示します。CIDR 表記（ア
ドレス / ビットカウント）を使用してネットワーク マスクを指定できます。複数のアドレスは、カンマ
で区切って指定できます。
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ステップ 2

宛先の IP アドレスまたはホスト名を入力します。完全一致には [is]、部分一致には [contains] を選択し
ます。省略符号をクリックし、[Browse Destination] ダイアログボックスを表示します。CIDR 表記
（アドレス / ビットカウント）を使用してネットワーク マスクを指定できます。複数のアドレスは、カ
ンマで区切って指定できます。

ステップ 3

送信元または宛先の IP アドレスまたはホスト名を入力します。完全一致には [is]、部分一致には
[contains] を選択します。省略符号をクリックし、[Browse Source] ダイアログボックスを表示します。
CIDR 表記（アドレス / ビットカウント）を使用してネットワーク マスクを指定できます。複数のアド
レスは、カンマで区切って指定できます。

ステップ 4

サービスのプロトコル、ポート、または名前を入力します。完全一致には [is]、部分一致には
[contains] を選択します。省略符号をクリックし、[Browse Service] ダイアログボックスを表示します。
CIDR 表記（アドレス / ビットカウント）を使用してネットワーク マスクを指定できます。複数のアド
レスは、カンマで区切って指定できます。

ステップ 5

ドロップダウン リストから、ルール タイプを選択します。

ステップ 6

[OK] をクリックして、このダイアログボックスを閉じます。
[OK] をクリックすると、フィルタがただちにルール テーブルに適用されます。フィルタを削除するに
は、[Clear] をクリックします。

URL フィルタリングの機能履歴
表 28-2 に、URL フィルタリングのリリース履歴の一覧を示します。ASDM は、複数のプラット
フォーム リリースとの下位互換性があるため、サポートが追加された特定の ASDM リリースは一覧に
は含まれていません。
表 28-2

URL フィルタリングの機能履歴

機能名

プラット
フォーム リ
リース

URL フィルタリング

7.0(1)

機能情報
設定された一連のフィルタリング基準に基づいて URL をフィルタし
ます。
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ASA IPS モジュールの設定
この章では、ASA IPS モジュールを設定する方法について説明します。ASA IPS モジュールは、ご使
用の ASA モデルに応じて、ハードウェア モジュールである場合とソフトウェア モジュールである場
合があります。ASA モデルごとにサポートされている ASA IPS モジュールのリストについては、次の
URL にある『Cisco ASA Compatibility Matrix』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/compatibility/asamatrx.html
この章の内容は、次のとおりです。

• 「ASA IPS モジュールに関する情報」（P.29-1）
• 「ASA IPS モジュールのライセンス要件」（P.29-5）
• 「注意事項と制限事項」（P.29-5）
• 「デフォルト設定」（P.29-6）
• 「ASA IPS モジュールの設定」（P.29-7）
• 「ASA IPS モジュールの管理」（P.29-20）
• 「ASA IPS モジュールのモニタリング」（P.29-25）
• 「ASA IPS モジュールの機能履歴」（P.29-26）

ASA IPS モジュールに関する情報
ASA IPS モジュールは、高度な IPS ソフトウェアを実行します。このソフトウェアによる、予防的な
フル機能の侵入防御サービスは、ワームやネットワーク ウイルスなどの悪意のあるトラフィックが
ネットワークに影響を与える前に、これらを阻止します。この項では、次のトピックについて取り上げ
ます。

• 「ASA IPS モジュールがどのように ASA と連携するか」（P.29-1）
• 「動作モード」（P.29-2）
• 「仮想センサーの使用（ASA 5510 以降）」（P.29-3）
• 「管理アクセスに関する情報」（P.29-4）

ASA IPS モジュールがどのように ASA と連携するか
ASA IPS モジュールは、ASA とは別のアプリケーションを実行します。ASA IPS モジュールに外部管
理インターフェイスが搭載されている場合は、ASA IPS モジュールに直接接続することができます。
管理インターフェイスが搭載されていない場合は、ASA インターフェイスを介して ASA IPS モジュー
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ルに接続できます。ASA 5585-X 上の ASA IPS SSP にはデータ インターフェイスが含まれます。この
インターフェイスによって、ASA のポート密度が増加します。ただし、ASA の全体的なスループット
は増加しません。
トラフィックは、ファイアウォール検査を通過してから ASA IPS モジュールへ転送されます。ASA で
IPS インスペクション対象として指定されたトラフィックは、次に示すように ASA および ASA IPS モ
ジュールを通過します。注：この例は「インライン モード」の場合です。ASA がトラフィックのコ
ピーを ASA IPS モジュールに送信するだけである「無差別モード」については、「動作モード」
（P.29-2）を参照してください。

1. トラフィックは ASA に入ります。
2. 着信 VPN トラフィックが復号化されます。
3. ファイアウォール ポリシーが適用されます。
4. トラフィックが ASA IPS モジュールに送信されます。
5. ASA IPS モジュールはセキュリティ ポリシーをトラフィックに適用し、適切なアクションを実行
します。

6. 有効なトラフィックが ASA に返送されます。ASA IPS モジュールは、セキュリティ ポリシーに
従ってトラフィックをブロックすることがあり、ブロックされたトラフィックは渡されません。

7. 発信 VPN トラフィックが暗号化されます。
8. トラフィックが ASA から出ます。
図 29-1 は、ASA IPS モジュールをインライン モードで実行している場合のトラフィック フローを示
します。この例では、ASA IPS モジュールが攻撃と見なしたトラフィックは自動的にブロックされま
す。それ以外のトラフィックは、ASA を通って転送されます。
図 29-1

ASA での ASA IPS モジュールのトラフィック フロー：インライン モード

ASA
ȡǤȳ ǷǹȆȠ
ࣇ࢛࣮࢘ࣝ
࣏ࣜࢩ࣮

ෆ㒊

VPNࡢ
ྕ

እ㒊

ࣈࣟࢵࢡ
IPS ࣥࢫ࣌ࢡࢩࣙࣥ
IPS

251157

ㄏᑟࡉࢀࡓࢺࣛࣇࢵࢡ

動作モード
次のいずれかのモードを使用して、トラフィックを ASA IPS モジュールに送信できます。

• インライン モード：このモードでは、ASA IPS モジュールはトラフィック フローの中に直接配置
されます（図 29-1 を参照）。IPS インスペクション対象として指定されたトラフィックは、ASA
IPS モジュールに渡されて検査を受けてからでなければ、ASA を通過することはできません。イ
ンスペクション対象と識別されたすべてのパケットは通過する前に分析されるため、このモードは
最もセキュアです。また、ASA IPS モジュールはパケット単位でブロッキング ポリシーを実装で
きます。ただし、このモードは、スループットに影響を与えることがあります。
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• 無差別モード：このモードでは、トラフィックの複製ストリームが ASA IPS モジュールに送信さ
れます。このモードは安全性では劣りますが、トラフィックのスループットにほとんど影響を与え
ません。インライン モードとは異なり、無差別モードでは、ASA IPS モジュールがトラフィック
をブロックできるのは、ASA にトラフィックの排除を指示するか、ASA 上の接続をリセットした
場合だけです。また、ASA IPS モジュールがトラフィックを分析している間は、ASA IPS モ
ジュールがそのトラフィックを排除できるようになる前に、少量のトラフィックが ASA を通過す
ることがあります。図 29-2 は、無差別モードでの ASA IPS モジュールを示します。この例では、
ASA IPS モジュールは脅威と見なしたトラフィックについての排除メッセージを ASA に送信しま
す。
図 29-2

での ASA IPS モジュールのトラフィック フロー：無差別モード

ASA
ȡǤȳ ǷǹȆȠ
ෆ㒊

ࣇ࢛࣮࢘ࣝ
࣏ࣜࢩ࣮

VPNࡢ
ྕ

࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢ
㐽᩿
ࢥࣆ࣮ࡉࢀࡓࢺࣛࣇࢵࢡ

እ㒊

251158

IPS ࣥࢫ࣌ࢡࢩࣙࣥ
IPS

仮想センサーの使用（ASA 5510 以降）
IPS ソフトウェアのバージョン 6.0 以降を実行している ASA IPS モジュールでは、複数の仮想セン
サーを実行できます。つまり、ASA IPS モジュールで複数のセキュリティ ポリシーを設定することが
できます。各 ASA セキュリティ コンテキストまたはシングル モードの ASA を 1 つまたは複数の仮想
センサーに割り当てる、または複数のセキュリティ コンテキストを同じ仮想センサーに割り当てるこ
とができます。仮想センターの詳細（サポートされている最大センサー数など）については、IPS のマ
ニュアルを参照してください。
図 29-3 では、1 つのセキュリティ コンテキストと 1 つの仮想センター（インライン モード）がペアに
なり、2 つのセキュリティ コンテキストが同じ仮想センサーを共有しています。
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ASA IPS モジュールに関する情報

図 29-3

セキュリティ コンテキストと仮想センサー

ASA
ࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ ȡǤȳ ǷǹȆȠ
1
ࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ
2
ࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ
3
ࢭࣥࢧ࣮
1

251160

ࢭࣥࢧ࣮
2

IPS

図 29-4 では、シングル モードの ASA が複数の仮想センサー（インライン モード）とペアになってい
ます。定義されている各トラフィック フローは異なるセンサーに進みます。
図 29-4

複数の仮想センサーがあるシングル モードの ASA

ASA
ȡǤȳ ǷǹȆȠ
ࢺࣛࣇࢵࢡ 1
ࢺࣛࣇࢵࢡ 2

ࢭࣥࢧ࣮
1
IPS

ࢭࣥࢧ࣮
2

ࢭࣥࢧ࣮
3

251159

ࢺࣛࣇࢵࢡ 3

管理アクセスに関する情報
次の方法を使用して、IPS アプリケーションを管理できます。

• ASA からモジュールへのセッション接続：ASA に CLI アクセスが可能な場合は、モジュールに
「ASA からモジュールへのセッショ
セッション接続し、そのモジュール CLI にアクセスできます。
ンの開始（必要な場合がある）」（P.29-11）を参照してください。
• ASDM または SSH を使用して IPS 管理インターフェイスに接続する：ASDM を ASA から起動す
ると、IPS アプリケーションを設定するために管理ステーションがモジュール管理インターフェイ
スに接続します。SSH の場合、モジュール管理インターフェイスでモジュール CLI に直接アクセ
スできます。（Telnet アクセスでは、モジュール アプリケーションで追加の設定が必要になりま
す）。モジュール管理インターフェイスは、syslog メッセージの送信や、シグニチャ データベース
の更新などのモジュール アプリケーションの更新に使用できます。
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管理インターフェイスについては、次の情報を参照してください。

– ASA 5510、ASA 5520 、ASA 5540、ASA 5580、ASA 5585-X：IPS 管理インターフェイス
は、独立した外部ギガビット イーサネット インターフェイスです。

– ASA 5512-X、ASA 5515-X、ASA 5525-X、ASA 5545-X、ASA 5555-X：これらのモデル
は、ASA IPS モジュールをソフトウェア モジュールとして実行します。IPS 管理インター
フェイスは、管理 0/0 インターフェイスを ASA と共有します。ASA と ASA IPS モジュール
のそれぞれに別の MAC アドレスと IP アドレスがサポートされます。IPS IP アドレスの設定
は、IPS オペレーティング システム内で（CLI または ASDM を使用して）実行する必要があ
ります。ただし、物理特性（インターフェイスのイネーブル化など）は、ASA 上で設定され
ます。ASA インターフェイス コンフィギュレーションを削除して（特にインターフェイス
名）、このインターフェイスを IPS 専用インターフェイスとすることができます。このイン
ターフェイスは管理専用です。

– ASA 5505：ASA VLAN を使用して、バックプレーン経由での内部 IP 管理アドレスへのアク
セスを許可できます。

ASA IPS モジュールのライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

モデル

ライセンス要件

ASA 5512-X、
ASA 5515-X、
ASA 5525-X、
ASA 5545-X、
ASA 5555-X

IPS モジュールのライセンス

他のすべてのモデル

（注）

IPS モジュール ライセンスがあると、ASA で IPS ソフトウェア モジュールを実行すること
ができます。別の IPS シグニチャ サブスクリプションを購入する必要があります。フェール
オーバー用に、各ユニットのサブスクリプションを購入します。IPS シグニチャのサポート
を受けるには、IPS が事前インストールされた ASA を購入する必要があります（製品番号に
「IPS」が含まれている必要があります）。結合されたフェールオーバー クラスタ ライセンス
では、非 IPS ユニットと IPS ユニットをペアにすることはできません。たとえば ASA
5515-X の IPS 版（製品番号 ASA5515-IPS-K9）を購入し、非 IPS 版（製品番号
ASA5515-K9）を使用してフェールオーバー ペアを作成しようとしている場合は、他のユ
ニットから IPS モジュール ライセンスを継承した場合であっても、ASA5515-K9 ユニット
の IPS シグニチャ アップデートを取得できません。

基本ライセンス

注意事項と制限事項
この項では、この機能のガイドラインと制限事項について説明します。

コンテキスト モードのガイドライン

ASA 5505 はマルチ コンテキスト モードをサポートしないため、仮想センサーなどのマルチ コンテキ
スト機能は AIP SSC ではサポートされません。
ファイアウォール モードのガイドライン
ルーテッド ファイアウォール モードとトランスペアレント ファイアウォール モードでサポートされて
います。
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デフォルト設定

モデルのガイドライン
• どのモデルがどのモジュールをサポートするかの詳細については、次の URL にある『Cisco ASA
Compatibility Matrix』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/compatibility/asamatrx.html
• ASA 5505 はマルチ コンテキスト モードをサポートしないため、仮想センサーなどのマルチ コン
テキスト機能は AIP SSC ではサポートされません。
• ASA 5510 以降の ASA IPS モジュールでは高度なパフォーマンス要件がサポートされますが、
ASA 5505 の ASA IPS モジュールは小規模オフィスでのインストール用に設計されています。次
の機能は、ASA 5505 でサポートされていません。
– 仮想センサー
– 異常検出
– デフォルトの無効にした署名の非無効化
その他のガイドライン

• ASA と IPS モジュールの総スループットは、ASA 単独のスループットよりも低くなります。
– ASA 5512-X ～ ASA 5555-X：
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/ps6032/ps6094/ps6120/qa_c67-700608.h
tml を参照
– ASA 5585-X：
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/ps6032/ps6094/ps6120/qa_c67-617018.h
tml を参照
– ASA 5505 ～ ASA 5540：
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/ps6032/ps6094/ps6120/product_data_sh
eet0900aecd802930c5.html を参照
• モジュールにインストールされているソフトウェアのタイプの変更はできません。つまり、購入し
た ASA IPS モジュールに、後で別のソフトウェアをインストールすることはできません。

デフォルト設定
表 29-1 に、ASA IPS モジュールのデフォルト設定値を示します。
表 29-1

パラメータ

デフォルトのネットワーク パラメータ

デフォルト

Management VLAN（ASA 5505 専用） VLAN 1
Management IP address
192.168.1.2/24
Gateway

（注）

Username

192.168.1.1/24（デフォルトの ASA 管理 IP アドレス）
cisco

Password

cisco

ASA のデフォルトの管理 IP アドレスは 192.168.1.1/24 です。
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ASA IPS モジュールの設定
この項では、ASA IPS モジュールを設定する方法について説明します。次の項目を取り上げます。

• 「ASA IPS モジュールのタスク フロー」（P.29-7）
• 「ASA IPS 管理インターフェイスの接続」（P.29-8）
• 「ASA からモジュールへのセッションの開始（必要な場合がある）」（P.29-11）
• 「IPS モジュールの基本的なネットワーク設定値の設定」（P.29-12）
• 「（ASA 5512-X ～ ASA 5555-X）ソフトウェア モジュールの起動」（P.29-12）
• 「ASA IPS モジュールでのセキュリティ ポリシーの設定」（P.29-15）
• 「セキュリティ コンテキストへの仮想センサーの割り当て（ASA 5510 以降）」（P.29-17）
• 「ASA IPS モジュールへのトラフィックの誘導」（P.29-18）

ASA IPS モジュールのタスク フロー
ASA IPS モジュールの設定プロセスでは、IPS セキュリティ ポリシーを ASA IPS モジュール上で設定
してから、トラフィックを ASA IPS モジュールに送信するように ASA を設定します。ASA IPS モ
ジュールを設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

ASA IPS 管理インターフェイスにケーブル接続します。「ASA IPS 管理インターフェイスの接続」
（P.29-8）を参照してください。

ステップ 2

モジュールへのセッションを開始します。バックプレーンを介して IPS CLI にアクセスします。
ASDM ユーザの場合は、IPS ソフトウェアを実行していない場合、これを起動してモジュールへの
セッションを開始する必要がある場合があります。「ASA からモジュールへのセッションの開始（必要
な場合がある）」（P.29-11）を参照してください。

ステップ 3

（ASA 5512-X ～ ASA 5555-X、必須の可能性があります）ソフトウェア モジュールをインストールし
（P.29-12）を参照してくださ
ます。
「（ASA 5512-X ～ ASA 5555-X）ソフトウェア モジュールの起動」
い。

ステップ 4

使用する ASA モデルに応じて、次の作業を行います。

• （ASA 5510 以降）IPS モジュールの基本的なネットワーク設定値を設定します。「（ASA 5510 以
降）基本的なネットワーク設定値の設定」（P.29-13）を参照してください。
• （ASA 5505）IPS モジュールの管理 VLAN および IP アドレスを設定します。「（ASA 5505 ）基本
的なネットワーク設定値の設定」（P.29-14）を参照してください。
ステップ 5

モジュール上で、インスペクションと保護のポリシーを設定します。このポリシーによって、トラ
フィックの検査方法と侵入検出時の処理が決まります。「ASA IPS モジュールでのセキュリティ ポリ
シーの設定」（P.29-15）を参照してください。

ステップ 6

（ASA 5510、オプション）マルチ コンテキスト モードの ASA で、各コンテキストに対してどの IPS
仮想センサーが使用可能かを指定します（仮想センサーを設定している場合）。「セキュリティ コンテ
キストへの仮想センサーの割り当て（ASA 5510 以降）」（P.29-17）を参照してください。

ステップ 7

ASA で、ASA IPS モジュールに誘導するトラフィックを指定します。「ASA IPS モジュールへのトラ
フィックの誘導」（P.29-18）を参照してください。
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ASA IPS 管理インターフェイスの接続
IPS モジュールへの管理アクセスを提供する以外に、IPS 管理インターフェイスは、HTTP プロキシ
サーバまたは DNS サーバおよびインターネットへのアクセスを必要とします。グローバル相関、シグ
ニチャ アップデートおよびライセンス要求をダウンロードできるようにするためです。この項では、
推奨されるネットワーク コンフィギュレーションを示します。実際のネットワークでは、異なる可能
性があります。

• 「ASA 5510、ASA 5520、ASA 5540、ASA 5580、ASA 5585-X（ハードウェア モジュール）」
（P.29-8）
• 「ASA 5512-X ～ ASA 5555-X（ソフトウェア モジュール）」（P.29-9）
• 「ASA 5505」（P.29-10）

ASA 5510、ASA 5520、ASA 5540、ASA 5580、ASA 5585-X（ハードウェア モジュール）
IPS モジュールには、ASA とは別の管理インターフェイスが含まれます。

ASA 5585-X
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SFP1

SFP0

7

6

5

4

3

2

1

0

1

MGMT

0

USB

R

PW

OT

BO

M

AR

AL

T
AC

VP

T
AC

VP

1

PS

1

PS
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CONSOLE

AUX

CONSOLE

0

R

PW

OT

BO

M

AR

AL

D1

D0

HD

RESET

ASA ⟶⌮ 0/0
ࢹࣇ࢛ࣝࢺ IP㸸192.168.1.1

SSP

334656

1

内部ルータがある場合
内部ルータがある場合は、管理ネットワーク（これには ASA 管理 0/0 インターフェイスおよび IPS 管
理 1/0 インターフェイスの両方を含めることができます）と ASA 内部ネットワークとの間でルーティ
ングできます。必ず、内部ルータを介して管理ネットワークに到達するためのルートを ASA に追加し
てください。
ࣉࣟ࢟ࢩࡲࡓࡣ DNS ࢧ࣮ࣂ㸦㸧
⟶⌮⏝ࡢ ASA ࢤ࣮ࢺ࢙࢘
ASA
࣮ࣝࢱ

እ㒊

ෆ㒊

IPS ࢹࣇ࢛ࣝࢺ
ࢤ࣮ࢺ࢙࢘

ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ

IPS
⟶⌮

ASA ⟶⌮ 0/0

⟶⌮ PC
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内部ルータがない場合
内部ネットワークが 1 つだけの場合は、別の管理ネットワークも持つことはできません（仮に持つとす
れば、内部ルータがネットワーク間のルーティングを行う必要があります）。この場合は、管理 0/0 イ
ンターフェイスの代わりに内部インターフェイスから ASA を管理できます。IPS モジュールは ASA と
は別のデバイスであるため、内部インターフェイスと同じネットワーク上に IPS 管理 1/0 アドレスを設
定できます。
IPS ࢹࣇ࢛ࣝࢺ ࢤ࣮ࢺ࢙࢘
ࣞࣖ 2
ࢫࢵࢳ

⟶⌮ PC

ASA
እ㒊

ෆ㒊

ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ

IPS
IPS ⟶⌮ 1/0
ASA 管理 0/0 は使用されない

334660

ࣉࣟ࢟ࢩࡲࡓࡣ DNS ࢧ࣮ࣂ
㸦㸧

ASA 5512-X ～ ASA 5555-X（ソフトウェア モジュール）
これらのモデルは、IPS モジュールをソフトウェア モジュールとして実行し、IPS 管理インターフェイ
スは Management 0/0 インターフェイスを ASA と共有します。

IPS ⟶⌮ 0/0
ࢹࣇ࢛ࣝࢺ IP㸸192.168.1.2
ASA ⟶⌮ 0/0
ࢹࣇ࢛ࣝࢺ IP㸸192.168.1.1

334665

ASA 5545-X

内部ルータがある場合
内部ルータがある場合は、管理 0/0 ネットワーク（これには ASA および IPS の両方の管理 IP アドレス
とが含まれます）と内部ネットワークとの間でルーティングできます。必ず、内部ルータを介して管理
ネットワークに到達するためのルートを ASA に追加してください。
ࣉࣟ࢟ࢩࡲࡓࡣ DNS ࢧ࣮ࣂ 㸦㸧
⟶⌮⏝ࡢ ASA ࢤ࣮ࢺ࢙࢘
ASA
࣮ࣝࢱ

እ㒊

ෆ㒊

IPS ࢹࣇ࢛ࣝࢺ
ࢤ࣮ࢺ࢙࢘

ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ

IPS
⟶⌮

⟶⌮ PC

334667

⟶⌮ 0/0

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

29-9

第 29 章

ASA IPS モジュールの設定

ASA IPS モジュールの設定

内部ルータがない場合
内部ネットワークが 1 つだけの場合は、別の管理ネットワークも持つことはできません。この場合は、
管理 0/0 インターフェイスの代わりに内部インターフェイスから ASA を管理できます。ASA で設定さ
れた名前を管理 0/0 インターフェイスから削除した場合も、そのインターフェイスの IPS IP アドレス
を設定できます。IPS モジュールは実質的に ASA とは別のデバイスであるため、内部インターフェイ
スと同じネットワーク上に IPS 管理アドレスを設定できます。
IPS ࢹࣇ࢛ࣝࢺ ࢤ࣮ࢺ࢙࢘
ࣞࣖ 2
ࢫࢵࢳ

