
 

データ  シート
Cisco Adaptive Security Device Manager バージ ョ ン 5.2
Cisco® Adaptive Security Device Manager （ASDM） は、 直感的で使いやすい Web ベースの管理インターフ ェイスを介し

て、 高性能なセキュリテ ィ管理およびモニタ リング サービスを提供します。 Cisco ASDM は、 Cisco ASA 5500 シリーズ適応

型セキュリテ ィ  アプライアンス、 Cisco PIX® セキュリテ ィ  アプライアンスに付属しており、 Cisco セキュリテ ィ  アプライア

ンスの高度なセキュリテ ィおよびネッ トワーキング機能を補完するインテリジェン トなウィザード、 安定した管理ツール、 お

よび多目的のモニタ リング サービスを提供し、 迅速なセキュリテ ィ  アプライアンスの展開を可能にします。 セキュアな Web
ベース設計により、 いつでも、 どこからでも  Cisco ASA 5500 シリーズ適応型セキュリテ ィ  アプライアンスや Cisco PIX セ
キュリテ ィ  アプライアンスにアクセスできます。

統合された管理ソリューシ ョ ンが提供する柔軟なアクセス オプシ ョ ン

ASDM は、 ネッ ト ワーク上の Java プラグインに対応した PC からブラウザを使用して直接アクセスするこ とが可能です。 これ

によ り、 セキュ リ ティ管理者は、 Cisco ASA 5500 シ リーズ適応型セキュ リティ  アプライアンスや Cisco PIX セキュ リティ  アプ

ライアンスに迅速かつ安全にアクセスできます。 また、 独自の管理者向けオプシ ョ ン機能と して、 セキュ リ ティ  アプライアン

スから管理者の PC に直接ダウンロードできる、 Microsoft Windows ベースのランチャー アプリ ケーシ ョ ンを提供しています。

このアプ リ ケーシ ョ ンは、 Cisco ASDM の起動を高速化して、 ASDM によるセキュ リ ティ  アプライアンスの管理を効率化しま

す。 複数の Cisco ASDM ランチャー アプリ ケーシ ョ ンを単一の管理ワークステーシ ョ ンで実行できるので、 管理者は 1 か所か

ら複数のセキュ リティ  アプライアンスに接続でき、 小規模のビジネス環境における管理が簡素化されます。

ダッシュボードから管理者に提供されるリアルタイムの重要なシステム ステータス情報

Cisco ASDM バージ ョ ン 5.2 は、システムの概要とデバイスのヘルス状態を示すダイナミ ッ ク  ダッシュボードを提供しています

（図 1） 。 設定した Cisco セキュ リティ  アプライアンスを自動的に検知し、 デバイスごとに、 ソフ ト ウェアのバージ ョ ン、 ライ

センス情報、 重要な統計情報を表示します。 複雑なネッ ト ワーク環境において、 リ アルタイムのステータス  インジケータを管

理者に提供し、分析ツールと高度なモニタ リ ング機能のベースを提供します。 たとえば、ネッ ト ワーク  アドレス、ポート番号、

ホス ト名などに基づいて Syslog をフ ィルタ リ ングするためのパターン マッチング機能、および重大度による色分け機能を備え

た リ アルタイムの Syslog ビューアなどがあ り ます。 この リ リースには、 設定検索エンジンが含まれており、 管理者が設定可能

な機能がどこにあるのかを見つけやすくなっています。 また、 マウス操作だけで簡単に検索結果にアクセスできます。
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図 1 Cisco ASDM ホームページ

クイック  インス トール ウィザードによるセキュリテ ィ  アプライアンスの迅速な導入

Cisco ASDM は、 多数のインテ リ ジェン ト なウ ィザードを備えており、 多様なファイアウォール環境および VPN 環境で Cisco
ASA 5500 シ リーズと  Cisco PIX セキュ リティ  アプライアンスを迅速に展開できます。起動ウ ィザードのシンプルなステップ バ
イ  ステップの設定パネルは、 管理者がアプライアンスを導入する際の作業を迅速化し、 ト ラフ ィ ッ クをネッ ト ワークに安全に

送信するための設定を支援します。起動ウ ィザードでは、 DHCP サーバの設定、 NAT （ネッ ト ワーク  アドレス変換）、管理アク

セス、 Auto Update （自動更新） などのオプシ ョ ン機能も設定できます。 Auto Update は、 アプライアンスの設定と ソフ ト ウェア

イ メージを最新に保つための画期的かつセキュアな リモート管理機能です。 VPN ウ ィザードは、 同様のインテ リジェン ト なパ

ネルを使用して、セキュアなビジネス接続を拡張するためのサイ ト間 VPN ト ンネル、 または従業員による企業リ ソースへのセ

キュアなアクセスを実現する リモート アクセス  VPN ト ンネルの迅速な設定を支援します。

Cisco ASDM バージ ョ ン 5.2 では、High-Availability and Scalability Wizard が導入され、フェールオーバーや VPN ク ラスタ リ ング