⟶⌮ PC

ASA
እ㒊

ෆ㒊

ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ

IPS

（注）

334669

⟶⌮ 0/0
㸦IPS ࡢࡳ㸧

ࣉࣟ࢟ࢩࡲࡓࡣ DNS ࢧ࣮ࣂ
㸦㸧

管理 0/0 に対して ASA で設定された名前を削除する必要があります。この名前が ASA 上で設定され
ている場合は、IPS のアドレスは ASA と同じネットワーク上にあることが必要になり、その結果、他
の ASA インターフェイス上ですでに設定されたネットワークが除外されます。名前が設定されていな
い場合は、IPS のアドレスが存在するのはどのネットワークでも、たとえば、ASA 内部ネットワーク
でもかまいません。

ASA 5505
ASA 5505 には専用の管理インターフェイスがありません。内部 IP 管理アドレスにアクセスするには、
バックプレーン経由で ASA VLAN を使用する必要があります。管理 PC を Ethernet 0/1 ～ 0/7
（VLAN 1 に割り当てられています）のいずれかのポートに接続します。

ASA 5505

࣏࣮ࢺ 1 㹼 7 VLAN 1
ࢹࣇ࢛ࣝࢺ ASA IP㸸192.168.1.1/IPS IP㸸192.168.1.2
ࢹࣇ࢛ࣝࢺ IPS ࢤ࣮ࢺ࢙࢘㸸192.168.1.1㸦ASA㸧
Security
Services
Card Slot

STATUS

Cisco ASA SSC-05

Console

2

POWER
48VDC

RESET

1

7 POWER over ETHERNET 6

5

4

3

2

1

0

⟶⌮ PC
㸦DHCP ࡽࡢ IP ࢻࣞࢫ㸧

次の作業

• （ASA 5510 以降）基本的なネットワーク設定値を設定します。「（ASA 5510 以降）基本的なネッ
トワーク設定値の設定」（P.29-13）を参照してください。
• （ASA 5505）管理インターフェイスの設定値を設定します。「（ASA 5505）基本的なネットワーク
設定値の設定」（P.29-14）を参照してください。
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ASA からモジュールへのセッションの開始（必要な場合がある）
IPS モジュール CLI に ASA からアクセスするには、ASA からセッションを開始します。ソフトウェア
モジュールの場合は、モジュールへのセッションを開始することも（Telnet を使用）、仮想コンソール
セッションを作成することもできます。コンソール セッションは、コントロール プレーンがダウンし、
Telnet セッションを確立できない場合に便利です。
マルチ コンテキスト モードを使用している場合は、CLI にアクセスする必要があり、CLI を使用して
いる場合、またはトラブルシューティングには基本的なネットワーク設定を設定する必要があります。

手順の詳細

コマンド

目的

Telnet セッション。

Telnet を使用してモジュールにアクセスします。ユーザ名とパスワードの
入力を求められます。デフォルトのユーザ名は cisco、デフォルトのパス
ワードは cisco です。

ハードウェア モジュール（例：ASA 5585-X）
の場合：
session 1

（注）

ソフトウェア モジュール（例：ASA 5545-X）
の場合：

初めてモジュールにログインしたときに、デフォルトのパスワー
ドの変更を要求するプロンプトが表示されます。パスワードは 8
文字以上で、辞書に載っていない単語にする必要があります。

session ips

例：
hostname# session 1
Opening command session with slot 1.
Connected to slot 1. Escape character
sequence is 'CTRL-^X'.
sensor login: cisco
Password: cisco

コンソール セッション（ソフトウェア モジュー モジュール コンソールにアクセスします。ユーザ名とパスワードの入力
ルのみ）。
を求められます。デフォルトのユーザ名は cisco、デフォルトのパスワー
ドは
cisco です。
session ips console
（注）
例：
hostname# session ips console
Establishing console session with slot 1
Opening console session with module ips.
Connected to module ips. Escape character
sequence is 'CTRL-SHIFT-6 then x'.
sensor login: cisco
Password: cisco

このコマンドは、Ctrl+Shift+6、x がターミナル サーバのプロン
プトに戻るエスケープ シーケンスであるターミナル サーバととも
に使用しないでください。Ctrl+Shift+6 、x は、IPS コンソールを
エスケープし ASA プロンプトに戻るシーケンスでもあります。し
たがって、この状況で IPS を終了しようとすると、代わりにター
ミナル サーバ プロンプトに戻ります。ASA にターミナル サーバ
を再接続すると、IPS コンソール セッションがまだアクティブな
ままであり、ASA プロンプトに戻ることができません。ASA プ
ロンプトにコンソールを戻すには、直接シリアル接続を使用する
必要があります。
代わりに session ips コマンドを使用します。
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（ASA 5512-X ～ ASA 5555-X）ソフトウェア モジュールの起動
ASA には一般的に、IPS モジュール ソフトウェアが付属しており、Disk0 に収録されています。この
モジュールが実行されていない場合や、IPS モジュールを既存の ASA に追加する場合は、モジュール
ソフトウェアを起動する必要があります。モジュールが実行中かどうか不確かな場合は、起動ウィザー
ドを実行したときに [IPS Basic Configuration] 画面が表示されません（「IPS モジュールの基本的な
ネットワーク設定値の設定」（P.29-12）を参照）。
手順の詳細
ステップ 1

次のいずれかを実行します。

• プリインストール済みの IPS を搭載する ASA：フラッシュ メモリで IPS モジュール ソフトウェア
のファイル名を表示するには、[Tools] > [File Management] を選択します。
たとえば、IPS-SSP_5512-K9-sys-1.1-a-7.1-4-E4.aip のようなファイル名を検索します。ファイル
名をメモしておきます。このファイル名は、この手順で後ほど必要になります。

• 新しい IPS インストールを搭載する既存の ASA：Cisco.com からコンピュータに IPS ソフトウェ
アをダウンロードします。Cisco.com のログインをお持ちの場合は、次の Web サイトからソフト
ウェアを入手できます。

http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=282164240
[Tools] > [File Management] を選択し、[File Transfer] > [Between Local PC and Flash] を選択し
て、新しいイメージを disk0 にアップロードします。ファイル名をメモしておきます。このファイ
ル名は、この手順で後ほど必要になります。
ステップ 2

[Tools] > [Command Line Interface] を選択します。

ステップ 3

disk0 の IPS モジュール ソフトウェアの場所を設定するには、次のコマンドを入力し、[Send] をクリッ
クします。
sw-module module ips recover configure image disk0:file_path

たとえば、この例のステップ 1 のファイル名を使用するには、次のとおりに入力します。
sw-module module ips recover configure image disk0:IPS-SSP_5512-K9-sys-1.1-a-7.1-4-E4.aip

ステップ 4

IPS モジュール ソフトウェアをインストールし、ロードするには、次のコマンドを入力し、[Send] を
クリックします。
sw-module module ips recover boot

ステップ 5

イメージ転送とモジュール再起動プロセスの進行状況を確認するには、次のコマンドを入力し、[Send]
をクリックします。
show module ips details

出力の [Status] フィールドが、モジュールの動作ステータスを示します。モジュールの動作ステータス
は、通常は「Up」と表示されます。ASA によってアプリケーション イメージがモジュールに転送され
ているときは、出力の [Status] フィールドには [Recover] と表示されます。ASA によるイメージの転
送が完了してモジュールが再起動されると、新たに転送されたイメージが実行されます。

IPS モジュールの基本的なネットワーク設定値の設定
• 「（ASA 5510 以降）基本的なネットワーク設定値の設定」（P.29-13）
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• 「（ASA 5505）基本的なネットワーク設定値の設定」（P.29-14）

（ASA 5510 以降）基本的なネットワーク設定値の設定
シングル コンテキスト モードでは、ASDM で起動ウィザードを使用して、基本的な IPS ネットワーク
設定を行うことができます。これらの設定は、ASA コンフィギュレーションではなく IPS コンフィ
ギュレーションに保存されます。
マルチ コンテキスト モードでは、ASA からモジュールへのセッションを開始し、[setup] コマンドを
使用して基本的な設定を構成します。

（注） （ASA 5512-X ～ ASA 5555-X）[IPS Basic Configuration] 画面がウィザードに表示されない場合は、
IPS モジュールが動作していません。「（ASA 5512-X ～ ASA 5555-X ）ソフトウェア モジュールの起
動」（P.29-12）を参照し、モジュールをインストールした後でこの手順をもう一度実行してください。

手順の詳細：シングル モード
ステップ 1

[Wizards] > [Startup Wizard] を選択します。

ステップ 2

[IPS CX Basic Configuration] 画面が表示されるまで、[Next] をクリックして、初期画面から進みます。

ステップ 3

[Network Settings] 領域で、次の設定を行います。
• [IP Address]：管理 IP アドレス。デフォルトのアドレスは 192.168.1.2 です。
• [Subnet Mask]：管理 IP アドレスのサブネット マスク。
• [Gateway]：アップストリーム ルータの IP アドレス。ネクスト ホップ ルータの IP アドレス。
ネットワークの要件については、
「ASA IPS 管理インターフェイスの接続」（P.29-8）を参照してく
ださい。ASA の管理 IP アドレスのデフォルト設定は機能しません。
• [HTTP Proxy Server]：（任意）HTTP プロキシ サーバのアドレス。インターネット経由でダウン
ロードする代わりにグローバル相関の更新やその他の情報をダウンロードするためにプロキシ
サーバを使用できます。

• [HTTP Proxy Port]：（任意）HTTP プロキシ サーバのポート。
• [DNS Primary]：（任意）プライマリ DNS サーバのアドレス。DNS サーバを使用している場合は、
グローバル相関更新に正常に到達できる DNS サーバを少なくとも 1 つ設定する必要があります。
グローバル相関が機能するには、DNS サーバまたは HTTP プロキシ サーバのいずれかが常に設定
されている必要があります。DNS 解決は、グローバル相関更新サーバへのアクセスについてのみ
サポートされます。
ステップ 4

[Management Access List] 領域に、IPS 管理インターフェイスへのアクセスを許可するホストの IP ア
ドレスとサブネット マスクを入力し、[Add] をクリックします。複数の IP アドレスを追加できます。

ステップ 5

[Cisco Account Password] 領域に、ユーザ名「cisco」に対するパスワードを設定し、確認のためにも
う一度入力します。ユーザ名「cisco」とこのパスワードは、管理アクセス リストで指定されたホスト
からの Telnet セッションと ASDM（[Configuration] > [IPS]）から IPS モジュールへのアクセス時に使
用されます。デフォルトのパスワードは、cisco です。

ステップ 6

IPS モジュールを SensorBase データ共有に参加させるために使用する [Network Participation] 領域で、
[Full]、[Partial]、または [Off] をクリックします。
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手順の詳細：CLI を使用するマルチ モード

コマンド

目的

ステップ 1 「ASA からモジュールへのセッションの開始
（必要な場合がある）」（P.29-11）に従って IPS
モジュールへのセッションを開始します。
ステップ 2

setup

例：
sensor# setup

ASA IPS モジュールの初期設定用のセットアップ ユーティリ
ティを実行します。基本設定を求めるプロンプトが表示されま
す。デフォルト ゲートウェイについては、アップストリーム
ルータの IP アドレスを指定します。ネットワークの要件につい
ては、「ASA IPS 管理インターフェイスの接続」（P.29-8）を参照
してください。ASA の管理 IP アドレスのデフォルト設定は機能
しません。

（ASA 5505）基本的なネットワーク設定値の設定
ASA 5505 上の ASA IPS モジュールには、外部インターフェイスはありません。VLAN を設定し、
バックプレーン経由での内部 IP 管理アドレスへのアクセスを許可できます。デフォルトでは、VLAN
1 は IPS 管理アドレスでイネーブルになります。管理 VLAN として割り当てることができるのは 1 つ
の VLAN だけです。この項では、デフォルトを使用しない場合に管理 VLAN および IP アドレスを変
更する方法について説明します。その他の必要なネットワーク パラメータの設定方法についても説明
します。

（注）

この設定は、ASA IPS モジュールではなく、ASA 5505 で行います。

前提条件

IPS VLAN および管理アドレスをデフォルトから変更する場合は、一般的な操作のコンフィギュレー
ション ガイドの Chapter 9, “Starting Interface Configuration (ASA 5505),” に記載されている手順に
従って一致する ASA VLAN およびスイッチ ポートも設定するようにしてください。IPS 管理インター
フェイスにネットワーク上でアクセスできるように、ASA の VLAN を定義および設定する必要があり
ます。
制限事項

ASDM を使用してアクセスする場合は、管理アドレス用に NAT を設定しないでください。ASDM の
初期セットアップでは、実際のアドレスにアクセスする必要があります。初期セットアップ（ここで
ASA IPS モジュールのパスワードを設定します）後は、NAT を設定して、ASA IPS モジュールへのア
クセス用の変換アドレスを ASDM で指定することができます。
手順の詳細
ステップ 1

ASDM で、[Configuration] > [Device Setup] > [SSC Setup] を選択します。
（注）

次の設定は、ASA 設定ではなく、ASA IPS モジュール アプリケーションの設定に書き込まれ
ます。
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ステップ 2

[Management Interface] 領域で、次の手順を実行します。
a. ドロップダウン リストからインターフェイス VLAN を選択します。
この設定により、この VLAN を使用して ASA IPS モジュールを管理できます。

b. IPS 管理 IP アドレスを入力します。このアドレスが ASA VLAN IP アドレスと同じサブネット上
にあることを確認します。たとえば、10.1.1.1 を ASA の VLAN に割り当てた場合は、そのネット
ワーク上の別のアドレス（10.1.1.2 など）を IPS 管理アドレスに割り当てます。デフォルトのアド
レスは 192.168.1.2 です。
c. ドロップダウン リストからサブネット マスクを選択します。
d. デフォルト ゲートウェイ IP アドレスを入力します。
ゲートウェイを、管理 VLAN の ASA IP アドレスとなるように設定します。デフォルトでは、こ
の IP アドレスは 192.168.1.1 です。
ステップ 3

[Management Access List] 領域で、次の手順を実行します。
a. 管理ホスト ネットワークの IP アドレスを入力します。
b. ドロップダウン リストからサブネット マスクを選択します。
c. [Add] をクリックして、[Allowed Hosts/Networks] リストにこれらの設定を追加します。

ステップ 4

[IPS Password] エリアで、次の手順を実行します。
a. 現在のパスワードを入力します。デフォルトのパスワードは cisco です。
b. 新しいパスワードを入力し、変更を確認します。

ステップ 5

[Apply] をクリックし、実行コンフィギュレーションの設定を保存します。

ステップ 6

IPS 起動ウィザードを起動するには、[Configure the IPS SSC module] リンクをクリックします。

ASA IPS モジュールでのセキュリティ ポリシーの設定
この項では、ASA IPS モジュール アプリケーションを設定する方法について説明します。

手順の詳細
ステップ 1

ASA の管理 IP アドレスを使用して、ASDM に接続します。一般的な操作のコンフィギュレーション
ガイドの “Starting ASDM” section on page 2-14 を参照してください。

ステップ 2

ASDM から IPS Device Manager（IDM）にアクセスするには、[Configuration] > [IPS] をクリックし
ます。
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ステップ 3

「IPS モジュールの基本的なネットワーク設定値の設定」（P.29-12）で設定した IP アドレス、ユーザ
名、およびパスワードを、ポートとともに入力します。デフォルトの IP アドレスとポートは
192.168.1.2:443 です。デフォルトのユーザ名およびパスワードは、cisco と cisco. です。

IDM にアクセスするためのパスワードがわからない場合は、ASDM を使用してパスワードをリセット
できます。詳細については、「パスワードのリセット」（P.29-24）を参照してください。
ステップ 4

お使いのローカル PC にログイン情報を保存するには、[Save IPS login information on local host]
チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[Continue] をクリックします。
[Startup Wizard] ペインが表示されます。

ステップ 6

[Launch Startup Wizard] をクリックします プロンプトに従って画面を完了します。詳細については、
IDM オンライン ヘルプを参照してください。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

29-16

第 29 章

ASA IPS モジュールの設定
ASA IPS モジュールの設定

（ASA 5510 以降）仮想センサーを設定する場合は、センサーの 1 つをデフォルトとして指定します。
ASA シリーズが、そのコンフィギュレーションで仮想センサー名を指定しない場合は、デフォルト セ
ンサーが使用されます。

次の作業

• マルチ コンテキスト モードの ASA の場合は、「セキュリティ コンテキストへの仮想センサーの割
り当て（ASA 5510 以降）」（P.29-17）を参照してください。
• シングル コンテキスト モードの ASA の場合は、「ASA IPS モジュールへのトラフィックの誘導」
（P.29-18）を参照してください。

セキュリティ コンテキストへの仮想センサーの割り当て（ASA 5510 以降）
ASA がマルチ コンテキスト モードにある場合、1 つまたは複数の IPS 仮想センサーを各コンテキスト
に割り当てることができます。このようにすると、トラフィックを ASA IPS モジュールに送信するよ
うにコンテキストを設定するときに、そのコンテキストに割り当てられているセンサーを指定できま
す。そのコンテキストに割り当てられていないセンサーを指定することはできません。コンテキストに
センサーを割り当てない場合は、ASA IPS モジュール上で設定されているデフォルト センサーが使用
されます。同じセンサーを複数のコンテキストに割り当てることができます。

（注）

仮想センサーを使用するためにマルチ コンテキスト モードを開始する必要はありません。シングル
モードでトラフィック フローごとに異なるセンサーを使用できます。

前提条件
コンテキストの設定の詳細については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの
“Configuring Multiple Contexts” section on page 5-15 を参照してください。
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手順の詳細

ステップ 1

[ASDM Device List] ペインで、アクティブなデバイスの IP アドレスの下にある [System] をダブルク
リックします。

ステップ 2

[Context Management] > [Security Contexts] ペインで、設定するコンテキストを選択し、[Edit] をク
リックします。

[Edit Context] ダイアログボックスが表示されます。コンテキストの設定の詳細については、一般的な
操作のコンフィギュレーション ガイド の “Configuring Multiple Contexts” section on page 5-15 を参照
してください。
ステップ 3

[IPS Sensor Allocation] 領域で、[Add] をクリックします。
[IPS Sensor Selection] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[Sensor Name] ドロップダウン リストで、ASA IPS モジュールに設定されているもの中からセンサー
名を選択します。

ステップ 5

（任意）センサーにマッピング名を割り当てるには、[Mapped Sensor Name] フィールドに値を入力し
ます。
このセンサー名は、コンテキスト内で実際のセンサー名の代わりに使用できます。マッピング名を指定
しない場合、センサー名がコンテキスト内で使用されます。セキュリティのために、コンテキストで使
用されているセンサーをコンテキスト管理者に知らせない場合があります。または、コンテキスト コ
ンフィギュレーションを一般化する場合もあります。たとえば、すべてのコンテキストで「sensor1」
と「sensor2」という名前のセンサーが使用されるようにする場合に、コンテキスト A ではセンサー
「highsec」と「lowsec」を sensor1 と sensor2 にマッピングし、コンテキスト B ではセンサー
「medsec」と「lowsec」を sensor1 と sensor2 にマッピングします。

ステップ 6
ステップ 7

[OK] をクリックして [Edit Context] ダイアログボックスに戻ります。
（任意）1 つのセンサーをこのコンテキストのデフォルト センサーとして設定するには、[Default
Sensor] ドロップダウン リストからセンサー名を選択します。
コンテキスト コンフィギュレーション内に IPS を設定するときにセンサー名を指定しない場合、コン
テキストはデフォルト センサーを使用します。コンテキストごとに設定できるデフォルト センサーは
1 つのみです。デフォルトとしてセンサーを指定せず、コンテキスト コンフィギュレーションにセン
サー名が含まれていない場合、トラフィックは ASA IPS モジュールでデフォルト センサーを使用しま
す。

ステップ 8

この手順をセキュリティ コンテキストごとに繰り返します。

ステップ 9

IPS セキュリティ ポリシーを設定するには各コンテキストに切り替えます（「ASA IPS モジュールへの
トラフィックの誘導」（P.29-18）で説明されています）。

次の作業

IPS セキュリティ ポリシーを設定するには各コンテキストに切り替えます（「ASA IPS モジュールへの
トラフィックの誘導」（P.29-18）で説明されています）。

ASA IPS モジュールへのトラフィックの誘導
この項では、ASA から ASA IPS モジュールに誘導するトラフィックを指定します。
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前提条件
マルチ コンテキスト モードでは、各コンテキスト実行スペースでこれらの手順を実行します。コンテ
キストを変更するには、[Configuration] > [Device List] ペインで、アクティブなデバイスの IP アドレ
スの下にあるコンテキスト名をダブルクリックします。

手順の詳細

ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules] の順に選択します。

ステップ 2

[Add] > [Add Service Policy Rule] を選択します。[Add Service Policy Rule Wizard - Service Policy]
ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

必要に応じて [Service Policy] ダイアログボックスに入力します。これらの画面の詳細については、
ASDM オンライン ヘルプを参照してください。

ステップ 4

[Next] をクリックします。[Add Service Policy Rule Wizard - Traffic Classification Criteria] ダイアロ
グボックスが表示されます。

ステップ 5
ステップ 6

必要に応じて [Traffic Classification Criteria] ダイアログボックスに入力します。これらの画面の詳細
については、ASDM オンライン ヘルプを参照してください。

[Next] をクリックして [Add Service Policy Rule Wizard - Rule Actions] ダイアログボックスを表示し
ます。

ステップ 7

[Intrusion Prevention] タブをクリックします。
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ステップ 8

[Enable IPS for this traffic flow] チェックボックスをオンにします。

ステップ 9

「動作
[Mode] 領域で、[Inline Mode] または [Promiscuous Mode] をクリックします。詳細については、
モード」（P.29-2）を参照してください。

ステップ 10

[If IPS Card Fails] 領域で、[Permit traffic] または [Close traffic] をクリックします。[Close traffic] オ
プションを選択すると、ASA は ASA IPS モジュールが使用不可の場合にすべてのトラフィックをブ
ロックします。[Permit traffic] オプションを選択すると、ASA は ASA IPS モジュールが使用不可の場
合に、すべてのトラフィックの通過を検査なしで許可します。[IPS Sensor Selection] 領域の詳細につ
いては、ASDM オンライン ヘルプを参照してください。

ステップ 11 （ASA 5510 以降）[IPS Sensor to use] ドロップダウン リストから、仮想センサー名を選択します。

仮想センサーを使用する場合は、このオプションを使用してセンサー名を指定できます。ASA でマル
チ コンテキスト モードを使用する場合、コンテキストに割り当てたセンサーだけを指定できます（「セ
キュリティ コンテキストへの仮想センサーの割り当て（ASA 5510 以降）」（P.29-17）を参照）。セン
サー名を指定しないと、トラフィックはデフォルトのセンサーを使用します。マルチ コンテキスト
モードでは、コンテキストのデフォルトのセンサーを指定できます。シングル モードの場合や、マル
チ モードでデフォルト センサーが指定されていない場合は、ASA IPS モジュールで設定されているデ
フォルト センサーがトラフィックに使用されます。
ステップ 12

[OK]、続いて [Apply] をクリックします。

ステップ 13

この手順を繰り返して、追加のトラフィック フローを必要に応じて設定します。

ASA IPS モジュールの管理
この項では、モジュールの回復やトラブルシューティングに役立つ手順について説明します。次の項目
を取り上げます。

• 「モジュール上でのイメージのインストールおよび起動」（P.29-21）
• 「モジュールのシャットダウン」（P.29-23）
• 「ソフトウェア モジュール イメージのアンインストール」（P.29-23）
• 「パスワードのリセット」（P.29-24）
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• 「モジュールのリロードまたはリセット」（P.29-25）

モジュール上でのイメージのインストールおよび起動
モジュールに障害が発生して、モジュール アプリケーション イメージを実行できない場合は、TFTP
サーバから（ハードウェア モジュールの場合）、またはローカル ディスク（ソフトウェア モジュール
の場合）から、モジュール上に新しいイメージを再インストールできます。

（注）

モジュール ソフトウェア内部では、イメージをインストールするために upgrade コマンドを使用しな
いでください。

前提条件

• ハードウェア モジュール：指定する TFTP サーバが、最大 60 MB のファイルを転送できることを
確認してください。

（注）

ネットワークとイメージのサイズに応じて、このプロセスは完了までに約 15 分間かかるこ
とがあります。

• ソフトウェア モジュール：この手順を実行する前に、イメージを ASA 内部フラッシュ（disk0）
にコピーします。

（注）

IPS ソフトウェアを disk0 にダウンロードする前に、フラッシュ メモリの最低 50% が空い
ていることを確認します。IPS をインストールするときに、IPS のファイル システム用に
内部フラッシュ メモリの 50% が予約されます。
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手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

ハードウェア モジュール（例：ASA 5585-X）
の場合：

新しいイメージの場所を指定します。

ハードウェア モジュールの場合：このコマンドを実行すると、
TFTP サーバの URL、管理インターフェイスの IP アドレスと
ネットマスク、ゲートウェイ アドレス、および VLAN ID
ソフトウェア モジュール（例：ASA 5545-X） （ASA 5505 のみ）の入力を求めるプロンプトが表示されます。
の場合：
これらのネットワーク パラメータは ROMMON で設定されま
sw-module module ips recover configure
す。モジュール アプリケーション コンフィギュレーションで設
image disk0:file_path
定したネットワーク パラメータは ROMMON には使用できない
ため、ここで別個に設定する必要があります。
hw-module module 1 recover configure

例：
hostname# hw-module module 1 recover
configure
Image URL [tftp://127.0.0.1/myimage]:
tftp://10.1.1.1/ids-newimg
Port IP Address [127.0.0.2]: 10.1.2.10
Port Mask [255.255.255.254]: 255.255.255.0
Gateway IP Address [1.1.2.10]: 10.1.2.254
VLAN ID [0]: 100

ステップ 2

ハードウェア モジュールの場合：

ソフトウェア モジュールの場合：ローカル ディスク上のイメー
ジの場所を指定します。
リカバリ コンフィギュレーションを表示するには、show

module {1 | ips} recover コマンドを使用します。
マルチ コンテキスト モードでは、システム実行スペースでこの
コマンドを入力します。

IPS モジュール ソフトウェアをインストールして起動します。

hw-module module 1 recover boot

ソフトウェア モジュールの場合：
sw-module module ips recover boot

例：
hostname# hw-module module 1 recover boot

ステップ 3

ハードウェア モジュールの場合：
show module 1 details

ソフトウェア モジュールの場合：
show module ips details

例：
hostname# show module 1 details

イメージ転送とモジュール再起動のプロセスの進捗を確認しま
す。
出力の [Status] フィールドが、モジュールの動作ステータスを示
します。モジュールの動作ステータスは、通常は「Up」と表示
されます。ASA によってアプリケーション イメージがモジュー
ルに転送されているときは、出力の [Status] フィールドには
[Recover] と表示されます。ASA によるイメージの転送が完了
してモジュールが再起動されると、新たに転送されたイメージ
が実行されます。
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モジュールのシャットダウン
モジュール ソフトウェアをシャットダウンするのは、コンフィギュレーション データを失うことなく
安全にモジュールの電源をオフにできるように準備するためです。注：ASA をリロードする場合は、
モジュールは自動的にはシャットダウンされないので、ASA のリロード前にモジュールをシャットダ
ウンすることを推奨します。モジュールをグレースフル シャットダウンするには、ASA CLI で次の手
順を実行します。

手順の詳細

コマンド

目的

ハードウェア モジュール（例：ASA 5585-X）の モジュールをシャットダウンします。
場合：
hw-module module 1 shutdown

ソフトウェア モジュール（例：ASA 5545-X）の
場合：
sw-module module ips shutdown

例：
hostname# hw-module module 1 shutdown

ソフトウェア モジュール イメージのアンインストール
ソフトウェア モジュール イメージおよび関連するコンフィギュレーションをアンインストールするに
は、次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

sw-module module ips uninstall

ソフトウェア モジュール イメージおよび関連するコンフィギュ
レーションを永続的にアンインストールします。

例：
hostname# sw-module module ips uninstall
Module ips will be uninstalled. This will
completely remove the
disk image associated with the sw-module
including any configuration
that existed within it.
Uninstall module <id>? [confirm]

ステップ 2

reload

ASA をリロードします。新しいモジュール タイプをインストー
ルする前に、ASA をリロードする必要があります。

例：
hostname# reload
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パスワードのリセット
モジュールのパスワードをデフォルトにリセットできます。ユーザ cisco のデフォルトのパスワードは
cisco です。パスワードをリセットした後は、モジュール アプリケーションを使用してパスワードを独
自の値に変更する必要があります。
モジュールのパスワードをリセットすると、モジュールがリブートします。モジュールのリブート中
は、サービスを使用できません。
新しいパスワードで ASDM に接続できない場合は、ASDM を再起動して再度ログインしてみます。新
しいパスワードを定義したが、新しいパスワードと異なる既存のパスワードが ASDM にある場合は、
[File] > [Clear ASDM Password Cache] を選択して、パスワード キャッシュを消去し、ASDM を再起
動して再度ログインしてみます。
モジュールのパスワードをデフォルトの「cisco」にリセットするには、次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

ASDM メニューバーの [Tools] > [module Password Reset] を選択します。
[Password Reset] 確認ダイアログ ボックスが開きます。

ステップ 2

デフォルトのパスワードをリセットするには、[OK] をクリックします。
ダイアログボックスに、パスワードのリセットが正常に完了したか、失敗したかが表示されます。

ステップ 3

[Close] をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。
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モジュールのリロードまたはリセット
モジュールをリロードまたはリセットするには、ASA CLI で次のいずれかのコマンドを入力します。

手順の詳細

コマンド

目的

ハードウェア モジュール（例：ASA 5585-X）の モジュール ソフトウェアをリロードします。
場合：
hw-module module 1 reload

ソフトウェア モジュール（例：ASA 5545-X）の
場合：
sw-module module ips reload

例：
hostname# hw-module module 1 reload

ハードウェア モジュールの場合：

リセットを実行してから、モジュールをリロードします。

hw-module module 1 reset

ソフトウェア モジュールの場合：
sw-module module ips reset

例：
hostname# hw-module module 1 reset

ASA IPS モジュールのモニタリング
一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “Intrusion Prevention Tab” section on page 4-29 を参
照してください。
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ASA IPS モジュールの機能履歴
表 29-2 に、各機能変更と、それが実装されたプラットフォーム リリースを示します。ASDM は、複
数のプラットフォーム リリースとの下位互換性があるため、サポートが追加された特定の ASDM リ
リースは一覧には含まれていません。
表 29-2

ASA IPS モジュールの機能履歴

機能名

プラット
フォーム リ
リース

機能情報

AIP SSM

7.0(1)

ASA 5510、5520、および 5540 対応の AIP SSM のサポー
トが導入されました。
次の画面が導入されました。[Configuration] > [Firewall] >

[Service Policy Rules] > [Add/Edit Service Policy Rule] >
[Intrusion Prevention]。

仮想センサー（ASA 5510 以降）

8.0(2)

仮想センサーのサポートが導入されました。仮想センサー
を使用すると ASA IPS モジュール上で複数のセキュリティ
ポリシーを設定できます。
次の画面が変更されました。[Context Management] >
[Security Contexts] > [Edit Context]。

ASA 5505 用 AIP SSC

8.2(1)

ASA 5505 対応の AIP SSC のサポートが導入されました。
次の画面が導入されました。[Configuration] > [Device

Setup] > [SSC Setup]。
ASA 5585-X 対応の ASA IPS SSP-10、-20、-40、 8.2(5)/
および -60 のサポート
8.4(2)

ASA 5585-X 対応の ASA IPS SSP-10、-20、-40、および
-60 のサポートが導入されました。ASA IPS SSP をインス
トールできるのは、SSP のレベルが一致する場合だけです
（たとえば、SSP-10 と ASA IPS SSP-10）。
（注）

ASA 5585-X はバージョン 8.3 ではサポートされて
いません。

SSP-40 および SSP-60 対応のデュアル SSP の

8.4(2)

サポート

SSP-40 および SSP-60 の場合、同じシャーシでレベルが同
じ 2 つの SSP を使用できます。レベルが混在した SSP は
サポートされていません（たとえば、SSP-40 と SSP-60 の
組み合わせはサポートされていません）。各 SSP は個別の
コンフィギュレーションおよび管理を持つ独立したデバイ
スとして動作します。必要に応じて 2 つの SSP をフェール
オーバー ペアとして使用できます。
（注）

2 個の SSP をシャーシで使用する場合、VPN はサ
ポートされません。しかし、VPN がディセーブル
になっていないことに注意してください。

変更された画面はありません。

ASA 5512-X ～ ASA 5555-X に対する ASA
IPS SSP のサポート

8.6(1)

ASA 5512-X、ASA 5515-X、ASA 5525-X、ASA
5545-X、および ASA 5555-X に対する ASA IPS SSP ソフ
トウェア モジュールのサポートが導入されました。
変更された画面はありません。
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ASA CX モジュールの設定
この章では、ASA で実行される ASA CX モジュールを設定する方法について説明します。

• 「ASA CX モジュールに関する情報」（P.30-1）
• 「ASA CX モジュールのライセンス要件」（P.30-6）
• 「注意事項と制限事項」（P.30-6）
• 「デフォルト設定」（P.30-8）
• 「ASA CX モジュールの設定」（P.30-8）
• 「ASA CX モジュールの管理」（P.30-22）
• 「ASA CX モジュールのモニタリング」（P.30-26）
• 「ASA CX モジュールのトラブルシューティング」（P.30-31）
• 「ASA CX モジュールの機能履歴」（P.30-33）

ASA CX モジュールに関する情報
ASA CX モジュールを使用すると、特定の状況の完全なコンテキストに基づいてセキュリティを強制
することができます。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 モジュールを使用すると、フローの完全なコンテキストを抽出して、細分化したポ
リシーを適用することができます。たとえば、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禁止する、あるいは企業の機密データベースへのアクセスを財務担当者に許可す
るが他の社員には禁止するといったことが可能です。
• 「ASA CX モジュールがどのように ASA と連携するか」（P.30-2）
• 「モニタ専用モード」（P.30-3）
• 「ASA CX 管理に関する情報」（P.30-4）
• 「認証プロキシに関する情報」（P.30-5）
• 「VPN および ASA CX モジュールに関する情報」（P.30-5）
• 「ASA の機能との互換性」（P.30-5）
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ASA CX モジュールに関する情報

ASA CX モジュールがどのように ASA と連携するか
ASA CX モジュールは、ASA とは別のアプリケーションを実行します。ASA CX モジュールは外部管
理インターフェイスを備えているので、ASA CX モジュールに直接接続できます。ASA CX モジュー
ルのデータ インターフェイスは ASA のトラフィックだけに使用されます。
トラフィックは、ファイアウォール検査を通過してから ASA CX モジュールへ転送されます。ASA で
ASA CX インスペクション対象として指定されたトラフィックは、次に示すように ASA および ASA
CX モジュールを通過します。

1. トラフィックは ASA に入ります。
2. 着信 VPN トラフィックが復号化されます。
3. ファイアウォール ポリシーが適用されます。
4. トラフィックが ASA CX モジュールに送信されます。
5. ASA CX モジュールはセキュリティ ポリシーをトラフィックに適用し、適切なアクションを実行
します。

6. 有効なトラフィックが ASA に返送されます。ASA CX モジュールは、セキュリティ ポリシーに
従ってトラフィックをブロックすることがあり、ブロックされたトラフィックは渡されません。

7. 発信 VPN トラフィックが暗号化されます。
8. トラフィックが ASA から出ます。
図 30-1 は、ASA CX モジュールを使用するときのトラフィック フローを示しています。この例では、
特定のアプリケーションに対して許可されていないトラフィックを ASA CX モジュールが自動的にブ
ロックします。それ以外のトラフィックは、ASA を通って転送されます。
図 30-1

ASA での ASA CX モジュールのトラフィック フロー
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2 つの ASA インターフェイス上でホスト間が接続されており、ASA CX のサービス ポリシーがイン
ターフェイスの一方のみについて設定されている場合は、これらのホスト間のすべてのトラフィックが
ASA CX モジュールに送信されます。これには、ASA CX インターフェイス以外からのトラフィック
も含まれます（この機能は双方向です）。ただし、ASA が認証プロキシを実行するのは、サービス ポ
リシーが適用されているインターフェイス上のみです。これは、入力のみの機能であるからです。
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ASA CX モジュールに関する情報

モニタ専用モード
デモンストレーション用に、モニタ専用モードでのサービス ポリシーまたはトラフィック転送イン
ターフェイスを設定できます。
モニタ専用モードに関するガイドラインと制限事項については、「注意事項と制限事項」（P.30-6）を参
照してください。

• 「モニタ専用モードでのサービス ポリシー」（P.30-3）
• 「モニタ専用モードでのトラフィック転送インターフェイス」（P.30-3）

モニタ専用モードでのサービス ポリシー
テストおよびデモンストレーション用に、ASA CX モジュールに読み取り専用トラフィックの重複ス
トリームを送信するように ASA を設定できるので、モジュールが ASA トラフィック フローに影響を
与えることなく、どのようにトラフィックをインスペクションするかを確認できます。このモードで
は、ASA CX モジュールが通常どおりトラフィックをインスペクションし、ポリシーを決定し、イベ
ントを生成します。ただし、パケットが読み取り専用コピーであるため、モジュールのアクションは実
際のトラフィックには影響しません。代わりに、モジュールはインスペクション後コピーをドロップし
ます。図 30-2 は、モニタ専用モードでの ASA CX モジュールを示します。
図 30-2

ASA CX モニタ専用モード
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モニタ専用モードでのトラフィック転送インターフェイス
または、ASA インターフェイスを転送インターフェイスに設定し、ASA 処理を行わずに受信したすべ
てのトラフィックを直接 ASA CX モジュールに転送できます。テストおよびデモンストレーション用
に、トラフィック転送では ASA 処理の余分な複雑性を取り除きます。トラフィック転送はモニタ専用
モードでのみサポートされるので、ASA CX モジュールはインスペクション後トラフィックをドロッ
プします。図 30-3 は、トラフィック転送用に設定された ASA GigabitEthernet 0/3 インターフェイス
を示します。このインターフェイスは、ASA CX モジュールがすべてのネットワーク トラフィックを
インスペクションできるように、スイッチの SPAN ポートに接続さます。
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図 30-3

ASA CX トラフィック転送
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ASA CX 管理に関する情報
• 「初期設定」（P.30-4）
• 「ポリシー設定および管理」（P.30-5）

初期設定
初期設定を行うには、ASA CX モジュールの CLI を使用して setup コマンドを実行し、その他の任意
の設定値を設定する必要があります。

CLI にアクセスするには、次の方法を使用します。
• ASA 5585-X
– ASA CX コンソール ポート：ASA CX コンソール ポートは、独立した外部コンソール ポート
です。

– ASA CX 管理 1/0 インターフェイス（SSH を使用）：デフォルトの IP アドレス（192.168.8.8）
に接続することも、ASDM を使用して管理 IP アドレスを変更してから SSH を使用して接続
することもできます。ASA CX 管理インターフェイスは、独立した外部ギガビット イーサ
ネット インターフェイスです。

（注）

session コマンドを使用して ASA バックプレーンを介して ASA CX ハードウェア モジュー
ル CLI にアクセスすることはできません。

• ASA 5512-X ～ ASA 5555-X
– バックプレーンを経由した ASA セッション：ASA に CLI アクセスが可能な場合は、モ
ジュールにセッション接続し、そのモジュール CLI にアクセスできます。
– ASA CX 管理 0/0 インターフェイス（SSH を使用）：デフォルトの IP アドレス（192.168.1.2）
に接続することも、ASDM を使用して管理 IP アドレスを変更してから SSH を使用して接続
することもできます。これらのモデルは、ASA CX モジュールをソフトウェア モジュールと
して実行します。ASA CX 管理インターフェイスは、管理 0/0 インターフェイスを ASA と共
有します。ASA と ASA CX モジュールのそれぞれに別の MAC アドレスと IP アドレスがサ
ポートされます。ASA CX IP アドレスの設定は、ASA CX オペレーティング システム内で
（CLI または ASDM を使用して）実行する必要があります。ただし、物理特性（インターフェ
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イスのイネーブル化など）は、ASA 上で設定されます。ASA インターフェイス コンフィギュ
レーションを削除して（特にインターフェイス名）、このインターフェイスを ASA CX 専用イ
ンターフェイスとすることができます。このインターフェイスは管理専用です。

ポリシー設定および管理
初期設定を実行した後で、Cisco Prime Security Manager（PRSM）を使用して ASA CX ポリシーを設
定します。その後で、トラフィックを ASA CX モジュールに送信するための ASA ポリシーを、
ASDM または ASA CLI を使用して設定します。

（注）

PRSM をマルチ デバイス モードで使用するときは、トラフィックを ASA CX モジュールに送信するた
めの ASA ポリシーの設定を、ASDM または ASA CLI を使用する代わりに PRSM の中で行うことがで
きます。PRSM を使用すると、管理を単一の管理システムに集約できます。ただし、PRSM では、
ASA サービス ポリシーを設定するときにいくつかの制限があります。詳細については、ASA CX の
ユーザ ガイドを参照してください。

認証プロキシに関する情報
ASA CX が HTTP ユーザを認証する必要がある場合は（アイデンティティ ポリシーを利用するため
に）、認証プロキシとして動作するように ASA を設定する必要があります。つまり、ASA CX モ
ジュールは認証要求を ASA インターフェイス IP アドレス / プロキシ ポートにリダイレクトします。デ
フォルトでは、ポートは 885 です（ユーザ設定可能）。この機能は、トラフィックを ASA から ASA
CX モジュールに誘導するサービス ポリシーの一部として設定します。認証プロキシをイネーブルにし
ない場合は、パッシブ認証のみを使用できます。

（注）

2 つの ASA インターフェイス上でホスト間が接続されており、ASA CX のサービス ポリシーがイン
ターフェイスの一方のみについて設定されている場合は、これらのホスト間のすべてのトラフィックが
ASA CX モジュールに送信されます。これには、ASA CX インターフェイス以外からのトラフィック
も含まれます（この機能は双方向です）。ただし、ASA が認証プロキシを実行するのは、サービス ポ
リシーが適用されているインターフェイス上のみです。これは、入力のみの機能であるからです。

VPN および ASA CX モジュールに関する情報
ASA は、トラフィックを ASA CX モジュールに転送するときに、VPN クライアントおよびユーザ認
証のメタデータを組み込みます。したがって、ASA CX モジュールはこの情報をポリシー検索基準の
一部として使用できます。VPN メタデータは、セッション ID が格納された Type-Length-Value
（TLV）とともに、VPN トンネルの確立時にだけ送信されます。ASA CX モジュールは、各セッショ
ンの VPN メタデータをキャッシュします。トンネリングされた接続のそれぞれからセッション ID が
送信されるので、ASA CX モジュールはそのセッションのメタデータを検索できます。

ASA の機能との互換性
ASA には、多数の高度なアプリケーション インスペクション機能があり、HTTP インスペクションも
その一つです。ただし、ASA CX モジュールには ASA よりも高度な HTTP インスペクション機能があ
り、その他のアプリケーションについても機能が追加されています。たとえば、アプリケーション使用
状況のモニタリングと制御です。
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ASA CX モジュールのライセンス要件

ASA CX モジュールの機能を最大限に活用するには、ASA CX モジュールに送信するトラフィックに
関する次のガイドラインを参照してください。
• HTTP トラフィックに対して ASA インスペクションを設定しないでください。
• クラウド Web セキュリティ（ScanSafe）インスペクションを設定しないでください。同じトラ
フィックに対して ASA CX のアクションとクラウド Web セキュリティ インスペクションの両方が
設定されている場合に、ASA が実行するのは ASA CX のアクションのみです。
• ASA 上の他のアプリケーション インスペクションは ASA CX モジュールと互換性があり、これに
はデフォルト インスペクションも含まれます。

• Mobile User Security（MUS）サーバをイネーブルにしないでください。これは、ASA CX モ
ジュールとの間に互換性がありません。

• ASA クラスタリングをイネーブルにしないでください。これは、ASA CX モジュールとの間に互
換性がありません。

• フェールオーバーをイネーブルにした場合は、ASA がフェールオーバーしたときに、既存の ASA
CX フローは新しい ASA に転送されますが、トラフィックは ASA CX モジュールによる処理を受
けることなく ASA の通過を許可されます。新しい ASA が受信した新しいフローだけが、ASA
CX モジュールによる処理の対象となります。
• （9.1(1) 以前）NAT 64 はサポートされません。9.1(2) 以降では、NAT 64 がサポートされます。

ASA CX モジュールのライセンス要件
モデル

ライセンス要件

すべてのモデル

基本ライセンス

ASA CX モジュールおよび PRSM には追加ライセンスが必要です。詳細については、ASA CX のマ
ニュアルを参照してください。

注意事項と制限事項
コンテキスト モードのガイドライン
シングル コンテキスト モードでだけサポートされます。マルチ コンテキスト モードをサポートしませ
ん。

ファイアウォール モードのガイドライン
ルーテッド ファイアウォール モードとトランスペアレント ファイアウォール モードでサポートされて
います。トラフィック転送インターフェイスは、トランスペアレント モードでのみサポートされます。

フェールオーバーのガイドライン
フェールオーバーを直接にはサポートしていません。ASA がフェールオーバーしたときに、既存の
ASA CX フローは新しい ASA に転送されますが、トラフィックは ASA CX によるインスペクション
を受けることなく ASA の通過を許可されます。

ASA クラスタリングのガイドライン
クラスタリングはサポートされません。
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注意事項と制限事項

IPv6 のガイドライン
• IPv6 をサポートします。
• （9.1(1) 以前）NAT 64 はサポートされません。9.1(2) 以降では、NAT 64 がサポートされます。
モデルのガイドライン

• ASA 5585-X および 5512-X ～ ASA 5555-X でのみサポートされています。詳細については、
『Cisco ASA Compatibility Matrix』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/compatibility/asamatrx.html
• 5512-X ～ ASA 5555-X の場合は、シスコのソリッド ステート ドライブ（SSD）を実装する必要
があります。詳細については、ASA 5500-X のハードウェア ガイドを参照してください。
モニタ専用モードのガイドライン

• ASA 上でモニタ専用モードと通常のインライン モードの両方を同時に設定できません。セキュリ
ティ ポリシーの 1 つのタイプのみが許可されます。
• 次の機能は、モニタ専用モードでサポートされません。
– 拒否ポリシー
– アクティブ認証
– 復号化ポリシー
• ASA CX は、モニタ専用モードでパケット バッファリングを実行せず、イベントはベスト エ
フォート方式で生成されます。たとえば、長い URL がパケット境界にまたがっている一部のイベ
ントは、バッファリングの欠如の影響を受ける可能性があります。

• ASA ポリシーと ASA CX の両方で必ずモードが一致するように設定する必要があります（両方と
もモニタ専用モード、または両方とも通常のインライン モード）。
上記のほか、トラフィック転送インターフェイスには次のガイドラインがあります。

• ASA はトランスペアレント モードにする必要があります。
• 最大 4 つのインターフェイスを、トラフィック転送インターフェイスとして設定できます。その他
の ASA インターフェイスは、通常どおり使用できます。
• トラフィック転送インターフェイスは、VLAN または BVI ではなく、物理インターフェイスであ
る必要があります。また、物理インターフェイスには、それに関連付けられた VLAN を設定する
ことはできません。

• トラフィック転送インターフェイスは、ASA トラフィックには使用できません。これらに名前を
付けたり、フェールオーバーや管理専用を含む ASA 機能向けに設定できません。
• トラフィック転送インターフェイスとサービス ポリシーの両方を ASA CX トラフィック用に設定
できません。