による復元力が必要なネッ ト ワークへのセキュ リテ ィ機能の迅速な展開が可能になり ます。 この新しいウ ィザードを使用する

と、 Cisco ASA 5500 シ リーズまたは Cisco PIX セキュ リティ  アプライアンスを 1 つの管理インターフェイスを使用して、 アク

ティブ/アクティブまたはアクティブ/スタンバイ  ハイアベイラビ リ ティ  モードで迅速に設定できます。 この直感的で使いやす

いウ ィザードは、 導入プロセス全体を簡素化し、 関連するアプライアンスの接続性と互換性の両方をチェッ ク してから、 必要

なパラ メータを各ユニッ ト上で設定するこ とで、設定エラーを排除します。 また、 Cisco ASA 5500 シ リーズの VPN ク ラスタ リ

ングおよびロードバランシング機能をサポート しているので、 ユーザは VPN ユーザ キャパシティをスムーズに拡大できます。

Cisco ASA 5500 シ リーズの既存のク ラスタへの統合も、 新しいク ラスタの初期化もわずか数分で行う こ とができます。 Cisco
ASA 5500 シ リーズ適応型セキュ リティ  アプライアンス  VPN ク ラスタは、 最大 10 台のユニッ ト をサポートできます。 図 2 に、

アクティブ/アクティブ ハイアベイラビ リ ティを設定する  High-Availability and Scalability Wizard を示します。
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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図 2 High-Availability and Scalability Wizard によるアクテ ィブ/アクテ ィブの設定

Packet Tracer ユーティ リテ ィによるセキュリテ ィ  ポリシーの検証と適用

最新のネッ ト ワーク環境が高度な統合セキュ リティ  サービスをサポートするよ うになり、 企業が新たな境界を広げて、 ユーザ

密度を拡張し続けるに伴い、 ネッ ト ワークのセキュ リティ  ポ リシーはますます複雑化していきます。 ポ リシーは複数のネッ ト

ワーク要素に依存しているので、 ポ リシーの適用と変更管理は困難で日常的な作業になっています。 同時に、 ト ラブルシュー

ティングと更新の監視には、 専門知識が必要であ り、 高いメンテナンス費用を伴います。

Cisco ASDM バージ ョ ン 5.2 では、特許出願中の画期的な Packet Tracer ユーティ リ ティを導入しており、複雑なセキュ リティ  ポ
リシー、多数のアクセス  ルール、階層型のセキュ リティ  サービスを伴う さまざまな種類のセキュ リティ  アプライアンスの導入

に対して、 迅速な ト ラブルシューティングを実行できます。 Packet Tracer ユーティ リ テ ィでは、 アニメーシ ョ ンによるパケッ

ト  フロー モデルが採用されているので、 セキュ リ テ ィ管理者は任意のアプ リ ケーシ ョ ンやプロ ト コルの TCP/UDP/IP フロー

シーケンスをエ ミ ュレートするこ とができます。 Packet Tracer の起動時、 このエ ミ ュレート されたパケッ トは実質的にデバイ

ス設定全体をパススルーします。 設定されたパラ メータをパケッ トがフロースルーする と きに、 Cisco ASDM は、 ト ランザク

シ ョ ンごとのステータス、 およびそのパケッ トのライフタイム段階で実行されるアクシ ョ ンを視覚的に表示します。 各段階で

は、 ビジュアル インジケータによって不正なポ リシー定義が管理者に通知されます。 こ こで通知される不正なポ リシー定義に

は、 誤ったネッ ト ワーク変換ポ リ シーのほか、 アクセスルール、 検査エンジン、 SSM サービス  モジュールの場合があ り ます

（図 3）。強調表示された誤ったポ リシーをク リ ッ クするだけで編集用のパネルが開き、検索せずに簡単にト ラブルシューティン

グを実行できます。 正常なパススルーは、 セキュ リ ティ  ポ リシーが正確に展開され、 実際の ト ラフ ィ ッ クを予測どおりに処理

できるこ とを示します。
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図 3 Cisco ASDM バージョ ン 5.2 の Packet Tracer ユーティ リテ ィ