その他のガイドラインと制限事項
• 「ASA の機能との互換性」（P.30-5）を参照してください。

• ハードウェア モジュールにインストールされているソフトウェアのタイプの変更はできません。
つまり、購入した ASA CX モジュールに、後で別のソフトウェアをインストールすることはでき
ません。
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デフォルト設定

デフォルト設定
表 30-1 に、ASA CX モジュールのデフォルト設定値を示します。
表 30-1

デフォルトのネットワーク パラメータ

パラメータ

デフォルト

Management IP address

ASA 5585-X：管理 1/0 192.168.8.8/24
ASA 5512-X ～ ASA 5555-X ：管理 0/0 192.168.1.2/24

Gateway
SSH またはセッションのユーザ名
Password

ASA 5585-X：192.168.8.1/24
ASA 5512-X ～ ASA 5555-X ：192.168.1.1/24
admin
Admin123

ASA CX モジュールの設定
この項では、ASA CX モジュールを設定する方法について説明します。

• 「ASA CX モジュールのタスク フロー」（P.30-8）
• 「ASA CX 管理インターフェイスの接続」（P.30-9）
• 「（ASA 5585-X）ASA CX 管理 IP アドレスの変更」（P.30-13）
• 「（ASA 5512-X ～ ASA 5555-X で必要な場合あり）ソフトウェア モジュールのインストール」
（P.30-12）
• 「ASA CX CLI での基本的な ASA CX の設定」（P.30-14）
• 「PRSM を使用した ASA CX モジュールでのセキュリティ ポリシーの設定」（P.30-16）
• 「ASA CX モジュールへのトラフィックのリダイレクト」（P.30-18）

ASA CX モジュールのタスク フロー
ASA CX モジュールの設定プロセスでは、ASA CX セキュリティ ポリシーを ASA CX モジュール上で
設定してから、トラフィックを ASA CX モジュールに送信するように ASA を設定します。ASA CX
モジュールを設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

ASA CX の管理インターフェイスをケーブルに接続します。「ASA CX 管理インターフェイスの接続」
（P.30-9）を参照してください。

ステップ 2

（ASA 5512-X ～ ASA 5555-X、必須の可能性があります）ソフトウェア モジュールをインストールし
ます。「（ASA 5512-X ～ ASA 5555-X で必要な場合あり）ソフトウェア モジュールのインストール」
（P.30-12）を参照してください。

ステップ 3

（ASA 5585-X）初回の SSH アクセス用の ASA CX モジュール管理 IP アドレスを設定します。
「（ASA
）
管理
アドレスの変更」
（
）を参照してください。
5585-X ASA CX
IP
P.30-13

ステップ 4

ASA CX モジュールで、基本設定値を設定します。これらの設定を構成するには、CLI を使用する必
要があります。「ASA CX CLI での基本的な ASA CX の設定」（P.30-14）を参照してください。

ステップ 5

ASA CX モジュールで、PRSM を使用してセキュリティ ポリシーを設定します。「PRSM を使用した
ASA CX モジュールでのセキュリティ ポリシーの設定」（P.30-16）を参照してください。
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ステップ 6

（任意）ASA で、認証プロキシ ポートを設定します。「（任意）認証プロキシ ポートの設定」（P.30-17）
を参照してください。

ステップ 7

ASA で、ASA CX モジュールに誘導するトラフィックを指定します。「ASA CX モジュールへのトラ
フィックのリダイレクト」（P.30-18）を参照してください。
（注）

PRSM をマルチ デバイス モードで使用するときは、トラフィックを ASA CX モジュールに送
信するための ASA ポリシーの設定を、ASDM または ASA CLI を使用する代わりに PRSM の
中で行うことができます。ただし、PRSM では、ASA サービス ポリシーを設定するときにい
くつかの制限があります。詳細については、ASA CX のユーザ ガイドを参照してください。

ASA CX 管理インターフェイスの接続
ASA CX モジュールへの管理アクセスを提供する以外に、ASA CX 管理インターフェイスは、HTTP
プロキシ サーバまたは DNS サーバおよびインターネットへのアクセスを必要とします。これは、シグ
ニチャ アップデートなどのためです。この項では、推奨されるネットワーク コンフィギュレーション
を示します。実際のネットワークでは、異なる可能性があります。

ASA 5585-X（ハードウェア モジュール）
ASA CX モジュールには、ASA からの別個の管理インターフェイスが含まれています。初期設定を行
うには、デフォルト IP アドレス（192.168.8.8/24）を使用して ASA CX 管理 1/0 インターフェイスに
SSH で接続できます。デフォルト IP アドレスを使用できない場合は、コンソール ポートを使用する
か、ASDM を使用して SSH を使用できるように管理 IP アドレスを変更します。

ASA 5585-X ASA CX SSP

ASA CX Management 1/0
ࢹࣇ࢛ࣝࢺ IP㸸192.168.8.8
0
1

SFP1

SFP0

7

6

5

4

3

2

1

0

1

MGMT

0

USB

SFP1

SFP0

7

6

5

4

3

2

1

0

1

MGMT

0

USB

R

PW

OT

BO

M

AR

AL

T
AC

VP

T
AC

VP

1

PS

1

PS

N

PS

N

PS

D1

0

HD

0

HD

D0

HD

RESET
AUX

CONSOLE

AUX

CONSOLE

0

SSP

R

PW

OT

BO

M

AR

AL

D1

D0

HD

RESET

ASA Management 0/0
ࢹࣇ࢛ࣝࢺ IP㸸192.168.1.1

334655

1

内部ルータがある場合
内部ルータがある場合は、管理ネットワーク（これには ASA 管理 0/0 インターフェイスおよび ASA
CX 管理 1/0 インターフェイスの両方を含めることができます）と ASA 内部ネットワークとの間で
ルーティングできます（インターネット アクセス用）。必ず、内部ルータを介して管理ネットワークに
到達するためのルートを ASA に追加してください。
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ࣉࣟ࢟ࢩࡲࡓࡣ DNS ࢧ࣮ࣂ㸦㸧
⟶⌮⏝ࡢ ASA ࢤ࣮ࢺ࢙࢘
ASA
࣮ࣝࢱ

እ㒊

ෆ㒊

ASA CX ࢹࣇ࢛ࣝࢺ
ࢤ࣮ࢺ࢙࢘
⟶⌮

ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ

CX
ASA Management 0/0

334657

ASA CX Management 1/0
⟶⌮ PC

内部ルータがない場合
内部ネットワークが 1 つだけの場合は、別の管理ネットワークも持つことはできません（仮に持つとす
れば、内部ルータがネットワーク間のルーティングを行う必要があります）。この場合は、管理 0/0 イ
ンターフェイスの代わりに内部インターフェイスから ASA を管理できます。ASA CX モジュールは
ASA とは別のデバイスであるため、内部インターフェイスと同じネットワーク上に ASA CX 管理 1/0
アドレスを設定できます。
ASA CX ࢹࣇ࢛ࣝࢺ ࢤ࣮ࢺ࢙࢘
⟶⌮ PC

ࣞࣖ 2
ࢫࢵࢳ

ASA
እ㒊

ෆ㒊

ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ

ASA CX Management 1/0

ࣉࣟ࢟ࢩࡲࡓࡣ DNS ࢧ࣮ࣂ
使用されていない ASA Management 0/0
㸦㸧

334659

CX

ASA 5512-X ～ ASA 5555-X（ソフトウェア モジュール）
これらのモデルは、ASA CX モジュールをソフトウェア モジュールとして実行し、ASA CX 管理イン
ターフェイスは Management 0/0 インターフェイスを ASA と共有します。

ASA CX Management 0/0
ࢹࣇ࢛ࣝࢺ IP㸸192.168.1.2
ASA Management 0/0
ࢹࣇ࢛ࣝࢺ IP㸸192.168.1.1

334664

ASA 5545-X
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内部ルータがある場合
内部ルータがある場合、Management 0/0 ネットワーク間でルーティングできます。これには、ASA お
よび ASA CX の両方の管理 IP アドレス、およびインターネット アクセス用の内部ネットワークが含ま
れます。内部ルータを介して管理ネットワークにアクセスするには、ASA で忘れずにルートも追加し
てください。
ࣉࣟ࢟ࢩࡲࡓࡣ DNS ࢧ࣮ࣂ㸦㸧
⟶⌮⏝ࡢ ASA ࢤ࣮ࢺ࢙࢘
ASA
࣮ࣝࢱ

እ㒊

ෆ㒊

ASA CX ࢹࣇ࢛ࣝࢺ
ࢤ࣮ࢺ࢙࢘

ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ

CX

⟶⌮

334666

Management 0/0
⟶⌮ PC

内部ルータがない場合
内部ネットワークが 1 つのみある場合、別の管理ネットワークも使用することはできません。この場
合、Management 0/0 インターフェイスの代わりに内部インターフェイスから ASA を管理できます。
ASA 設定の名前を Management 0/0 インターフェイスから削除する場合、そのインターフェイスの
ASA CX IP アドレスを引き続き設定できます。ASA CX モジュールは基本的には ASA とは別のデバ
イスであるため、内部インターフェイスと同じネットワーク上にあるように ASA CX 管理アドレスを
設定できます。
ASA CX ࢹࣇ࢛ࣝࢺ ࢤ࣮ࢺ࢙࢘
⟶⌮ PC

ࣞࣖ 2
ࢫࢵࢳ

ASA
እ㒊

ෆ㒊

ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ

ࣉࣟ࢟ࢩࡲࡓࡣ DNS ࢧ࣮ࣂ
㸦㸧

（注）

Management 0/0
㸦ASA CX ࡢࡳ㸧

334668

CX

Management 0/0 に対して ASA が設定した名前を削除する必要があります。これが ASA で設定されて
いる場合、ASA CX アドレスは、ASA と同じネットワーク上に存在する必要があり、これによって、
その他の ASA インターフェイス上ですでに設定されたネットワークはすべて除外されます。名前が設
定されていない場合、ASA CX は、任意のネットワーク上（たとえば、ASA 内部ネットワーク）に存
在することができます。

次の作業

• ASA CX 管理 IP アドレスを設定します。「（ASA 5585-X）ASA CX 管理 IP アドレスの変更」
（P.30-13）を参照してください。
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（ASA 5512-X ～ ASA 5555-X で必要な場合あり）ソフトウェア モジュー
ルのインストール
ASA CX モジュールとともに ASA を購入した場合、モジュール ソフトウェアおよび必要なソリッド
ステート ドライブ（SSD）は事前にインストールされており、すぐに使用できます。既存の ASA に
ASA CX を追加する場合、または SSD を交換する必要がある場合は、この手順に従って ASA CX ブー
ト ソフトウェアをインストールし、SSD を分割する必要があります。物理的に SSD を取り付けるに
は、『ASA Hardware Guide』を参照してください。
（注）

ASA 5585-X ハードウェア モジュールの場合、ASA CX モジュールからイメージをインストールまた
はアップグレードする必要があります。詳細は、ASA CX モジュールのマニュアルを参照してくださ
い。

手順の詳細
ステップ 1

Cisco.com からコンピュータに ASA CX ブート ソフトウェアをダウンロードします。Cisco.com のロ
グインをお持ちの場合は、次の Web サイトからブート ソフトウェアを入手できます。
http://www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=284325223&softwareid=284399946
ブート ソフトウェアを使用すると、基本的な ASA CX ネットワーク設定を行い、SSD を分割し、より
大きいシステム ソフトウェアを任意のサーバから SSD にダウンロードできます。

ステップ 2

ASA CX 管理インターフェイスからアクセス可能な HTTP、HTTPS、または FTP サーバに、
Cisco.com から ASA CX システム ソフトウェアをダウンロードします。Cisco.com のログインをお持
ちの場合は、次の Web サイトからブート ソフトウェアを入手できます。
http://www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=284325223&softwareid=284399946

ステップ 3

ASDM で、[Tools] > [File Management] を選択し、次に [File Transfer] > [Between Local PC and
Flash] を選択します。ブート ソフトウェアを ASA 上の disk0 に転送します。システム ソフトウェアは
転送しないでください。これは後で SSD にダウンロードされます。

ステップ 4

ASA CLI に接続し、特権 EXEC モードを開始します。ASA CLI にアクセスするには、一般的な操作の
コンフィギュレーション ガイドの「Getting Started」の章を参照してください。

ステップ 5

IPS モジュールを ASA CX モジュールと交換する場合は、IPS モジュールをシャットダウンしてアンイ
ンストールし、次に ASA をリロードします。
hostname# sw-module module ips shutdown
hostname# sw-module module ips uninstall
hostname# reload

ASA のリロード後に、ASA CLI に再接続します。
ステップ 6

次のコマンドを入力して、ASA disk0 で ASA CX モジュール ブート イメージの場所を設定します。
hostname# sw-module module cxsc recover configure image disk0:file_path

例：
hostname# sw-module module cxsc recover configure image disk0:asacx-boot-9.1.1.img

ステップ 7

次のコマンドを入力して、ASA CX ブート イメージをロードします。
hostname# sw-module module cxsc recover boot
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ステップ 8

ASA CX モジュールが起動するまで約 5 分待ってから、現在実行中の ASA CX ブート イメージへのコ
ンソール セッションを開きます。デフォルトのユーザ名は admin で、デフォルトのパスワードは
Admin123 です。
hostname# 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 9

SSD を分割します。
asacx-boot> partition
....
Partition Successfully Completed

ステップ 10 「ASA CX CLI での基本的な ASA CX の設定」（P.30-14）に従って、setup コマンドを使用して基本的
なネットワーク設定を実行し（ASA CX CLI を終了しないでください）、この手順に戻ってソフトウェ
ア イメージをインストールします。
ステップ 11

サーバからシステム ソフトウェアをインストールします。
asacx-boot> system install url

例：
次のコマンドは asacx sys9.1.1.pkg システム ソフトウェア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
Username: buffy
Password: angelforever
Verifying
Downloading
Extracting
Package Detail
Description:
Requires reboot:
Cisco ASA CX System Upgrade
Yes
Do you want to continue with upgrade? [n]: 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 12

ASA CX モジュールをリブートするには、Enter キーを押します。モジュールをリブートすると、コン
ソール セッションが閉じます。アプリケーション コンポーネントのインストールと ASA CX サービス
の起動には 10 分以上かかります。

（ASA 5585-X）ASA CX 管理 IP アドレスの変更
デフォルトの管理 IP アドレス（192.168.8.8）を使用できない場合は、管理 IP アドレスを ASA から設
定できます。管理 IP アドレスを設定した後は、初期設定を実行するために SSH を使用して ASA CX
モジュールにアクセスできます。
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（注）

ソフトウェア モジュールの場合、ASA CX CLI にアクセスして、ASA CLI からのセッション接続に
よって設定を実行できます。その後、設定の一部として ASA CX 管理 IP アドレスを設定できます。
「ASA CX CLI での基本的な ASA CX の設定」（P.30-14）を参照してください。

手順の詳細
ステップ 1
ステップ 2

ASDM で、[Wizards] > [Startup Wizard] を選択します。
ASA CX の [Basic Configuration] 画面が表示されるまで、[Next] をクリックして、初期画面を進みま
す。

ステップ 3

新しい管理 IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルト ゲートウェイを入力します。

ステップ 4

（任意）認証プロキシ ポートを変更します。必要に応じて、後で設定することもできます。詳細につい
ては、「（任意）認証プロキシ ポートの設定」（P.30-17）を参照してください。

ステップ 5

[Finish] をクリックして残りの画面をスキップするか、[Next] をクリックして残りの画面を進み、ウィ
ザードを完了します。

ASA CX CLI での基本的な ASA CX の設定
セキュリティ ポリシーを設定する前に、基本的なネットワーク設定およびその他のパラメータを ASA
CX モジュール上で設定する必要があります。
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手順の詳細
ステップ 1

次のいずれかを実行します。

• （すべてのモデル）SSH を使用して ASA CX 管理 IP アドレスに接続します。
• （ASA 5512-X ～ ASA 5555-X ）ASA CLI からモジュールへのコンソール セッションを開きます
（ASA CLI にアクセスするには、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの「Getting
Started」の章を参照してください）。
hostname# session cxsc console

ステップ 2

ユーザ名 admin およびパスワード Admin123 を使用してログインします。この手順の中で、パスワー
ドを変更します。

ステップ 3

次のコマンドを入力します。
asacx> setup

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 を入力した場合は、追加の設定を行うことができます。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。IPv6 ステートレス自動設定を設
定するには、スタティック IPv6 アドレスを設定するかどうかを尋ねるプロンプトで N と応答します。
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
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 4

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>
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（注）

ステップ 5

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。デフォルトのタイム ゾーンは UTC タイム ゾーンです。
現在の設定を表示するには、show time コマンドを使用します。時間設定を変更するには、次のコマン
ドを使用できます。
asacx> config timezone
asacx> config time

ステップ 6

次のコマンドを入力して、admin のパスワードを変更します。
asacx> config passwd

例：
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: Farscape1
Confirm password: Farscape1
SUCCESS: Password changed for user admin

ステップ 7

exit コマンドを入力してログアウトします。

PRSM を使用した ASA CX モジュールでのセキュリティ ポリシーの設定
この項では、ASA CX モジュール アプリケーションを設定するために PRSM を起動する方法について
説明します。PRSM を使用して ASA CX セキュリティ ポリシーを設定する方法の詳細については、
ASA CX ユーザ ガイドを参照してください。

手順の詳細

PRSM は、Web ブラウザから起動することも、ASDM から起動することもできます。
• Web ブラウザから PRSM を起動するには、次の URL を入力します。
https://ASA_CX_management_IP

ASA CX 管理 IP アドレスは、「ASA CX CLI での基本的な ASA CX の設定」（P.30-14）で設定し
たアドレスです。
• PRSM を ASDM から起動するには、[Home] > [ASA CX Status] を選択し、[Connect to the ASA
CX application] リンクをクリックします。
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次の作業

• （任意）認証プロキシ ポートを設定します。「（任意）認証プロキシ ポートの設定」（P.30-17）を参
照してください。

• ASA CX モジュールにトラフィックをリダイレクトします。「ASA CX モジュールへのトラフィッ
クのリダイレクト」（P.30-18）を参照してください。

（任意）認証プロキシ ポートの設定
デフォルトの認証ポートは 885 です。認証プロキシ ポートを変更するには、次の手順を実行します。
認証プロキシの詳細については、「認証プロキシに関する情報」（P.30-5）を参照してください。

（注）

このポートは、ASDM Startup Wizard の中で設定することもできます。「（ASA 5585-X）ASA CX 管
理 IP アドレスの変更」（P.30-13）を参照してください。

手順の詳細
ステップ 1

ASDM で、[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [ASA CX Auth Proxy] を選択します。

ステップ 2

1024 より大きいポートを入力します。デフォルトは 885 です。

ステップ 3

[Apply] をクリックします。
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ASA CX モジュールへのトラフィックのリダイレクト
特定のトラフィックを識別するサービス ポリシーを作成して、ASA CX モジュールへのトラフィック
をリダイレクトできます。デモンストレーション用でのみ、元のトラフィックが影響を受けることな
く、ASA CX モジュールへのトラフィックのコピーを転送するサービス ポリシーに対するモニタ専用
モードもイネーブルにできます。
デモンストレーション用のもう 1 つのオプションは、サービス ポリシーの代わりにトラフィック転送
をモニタ専用モードで設定することです。トラフィック転送インターフェイスは、ASA をバイパスす
ることにより、すべてのトラフィックを ASA CX モジュールに直接送信します。

• 「ASA CX サービス ポリシーの作成」（P.30-18）
• 「トラフィック転送インターフェイスの設定（モニタ専用モード）」（P.30-21）

ASA CX サービス ポリシーの作成
この項では、ASA から ASA CX モジュールにリダイレクトするトラフィックを指定します。このポリ
シーは、ASA で設定します。トラフィック転送インターフェイスをデモンストレーション用に使用す
る場合、この手順を飛ばして、代わりに「トラフィック転送インターフェイスの設定（モニタ専用モー
ド）」（P.30-21）を参照してください。

（注）

PRSM をマルチ デバイス モードで使用するときは、トラフィックを ASA CX モジュールに送信するた
めの ASA ポリシーの設定を、ASDM または ASA CLI を使用する代わりに PRSM の中で行うことがで
きます。ただし、PRSM では、ASA サービス ポリシーを設定するときにいくつかの制限があります。
詳細については、ASA CX のユーザ ガイドを参照してください。

前提条件

• この手順を使用して ASA で認証プロキシをイネーブルにする場合は、必ず ASA CX モジュールで
認証用のディレクトリ レルムも設定してください。詳細については、ASA CX ユーザ ガイドを参
照してください。

• （ASA CX と交換した）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
リシーがある場合は、ASA CX サービス ポリシーを設定する前にそのポリシーを削除する必要が
あります。

• ASA ポリシーと ASA CX の両方で必ずモードが一致するように設定する必要があります（両方と
もモニタ専用モード、または両方とも通常のインライン モード）。

手順の詳細
ステップ 1

[Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules] の順に選択します。
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ステップ 2

[Add] > [Add Service Policy Rule] を選択します。[Add Service Policy Rule Wizard - Service Policy]
ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

必要に応じて [Service Policy] ダイアログボックスに入力します。これらの画面の詳細については、
ASDM オンライン ヘルプを参照してください。

ステップ 4

[Next] をクリックします。[Add Service Policy Rule Wizard - Traffic Classification Criteria] ダイアロ
グボックスが表示されます。

ステップ 5
ステップ 6

必要に応じて [Traffic Classification Criteria] ダイアログボックスに入力します。これらの画面の詳細
については、ASDM オンライン ヘルプを参照してください。

[Next] をクリックして [Add Service Policy Rule Wizard - Rule Actions] ダイアログボックスを表示し
ます。

ステップ 7

[ASA CX Inspection] タブをクリックします。
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ステップ 8

[Enable ASA CX for this traffic flow] チェックボックスをオンにします。

ステップ 9

[ASA CX Card Fails] 領域で、次のいずれかをクリックします。
• [Permit traffic]：ASA CX モジュールが使用不可の場合に、すべてのトラフィックの通過を検査な
しで許可するように ASA を設定します。
• [Close traffic]：ASA CX モジュールが使用できない場合、すべてのトラフィックをブロックする
ように ASA を設定します。

ステップ 10 （任意）アクティブ認証に必要な認証プロキシをイネーブルにするには、[Enable Auth Proxy] チェック
ボックスをオンにします。このオプションは、モニタ専用モードでは使用できません。
ステップ 11 （任意）デモンストレーション用にのみ、ASA CX モジュールへのトラフィックの読み取り専用コピー
を送信するには、[Monitor-only] チェックボックスをオンにします。詳細については、「モニタ専用
モード」（P.30-3）を参照してください。

（注）

すべてのクラスとポリシーは、モニタ専用モード、または通常のインライン モードのいずれか
設定する必要があります。同じ ASA で両方のモードを混在させることはできません。

ステップ 12

[OK]、続いて [Apply] をクリックします。

ステップ 13

この手順を繰り返して、追加のトラフィック フローを必要に応じて設定します。
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トラフィック転送インターフェイスの設定（モニタ専用モード）
この項では、すべてのトラフィックが ASA CX モジュールに直接転送されるトラフィック転送イン
ターフェイスを設定します。この方法は、デモンストレーションでのみ使用します。通常の ASA CX
サービス ポリシーについては、「ASA CX サービス ポリシーの作成」（P.30-18）を参照してください。
詳細については、「モニタ専用モード」（P.30-3）を参照してください。
この機能は CLI でのみ設定できます。コマンドライン インターフェイス ツールを使用できます。