安定したセキュリテ ィ  ポリシー管理による運用コストの削減

Cisco ASDM バージ ョ ン 5.2 は、強力な管理サービス  セッ ト を備えており、セキュ リ ティ管理者は、再利用可能なネッ ト ワーク

やサービス  オブジェク ト  グループ、 複数のセキュ リティ  ポ リ シーから参照できる検査ポ リシー マップを作成できるよ うにな

り ます。 これによ り、セキュ リ ティ  ポ リシーの定義と継続的なポリ シーのメンテナンスが簡素化されます。 この リ リースでは、

完全な管理サポート  ネッ ト ワーク、 サービス、 プロ ト コル、および Internet Control Message Protocol （ICMP） タ イプのオブジェ

ク ト  グループが追加されます。 また、 ユーザおよびグループ ベースのアクセス  リ ス ト 、 時間ベースのアクセス  リ ス ト 、 イン

バウンド /アウ トバウンド  アクセス  リ ス ト など、Cisco ASA 5500 シ リーズ ソフ ト ウェア バージ ョ ン 7.0 および Cisco PIX セキュ

リティ  アプライアンス  ソフ ト ウェア バージ ョ ン  7.2 で提供される強力なアクセス制御機能もサポート しています。

Cisco ASDM バージ ョ ン 5.2 は、 アニメーシ ョ ンを使用した単一のパネルによ り、 セキュ リ テ ィ  ポ リ シーを完全に表示する、

まった く新しい統合ポ リシー テーブルを備えています。 表示されたポ リシーをク リ ッ クするだけで、 そのポ リシーに関連する

パラ メータを編集できるので、設定の変更や更新が簡素化されます。新しいオブジェク ト  グループ セレクタ  サイ ドバーを使用

する と、 ネッ ト ワークおよびサービス  オブジェク ト  グループをインライン編集するこ とができ、 リ アルタイムでの迅速な参照

と変更が可能になり ます （図 4）。 また、 新しい Rule Query オプシ ョ ンを使用する と、 管理者は、 各種ネッ ト ワーク  エレ メン ト

および対象となるオブジェク ト  グループを迅速にフ ィルタ リ ングして、これらを使用するセキュ リティ  ポ リシーの集中的なモ

ニタ リ ングと ト ラブルシューティングを実行できます。
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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図 4 統合されたポリシー ルール テーブル

安全なロールベースの管理アクセスを使用したビジネス クラスのセキュリテ ィ  サービス

Cisco ASDM バージ ョ ン 5.2 は、 堅牢なセキュ リ ティ  サービスを複数統合して、 デバイスへの不正な管理アクセスを阻止しま

す。 また、 Cisco ASA 5500 シ リーズ適応型セキュ リティ  アプライアンスや Cisco PIX セキュ リティ  アプライアンス上のローカ

ル認証データベース、または RADIUS/TACACS サーバを含む、 さまざまな管理者認証方式をサポート しています。Cisco ASDM
（管理者の PC で稼働） とセキュ リ テ ィ  アプライアンス間の通信は、 56 ビッ トのデータ暗号化規格 （DES） またはよ り安全な

168 ビッ トの Triple DES （3DES） アルゴ リズムによって、 SSL を使用して暗号化されます。 Cisco ASDM バージ ョ ン  5.2 は、 最

大 16 レベルのカスタマイズ可能な管理アクセスをサポート しており、 管理者とオペレータには、 管理対象となるそれぞれの

Cisco セキュ リ テ ィ  アプライアンスに対する適切な権限レベルが付与されます （モニタ リ ングのみ、 設定の読み取りアクセス

など）。

豊富な VPN 管理によるビジネス パートナーと リモート  サイ トへの安全な接続の拡張

Cisco ASDM バージ ョ ン 5.2 は、サイ ト間 VPN に必要な IKE および IPsec ポ リシーの設定の簡素化を実現するインテ リジェン ト

な VPN ウ ィザードを含めて、 さまざまな VPN 設定機能を提供します。 また、 Cisco ASDM は、 Cisco Easy VPN リモート  アク

セス  コンセン ト レータ  サービスの包括的な管理機能をサポート し、VPN ク ライアン トに対するセキュ リティ要件の適用、自動

ソフ ト ウェア アップグレード、 VPN ク ラスタ リ ングなどの設定に対応しています。

Cisco ASA 5500 シ リーズに搭載された Cisco WebVPN の豊富な管理機能にも対応し、 管理者は、 さまざまな Web ブラウザから

の SSL 暗号化による接続を迅速に設定および有効にするこ とができます （図 5）。
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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図 5 WebVPN による設定