前提条件

ASA ポリシーと ASA CX の両方で必ずモードが一致するように設定する必要があります（両方ともモ
ニタ専用モード）。

手順の詳細

ステップ 1

ステップ 1

[Tools] > [Command Line Interface] を選択します。

ステップ 2

[Multiple Line] オプション ボタンをクリックします。

ステップ 3

次のコマンドを入力します。

コマンド

目的

interface physical_interface

トラフィック転送に使用する物理インターフェイスのインター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
hostname(config)# interface
gigabitethernet 0/5

ステップ 2

no nameif

インターフェイスに設定された名前を削除します。このインター
フェイスがいずれかの ASA 設定で使用されると、その設定は削
除されます。指定したインターフェイス上でトラフィック転送を
設定できません。

例：
hostname(config-ifc)# no nameif

ステップ 3

ステップ 4

traffic-forward cxsc monitor-only

トラフィック転送をイネーブルにします。次のような警告が表示
されます。

例：
hostname(config-ifc)# traffic-forward cxsc
monitor-only

WARNING: This configuration is purely for demo of CX
functionality and shouldn't be used on a production ASA
and any issues found when mixing demo feature with
production ASA is not supported.

no shutdown

インターフェイスをイネーブルにします。

例：
hostname(config-ifc)# no shutdown

ステップ 4

追加のインターフェイスについて、この手順を繰り返します。

ステップ 5

[Send] をクリックします。

例
次の例は、GigabitEthernet 0/5 のトラフィック転送インターフェイスを作成します。
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ASA CX モジュールの管理
この項には、モジュールの管理に役立つ手順が含まれます。

• 「パスワードのリセット」（P.30-22）
• 「モジュールのリロードまたはリセット」（P.30-24）
• 「モジュールのシャットダウン」（P.30-25）
• 「（ASA 5512-X ～ ASA 5555-X）ソフトウェア モジュール イメージのアンインストール」
（P.30-25）
• 「（ASA 5512-X ～ ASA 5555-X）ASA からモジュールへのセッション接続」（P.30-26）

パスワードのリセット
モジュールのパスワードをデフォルトにリセットできます。ユーザ admin のデフォルトのパスワード
は Admin123 です。パスワードをリセットした後は、モジュール アプリケーションを使用してパス
ワードを独自の値に変更する必要があります。
モジュールのパスワードをリセットすると、モジュールがリブートします。モジュールのリブート中
は、サービスを使用できません。
新しいパスワードで ASDM に接続できない場合は、ASDM を再起動して再度ログインしてみます。新
しいパスワードを定義したが、新しいパスワードと異なる既存のパスワードが ASDM にある場合は、
[File] > [Clear ASDM Password Cache] を選択して、パスワード キャッシュを消去し、ASDM を再起
動して再度ログインしてみます。
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モジュールのパスワードをデフォルトの「Admin123」にリセットするには、次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

ASDM メニューバーの [Tools] > [ASA CX Password Reset] を選択します。
[Password Reset] 確認ダイアログ ボックスが開きます。

ステップ 2

[OK] をクリックして、パスワードをデフォルトの Admin123 にリセットします。
ダイアログボックスに、パスワードのリセットが正常に完了したか、失敗したかが表示されます。

ステップ 3

[Close] をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。
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モジュールのリロードまたはリセット
モジュールをリロードまたはリセットするには、ASA CLI で次のいずれかのコマンドを入力します。

手順の詳細

コマンド

目的

ハードウェア モジュール（ASA 5585-X）の場
合：

モジュール ソフトウェアをリロードします。

hw-module module 1 reload

ソフトウェア モジュール（ASA 5512-X ～ ASA
5555-X）の場合：
sw-module module cxsc reload

例：
hostname# hw-module module 1 reload

ハードウェア モジュールの場合：

リセットを実行してから、モジュールをリロードします。

hw-module module 1 reset

ソフトウェア モジュールの場合：
sw-module module cxsc reset

例：
hostname# hw-module module 1 reset
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モジュールのシャットダウン
モジュール ソフトウェアをシャットダウンするのは、コンフィギュレーション データを失うことなく
安全にモジュールの電源をオフにできるように準備するためです。注：ASA をリロードする場合は、
モジュールは自動的にはシャットダウンされないので、ASA のリロード前にモジュールをシャットダ
ウンすることを推奨します。モジュールをグレースフル シャットダウンするには、ASA CLI で次の手
順を実行します。

手順の詳細

コマンド

目的

ハードウェア モジュール（ASA 5585-X）の場
合：

モジュールをシャットダウンします。

hw-module module 1 shutdown

ソフトウェア モジュール（ASA 5512-X ～ ASA
5555-X）の場合：
sw-module module cxsc shutdown

例：
hostname# hw-module module 1 shutdown

（ASA 5512-X ～ ASA 5555-X）ソフトウェア モジュール イメージのアン
インストール
ソフトウェア モジュール イメージおよび関連するコンフィギュレーションをアンインストールするに
は、次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

sw-module module cxsc uninstall

ソフトウェア モジュール イメージおよび関連するコンフィギュ
レーションを永続的にアンインストールします。

例：
hostname# sw-module module cxsc uninstall
Module cxsc will be uninstalled. This will
completely remove the
disk image associated with the sw-module
including any configuration
that existed within it.
Uninstall module <id>? [confirm]

ステップ 2

reload

ASA をリロードします。新しいモジュール タイプをインストー
ルする前に、ASA をリロードする必要があります。

例：
hostname# reload
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（ASA 5512-X ～ ASA 5555-X）ASA からモジュールへのセッション接続
ASA から ASA CX ソフトウェア モジュール CLI にアクセスするには、ASA からセッション接続でき
ます。モジュールへのセッションを開始することも（Telnet を使用）、仮想コンソール セッションを作
成することもできます。コンソール セッションは、コントロール プレーンがダウンし、Telnet セッ
ションを確立できない場合に便利です。
マルチ コンテキスト モードを使用している場合は、CLI にアクセスする必要があり、CLI を使用して
いる場合、またはトラブルシューティングには基本的なネットワーク設定を設定する必要があります。

手順の詳細

コマンド

目的

Telnet セッション。

Telnet を使用してモジュールにアクセスします。ユーザ名とパスワードの
入力を求められます。デフォルトのユーザ名は admin で、デフォルトの
パスワードは Admin123 です。

session cxsc

例：
hostname# session cxsc
Opening command session with slot 1.
Connected to module cxsc. Escape character
sequence is 'CTRL-^X'.
cxsc login: admin
Password: Admin123

コンソール セッション。
session cxsc console

モジュール コンソールにアクセスします。ユーザ名とパスワードの入力
を求められます。デフォルトのユーザ名は admin で、デフォルトのパス
ワードは Admin123 です。
（注）

例：
hostname# 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

このコマンドは、Ctrl+Shift+6、x がターミナル サーバのプロン
プトに戻るエスケープ シーケンスであるターミナル サーバととも
に使用しないでください。Ctrl+Shift+6、x は、ASA CX コンソー
ルをエスケープし ASA プロンプトに戻るシーケンスでもありま
す。したがって、この状況で ASA CX を終了しようとすると、代
わりにターミナル サーバ プロンプトに戻ります。ASA にターミ
ナル サーバを再接続すると、ASA CX コンソール セッションがま
だアクティブなままであり、ASA プロンプトに戻ることができま
せん。ASA プロンプトにコンソールを戻すには、直接シリアル接
続を使用する必要があります。
代わりに session cxsc コマンドを使用します。

ASA CX モジュールのモニタリング
モニタリング コマンドを使用するには、[Tools] > [Command Line Interface] を使用します。

• 「モジュール ステータスの表示」（P.30-27）
• 「モジュールの統計情報の表示」（P.30-27）
• 「モジュール接続のモニタリング」（P.30-28）
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• 「モジュール トラフィックのキャプチャ」（P.30-31）
• 「認証プロキシの問題」（P.30-31）

（注）

ASA CX 関連の syslog メッセージについては、syslog メッセージ ガイドを参照してください。ASA
CX の syslog メッセージは、メッセージ番号 429001 から始まります。

モジュール ステータスの表示
一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドの “ASA CX Status Tab” section on page 4-31 を参照し
てください。

モジュールの統計情報の表示
モジュールの統計情報を表示するには、次のコマンドを入力します。

コマンド

目的

show service-policy cxsc

ASA CX の統計情報およびステータスをサービス ポリシーごとに表示し
ます。

例
次に示す show service-policy コマンドの出力例では、認証プロキシがディセーブルになっているとき
の、ASA CX ポリシーと現在の統計情報およびモジュールのステータスが表示されています。
hostname# show service-policy cxsc
Global policy:
Service-policy: global_policy
Class-map: bypass
CXSC: card status Up, mode fail-open, auth-proxy disabled
packet input 2626422041, packet output 2626877967, drop 0, reset-drop 0, proxied 0

次に示す show service-policy コマンドの出力例では、認証プロキシがイネーブルになっているときの、
ASA CX ポリシーと現在の統計情報およびモジュールのステータスが表示されています。この場合は、
proxied カウンタもインクリメントされます。
hostname# show service-policy cxsc
Global policy:
Service-policy: pmap
Class-map: class-default
Default Queueing
Set connection policy: random-sequence-number disable
drop 0
CXSC: card status Up, mode fail-open, auth-proxy enabled
packet input 7724, packet output 7701, drop 0, reset-drop 0, proxied 10
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モジュール接続のモニタリング
ASA CX モジュールを通過する接続を表示するには、次のいずれかのコマンドを入力します。
コマンド

目的

show asp table classify domain cxsc

トラフィックを ASA CX モジュールに送信するために作成された NP
ルールを表示します。

show asp table classify domain
cxsc-auth-proxy
show asp drop

ASA CX モジュールの認証プロキシ用に作成された NP ルールを表示し
ます。
ドロップされたパケットを表示します。次のドロップ タイプが使用され
ます。
フレーム ドロップ：

• cxsc-bad-tlv-received：これが発生するのは、ASA が CXSC から受
信したパケットにポリシー ID TLV がないときです。非制御パケッ
トのアクション フィールドで Standy Active ビットが設定されてい
ない場合は、この TLV が存在している必要があります。
• cxsc-request：CXSC 上のポリシーが理由で、フレームをドロップす
るよう CXSC から要求されました。このポリシーによって、CXSC
はアクションを Deny Source、Deny Destination、または Deny Pkt
に設定します。

• cxsc-fail-close：パケットがドロップされたのは、カードが動作中で
はなく、設定済みのポリシーが「fail-close」であったからです（対
照的に、「fail-open」の場合は、カードがダウンしていてもパケット
の通過が許可されます）。

• cxsc-fail：既存のフローに対する CXSC コンフィギュレーションが
削除されており、CXSC で処理できないため、ドロップされます。
これが発生することは、ほとんどありません。

• cxsc-malformed-packet：CXSC からのパケットに無効なヘッダーが
含まれます。たとえば、ヘッダー長が正しくない可能性があります。
フロー ドロップ：

• cxsc-request：フローを終了させることを CXSC が要求しました。
アクション ビット 0 が設定されます。
• reset-by-cxsc：フローの終了とリセットを CXSC が要求しました。
アクション ビット 1 が設定されます。
• cxsc-fail-close：フローが終了させられたのは、カードがダウン状態
であり、設定済みのポリシーが「fail-close」であったからです。
show asp event dp-cp cxsc-msg

この出力には、dp-cp キューにある ASA CX モジュール メッセージの数
が表示されます。現時点では、ASA CX モジュールからの VPN クエ
リーのみが dp-cp に送信されます。

show conn

このコマンドは、
「X - inspected by service module」フラグを表示するこ
とにより、接続がモジュールに転送されているかどうかをあらかじめ表
示します。ASA CX モジュールに転送される接続にも、「X」フラグが表
示されます。
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例
次に、show asp table classify domain cxsc コマンドの出力例を示します。
hostname# show asp table classify domain cxsc
Input Table
in id=0x7ffedb4acf40, priority=50, domain=cxsc, deny=false
hits=15485658, user_data=0x7ffedb4ac840, cs_id=0x0, use_real_addr, flags=0x0,
protocol=0
src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0
dst ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0, dscp=0x0
input_ifc=outside, output_ifc=any
in id=0x7ffedb4ad4a0, priority=50, domain=cxsc, deny=false
hits=992053, user_data=0x7ffedb4ac840, cs_id=0x0, use_real_addr, flags=0x0, protocol=0
src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0
dst ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0, dscp=0x0
input_ifc=inside, output_ifc=any
in id=0x7ffedb4ada00, priority=50, domain=cxsc, deny=false
hits=0, user_data=0x7ffedb4ac840, cs_id=0x0, use_real_addr, flags=0x0, protocol=0
src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0
dst ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0, dscp=0x0
input_ifc=m, output_ifc=any
Output Table:
L2 - Output Table:
L2 - Input Table:
Last clearing of hits counters: Never

次に、show asp table classify domain cxsc-auth-proxy コマンドの出力例を示します。次の出力の最
初のルールでは、宛先の「port=2000」は cxsc auth-proxy port 2000 コマンドで設定された認証プロ
キシ ポートであり、宛先の「ip/id=192.168.0.100」は ASA インターフェイス IP アドレスです。
hostname# show asp table classify domain cxsc-auth-proxy
Input Table
in id=0x7ffed86cc470, priority=121, domain=cxsc-auth-proxy, deny=false
hits=0, user_data=0x7ffed86ca220, cs_id=0x0, flags=0x0, protocol=6
src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0
dst ip/id=192.168.0.100, mask=255.255.255.255, port=2000, dscp=0x0
input_ifc=inside, output_ifc=identity
in id=0x7ffed86cce20, priority=121, domain=cxsc-auth-proxy, deny=false
hits=0, user_data=0x7ffed86ca220, cs_id=0x0, flags=0x0, protocol=6
src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0
dst ip/id=2.2.2.2, mask=255.255.255.255, port=2000, dscp=0x0
input_ifc=new2, output_ifc=identity
in id=0x7ffed86cd7d0, priority=121, domain=cxsc-auth-proxy, deny=false
hits=0, user_data=0x7ffed86ca220, cs_id=0x0, flags=0x0, protocol=6
src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0
dst ip/id=172.23.58.52, mask=255.255.255.255, port=2000, dscp=0x0
input_ifc=mgmt, output_ifc=identity
in id=0x7ffed86caa80, priority=121, domain=cxsc-auth-proxy, deny=false
hits=0, user_data=0x7ffed86ca220, cs_id=0x0, flags=0x0, protocol=6
src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0
dst ip/id=192.168.5.172, mask=255.255.255.255, port=2000, dscp=0x0
input_ifc=outside, output_ifc=identity
in id=0x7ffed86cb3c0, priority=121, domain=cxsc-auth-proxy, deny=false
hits=0, user_data=0x7ffed86ca220, cs_id=0x0, flags=0x0, protocol=6
src ip/id=::/0, port=0
dst ip/id=fe80::5675:d0ff:fe5b:1102/128, port=2000
input_ifc=outside, output_ifc=identity
in id=0x7ffed742be10, priority=121, domain=cxsc-auth-proxy, deny=false
hits=0, user_data=0x7ffed86ca220, cs_id=0x0, flags=0x0, protocol=6
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src ip/id=::/0, port=0
dst ip/id=1:1:1:1::10/128, port=2000
input_ifc=outside, output_ifc=identity
Output Table:
L2 - Output Table:
L2 - Input Table:
Last clearing of hits counters: Never

次に、show asp drop コマンドの出力例を示します。この出力は単なる例であり、ASA CX モジュール
からドロップされるフレームまたはフローの原因として考えられるものがすべて表示されています。
hostname# show asp drop
Frame drop:
CXSC Module received packet with bad TLV's (cxsc-bad-tlv-received)
CXSC Module requested drop (cxsc-request)
CXSC card is down (cxsc-fail-close)
CXSC config removed for flow (cxsc-fail)
CXSC Module received malformed packet (cxsc-malformed-packet)

2
1
1
3
1

Last clearing: 18:12:58 UTC May 11 2012 by enable_15
Flow drop:
Flow terminated by CXSC (cxsc-request)
Flow reset by CXSC (reset-by-cxsc)
CXSC fail-close (cxsc-fail-close)

2
1
1

Last clearing: 18:12:58 UTC May 11 2012 by enable_15

次に、show asp event dp-cp cxsc-msg コマンドの出力例を示します。
hostname# show asp event dp-cp cxsc-msg
DP-CP EVENT QUEUE
QUEUE-LEN HIGH-WATER
Punt Event Queue
0
5
Identity-Traffic Event Queue
0
0
General Event Queue
0
4
Syslog Event Queue
4
90
Non-Blocking Event Queue
0
2
Midpath High Event Queue
0
53
Midpath Norm Event Queue
8074
8288
SRTP Event Queue
0
0
HA Event Queue
0
0
Threat-Detection Event Queue
0
3
ARP Event Queue
0
2048
IDFW Event Queue
0
0
CXSC Event Queue
0
1
EVENT-TYPE
ALLOC ALLOC-FAIL ENQUEUED ENQ-FAIL RETIRED 15SEC-RATE
cxsc-msg
1
0
1
0
1
0

次に、show conn detail コマンドの出力例を示します。
hostname# show conn detail
0 in use, 105 most used
Flags: A - awaiting inside ACK to SYN, a - awaiting outside ACK to SYN,
B - initial SYN from outside, b - TCP state-bypass or nailed, C - CTIQBE media,
D - DNS, d - dump, E - outside back connection, F - outside FIN, f - inside FIN,
G - group, g - MGCP, H - H.323, h - H.225.0, I - inbound data,
i - incomplete, J - GTP, j - GTP data, K - GTP t3-response
k - Skinny media, M - SMTP data, m - SIP media, n - GUP
O - outbound data, P - inside back connection, p - Phone-proxy TFTP connection,
q - SQL*Net data, R - outside acknowledged FIN,
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R
s
V
X

-

UDP SUNRPC, r - inside acknowledged FIN, S - awaiting inside SYN,
awaiting outside SYN, T - SIP, t - SIP transient, U - up,
VPN orphan, W - WAAS,
inspected by service module

TCP outside 208.80.152.2:80 inside 192.168.1.20:59928, idle 0:00:10, bytes 79174, flags
XUIO

モジュール トラフィックのキャプチャ
ASA CX モジュール用のパケット キャプチャを設定および表示するには、次のいずれかのコマンドを
入力します。

コマンド

目的

capture name interface asa_dataplane

ASA CX モジュールと ASA の間のパケットをバックプレーン上でキャ
プチャします。

copy capture

キャプチャ ファイルをサーバにコピーします。

show capture

キャプチャを ASA コンソールに表示します。

（注）

キャプチャされたパケットに含まれている追加 AFBP ヘッダーを、PCAP ビューアが認識しないこと
があります。このようなパケットを表示するには、適切なプラグインを使用してください。

ASA CX モジュールのトラブルシューティング
• 「認証プロキシの問題」（P.30-31）

認証プロキシの問題
認証プロキシ機能を使用するときに問題が発生した場合は、次の手順に従って設定および接続のトラブ
ルシューティングを行います。

1. コンフィギュレーションを確認します。
• ASA で、show asp table classify domain cxsc-auth-proxy コマンドの出力を調べて、ルールがイ
ンストールされていて正しいことを確認します。

• PRSM で、ディレクトリのレルムが作成されていて正しいクレデンシャルが指定されていること
を確認するとともに、接続をテストして、認証サーバに到達可能であることを確認します。また、
認証用のポリシー オブジェクトが設定されていることを確認します。

2. show service-policy cxsc コマンドの出力を見て、プロキシされたパケットがあるかどうかを調べ
ます。

3. バックプレーンでのパケット キャプチャを行い、正しく設定されたポート上でトラフィックがリ
ダイレクトされているかどうかを確認します。「モジュール トラフィックのキャプチャ」（P.30-31）
を参照してください。設定済みのポートを調べるには、show running-config cxsc コマンドまたは
show asp table classify domain cxsc-auth-proxy コマンドを使用します。
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（注）

2 つの ASA インターフェイス上でホスト間が接続されており、ASA CX のサービス ポリシーがイン
ターフェイスの一方のみについて設定されている場合は、これらのホスト間のすべてのトラフィックが
ASA CX モジュールに送信されます。これには、ASA CX インターフェイス以外からのトラフィック
も含まれます（この機能は双方向です）。ただし、ASA が認証プロキシを実行するのは、サービス ポ
リシーが適用されているインターフェイス上のみです。これは、入力のみの機能であるからです。
例 30-1

ポート 2000 が一貫して使用されていることの確認

1. 認証プロキシのポートを確認します。
hostname# show running-config cxsc
cxsc auth-proxy port 2000

2. 認証プロキシ ルールを確認します。
hostname# show asp table classify domain cxsc-auth-proxy
Input Table
in id=0x7ffed86cc470, priority=121, domain=cxsc-auth-proxy, deny=false
hits=0, user_data=0x7ffed86ca220, cs_id=0x0, flags=0x0, protocol=6
src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0
dst ip/id=192.168.0.100, mask=255.255.255.255, port=2000, dscp=0x0
input_ifc=inside, output_ifc=identity

3. パケット キャプチャでは、リダイレクト要求が宛先ポート 2000 に送られる必要があります。
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ASA CX モジュールの機能履歴
表 30-2 に、各機能変更と、それが実装されたプラットフォーム リリースを示します。ASDM は、複
数のプラットフォーム リリースとの下位互換性があるため、サポートが追加された特定の ASDM リ
リースは一覧には含まれていません。
表 30-2

ASA CX モジュールの機能履歴

機能名

プラット
フォーム リ
リース

ASA 5585-X での ASA CX SSP のサポート

8.4(4.1)

機能情報

ASA CX モジュールを使用すると、特定の状況の完全なコ
ンテキストに基づいてセキュリティを強制することができ
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 モジュールを使用すると、フローの完全な
コンテキストを抽出して、細分化したポリシーを適用する
ことができます。たとえば、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禁止する、
あるいは企業の機密データベースへのアクセスを財務担当
者に許可するが他の社員には禁止するといったことが可能
です。
次の画面が導入されました。

[Home] > [ASA CX Status]
[Wizards] > [Startup Wizard] > [ASA CX Basic
Configuration]
[Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules] >
[Add Service Policy Rule] > [Rule Actions] > [ASA CX
Inspection]
ASA 5512-X ～ ASA 5555-X に対する ASA
CX SSP のサポート

9.1(1)

ASA 5512-X、ASA 5515-X、ASA 5525-X、ASA
5545-X、および ASA 5555-X に対する ASA CX SSP ソフ
トウェア モジュールのサポートが導入されました。
変更された画面はありません。
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表 30-2

機能名

ASA CX モジュールの機能履歴 （続き）

プラット
フォーム リ
リース

デモンストレーション用のモニタ専用モードの 9.1(2)
サポート

機能情報
デモンストレーション用でのみ、元のトラフィックが影響
を受けることなく、ASA CX モジュールへのトラフィック
のコピーを転送するサービス ポリシーに対するモニタ専用
モードをイネーブルにできます。
デモンストレーション用のもう 1 つのオプションは、サー
ビス ポリシーの代わりにトラフィック転送をモニタ専用
モードで設定することです。トラフィック転送インター
フェイスは、ASA をバイパスすることにより、すべてのト
ラフィックを ASA CX モジュールに直接送信します。
次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] >

[Service Policy Rules] > [Add Service Policy Rule] > [Rule
Actions] > [ASA CX Inspection]。
トラフィック転送機能は CLI のみでサポートされます。

ASA CX モジュールおよび NAT 64 のサポート 9.1(2)

ASA CX モジュールとともに NAT 64 を使用できるように
なりました。
変更された画面はありません。
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ASA CSC モジュールの設定
この章では、ASA で CSC SSM にインストールされる Content Security and Control（CSC）アプリ
ケーションの設定を設定する方法について説明します。
この章の内容は、次のとおりです。