包括的な管理サービスによる高度なアプリケーシ ョ ン検査の補完

Cisco ASA 5500 シ リーズ ソフ ト ウェア バージ ョ ン 7.0 および Cisco PIX セキュ リティ  アプライアンス  ソフ ト ウェア バージ ョ ン

7.2 は、 HTTP、 FTP、 インスタン ト  メ ッセージング プロ ト コル、 Session Initiation Protocol （SIP） 、 Skinny Call Control Protocol
（SCCP）、 H.323、 GPRS Tunneling Protocol （GTP）、 DNS、 Microsoft および Sun Remote Procedure Call （DCE-RPC および SunRPC）
などのプロ ト コルに対応した、 さまざまなアプ リ ケーシ ョ ン検査および制御サービスを提供します。 Cisco ASDM バージ ョ ン

5.2 では、 事前設定された Low （低）、 Medium （中）、 High （高） のセキュ リ ティ  プロファイルを有効にするこ とで、 これらの

豊富なアプリ ケーシ ョ ン セキュ リティ  サービスを迅速に展開できます （図 6 に、 SIP の Medium [中] セキュ リティ  プロファイ

ルを示します）。基本的なアプリ ケーシ ョ ン セキュ リティ展開では、事前設定されたこれらのプロファ イルを使用して、サポー

ト対象のアプリ ケーシ ョ ンおよびプロ ト コルを、必要なセキュ リティ  レベルでセキュ リティ  アプライアンス全体に迅速にパス

スルーできます。このバージ ョ ンでは、事前設定されたこれらのプロファ イルをカスタマイズするこ とで、 ト ラフ ィ ッ ク  フロー

をきめ細かく制御し、 高度なアプリ ケーシ ョ ンに強力な保護プロファ イルを提供するこ と もできます。 ユーザは、 新しいアプ

リ ケーシ ョ ンの脆弱性や攻撃の脅威に対して動的な保護を実装するために、 正規表現ベースの独自のシグニチャも作成できま

す。事前設定されたプロファ イルと、インテ リジェン ト なアプリ ケーシ ョ ンのデフォルト設定によって条件付けられている、カ

スタマイズ可能なポイン ト  アンド  ク リ ッ ク  オプシ ョ ンを組み合わせて使用するこ とで、Cisco ASDM バージ ョ ン 5.2 では、Cisco
ASA 5500 シ リーズおよび Cisco PIX セキュ リ テ ィ  アプライアンスを迅速に展開して、 ミ ッシ ョ ンク リ テ ィカルなアプ リ ケー

シ ョ ンおよび重要な リ ソースをアプリ ケーシ ョ ンの悪用やト ンネ リ ング攻撃から保護します。
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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図 6 高度な SIP 検査サービスの設定

インテリジェン トなユーザ インターフェイスによる複雑なネッ トワーク環境への統合の簡素化

Cisco ASDM バージ ョ ン 5.2 は、 Cisco ASA 5500 シ リーズおよび Cisco PIX セキュ リティ  アプライアンスの豊富なネッ ト ワーク

統合機能を、 簡単かつ適切に管理します。 仮想化によって、 単一の Cisco PIX セキュ リティ  アプライアンス内に複数のセキュ

リティ  コンテキス ト （仮想ファイアウォール） を作成し、 各コンテキス トに独自のセキュ リ ティ  ポ リシー、 論理インターフェ

イス、および管理ド メ インを設定できます。 Cisco ASDM は、 インテ リジェン ト な仮想化システム管理機能を使用して、 セン ト

ラル システムの管理者が、仮想ファイアウォールおよびシステム上の各機能を詳細に表示できるよ うにします （図 7）。 個別の

コンテキス ト  ユーザは、 Cisco ASDM と同じインターフェイス、 および豊富な管理とモニタ リ ング機能を利用できます。 ただ

し、 設定と機能へのアクセスは、 割り当て済みのコンテキス ト内に制限され、 セン ト ラル システムの管理者によって指定され

ます。 個別のコンテキス ト  ユーザは、 管理者が作成したセキュ リティ  ポ リシーを踏まえ、 Cisco ASDM を使用して仮想ファイ

アウォール用の設定をカスタマイズできます。
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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図 7 セキュリテ ィ  コンテキストのシステム管理者ビュー

Cisco ASDM バージ ョ ン 5.2 は、 PIM 等のマルチキャス ト  ルーティング、OSPF によるダイナミ ッ ク  ルーティング、 IEEE 802.1q
ベースの VLAN インターフェイス、 Quality of Service （QoS; サービス品質） メカニズムなどの包括的な制御機能を管理者に提

供します。 初級ユーザの場合、 Cisco ASDM のインテ リジェン ト なデフォルト設定と詳細なオンライン  ヘルプを組み合わせて、

ネッ ト ワーク  サービスの設定を簡素化できます。 上級ユーザは、 幅広い機能のサポート を活用して、 Cisco セキュ リティ  アプ

ライアンスを複雑なルーティングおよびスイ ッチング環境に組み込むこ とができます。

適応性に優れたセキュリテ ィ管理インターフェイスによる統合された攻撃防御効果の向上

Cisco ASDM バージ ョ ン 5.2 は、 Cisco ASA 5500 シ リーズおよび Cisco PIX セキュ リティ  アプライアンスの、 設定、 管理、 モニ

タ リ ングを統合的に提供するソ リ ューシ ョ ンです。 Cisco ASA 5500 シ リーズがサポートする適応型セキュ リティ  サービスへの

ビジネス  ク ラスの管理ソ リ ューシ ョ ンを提供します。

インライン侵入防御サービスとネッ トワークベースのワーム軽減機能の管理

Cisco ASDM バージ ョ ン 5.2 は、 運用コス ト を削減しつつ、 ネッ ト ワークのセキュ リ ティ  レベルの向上を可能にします。 これ

は、 AIP-SSM モジュールのさまざまな Anti-X 防御機能に対して、 透過的な管理機能を提供するこ とによって実現されていま

す。 これらのサービスは、 不正侵入、 ネッ ト ワーク攻撃、 DoS 攻撃、 ワームやアド ウェア等の悪意を持ったソフ ト ウェアなど

に対する防御機能を提供します。 Cisco ASDM は、 管理者が、 これらのサービスを迅速に設定するこ とを可能にします。 Cisco
Traffic Risk Rating （ ト ラフ ィ ッ ク  リ ス ク評価）、 Cisco Meta Event Generator （メ タ  イベン ト  ジェネレータ） など、 シスコが独自

に開発した正確な防御テク ノ ロジーにも対応しています （図 8）。 Cisco ASDM は、 正常なネッ ト ワーク  ト ラフ ィ ッ クを破棄す

る リ スクを回避しつつ、 さまざまな脅威からネッ ト ワークを保護する という行為を、 企業が大きな自信を持って実現できる環

境を提供します。
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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図 8 Cisco AIP-SSM のイベン ト  アクシ ョ ン設定

Cisco ASDM バージ ョ ン 5.2 では、 AIP-SSM 用の侵入防御ホームページと リ アルタイムのモニタ リ ング パネルが新し く追加さ

れています。 AIP-SSM をインス トールする と、 ASDM のメ イン ホームページが自動的にアップデート され、新しい侵入防御パ

ネルが表示されます （図 9）。 このパネルでは、 IPS 統計情報、 システム リ ソース、 脅威に対するアラート などに関する履歴が

表示されます。
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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図 9 Cisco ASDM の侵入防御パネル

コンテンツ セキュリテ ィおよび Anti-X サービスの管理

Cisco ASA 5500 シ リーズ CSC-SSM モジュールを使用する と、 高性能な Anti-X サービスを 1 枚のサービス  カードで実現できま

す。 CSC-SSM モジュールには、 ト レン ドマイ ク ロ社の InterScan によるセキュ リ テ ィ  テク ノ ロジーが組み込まれています。

InterScan は各種のセキュアなコンテンツ管理製品で構成され、 業界最高レベルの製品と して優れた評価を得ています。 CSC-
SSM モジュールを使用する と、 アンチウイルス、 アンチスパム、 アンチフ ィ ッシング、 URL ブロ ッキング、 および URL フ ィ

ルタ リ ング サービスなど、 インターネッ ト  ゲート ウェイの包括的な保護および制御が可能になり ます。 Cisco ASDM バージ ョ

ン 5.2 を CSC-SSM モジュールと組み合わせるこ とで、 ト レンドマイ ク ロ社が開発したシンプルな HTML ベースの設定パネル

と独創的な Cisco ASDM との連携による、業界初のソ リ ューシ ョ ンが実現されます （図 10）。 これによって、常に一貫したポ リ

シーを実施するこ とができ、 これらの多機能かつ統合された攻撃防御機能のプロビジ ョ ニング、 設定、 モニタ リ ングといった

プロセスを簡単に実行できます。
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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図 10 Cisco CSC-SSM SMTP 着信メール スキャン設定