• 「CSC SSM に関する情報」（P.31-1）
• 「CSC SSM のライセンス要件」（P.31-5）
• 「CSC SSM の前提条件」（P.31-5）
• 「注意事項と制限事項」（P.31-6）
• 「デフォルト設定」（P.31-7）
• 「CSC SSM の設定」（P.31-7）
• 「CSC SSM セットアップ ウィザード」（P.31-11）
• 「CSC SSM GUI の使用」（P.31-20）
• 「CSC SSM のモニタリング」（P.31-24）
• 「CSC モジュールのトラブルシューティング」（P.31-28）
• 「その他の関連資料」（P.31-31）
• 「CSC SSM の機能履歴」（P.31-31）

CSC SSM に関する情報
ASA の一部のモデルは、Content Security and Control ソフトウェアを実行する CSC SSM をサポート
しています。CSC SSM は、ウイルス、スパイウェア、スパムなど、望ましくないトラフィックからの
保護を提供します。これは、ASA が CSC SSM に送信するように設定した FTP、HTTP/HTTPS、
POP3、および SMTP パケットをスキャンすることによって実現されます。
CSC SSM の詳細については、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6823/index.html
図 31-1 は、次の条件を満たす ASA を通過するトラフィック フローを示しています。

• CSC SSM がインストールされ、設定されている。
• CSC SSM に誘導しスキャンするトラフィックを決定するサービス ポリシーがある。
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この例では、クライアントは、Web サイトにアクセスするネットワーク ユーザ、FTP サーバからファ
イルをダウンロードするネットワーク ユーザ、または POP3 サーバからメールを取得するネットワー
ク ユーザです。SMTP スキャンは、ASA によって保護されている SMTP サーバに外部から送信される
トラフィックをスキャンするために、ASA を設定する必要がある点で異なります。
図 31-1

でスキャンされるトラフィックのフロー
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CSC SSM のシステム セットアップとモニタリングには、ASDM を使用します。CSC SSM ソフトウェ
アのコンテンツ セキュリティ ポリシーの高度な設定を行うには、ASDM 内のリンクをクリックして、
CSC SSM の Web ベースの GUI にアクセスします。CSC SSM GUI は、別個の Web ブラウザ ウィン
ドウに表示されます。CSC SSM にアクセスするには、CSC SSM のパスワードを入力する必要があり
『Cisco Content Security and Control SSM Administrator Guide』
ます。CSC SSM GUI を使用するには、
を参照してください。

（注）

ASDM と CSC SSM では、別個のパスワードが保持されます。それぞれのパスワードを同一にするこ
とはできますが、これら 2 つのパスワードの 1 つを変更しても他のパスワードには影響を与えません。
ASDM を実行しているホストと ASA の間の接続は、ASA の管理ポートを通じて確立されます。CSC
SSM GUI への接続は、SSM 管理ポートを通じて確立されます。これら 2 つの接続は、CSC SSM の管
理に必要であるため、ASDM を実行しているホストは、ASA の管理ポートと SSM の管理ポートの両
方の IP アドレスにアクセスできる必要があります。
図 31-2 は、専用の管理ネットワークに接続されている CSC SSM がある ASA を示しています。専用の
管理ネットワークの使用は必須ではありませんが、使用することをお勧めします。この設定では、次の
項目が特に重要です。

• HTTP プロキシ サーバが内部ネットワークと管理ネットワークに接続されている。この HTTP プ
ロキシ サーバにより、CSC SSM から Trend Micro Systems アップデート サーバに接続できます。
• ASA の管理ポートが、管理ネットワークに接続されている。ASA と CSC SSM の管理を許可する
には、ASDM を実行しているホストが管理ネットワークと接続している必要があります。
• 管理ネットワークに、CSC SSM への電子メール通知に使用される SMTP サーバ、および CSC
SSM が syslog メッセージを送信できる syslog サーバが含まれている。
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図 31-2

管理ネットワークを備えた CSC SSM 構成
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スキャンするトラフィックの指定
CSC SSM が FTP、HTTP/HTTPS、POP3、および SMTP のトラフィックをスキャンできるのは、接続
を要求しているパケットの宛先ポートが、指定されたプロトコルの well-known ポートであるときのみ
です。CSC SSM がスキャンできる接続は、次の接続に限られます。
• TCP ポート 21 に対してオープンされている FTP 接続。
• TCP ポート 80 に対してオープンされている HTTP 接続。
• TCP ポート 443 に対してオープンされている HTTPS 接続。
• TCP ポート 110 に対してオープンされている POP3 接続。
• TCP ポート 25 に対してオープンされている SMTP 接続。
これらすべてのプロトコルのトラフィックをスキャンすることも、任意のプロトコルの組み合わせをス
キャンすることもできます。たとえば、ネットワーク ユーザが POP3 電子メールの受信を許可しない
場合は、POP3 トラフィックを CSC SSM に誘導するように、ASA を設定しないでください。代わり
に、このトラフィックをブロックします。

ASA と CSC SSM のパフォーマンスを最大化するには、CSC SSM でスキャンするトラフィックだけを
CSC SSM に誘導します。信頼できる送信元と宛先間のトラフィックなど、スキャンしないトラフィッ
クまで誘導すると、ネットワークのパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。

（注）

トラフィックが最初に CSC 検査用に分類されるときは、フローベースとなります。既存の接続の一部
であるトラフィックは、その接続に設定されているサービス ポリシーに直接移動します。

CSC スキャンを含むサービス ポリシーはグローバルにも、特定のインターフェイスにも適用できるの
で、CSC スキャンをグローバルにイネーブルにするか、特定のインターフェイスに対してイネーブル
にするかを選択できます。詳細については、「CSC スキャンのためのサービス ポリシー ルール アク
ションの決定」（P.31-10）を参照してください。
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図 31-3 で示されている設定を基にして、ASA を、内部ネットワークのクライアントから外部ネット
ワークへの HTTP、FTP、および POP3 接続要求、および外部ホストから DMZ ネットワーク上のメー
ル サーバへの着信 SMTP 接続だけを CSC SSM に誘導するように設定します。内部ネットワークから
DMZ ネットワークの Web サーバへの HTTP 要求はスキャンしません。
図 31-3

スキャンの一般的なネットワーク コンフィギュレーション

ASA
192.168.10.0

ෆ㒊

እ㒊

192.168.30.0

ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ

143800

192.168.20.0
㸦dmz㸧

Web ࢧ࣮ࣂ

࣓࣮ࣝ ࢧ࣮ࣂ

スキャンするトラフィックを識別するよう、ASA を設定するには、さまざまな方法があります。その
うちの 1 つに、内部インターフェイスと外部インターフェイスにそれぞれ 1 つずつサービス ポリシー
を定義して、それぞれにスキャンするトラフィックを照合する ACL を含める方法があります。
図 31-4 に、ASA でスキャンするトラフィックだけを選択するサービス ポリシー規則を示します。
図 31-4

CSC スキャン用に最適化されたトラフィックの選択

inside-policy の最初のクラスである inside-class1 では、ASA によって内部ネットワークと DMZ ネッ
トワークの間の HTTP トラフィックがスキャンされないことが保証されています。[Match] カラムに表
示された [Do not match] アイコンが、この設定を示しています。この設定は、ASA によって、
192.168.10.0 ネットワークから 192.168.20.0 ネットワークの TCP ポート 80 へのトラフィック送信が
ブロックされることを意味するものではありません。この設定では、内部インターフェイスに適用され
るサービス ポリシーによる照合からトラフィックを除外し、ASA によってトラフィックが CSC SSM
に送信されないようにします。

inside-policy の 2 番目のクラスである inside-class では、内部ネットワークとすべての宛先との間の
FTP、HTTP、および POP3 トラフィックが照合されます。DMZ ネットワークへの HTTP 接続は、
inside-class1 の設定によって除外されます。前述のとおり、CSC スキャンを特定のインターフェイス
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に適用するポリシーは、着信トラフィックと発信トラフィックの両方に影響しますが、送信元ネット
ワークとして 192.168.10.0 を指定することにより、inside-class1 では内部ネットワークのホストから
開始された接続だけが照合されます。

outside-policy では、outside-class で外部送信元から DMZ ネットワークへの SMTP トラフィックが照
合されます。この設定では、SMTP クライアントからサーバへの接続をスキャンせずに、SMTP サー
バと、DMZ ネットワーク上の SMTP サーバから電子メールをダウンロードする内部ユーザが保護され
ます。
DMZ ネットワーク上の Web サーバで、HTTP によって外部ホストからアップロードされたファイルを
受信した場合は、任意の送信元から DMZ ネットワークへの HTTP トラフィックを照合するルールを外
部ポリシーに追加できます。ポリシーは外部インターフェイスに適用されるので、このルールでは、
ASA 外部の HTTP クライアントからの接続だけが照合されます。

CSC SSM のライセンス要件
モデル

ASA 5510

ライセンス要件

• 基本ライセンス：SMTP ウイルス スキャン、POP3 ウイルス スキャンおよびコンテンツ フィル
タリング、Web メール ウイルス スキャン、HTTP ファイル ブロッキング、FTP ウイルス ス
キャンおよびファイル ブロッキング、ロギング、および自動アップデートをサポートします。2
個のコンテキストをサポートします。

オプション ライセンス：5 コンテキスト

• Security Plus ライセンス：基本ライセンスの機能に加えて、SMTP アンチスパム、SMTP コン
テンツ フィルタリング、POP3 アンチスパム、URL ブロッキング、および URL フィルタリング
をサポートします。2 個のコンテキストをサポートします。
オプション ライセンス：5 コンテキスト

ASA 5520

基本ライセンス：すべての機能をサポートします。2 個のコンテキストをサポートします。

オプション ライセンス：5、10、または 20 コンテキスト

ASA 5540

基本ライセンス：すべての機能をサポートします。2 個のコンテキストをサポートします。

オプション ライセンス：5、10、20、または 50 コンテキスト
他のすべてのモデル

サポートしない

CSC SSM の前提条件
CSC SSM には次の前提条件があります。
• CSC SSM カードを ASA に装着する必要があります。
• CSC SSM の登録に使用する Product Authorization Key（PAK）。
• CSC SSM を登録した後に電子メールで受け取るアクティベーション キー。
• CSC SSM の管理ポートをお使いのネットワークに接続して、CSC SSM ソフトウェアの管理と自
動アップデートを可能にする必要があります。

• CSC SSM 管理ポートの IP アドレスには、ASDM の実行に使用するホストからアクセスできる必
要があります。
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• CSC SSM の設定で使用する次の情報を入手する必要があります。
– CSC SSM 管理ポートの IP アドレス、ネットマスク、およびゲートウェイ IP アドレス。
– DNS サーバの IP アドレス。
– HTTP プロキシ サーバ IP アドレス（セキュリティ ポリシーで、HTTP を使用したインター
ネット アクセスでプロキシ サーバを使用する必要がある場合にのみ必要）。

– CSC SSM のドメイン名とホスト名。
– 電子メール通知に使用する電子メール アドレス、SMTP サーバの IP アドレス、およびポート
番号。

– 製品ライセンス更新通知用の電子メール アドレス。
– CSC SSM の管理を許可されたホストまたはネットワークの IP アドレス。CSC SSM 管理ポー
トと ASA 管理インターフェイスの IP アドレスは、異なるサブネットに属していてもかまいま
せん。

– CSC SSM 用のパスワード。

注意事項と制限事項
この項では、この機能のガイドラインと制限事項について説明します。

コンテキスト モードのガイドライン
シングル コンテキスト モードとマルチ コンテキスト モードでサポートされています。

ファイアウォール モードのガイドライン
ルーテッド ファイアウォール モードとトランスペアレント ファイアウォール モードでサポートされて
います。
フェールオーバーのガイドライン
ステートフル フェールオーバーのセッションはサポートされません。CSC SSM は接続情報を保持しな
いため、必要な情報をフェールオーバー装置に提供できないからです。CSC SSM がスキャンしている
接続は、CSC SSM がインストールされている ASA で障害が発生するとドロップされます。スタンバ
イの ASA がアクティブになると、スキャンされるトラフィックは CSC SSM に転送され、接続がリ
セットされます。

IPv6 のガイドライン
IPv6 はサポートされません。
モデルのガイドライン
ASA 5510、ASA 5520 、および ASA 5540 だけでサポートされます。ASA 5580 および ASA 5585-X
ではサポートされていません。
その他のガイドライン
モジュールにインストールされるソフトウェアのタイプの変更はできません。CSC モジュールを購入
した場合に、後で IPS ソフトウェアをインストールすることはできません。
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デフォルト設定
表 31-1 に、CSC SSM のデフォルト設定を示します。
表 31-1

CSC SSM のデフォルト パラメータ

パラメータ

デフォルト

ASA での FTP 検査

イネーブル

購入したライセンスに含まれるすべての機能

イネーブル

CSC SSM の設定
この項では、CSC SSM を設定する方法について説明します。次の項目を取り上げます。

• 「CSC SSM を設定する前に」（P.31-7）
• 「CSC SSM への接続」（P.31-9）
• 「CSC スキャンのためのサービス ポリシー ルール アクションの決定」（P.31-10）

CSC SSM を設定する前に
ASA および CSC SSM を設定する前に、次の手順を実行します。
ステップ 1

CSC SSM が Cisco ASA に事前インストールされていない場合は、インストールして、ネットワーク
ケーブルを SSM の管理ポートに接続します。SSM のインストールおよび接続については、
『Cisco ASA 5500 Series Quick Start Guide 』を参照してください。
CSC SSM の管理ポートは、お使いのネットワークに接続して、CSC SSM ソフトウェアの管理と自動
アップデートを可能にする必要があります。また、CSC SSM は、電子メール通知と syslog メッセージ
に管理ポートを使用します。

ステップ 2

CSC SSM には、製品認証キー（PAK）が付属しています。PAK を使用して、次の URL で CSC SSM
を登録します。

http://www.cisco.com/go/license
登録後、電子メールでアクティベーション キーが届きます。ステップ 6 を完了するには、アクティ
ベーション キーが必要です。
ステップ 3

ステップ 6 で必要な次の情報を入手します。

• アクティベーション キー。
• CSC SSM 管理ポートの IP アドレス、ネットマスク、およびゲートウェイ IP アドレス。
• DNS サーバの IP アドレス。
• HTTP プロキシ サーバ IP アドレス（セキュリティ ポリシーで、HTTP を使用したインターネット
アクセスでプロキシ サーバを使用する必要がある場合にのみ必要）。

• CSC SSM のドメイン名とホスト名。
• 電子メール通知に使用する電子メール アドレス、SMTP サーバの IP アドレス、およびポート番
号。

• 製品ライセンス更新通知用の電子メール アドレス
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• CSC SSM の管理を許可されたホストまたはネットワークの IP アドレス。
• CSC SSM 用のパスワード。
ステップ 4

Web ブラウザで、CSC SSM がインストールされている ASA の ASDM にアクセスします。
（注）

ASDM に初めてアクセスする場合は、「その他の関連資料」（P.31-31）を参照してください。

ASDM アクセスをイネーブルにする方法の詳細については、一般的な操作のコンフィギュレーション
ガイドの “Configuring ASA Access for ASDM, Telnet, or SSH” section on page 43-1 を参照してくださ
い。
ステップ 5

ASA の時刻設定を確認します。時刻設定が正確であることは、セキュリティ イベントのロギング、お
よび CSC SSM ソフトウェアの自動アップデートにとって重要です。次のいずれかを実行します。
• 時刻設定を手動で制御する場合は、時間帯を含む、クロック設定を確認します。[Configuration] >
[Properties] > [Device Administration] > [Clock] を選択します。
• NTP を使用している場合は、NTP コンフィギュレーションを確認します。[Configuration] >
[Properties] > [Device Administration] > [NTP] を選択します。

ステップ 6

ASDM を開きます。

ステップ 7

CSC SSM に接続し、ログインします。手順については、「CSC SSM への接続」（P.31-9）を参照して
ください。

ステップ 8

CSC Setup Wizard を実行します。
• CSC Setup Wizard にアクセスするには、[Configuration] > [Trend Micro Content Security] > [CSC
Setup] > [Wizard Setup] > [Launch Setup Wizard] を選択します。
• CSC Setup Wizard を再実行する場合は、前述と同じ手順を実行してください。

CSC Setup Wizard が表示されます。
ステップ 9

CSC Setup Wizard を最後まで実行します。この中で、スキャン対象のトラフィックを CSC SSM に誘
導するためのサービス ポリシーを設定します。

（注）

ステップ 10

CSC スキャン用のトラフィックを誘導するグローバル サービス ポリシーを作成すると、サ
ポートされているプロトコルのすべてのトラフィック（着信および発信）がスキャンされま
す。ASA と CSC SSM のパフォーマンスを最大化するには、非信頼送信元からのトラフィック
だけをスキャンします。

CSC SSM に対する負荷を軽減するには、HTTP/HTTPS、SMTP、POP3、または FTP トラフィックの
パケットのみを CSC SSM に送信するようにサービス ポリシー ルールを設定します。手順については、
（P.31-10）を参照してください。
「CSC スキャンのためのサービス ポリシー ルール アクションの決定」

ステップ 11 （任意）CSC SSM GUI でデフォルトのコンテンツ セキュリティ ポリシーを確認します。デフォルトの
コンテンツ セキュリティ ポリシーは、ほとんどの実装に適しています。コンテンツ セキュリティ ポリ
シーを確認するには、CSC SSM GUI でイネーブルになっている機能を表示します。機能を使用できる
かどうかについては、「CSC SSM のライセンス要件」（P.31-5）を参照してください。デフォルト設定
については、「デフォルト設定」（P.31-7）を参照してください。
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次の作業
「CSC SSM への接続」（P.31-9）を参照してください。

CSC SSM への接続
ASDM で開始する各セッションでは、CSC SSM に関する機能にアクセスするたびに、管理 IP アドレ
スを指定して、CSC SSM のパスワードを入力する必要があります。CSC SSM に正常に接続した後は、
管理 IP アドレスとパスワードの入力を求めるプロンプトは再表示されません。新しい ASDM セッショ
ンを開始すると、CSC SSM への接続がリセットされるので、IP アドレスと CSC SSM パスワードを再
び指定する必要があります。ASA で時間帯を変更すると、CSC SSM への接続もリセットされます。
（注）

CSC SSM には、ASDM パスワードとは別に保持されるパスワードがあります。同じパスワードを 2 つ
設定することもできますが、CSC SSM パスワードを変更しても ASDM パスワードには影響しません。
CSC SSM に接続するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

ASDM のメイン アプリケーション ウィンドウで、[Content Security] タブをクリックします。

ステップ 2

[Connecting to CSC] ダイアログボックスで、次のいずれかのオプション ボタンをクリックします。
• SSM の管理ポートの IP アドレスに接続するには、[Management IP Address] をクリックします。
ASDM によって ASA の SSM の IP アドレスが自動的に検出されます。この検出に失敗した場合
は、手動で管理 IP アドレスを指定できます。
• SSM の代替 IP アドレスまたはホスト名に接続するには、[Other IP Address or Hostname] にク
リックします。

ステップ 3

[Port] フィールドにポート番号を入力し、[Continue] をクリックします。

ステップ 4

[CSC Password] フィールドに CSC パスワードを入力し、[OK] をクリックします。
（注）

CSC Setup Wizard（[Configuration] > [Trend Micro Content Security] > [CSC Setup] > [Wizard
Setup] を選択）をまだ完了していない場合は、CSC Setup Wizard での設定を完了してくださ
い。この中に、デフォルト パスワード「cisco」の変更が含まれています。
パスワード入力後の 10 分間は、CSC SSM GUI の他の部分にアクセスするために CSC SSM パ
スワードを再入力する必要はありません。

ステップ 5

CSC SSM GUI にアクセスするには、[Configuration] > [Trend Micro Content Security] を選択し、
[Web]、[Mail]、[File Transfer]、または [Updates] のいずれかをクリックします。

Cisco ASA シリーズ ファイアウォール ASDM コンフィギュレーション ガイド

31-9

第 31 章

ASA CSC モジュールの設定

CSC SSM の設定

次の作業
「CSC スキャンのためのサービス ポリシー ルール アクションの決定」
（P.31-10）を参照してください。

CSC スキャンのためのサービス ポリシー ルール アクションの決定
CSC SSM は、HTTP/HTTPS、SMTP、POP3、および FTP トラフィックのみスキャンします。使用す
るサービス ポリシーに、これら 4 種類のプロトコル以外のプロトコルをサポートするトラフィックが
含まれていると、他のプロトコルのパケットは、スキャンされることなく CSC SSM を通過します。
HTTP/HTTPS、SMTP、POP3、または FTP のトラフィックのパケットだけを CSC SSM に送信するよ
うにサービス ポリシー ルールを設定してください。

Add Service Policy Rule Wizard の [CSC Scan] タブを使用すると、現在のトラフィック クラスが示す
トラフィックが CSC SSM によってスキャンされるかどうかを判定することができます。このタブは、
ASA に CSC SSM が取り付けられていないと表示されません。
CSC スキャンのサービス ポリシー ルールを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ASDM のメイン アプリケーション ウィンドウで、[Configuration] > [Firewal]l > [Service Policy
Rules] を選択します。

ステップ 2

ツールバーの [Add] をクリックします。

[Add Service Policy Rule Wizard] 画面が表示されます。
ステップ 3

[Global - applies to all interfaces] オプションをクリックして、[Next] をクリックします。
[Traffic Classification Criteria] 画面が表示されます。

ステップ 4

[Create a new traffic class] オプションをクリックして、隣のフィールドにトラフィック クラスの名前
を入力し、[Any traffic] チェックボックスをオンにしてから、[Next] をクリックします。
[Rules Actions] 画面が表示されます。

ステップ 5

[CSC Scan] タブをクリックして、[Enable CSC scan for this traffic flow] チェックボックスをオンにし
ます。

ステップ 6

[If CSC card fails, then] というラベルの付いた領域で適切な選択を行って、CSC SSM が使用不可の場
合に、選択したトラフィックの通過を ASA で許可するか拒否するかを選択します。このチェックボッ
クスをオンにすると、このタブの他のパラメータがアクティブになります。

ステップ 7

[If CSC card fails] 領域で、CSC SSM が動作不能になった場合のアクションを、次のいずれかから選択
します。

• トラフィックを許可する場合は、[Permit traffic] チェックボックスをオンにします。
• トラフィックをブロックする場合は、[Close traffic] チェックボックスをオンにします。
ステップ 8

[Finish] をクリックします。
新しいサービス ポリシー ルールが [Service Policy Rules] ペインに表示されます。

ステップ 9

[Apply] をクリックします。
ASA は、購入したライセンスによってイネーブルになったコンテンツ セキュリティ スキャンを実行す
る CSC SSM へのトラフィックの誘導を開始します。
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CSC SSM セットアップ ウィザード
[CSC Setup Wizard] では、CSC SSM の基本操作パラメータを設定できます。各画面でオプションを個
別に設定する前に、このウィザードを少なくとも 1 回完了する必要があります。CSC Setup Wizard を
完了した後は、このウィザードを再度使用しなくても各画面を個別に変更できます。
また、[CSC Setup Wizard] を完了するまでは、[Configuration] > [Trend Micro Content Security] >
[CSC Setup or under Monitoring] > [Trend Micro Content Security] > [Content Security] の下にあるパ
ネルにアクセスできません。このウィザードが完了する前にそれらのペインにアクセスしようとする
と、ダイアログボックスが表示され、そこからウィザードに直接アクセスして設定を完了させることが
できます。

[CSC Setup Wizard] を開始するには、[Launch Setup Wizard] をクリックします。
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「Activation/License」（P.31-11）
• 「IP 設定」（P.31-12）
• 「ホスト設定と通知設定」（P.31-12）
• 「管理アクセスホストとネットワーク」（P.31-13）
• 「パスワード」（P.31-14）
• 「デフォルト パスワードの復元」（P.31-15）
• 「ウィザードの設定」（P.31-15）