Cisco ASDM バージ ョ ン 5.2 では、 CSC-SSM ホームページとモニタ リ ング パネルが新し く追加されており、 よ り完成されたモ

ニタ リ ング ソ リ ューシ ョ ンと して機能します。 CSC-SSM を搭載する と、 ASDM のメ イン ホームページが自動的にアップデー

ト され、 新しい CSC-SSM パネルが表示されるよ うになり ます （図 11）。 このパネルでは、 脅威、 電子メール ウイルス、 および

ライブ イベン トや、最新のソフ ト ウェアまたはシグニチャのアップデート、 システム  リ ソースなどの更新に関する統計情報な

ど、 さまざまな履歴を表示できます。
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
Important notices, privacy statements, and trademarks of Cisco Systems, Inc. can be found on cisco.com

Page 11 of 19



図 11 Cisco ASDM バージョ ン 5.2 の CSC-SSM ホームページ

Cisco ASDM バージ ョ ン 5.2 のモニタ リ ング セクシ ョ ンでは、豊富な各種分析ツールによって、脅威、 ソフ ト ウェア アップデー

ト、 リ ソース  グラフなどの詳細情報を表示できます。 Live Security Event Monitor （図 12） は、新し く追加された ト ラブルシュー

ティングおよびモニタ リ ング ツールです。 電子メール メ ッセージのスキャンまたはブロ ッ ク、 ウイルスまたはワームの発見、

攻撃の検出についての更新情報を リ アルタイムで提供します。 管理者は正規表現を使用して文字列の照合を行い、 メ ッセージ

のフ ィルタ リ ングを実施できるため、 特定の攻撃タイプと メ ッセージに重点を置いて詳細に分析するこ とができます。
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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図 12 Cisco CSC-SSM モニタ リング パネルと  Live Security Event Monitor

高度なモニタ リング ツールおよびレポート  ツールによるビジネスクリテ ィ カルな分析

Syslog to Access Rule Correlation ツール

Cisco ASDM バージ ョ ン 5.2 では、新たに Syslog to Access Rule Correlation ツールが導入されました。 これによって、日常的なセ

キュ リ ティ管理およびト ラブルシューティングに関連する作業の大幅な効率化が可能です。 この動的なツールを使用するこ と

で、 セキュ リ ティ管理者は一般的な設定に関する問題と、 ユーザやネッ ト ワークの接続性に関する問題のほとんどを迅速に解

決できます。 ユーザは、 Real-Time Log Viewer パネルで Syslog メ ッセージを選択し、パネル上部の [Create] ボタンをク リ ッ クす

るだけで （図 13）、 特定の Syslog のアクセス  コン ト ロール オプシ ョ ンを呼び出すこ とができます。 インテ リジェン ト なデフォ

ルト設定が利用できるので、 設定プロセスがシンプルになり、 ビジネスク リ ティカルな機能の操作効率と応答時間が向上しま

す。 また、 Syslog to Access Rule Correlation ツールでは、 ユーザ指定のアクセス  ルールに基づいて呼び出した Syslog メ ッセージ

を、 わかりやすく表示できます。 管理者は企業のト ラフ ィ ッ ク  パターンを細かくチェッ ク し、 リ ソースへのアクセス動作を監

視するこ とが可能になり ます。図 13 に、 Syslog to Access Rule Correlation 機能の例を示します。ユーザは Syslog メ ッセージを選

択したあと  [Create] ボタンをク リ ッ ク し、 対象フローのポ リシーを定義します。
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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図 13 Syslog to Access Rule Correlation ツール

モニタ リング ツール

Cisco ASDM バージ ョ ン 5.2 は、 ホームページ上にわかりやすく配置されたモニタ リ ング機能に加え、 よ り詳細なモニタ リ ング

およびレポート  サービスを提供しています （図 14）。 多目的分析ツールによ り、 リ アルタイムでの使用状況、 セキュ リ ティ  イ
ベン ト、 ネッ ト ワーク  アクティビティ等を表示するグラフ ィカルなサマリー レポートが作成されます。それぞれのグラフ ィカ

ル レポートのデータは、 単位をカスタマイズした表示に対応しています。 たとえば、 ユーザは、 時系列を延長して 10 秒のス

ナップシ ョ ッ ト または分析を選択できます。 複数グラフの同時表示にも対応しており、 ユーザは詳細な評価を並列して行えま

す。 グラフには便利なブッ クマーク機能があ り、 データを将来のアクセス用にエクスポートできます。
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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図 14 Cisco ASDM ホームページでのモニタ リング

システム グラフ ：使用中のブロ ッ ク、 空きブロッ ク、 現在のメモ リ使用率、 CPU 使用率など、 Cisco ASA 5500 シ リーズおよび

Cisco PIX セキュ リティ  アプライアンスに関する詳細なステータス情報を提供します。

接続グラフ ：接続数、 アドレス変換テーブル、 Authentication, Authorization, and Accounting （AAA; 認証、 認可、 アカウンティン

グ） ト ランザクシ ョ ン、URL フ ィルタ リ ング要求など、 リ アルタイムのセッシ ョ ンおよびパフォーマンス  モニタ リ ング データ

を秒単位で追跡します。接続グラフは、管理者に、ネッ ト ワーク接続およびアクティビティに関する包括的な情報を提供します。

攻撃防御システム グラフ ：潜在的な不正アクティ ビティを表示するために、 16 種類のグラフを使用できます。攻撃シグニチャ

情報には、 IP、 ICMP、 UDP、 TCP 攻撃、 Portmap 要求などのアクテ ィ ビテ ィが表示されます。 これらのグラフは、 Cisco AIP-
SSM に対しては、 攻撃者のリ ス ト 、 イベン ト  リ ス ト 、 システム統計、 システム診断など、 よ り詳細な情報を提供します。

インターフェイス  グラフ ：セキュ リ ティ  アプライアンス上の各インターフェイスについて、帯域幅の使用状況を リ アルタイム

でモニタ リ ングします。帯域幅の使用状況は、受信および送信について表示されます。 ユーザは、パケッ ト  レート、 カウン ト、

エラー数、 およびビッ ト、 バイ ト、 コ リ ジ ョ ン数などを表示できます。

VPN 統計および接続グラフ ： ト ンネル稼働時間、 転送されたバイ ト数/パケッ ト数など、 Cisco IPsec Flow Monitoring MIB のサ

ポートによって、 ト ンネルごとの詳細な統計と と もに VPN 接続に関する情報を表示します。

表 1 に、 Cisco ASDM バージ ョ ン 5.2 の機能と利点を示します。
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表 1 Cisco ASDM バージョ ン 5.2 の機能と利点の概要

ライセンス

Cisco ASDM バージ ョ ン 5.2 は、 Cisco ASA 5500 シ リーズ ソフ ト ウェア バージ ョ ン 7.2 (1) および Cisco PIX セキュ リティ  アプ

ライアンス  ソフ ト ウェア バージ ョ ン 7.2 (1) 以上に付属しています。

Cisco ASDM には個別のライセンスは不要ですが、 ホス ト側の Cisco ASA 5500 シ リーズ適応型セキュ リティ  アプライアンスも

し くは Cisco PIX セキュ リ ティ  アプライアンスには、 DES または 3DES ライセンスが必要です。 現在、 Cisco ASA 5500 シ リー

ズもし くは Cisco PIX セキュ リティ  アプライアンスで暗号化を有効にしていないユーザは、無料の DES/3DES アクティベーシ ョ

ン キーを請求できます。 DES ラ イセンスを 3DES ライセンスに無料でアップグレードするこ と もできます。 以下のオンライン

フォームに必要事項を記入してください。

http://www.cisco.com/pcgi-bin/Software/FormManager/formgenerator.pl

機能 利点 

Cisco ASA 5500 シ リーズ ソ フ ト ウェア

バージ ョ ン 7.2、 Cisco PIX セキュリテ ィ

アプライアンス ソフ トウェア バージ ョ ン

7.2 機能の完全なサポート

• Cisco ASA 5500 シリーズ ソフ トウェア バージ ョ ン 7.2 および Cisco PIX セキュリテ ィ  アプ

ライアンス ソフ トウェア バージ ョ ン 7.2 で導入された新機能の豊富な設定機能とモニタ リ

ング機能をサポート

特許出願中の Packet Tracer ユーテ ィ リ

テ ィ

• システム設定全体に対する実際のト ラフ ィ ッ ク  フローの影響を確認する ト ラブルシューテ ィ

ング プロセスを高速化

• 各ポリシーを厳密にテス トするときにアニメーシ ョ ンを使用して結果を表示し、 失敗したテ

ス ト を修正するための直接リンクを提供して、 検索を行う ことな くポリシーの調整を実施

アプリケーシ ョ ン検査および制御機能を

プロファイルベースで管理

• アプリケーション検査エンジンごとに事前設定されたセキュリティ  プロファイル （低、中、お

よび高） を使用して、 どのようなセキュリティ環境においても迅速な展開を実現

• 高度なアプリケーシ ョ ンのニーズに応じて、 セキュリテ ィ  プロファイルをより詳細にカスタ

マイズすることが可能

• ユーザ定義の正規表現を既存のセキュリティ  ポリシーに簡単に組み込んで、最新のアプリケー

ション攻撃に迅速に対処する軽減機能を実現

新しい High-Availability and Scalability 
Wizard

• 便利な共通の管理接続によって、アクティブ/アクティブおよびアクティブ/スタンバイ ハイ ア
ベイラビリティまたは VPN クラスタ リングおよびロードバランシング機能の導入を簡素化