Activation/License
[Activation/License] ペインでは、CSC SSM の基本ライセンスおよび Plus ライセンスのアクティベー
ション コードを確認または更新できます。

ASDM を使用して、2 つのライセンスにそれぞれ一度だけ CSC ライセンスを設定できます。ソフト
ウェアのアップデートをスケジュールしておくと、更新されたライセンス アクティベーション コード
が自動的にダウンロードされます。ライセンス ステータス ペインと CSC UI ホーム ペインへのリンク
がこのウィンドウの下部に表示されます。割り当てられたライセンスのシリアル番号が自動的に入力さ
れます。
ライセンス ステータスを確認する、またはライセンスを更新するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Trend Micro Content Security] > [CSC Setup] > [Activation/License] を選択します。

ステップ 2

[Activation/License] ペインには、基本ライセンスおよび Plus ライセンスに関する次の情報が表示され
ますが、この情報は表示専用です。

• コンポーネントの名前。
• 対応する [Product] フィールドのアクティベーション コード。
• ライセンスのステータス。ライセンスが有効な場合、有効期限が表示されます。有効期限が過ぎて
いる場合は、このフィールドにライセンスが失効している旨が表示されます。

• 基本ライセンスでサポートされているネットワーク デバイスの最大数。Plus ライセンスはサポー
トされているネットワーク デバイスの数に影響しません。したがって、[Plus License] 領域には
[Nodes] フィールドが表示されません。基本ライセンスには、アンチウイルス、アンチスパイウェ
ア、およびファイル ブロッキングが含まれます。Plus ライセンスには、アンチスパム、アンチ
フィッシング、コンテンツ フィルタリング、URL ブロッキングと URL フィルタリング、および
Web レピュテーションが含まれます。
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ステップ 3

ライセンス ステータスを確認する、またはライセンスを更新するには、表示されるリンクをクリック
します。

ステップ 4

ASDM の CSC ホーム ペインに移動するには、表示されるリンクをクリックします。

次の作業
「IP 設定」（P.31-12）を参照してください。

IP 設定
[IP Configuration] ペインでは、CSC SSM の管理アクセス、使用する DNS サーバ、および CSC SSM
ソフトウェアのアップデートを取得するためのプロキシ サーバを設定できます。

CSC SSM の管理アクセスおよびその他の関連詳細情報を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Trend Micro Content Security] > [CSC Setup] > [IP Configuration] を選択します。

ステップ 2

CSC SSM に管理アクセスするための次のパラメータを設定します。
• CSC SSM への管理アクセスのための IP アドレスを入力します。
• CSC SSM の管理 IP アドレスが含まれるネットワークのネットマスクを入力します。
• CSC SSM の管理 IP アドレスが含まれるネットワークのゲートウェイ デバイスの IP アドレスを入
力します。

ステップ 3

CSC SSM の管理 IP アドレスを含むネットワークの DNS サーバに関するパラメータを設定します。
• プライマリ DNS サーバの IP アドレスを入力します。
• （任意）セカンダリ DNS サーバの IP アドレス（設定されている場合）を入力します。

ステップ 4

（任意）CSC SSM が CSC SSM ソフトウェアのアップデート サーバに接続するために使用する HTTP
プロキシ サーバのパラメータを入力します。ネットワーク コンフィギュレーションで、CSC SSM で
プロキシ サーバの使用を必要としない場合、このグループのフィールドを空白のままにしてください。

• プロキシ サーバの IP アドレス（設定されている場合）を入力します。
• プロキシ サーバの受信ポート（設定されている場合）を入力します。

次の作業
「ホスト設定と通知設定」（P.31-12）を参照してください。

ホスト設定と通知設定
[Host/Notification Settings] ペインでは、ホスト名、ドメイン名、電子メール通知、および詳細なス
キャンから除外する電子メールのドメイン名に関する詳細を設定できます。
ホストおよび通知設定を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Trend Micro Content Security] > [CSC Setup] > [Host/Notification Settings] を選択
します。
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ステップ 2

[Host and Domain Names] 領域で、CSC SSM のホスト名とドメイン名を設定します。

ステップ 3

[Incoming E-mail Domain Name] 領域で、SMTP ベースの電子メールに対する信頼できる着信電子
メール ドメイン名を設定します。CSC SSM は、このドメインに送信された SMTP 電子メールをス
キャンします。CSC SSM がスキャンする脅威のタイプは、購入した CSC SSM のライセンスと、CSC
SSM ソフトウェアのコンフィギュレーションによって異なります。
（注）

ステップ 4

CSC SSM では、着信電子メールド メインのリストを多数設定できます。ASDM は、最初のド
メインだけをリストに表示します。着信電子メールのドメインを追加設定するには、CSC SSM
インターフェイスにアクセスします。このインターフェイスにアクセスするには、
[Configuration] > [Trend Micro Content Security] > [CSC Setup] > [Mail] を選択し、リンクの
いずれかをクリックします。CSC SSM にログインしたら、[Mail (SMTP)] > [Configuration]
を選択して [Incoming Mail] タブをクリックします。

イベントの電子メール通知に、次の設定値を設定します。

• 電子メール通知の送信先となるアカウントの管理者の電子メール アドレス。
• SMTP サーバの IP アドレス。
• SMTP サーバがリッスンするポート。
• 通知電子メールを送信する必要がある製品ライセンス更新用の電子メール アドレス。複数の電子
メール アドレスはセミコロンで区切ります。電子メール アドレスの長さは、最大で 1024 文字まで
です。指定した電子メール アドレスが有効であることを確認します。

次の作業
「管理アクセスホストとネットワーク」（P.31-13）を参照してください。

管理アクセスホストとネットワーク
[Management Access Host/Networks] ペインでは、CSC SSM への管理アクセスを許可するホストと
ネットワークを指定できます。許可するホストまたはネットワークを少なくとも 1 つ以上指定する必要
があり、最大 8 つまでのホストまたはネットワークが許可されます。
CSC SSM への管理アクセスを許可するホストおよびネットワークを指定するには、次の手順を実行し
ます。
ステップ 1

[Configuration] > [Trend Micro Content Security] > [CSC Setup] > [Management Access
Host/Networks] を選択します。

ステップ 2

[Selected Hosts/Network] リストに追加するホストまたはネットワークのアドレスを入力します。

ステップ 3

[IP Address] フィールドに指定したホストまたはネットワークのネットマスクを指定します。
（注）

すべてのホストとネットワークを許可するには、[IP Address] フィールドに 0.0.0.0 と入力し、
[Mask] リストから 0.0.0.0 を選択します。

[Selected Hosts/Networks] リストに、CSC SSM への管理アクセスに信頼できるホストまたはネット
ワークが表示されます。
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ステップ 4

[Selected Hosts/Networks] リストに、[IP Address] フィールドで指定したホストまたはネットワークを
追加するには、[Add] をクリックします。
[Selected Hosts/Networks] テーブルには、追加した CSC SSM に接続可能なネットワークおよびホスト
の IP アドレスが表示されます。

ステップ 5

[Selected Hosts/Networks] リストからホストまたはネットワークを削除するには、リストからエント
リを選択して、[Delete] をクリックします。

次の作業
「パスワード」（P.31-14）を参照してください。

パスワード
[Password] ペインでは、CSC SSM への管理アクセスに必要なパスワードを変更できます。CSC SSM
には、ASDM パスワードとは別に保持されるパスワードがあります。それらに同じパスワードを設定
できますが、CSC SSM のパスワードを変更しても ASDM のパスワードは変更されません。
ASDM が CSC SSM に接続されているときに CSC SSM パスワードを変更すると、CSC SSM への接続
はドロップされます。その結果、ASDM には確認ダイアログボックスが表示されるので、パスワード
を変更する前に応答する必要があります。

ヒント

CSC SSM への接続がドロップされた場合は、常にその接続を再確立できます。再確立するには、ス
テータス バーの [Connection to Device] アイコンをクリックして [Connection to Device] ダイアログ
ボックスを表示し、[Reconnect] をクリックします。ASDM は、CSC SSM のパスワードを要求するプ
ロンプトを表示します。このパスワードは、定義済みの新規パスワードです。
パスワードの長さは、5 ～ 32 文字で指定します。
パスワードを入力するとアスタリスクで表示されます。

（注）

デフォルトのパスワードは「cisco」です。

CSC SSM への管理アクセスに必要なパスワードを変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Trend Micro Content Security] > [CSC Setup] > [Password] を選択します。

ステップ 2

[Old Password] フィールドに、CSC SSM に管理アクセスするための現在のパスワードを入力します。

ステップ 3

[New Password] フィールドに、CSC SSM に管理アクセスするための新しいパスワードを入力します。

ステップ 4

[Confirm New Password] フィールドに、CSC SSM に管理アクセスするための新しいパスワードを再
度入力します。

次の作業
必要に応じて、「デフォルト パスワードの復元」（P.31-15）を参照してください。
「ウィザードの設定」（P.31-15）を参照してください。
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デフォルト パスワードの復元
ASDM を使用して CSC SSM のパスワードをリセットできます。このパスワードは、「cisco」（かぎ
カッコなし）というデフォルト値に戻すことができます。CSC パスワードリセット ポリシーが
「Denied」に設定されていると、ASDM CLI を使用してパスワードをリセットできません。このポリ
シーを変更するには、ASA CLI から session コマンドを入力して CSC SSM にアクセスする必要があり
ます。詳細については、
『Cisco Content Security and Control SSM Administrator Guide』を参照してく
ださい。

（注）

SSM がインストールされていないと、このオプションはメニューに表示されません。
CSC SSM パスワードをデフォルト値にリセットするには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Tools] > [CSC Password Reset] を選択します。
[CSC Password Reset confirmation] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

[OK] をクリックして、CSC SSM パスワードをデフォルト値にリセットします。
ダイアログボックスに、パスワードのリセットが正常に完了したか、失敗したかが表示されます。パス
ワードがリセットされなかったときは、ASA でバージョン 8.0（2）のソフトウェアを使用しているこ
と、および CSC SSM で最新のバージョン 6.1.x ソフトウェアを使用していることを確認してくださ
い。

ステップ 3

[Close] をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 4

パスワードをリセットしたら、一意のパスワードに変更する必要があります。

次の作業
「パスワード」（P.31-14）を参照してください。

ウィザードの設定
[Wizard Setup] 画面では、CSC Setup Wizard を起動できます。[CSC Setup Wizard] を開始するには、
[Launch Setup Wizard] をクリックします。[Wizard Setup] 画面にアクセスするには、
[Configuration] > [Trend Micro Content Security] > [CSC Setup] > [Wizard Setup] を選択します。
[CSC Setup] で他の画面に直接アクセスする前に、CSC Setup Wizard を完了する必要があります。こ
のウィザードには、次の画面があります。

• 「CSC Setup Wizard アクティベーション コードの設定」（P.31-16）
• 「CSC Setup Wizard の IP コンフィギュレーション」（P.31-16）
• 「CSC Setup Wizard のホスト コンフィギュレーション」（P.31-16）
• 「CSC Setup Wizard の管理アクセス コンフィギュレーション」（P.31-17）
• 「CSC Setup Wizard のパスワード コンフィギュレーション」（P.31-17）
• 「CSC Setup Wizard の CSC スキャンのためのトラフィック選択」（P.31-18）
• 「CSC Setup Wizard の要約」（P.31-19）
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CSC Setup Wizard を完了したら、CSC Setup Wizard を再度使用しなくても CSC SSM の関連画面で設
定を変更できます。

CSC Setup Wizard アクティベーション コードの設定
CSC SSM の機能をイネーブルにするために入力したアクティベーション コードを表示するには、次の
手順を実行します。

[Configuration] > [Trend Micro Content Security] > [CSC Setup] > [Activation/License] を選択します。
この画面には、入力したアクティベーション コード設定値が、所有するライセンスのタイプに応じて
次のように表示されます。

• 基本ライセンスのアクティベーション コードが表示されます。基本ライセンスには、アンチウイ
ルス、アンチスパイウェア、およびファイル ブロッキングが含まれます。

• Plus ライセンスのアクティベーション コードを入力した場合は、このアクティベーション コード
が表示されます。入力していないときは、空白になります。Plus ライセンスには、アンチスパム、
アンチフィッシング、コンテンツ フィルタリング、URL ブロッキングと URL フィルタリング、
および Web レピュテーションが含まれます。
次の作業
「CSC Setup Wizard の IP コンフィギュレーション」（P.31-16）を参照してください。

CSC Setup Wizard の IP コンフィギュレーション
CSC SSM に入力した IP コンフィギュレーション設定を表示するには、次の手順を実行します。
[Configuration] > [Trend Micro Content Security] > [CSC Setup] > [IP Configuration] を選択します。
CSC SSM に入力した IP コンフィギュレーション設定が表示され、これには次の情報が含まれます。
• CSC SSM の管理インターフェイスの IP アドレス。
• ドロップダウン リストから選択した CSC SSM の管理インターフェイスのネットワーク マスク。
• CSC SSM 管理インターフェイスが含まれるネットワークのゲートウェイ デバイスの IP アドレス。
• プライマリ DNS サーバの IP アドレス。
• セカンダリ DNS サーバの IP アドレス（設定している場合）。
• プロキシ サーバ（設定している場合）。
• プロキシ ポート（設定している場合）。
次の作業
「CSC Setup Wizard のホスト コンフィギュレーション」（P.31-16）を参照してください。

CSC Setup Wizard のホスト コンフィギュレーション
CSC SSM に入力したホスト コンフィギュレーション設定を表示するには、次の手順を実行します。
[Configuration] > [Trend Micro Content Security] > [CSC Setup] > [Host Configuration] を選択します。
CSC SSM に入力したホスト コンフィギュレーション設定が表示されます、この設定には次の情報が含
まれます。
• CSC SSM のホスト名。
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• CSC SSM が常駐するドメインの名前。
• 着信電子メールのドメイン名。
• ドメイン管理者の電子メール アドレス。
• SMTP サーバの IP アドレス。
• SMTP サーバがリッスンするポート。
• 製品ライセンス更新通知用の電子メール アドレス。
次の作業
「CSC Setup Wizard の管理アクセス コンフィギュレーション」（P.31-17）を参照してください。

CSC Setup Wizard の管理アクセス コンフィギュレーション
CSC SSM へのアクセス権を付与するために入力したサブネットおよびホスト設定を表示するには、次
の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Trend Micro Content Security] > [CSC Setup] > [Management Access Configuration]
を選択します。

CSC SSM に入力した管理アクセス コンフィギュレーション設定が表示されます、この設定には次の情
報が含まれます。
• CSC SSM への接続が許可されているネットワークおよびホストの IP アドレス。
• ドロップダウン リストから選択した CSC SSM への接続が許可されているネットワークとホストの
ネットワーク マスク。
ステップ 2

CSC SSM への接続を許可するネットワークおよびホストの IP アドレスを追加する場合は、[Add] をク
リックします。

ステップ 3

CSC SSM に接続する必要がなくなったネットワークまたはホストの IP アドレスを削除する場合は、
[Delete] をクリックします。
[Selected Hosts/Networks] テーブルには、追加した CSC SSM に接続可能なネットワークおよびホスト
の IP アドレスが表示されます。

次の作業
「CSC Setup Wizard のパスワード コンフィギュレーション」（P.31-17）を参照してください。

CSC Setup Wizard のパスワード コンフィギュレーション
CSC SSM への管理アクセスに必要なパスワードを変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Trend Micro Content Security] > [CSC Setup] > [Password] を選択します。

ステップ 2

[Old Password] フィールドに、CSC SSM に管理アクセスするための現在のパスワードを入力します。

ステップ 3

[New Password] フィールドに、CSC SSM に管理アクセスするための新しいパスワードを入力します。
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ステップ 4

[Confirm New Password] フィールドに、CSC SSM に管理アクセスするための新しいパスワードを再
度入力します。

次の作業
「CSC Setup Wizard の CSC スキャンのためのトラフィック選択」（P.31-18）を参照してください。

CSC Setup Wizard の CSC スキャンのためのトラフィック選択
CSC スキャン対象のトラフィックを選択するために行った設定を表示するには、次の手順を実行しま
す。
ステップ 1

[Configuration] > [Trend Micro Content Security] > [CSC Setup] > [Traffic Selection for CSC Scan] を
選択します。

CSC SSM に入力した CSC スキャン対象のトラフィックを選択するためのコンフィギュレーション設
定が表示され、この設定には次の情報が含まれます。

• ドロップダウン リストから選択した CSC SSM へのインターフェイス。
• CSC SSM がスキャンするネットワーク トラフィックの送信元。
• CSC SSM がスキャンするネットワーク トラフィックの宛先。
• CSC SSM がスキャンする送信元サービスまたは宛先サービス。
ステップ 2

次のいずれかを実行します。

• CSC スキャンに関する追加のトラフィック詳細を指定する場合は、[Add] をクリックします。詳
細については、「CSC スキャン対象のトラフィック指定」（P.31-18）を参照してください。
• CSC スキャンに関する追加のトラフィック詳細を変更する場合は、[Edit] をクリックします。詳細
については、「CSC スキャン対象のトラフィック指定」（P.31-18）を参照してください。
• CSC スキャンに関する追加のトラフィック詳細を削除する場合は、[Delete] をクリックします。

CSC スキャン対象のトラフィック指定
CSC スキャン対象のトラフィックを選択するための追加設定を定義、変更、または削除するには、次
の手順を実行します。
ステップ 1

[Traffic Selection for CSC Scan] 画面で、[Specify traffic for CSC Scan] をクリックします。
[Specify traffic for CSC Scan] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2
ステップ 3

CSC SSM へのインターフェイスのタイプをドロップダウン リストから選択します。指定できる設定値
は、global（すべてのインターフェイス）、inside、management、outside です。
CSC SSM がスキャンするネットワーク トラフィックの送信元をドロップダウン リストから選択しま
す。

ステップ 4

CSC SSM がスキャンするネットワーク トラフィックの宛先をドロップダウン リストから選択します。

ステップ 5

CSC SSM がスキャンするサービスのタイプをドロップダウン リストから選択します。

ステップ 6

CSC SSM がスキャンするように定義したネットワーク トラフィックの説明を入力します。
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ステップ 7

CSC カードに障害が発生した場合に、CSC SSM にネットワーク トラフィックのスキャンを許可する
かどうかを指定します。次のいずれかのオプションを選択します。

• スキャンされていないトラフィックの通過を許可するには、[Permit] をクリックします。
• スキャンされていないトラフィックが通過しないようにするには、[Close] をクリックします。
ステップ 8

[OK] をクリックして設定内容を保存します。
[CSC Setup Wizard Traffic selection for CSC Scan] 画面に、追加したトラフィック詳細が表示されま
す。

ステップ 9

これらの設定内容を破棄して [CSC Setup Wizard Traffic selection for CSC Scan] 画面に戻るには、
[Cancel] をクリックします。[Cancel] をクリックすると、ASDM にはユーザの決定を確認するダイア
ログボックスが表示されます。

次の作業
「CSC Setup Wizard の要約」（P.31-19）を参照してください。

CSC Setup Wizard の要約
CSC Setup Wizard で行った設定内容を確認するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configuration] > [Trend Micro Content Security] > [CSC Setup] > [Summary] を選択します。
[CSC Setup Wizard Summary] 画面に、次の設定内容が表示されますが、この設定内容は表示専用で
す。

• [Activation Codes Configuration] 画面で行った設定。基本ライセンスのアクティベーション コー
ドおよび Plus ライセンスのアクティベーション コード（入力した場合）を含みます。入力してい
ないときは、空白になります。

• [IP Configuration] 画面で行った設定。次の情報が含まれています。
– CSC SSM の管理インターフェイスの IP アドレスとネットマスク。
– CSC SSM 管理インターフェイスが含まれるネットワークのゲートウェイ デバイスの IP アド
レス。

– プライマリ DNS サーバの IP アドレス。
– セカンダリ DNS サーバの IP アドレス（設定している場合）。
– プロキシ サーバおよびポート（設定している場合）。
• [Host Configuration] 画面で行った設定。次の情報が含まれています。
– CSC SSM のホスト名。
– CSC SSM が含まれるドメインのドメイン名。
– 着信電子メールのドメイン名。
– 管理者の電子メール アドレス。
– 電子メール サーバの IP アドレスとポート番号。
– 製品ライセンス更新通知用の電子メール アドレス。
• [Management Access Configuration] 画面で行った設定。ドロップダウン リストには、CSC SSM
が管理接続を許可するホストとネットワークが含まれています。

• [Password Configuration] 画面でパスワードを変更したかどうかを示します。
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ステップ 2

（任意）CSC Setup Wizard の前の画面に戻って設定を変更するには、[Back] をクリックします。

（注）

[Next] ボタンはグレー表示されています。ただし、[Back] をクリックしてこのウィザードの前
の画面のいずれかにアクセスした場合は、[Next] をクリックすると [Summary] 画面に戻りま
す。

ステップ 3

[Finish] をクリックして [CSC Setup Wizard] を終了し、指定したすべての設定を保存します。[Finish]
をクリックした後は、CSC Setup Wizard を再度使用しなくても CSC SSM に関連するいずれの設定も
変更できます。
デバイスに送信されたコマンドのステータスに関する要点が表示されます。

ステップ 4

[Close] をクリックしてこの画面を閉じ、[Next] をクリックします。
CSC SSM が起動し、使用状態になったことを示すメッセージが表示されます。

ステップ 5

（任意）[Cancel] をクリックすると、選択した設定内容を保存せずに CSC Setup Wizard を終了します。
[Cancel] をクリックすると、ユーザの決定を確認するダイアログボックスが表示されます。

次の作業
「CSC SSM GUI の使用」（P.31-20）を参照してください。

CSC SSM GUI の使用
この項では、CSC SSM GUI を使用して機能を設定する方法について説明します。次の項目を取り上げ
ます。

• 「Web」（P.31-20）
• 「MAIL」（P.31-21）
• 「[SMTP] タブ」（P.31-21）
• 「[POP3] タブ」（P.31-22）
• 「File Transfer」（P.31-23）
• 「Updates」（P.31-23）

Web
（注）

CSC SSM にアクセスするには、CSC SSM パスワードを再入力する必要があります。非アクティブ状
態が 10 分間続くと、CSC SSM ブラウザのセッションがタイムアウトになります。CSC SSM ブラウザ
を閉じて ASDM の他のリンクをクリックした場合は、1 つのセッションがすでに開いているため、
CSC SSM パスワードの再入力は求められません。
Web 関連機能がイネーブルになっているかどうかを確認したり、これらの機能を設定するために CSC
SSM GUI にアクセスするには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Configuration] > [Trend Micro Content Security] > [Web] を選択します。
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[URL Blocking and Filtering] 領域は表示専用であり、CSC SSM で URL ブロッキングがイネーブルに
なっているかどうかを示します。

[Configure URL Blocking] をクリックして、CSC SSM で URL ブロッキングを設定するための画面を

ステップ 2

開きます。

[URL Filtering] 領域は表示専用であり、CSC SSM で URL フィルタリングがイネーブルになっている
かどうかを示します。
[Configure URL Filtering] をクリックして、CSC SSM で URL フィルタリング ルールを設定するため

ステップ 3

の画面を開きます。

[File Blocking] 領域は表示専用であり、CSC SSM で URL ファイル ブロッキングがイネーブルになっ
ているかどうかを示します。
[Configure File Blocking] をクリックして、CSC SSM でファイル ブロッキング設定を行うための画面

ステップ 4

を開きます。

[HTTP Scanning] 領域は表示専用であり、CSC SSM で HTTP スキャンがイネーブルになっているかど
うかを示します。

[Configure Web Scanning] をクリックして、CSC SSM で HTTP スキャンの設定を行うための画面を開

ステップ 5

きます。

[Web Reputation] 領域は表示専用であり、CSC SSM で Web レピュテーション サービスがイネーブル
かどうかを示します。

[Configure Web Reputation] をクリックして、CSC SSM で Web レピュテーション サービスの設定を
行うための画面を開きます。

ステップ 6

次の作業
「MAIL」（P.31-21）を参照してください。

MAIL
[Mail] ペインでは、電子メール関連の機能がイネーブルになっているかどうかを確認し、CSC SSM
GUI にアクセスして電子メール関連機能を設定できます。電子メール関連機能を設定するには、
[Configuration] > [Trend Micro Content Security] > [Mail] を選択します。
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「[SMTP] タブ」（P.31-21）
• 「[POP3] タブ」（P.31-22）

[SMTP] タブ
（注）

CSC SSM にアクセスするには、CSC SSM パスワードを再入力する必要があります。非アクティブ状
態が 10 分間続くと、CSC SSM ブラウザのセッションがタイムアウトになります。CSC SSM ブラウザ
を閉じて ASDM の他のリンクをクリックした場合は、1 つのセッションがすでに開いているため、
CSC SSM パスワードの再入力は求められません。
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SMTP スキャンを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[SMTP] タブをクリックします。

ステップ 2

[Incoming Scan] 領域は表示専用であり、CSC SSM で着信 SMTP スキャン機能がイネーブルになって
いるかどうかを示します。[Configure Incoming Scan] をクリックして、CSC SSM で着信 SMTP ス
キャン設定を行うための画面を開きます。

ステップ 3

[Outgoing Scan] 領域は表示専用であり、CSC SSM で発信 SMTP スキャン機能がイネーブルになって
いるかどうかを示します。[Configure Outgoing Scan] をクリックして、CSC SSM で発信 SMTP ス
キャン設定を行うための画面を開きます。

ステップ 4

[Incoming Filtering] 領域は表示専用であり、CSC SSM で着信 SMTP 電子メールのコンテンツ フィル
タリングがイネーブルになっているかどうかを示します。[Configure Incoming Filtering] をクリックし
て、CSC SSM で着信 SMTP 電子メール コンテンツ フィルタリング設定を行うための画面を開きます。

ステップ 5

[Outgoing Filtering] 領域は表示専用であり、CSC SSM で発信 SMTP 電子メールのコンテンツ フィル
タリングがイネーブルになっているかどうかを示します。[Configure Outgoing Filtering] をクリックし
て、CSC SSM で発信 SMTP 電子メール コンテンツ フィルタリング設定を行うための画面を開きます。

ステップ 6

ステップ 7

[Anti-spam] 領域は表示専用であり、CSC SSM で SMTP アンチスパム機能がイネーブルになっている
かどうかを示します。[Configure Anti-spam] をクリックして、CSC SSM で SMTP アンチスパム設定
（Email レピュテーションを含む）を行うための画面を開きます。
[Global Approved List] 領域は表示専用であり、CSC SSM で SMTP のグローバルな承認済みリスト機
能がイネーブルになっているかどうかを示します。[Configure Global Approved List] をクリックして、
CSC SSM で SMTP のグローバルな承認済みリスト設定値を設定するための画面を開きます。

[POP3] タブ
（注）

CSC SSM にアクセスするには、CSC SSM パスワードを再入力する必要があります。非アクティブ状
態が 10 分間続くと、CSC SSM ブラウザのセッションがタイムアウトになります。CSC SSM ブラウザ
を閉じて ASDM の他のリンクをクリックした場合は、1 つのセッションがすでに開いているため、
CSC SSM パスワードの再入力は求められません。
POP3 スキャンを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[POP3] タブをクリックします。

ステップ 2

[Scanning] 領域は表示専用であり、CSC SSM で POP3 電子メール スキャンがイネーブルになっている
かどうかを示します。[Configure Scanning] をクリックして、CSC SSM で POP3 電子メール スキャン
設定を行うためのウィンドウを開きます。

ステップ 3

[Anti-spam] 領域は表示専用であり、CSC SSM で POP3 アンチスパム機能がイネーブルになっている
かどうかを示します。[Configure Anti-spam] をクリックして、CSC SSM で POP3 アンチスパム機能設
定を行うためのウィンドウを開きます。

ステップ 4

[Content Filtering] 領域は表示専用であり、CSC SSM で POP3 電子メール コンテンツ フィルタリング
がイネーブルになっているかどうかを示します。[Configure Content Filtering] をクリックして、CSC
SSM で POP3 電子メール コンテンツ フィルタリング設定を行うためのウィンドウを開きます。
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ステップ 5

[Global Approved List] 領域は表示専用であり、CSC SSM で POP3 のグローバルな承認済みリスト機
能がイネーブルになっているかどうかを示します。[Configure Global Approved List] をクリックして、
CSC SSM で POP3 のグローバルな承認済みリスト設定値を設定するための画面を開きます。

次の作業
「File Transfer」（P.31-23）を参照してください。

File Transfer
[File Transfer] ペインでは、FTP 関連の機能がイネーブルになっているかどうかを確認し、CSC SSM
にアクセスして FTP 関連機能を設定できます。
（注）

CSC SSM にアクセスするには、CSC SSM パスワードを再入力する必要があります。非アクティブ状
態が 10 分間続くと、CSC SSM ブラウザのセッションがタイムアウトになります。CSC SSM ブラウザ
を閉じて ASDM の他のリンクをクリックした場合は、1 つのセッションがすでに開いているため、
CSC SSM パスワードの再入力は求められません。
FTP 関連機能のステータスを表示する、またはを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[File Transfer] タブをクリックします。
[File Scanning] 領域は表示専用であり、CSC SSM で FTP ファイル スキャンがイネーブルになってい
るかどうかを示します。

ステップ 2

[Configure File Scanning] をクリックして、CSC SSM で FTP ファイル スキャン設定を行うためのウィ
ンドウを開きます。

[File Blocking] 領域は表示専用であり、CSC SSM で FTP ブロッキングがイネーブルになっているかど
うかを示します。
ステップ 3

[Configure File Blocking] をクリックして、CSC SSM で FTP ファイル ブロッキング設定を行うための
ウィンドウを開きます。

次の作業
「Updates」（P.31-23）を参照してください。

Updates
[Updates] ペインでは、アップデートのスケジュール設定がイネーブルになっているかどうかを確認
し、CSC SSM にアクセスしてアップデートのスケジュールを設定できます。
（注）

CSC SSM にアクセスするには、CSC SSM パスワードを再入力する必要があります。非アクティブ状
態が 10 分間続くと、CSC SSM ブラウザのセッションがタイムアウトになります。CSC SSM ブラウザ
を閉じて ASDM の他のリンクをクリックした場合は、1 つのセッションがすでに開いているため、
CSC SSM パスワードの再入力は求められません。
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アップデートのスケジュール設定のステータスを表示またはアップデートのスケジュールを設定するに
は、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Updates] タブをクリックします。
[Scheduled Updates] 領域は表示専用であり、CSC SSM でアップデートのスケジュール設定がイネー
ブルになっているかどうかを示します。

[Scheduled Update Frequency] 領域には、アップデートを実行するスケジュールに関する情報
（「Hourly at 10 minutes past the hour」など）が表示されます。
[Component] 領域には、アップデート可能な CSC SSM ソフトウェアのコンポーネントの名前が表示さ
れます。

[Components] 領域の [Scheduled Updates] 領域は表示専用であり、対応するコンポーネントでアップ
デートのスケジュール設定がイネーブルになっているかどうかを示します。
ステップ 2

[Configure Updates] をクリックして、CSC SSM でアップデートのスケジュール設定を行うためのウィ
ンドウを開きます。

（注）

ASA を再起動しても、SSM は自動的に再起動しません。詳細については、CLI コンフィギュレーショ
ン ガイドの SSM および SSC の管理に関する項を参照してください。

次の作業
「CSC SSM のモニタリング」（P.31-24）を参照してください。

CSC SSM のモニタリング
ASDM では、CSC SSM の統計情報や CSC SSM 関連の機能を監視できます。
（注）

[Configuration] > [Trend Micro Content Security] > [CSC Setup] で [CSC Setup Wizard] を完了してい
ないと、[Monitoring] > [Trend Micro Content Security] のペインにアクセスできません。その代わり
に、ダイアログボックスが表示され、[Monitoring] > [Trend Micro Content Security] から [CSC Setup
Wizard] に直接アクセスできます。
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「Threats」（P.31-25）
• 「Live Security Events」（P.31-25）
• 「Live Security Events Log」（P.31-26）
• 「Software Updates」（P.31-27）
• 「Resource Graphs」（P.31-27）
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Threats
CSC SSM によって検知されたさまざまなタイプの脅威に関する情報をグラフで表示するには、次の手
順を実行します。
ステップ 1

[Monitoring] > [Trend Micro Content Security] > [Threats] を選択します。
[Available Graphs] 領域に、統計情報をグラフで表示できるコンポーネントが一覧表示されます。1 つ
のフレームに最大で 4 つのグラフを表示できます。グラフには、次に示すリアルタイム データが 12 秒
間隔で表示されます。

• 検出されたウイルス
• フィルタリングされた URL、ブロックされた URL
• 検出されたスパム
• ブロックされたファイル
• ブロックされたスパイウェア
• ダメージ クリーンナップ サービス
ステップ 2

[Graph Window Title] には、モニタリング可能な統計情報のタイプが一覧表示されます。1 つのグラフ
ウィンドウに表示する統計情報のタイプは 4 つまで選択できます。複数のグラフ ウィンドウを同時に
開くことができます。グラフ ウィンドウにすでに含まれている統計情報が [Selected Graphs] リストに
表示されます。

ステップ 3

[Available Graphs For] リストで選択した統計情報タイプを [Selected Graphs] リストに移動するには、
[Add] をクリックします。

ステップ 4

選択した統計情報タイプを [Selected Graphs] リストから削除するには、[Remove] をクリックします。
削除しようとしている項目が他のペインから追加されたものであり、[Available Graphs] ペインに戻さ
れない場合、このボタン名は [Delete] に変わります。

ステップ 5

新しいウィンドウを表示してその [Graph] タブに選択した統計情報の最新のグラフを表示するには、
[Show Graphs] をクリックします。同じ情報を表形式で表示するには、[Table] タブをクリックします。

ステップ 6

グラフまたは表形式の情報をローカル PC にファイルとして保存するには、[Graph] タブまたは [Table]
タブで、メニューバーの [Export] をクリックするか、[File] > [Export] を選択します。

ステップ 7

ウィンドウに表示されている情報を印刷するには、[Graph] タブまたは [Table] タブで、メニューバー
の [Print] をクリックするか、[File] > [Print] を選択します。

次の作業
「Live Security Events」（P.31-25）を参照してください。

Live Security Events
ライブかつリアルタイムのセキュリティ イベントを別のウィンドウに表示するには、次の手順を実行
します。
ステップ 1

[Monitoring] > [Trend Micro Content Security] > [Live Security Events] を選択します。
[Buffer Limit] フィールドに、表示できるログ メッセージの最大数が表示されます。デフォルト値は
1000 です。
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ステップ 2

[View] をクリックして、[Live Security Events Log] ダイアログボックスを表示します。着信メッセー
ジを一時停止して、メッセージ ウィンドウをクリアし、イベント メッセージを保存できます。また、
メッセージ内の特定のテキストを検索することもできます。

次の作業
「Live Security Events Log」（P.31-26）を参照してください。

Live Security Events Log
CSC SSM から受信した Live Security Events メッセージを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

セキュリティ イベント メッセージをフィルタリングするには、[Filter By] ドロップダウン リストで次
のいずれかを選択します。

• [Filter by Text] を選択し、テキストを入力してから [Filter] をクリックします。
• [Show All] を選択すると、すべてのメッセージが表示されます。つまり、フィルタが解除されま
す。
ステップ 2

[Latest CSC Security Events] ペイン（すべてのカラムが表示専用）を使用するには、次のオプション
のいずれかを選択します。

• イベントの発生時刻
• 脅威が検出された IP アドレスまたはホスト名
• 脅威のタイプ、イベント処理を決定するセキュリティ ポリシー、または URL フィルタリング イベ
ントの場合にイベントをトリガーしたフィルタ。

• 脅威が含まれる電子メールの件名、脅威が含まれる FTP ファイルの名前、あるいはブロックまた
はフィルタリングされた URL。
• 脅威が含まれる電子メールの受信者、脅威にさらされたノードの IP アドレスまたはホスト名、ま
たは脅威にさらされたクライアントの IP アドレス。
• 脅威が含まれるイベントのタイプ（Web、メール、FTP など）、HTTP または FTP イベントのユー
ザまたはグループの名前。

• 添付ファイルのクリーニングや削除など、メッセージの内容に対して実行するアクション
• メッセージを変更せずに配信、添付ファイルを削除してから配信、添付ファイルをクリーニングし
てから配信など、メッセージに対して実行するアクション
ステップ 3

入力したテキストに基づいてセキュリティ イベント メッセージを検索するには、次のいずれかを選択
します。

• [Text] フィールドに、セキュリティ イベント メッセージ ログ内で検索するテキストを入力してか
ら、[Find Messages] をクリックします。
• このフィールドに入力したテキストに一致する次のエントリを見つけるには、[Find] をクリックし
ます。
ステップ 4

[Latest CSC Security Events] ペインのスクロールを一時停止するには、[Pause] をクリックします。
[Latest CSC Security Events] ペインのスクロールを再開するには、[Resume] をクリックします。

ステップ 5

ログを PC のファイルに保存するには、[Save] をクリックします。

ステップ 6

表示されているメッセージのリストを消去するには、[Clear Display] をクリックします。
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ステップ 7

ペインを閉じて前の画面に戻るには、[Close] をクリックします。

次の作業
「Software Updates」（P.31-27）を参照してください。

Software Updates
CSC SSM ソフトウェア アップデートに関する情報を表示するには、[Monitoring] > [Trend Micro
Content Security] > [Software Updates] の順に選択します。
[Software Updates] ペインに、次の情報が表示されます。このペインは約 12 秒間隔で自動的にリフ
レッシュされます。

• アップデート可能な CSC SSM ソフトウェアのコンポーネントの名前
• 対応するコンポーネントの現在のバージョン
• 対応するコンポーネントが最後にアップデートされた日付と時刻 CSC SSM ソフトウェアをインス
トールした後にコンポーネントをアップデートしたことがない場合は、このカラムに「None」と
表示されます。

• CSC SSM ソフトウェアのアップデートに関する情報が ASDM によって最後に受信された日付と
時刻

次の作業
「CSC CPU」（P.31-27）を参照してください。

Resource Graphs
ASA では、CSC SSM のステータス（CPU リソースとメモリの使用状況など）をモニタできます。こ
の項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「CSC CPU」（P.31-27）
• 「CSC Memory」（P.31-28）

CSC CPU
CSC SSM での CPU の使用状況に関する情報をグラフで表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Monitoring] > [Trend Micro Content Security] > [Resource Graphs] > [CSC CPU] を選択します。
CSC CPU ペインに、CSC SSM での CPU の使用状況に関する統計情報など、グラフで統計情報を表示
可能なコンポーネントが表示されます。

ステップ 2

以降の手順については、「Threats」（P.31-25）の手順 2 に進みます。
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次の作業
「CSC Memory」（P.31-28）を参照してください。

CSC Memory
CSC SSM でのメモリの使用状況に関する情報をグラフで表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Monitoring] > [Trend Micro Content Security] > [Resource Graphs] > [CSC Memory] を選択します。
[Available Graphs] 領域に、統計情報をグラフで表示できるコンポーネントが一覧表示されます。主な
ものは次のとおりです。
• 使用していないメモリの量
• 使用中のメモリの量

ステップ 2

以降の手順については、「Threats」（P.31-25）の手順 2 に進みます。

CSC モジュールのトラブルシューティング
この項では、モジュールの回復やトラブルシューティングに役立つ手順について説明します。次の項目
を取り上げます。

• 「モジュールへのイメージのインストール」（P.31-28）
• 「パスワードのリセット」（P.31-29）
• 「モジュールのリロードまたはリセット」（P.31-30）
• 「モジュールのシャットダウン」（P.31-30）

（注）

ここでは、ASA のすべてのモジュール タイプを網羅します。使用するモジュールに該当する手順を実
行してください。

モジュールへのイメージのインストール
モジュールに障害が発生して、モジュール アプリケーション イメージを実行できない場合は、TFTP
サーバからモジュール上に新しいイメージを再インストールできます。

（注）

モジュール ソフトウェア内部では、イメージをインストールするために upgrade コマンドを使用しな
いでください。

前提条件
指定する TFTP サーバが、最大 60 MB のサイズのファイルを転送できることを確認してください。

（注）

ネットワークとイメージのサイズに応じて、このプロセスは完了までに約 15 分間かかることがありま
す。
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手順の詳細

コマンド
ステップ 1

目的

hw-module module 1 recover configure

例：
hostname# hw-module module 1 recover
configure
Image URL [tftp://127.0.0.1/myimage]:
tftp://10.1.1.1/ids-newimg
Port IP Address [127.0.0.2]: 10.1.2.10
Port Mask [255.255.255.254]: 255.255.255.0
Gateway IP Address [1.1.2.10]: 10.1.2.254
VLAN ID [0]: 100

新しいイメージの場所を指定します。このコマンドを実行する
と、TFTP サーバの URL、管理インターフェイスの IP アドレス
とネットマスク、ゲートウェイ アドレス、および VLAN ID
（ASA 5505 のみ）の入力を求めるプロンプトが表示されます。
これらのネットワーク パラメータは ROMMON で設定されま
す。モジュール アプリケーション コンフィギュレーションで設
定したネットワーク パラメータは ROMMON には使用できない
ため、ここで別個に設定する必要があります。

show module 1 recover コマンドを使用してリカバリ コンフィ
ギュレーションを表示できます。
マルチ コンテキスト モードでは、システム実行スペースでこの
コマンドを入力します。

ステップ 2

TFTP サーバからモジュールにイメージを転送し、モジュールを
再起動します。

hw-module module 1 recover boot

例：
hostname# hw-module module 1 recover boot

ステップ 3

show module 1 details

例：
hostname# show module 1 details

イメージ転送とモジュール再起動のプロセスの進捗を確認しま
す。
出力の [Status] フィールドが、モジュールの動作ステータスを示
します。モジュールの動作ステータスは、通常は「Up」と表示
されます。ASA によってアプリケーション イメージがモジュー
ルに転送されているときは、出力の [Status] フィールドには
[Recover] と表示されます。ASA によるイメージの転送が完了
してモジュールが再起動されると、新たに転送されたイメージ
が実行されます。

パスワードのリセット
モジュールのパスワードをデフォルトにリセットできます。デフォルトのパスワードは cisco です。パ
スワードをリセットした後は、モジュール アプリケーションを使用してパスワードを独自の値に変更
する必要があります。
モジュールのパスワードをリセットすると、モジュールがリブートします。モジュールのリブート中
は、サービスを使用できません。
新しいパスワードで ASDM に接続できない場合は、ASDM を再起動して再度ログインしてみます。新
しいパスワードを定義したが、新しいパスワードと異なる既存のパスワードが ASDM にある場合は、
[File] > [Clear ASDM Password Cache] を選択して、パスワード キャッシュを消去し、ASDM を再起
動して再度ログインしてみます。
モジュールのパスワードをデフォルトの「cisco」にリセットするには、次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

ASDM のメニューバーの [Tools] > [CSC Password Reset] を選択します。
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[Password Reset] 確認ダイアログ ボックスが開きます。
ステップ 2

デフォルトのパスワードをリセットするには、[OK] をクリックします。
ダイアログボックスに、パスワードのリセットが正常に完了したか、失敗したかが表示されます。

ステップ 3

[Close] をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

モジュールのリロードまたはリセット
モジュールをリロードまたはリセットするには、ASA CLI で次のいずれかのコマンドを入力します。

手順の詳細

コマンド

目的

hw-module module 1 reload

モジュール ソフトウェアをリロードします。

例：
hostname# hw-module module 1 reload
hw-module module 1 reset

リセットを実行してから、モジュールをリロードします。

例：
hostname# hw-module module 1 reset

モジュールのシャットダウン
ASA を再起動したときに、モジュールは自動的には再起動されません。モジュールをシャットダウン
するには、ASA CLI で次の手順を実行します。
手順の詳細

コマンド

目的

hw-module module 1 shutdown

モジュールをシャットダウンします。

例：
hostname# hw-module module 1 shutdown
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その他の関連資料
CSC SSM の実装に関するその他の情報については、次のマニュアルを参照してください。
関連項目

参照先

『Cisco Content Security and Control SSM Administrator Guide』
CSC SSM GUI の使用方法。
CSC SSM GUI で使用できる特定のウィンドウ
の追加ライセンス要件。
修正する前、または高度なコンフィギュレー
ション設定を入力する前の、CSC SSM GUI で
のデフォルトのコンテンツ セキュリティ ポリ
シーの確認。

ASDM への初めてのアクセス、および Startup 『Cisco ASA 5500 Series Quick Start Guide』
Wizard に関する説明。
SSM のハードウェアの設置に関する説明、およ ハードウェア ガイド
び ASA への接続。
ASDM への初めてのアクセス、および Startup 『Cisco ASA 5500 Series Quick Start Guide』
Wizard に関する説明。
『Cisco Content Security and Control SSM Administrator Guide』
CSC SSM GUI の使用方法。
CSC SSM GUI で使用できる特定のウィンドウ
の追加ライセンス要件。
修正する前、または高度なコンフィギュレー
ション設定を入力する前の、CSC SSM GUI で
のデフォルトのコンテンツ セキュリティ ポリ
シーの確認。
技術マニュアル、マーケティング、およびサ
ポートに関する情報。

次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6823/index.html

CSC SSM の機能履歴
表 31-2 に、各機能変更と、それが実装されたプラットフォーム リリースを示します。ASDM は、複
数のプラットフォーム リリースとの下位互換性があるため、サポートが追加された特定の ASDM リ
リースは一覧には含まれていません。
表 31-2

CSC SSM の機能履歴

機能名

プラットフォーム
リリース

CSC SSM

7.0(1)

機能情報

CSC SSM は Content Security and Control ソフトウェアを実行し、ウイルス、ス
パイウェア、スパム、など望ましくないトラフィックから保護します。
CSC セットアップ ウィザードでは、ASDM で CSC SSM を設定することができ
ます。
次の画面が導入されました。[Configuration] > [Trend Micro Content Security] >

[CSC Setup]。
CSC SSM

8.1(1) および
8.1(2)

この機能は、ASA 5580 ではサポートされていません。
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表 31-2

CSC SSM の機能履歴 （続き）

機能名

プラットフォーム
リリース

CSC syslog 形式

8.3(1)

CSC syslog 形式は、ASA syslog 形式に一致しています。syslog メッセージの説
明は、『Cisco Content Security and Control SSM Administrator Guide 』に追加さ
れています。送信元と宛先の IP 情報が ASDM ログのビューア GUI に追加されま
した。すべての syslog メッセージには事前定義の syslog プライオリティが含ま
れており、CSC SSM GUI を通じて設定することはできません。

CSC イベントのク

8.4(1)

[Latest CSC Security Events] ペインの CSC イベントをクリアする操作のサポー
トが追加されました。次の画面が変更されました。[Home] > [Content Security]。

8.4(2)

次の機能のサポートが追加されました。

リア

CSC SSM

機能情報

• HTTPS トラフィック リダイレクション：受信 HTTPS 接続の URL フィルタ
リングと WRS クエリー。
• 受信および送信 SMTP、POP3 電子メールのグローバル認定のホワイト リス
ト。

• 製品ライセンス更新の電子メール通知。
次の画面が変更されました。

[Configuration] > [Trend Micro Content Security] > [Mail] > [SMTP]。
[Configuration] > [Trend Micro Content Security] > [Mail] > [POP3]。
[Configuration] > [Trend Micro Content Security] >[Host/Notification Settings]。
[Configuration] > [Trend Micro Content Security] > [CSC Setup] > [Host
Configuration]。
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