• 包括的な接続性テストおよびエラー検証により、 スムーズで正確な導入を実現

セキュ リ テ ィ  ポリ シーとアクセス制御

テーブルの統合

• システムのアクセス ルール、 AAA、 およびセキュリテ ィ  ポリシーを見やすく詳細に表示する

ことで、 ポリシーの設定と管理の容易性が向上

• 新しいルール クエリー オプシ ョ ンにより、迅速なト ラブルシューテ ィングを実現。管理者は

このクエリー オプシ ョ ンにより、 ネッ トワーク要素とこれらのネッ トワーク要素を使用する

ポリシーを素早く検索することが可能

• 新しいオブジェク ト  グループ セレクタ  パネルにより、ネッ トワークおよびサービス オブジェ

ク ト  グループを迅速に編集することが可能

ト ラブルシューテ ィ ングの拡張機能 • Syslog 参照を組み込んで、メ ッセージごとに簡単な説明と推奨されるアクショ ンを表示し、セ

キュリティ問題の迅速な切り分けと解決を実現

• 時刻、 日付、 Syslog ID、 および IP アドレスに基づく カスタマイズ可能なビューについての

Syslog メ ッセージを解析

• ネッ トワーク接続性テストおよび確認用の Traceroute をサポート

• AAA、ロギング フ ィルタ、SSL VPN クライアン トなどの機能を設定するためのタスク指向方

式を紹介した ASDM Assistance Guide を提供
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技術仕様

Cisco ASA 5500 シリーズのシステム要件

ハードウェア

• プラ ッ ト フォーム ： Cisco ASA 5505、 5510、 5520、 5540、 または 5550 適応型セキュ リティ  アプライアンス  
• RAM ： 256 MB 
• フラ ッシュ  メモ リ ： 64 MB 

ソフ トウェア

• Cisco ASA 5500 シ リーズ ソフ ト ウェア ： バージ ョ ン 7.2 
• 暗号化 ： DES または 3DES に対応 

Cisco PIX セキュリテ ィ  アプライアンスのシステム要件

ハードウェア

• プラ ッ ト フォーム ： Cisco PIX 515/515E、 525、 または 535 セキュ リティ  アプライアンス （Cisco PIX 501 および 506/506E セ
キュ リ ティ  アプライアンスは未サポート ） 

• RAM ： 64 MB 

注 ： この リ リースでは、 以前のソフ ト ウェア リ リースよ り も  Cisco PIX 515/515E セキュ リティ  アプライアンスに多くのメモ リ

が必要です。 メモ リのアップグレードが必要な場合もあ り ます。

• フラ ッシュ  メモ リ ： 16 MB 

ソフ トウェア

• Cisco PIX セキュ リティ  アプライアンス  ソフ ト ウェア バージ ョ ン 7.2 
• 暗号化 ： DES または 3DES に対応 

ユーザ システム要件

ハードウェア

• プロセッサ ： Intel Pentium III 450 MHz、 Pentium 4 または同等製品の 500 MHz （推奨） 
• RAM ： 256 MB （最小値） 
• ディ スプレイの解像度 ： 1024 × 768 ピクセル （最小値） 
• 表示色 ： 256 （16 ビッ ト  High Color を推奨） 

ソフ トウェア

表 2 に、 Cisco ASDM バージ ョ ン 5.2 でサポート されるオペレーティング システムと  Web ブラウザを示します。
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表 2 サポート されるオペレーティング システムと  Webブラウザ

注： Cisco ASDM バージ ョ ン 5.2 は、 Windows 95、 Windows 98、 Windows ME、 Windows NT、 または Sun Solaris OpenWindows を
サポート していません。

ネッ トワーク接続

接続速度 ： 56 Kbps （384 Kbps 以上を推奨）

サービスおよびサポート

シスコは、 お客様の成功を確かなものにするため、 さまざまな新しいサービス  プログラムを用意しています。 これらのサービ

スは、 スタ ッフ、 プロセス、 ツール、 パートナーをそれぞれに組み合わせて提供され、 お客様から高い評価を受けています。

ネッ ト ワークへの投資を無駄にするこ とな く、 ネッ ト ワーク運用を最適化しネッ ト ワーク  インテ リジェンスの強化や事業拡張

を進めていただくためにシスコのサービスを是非お役立てください。サービスについての詳細は、以下の URL を参照してくだ

さい。

テクニカル サポート  サービス

http://www.cisco.com/jp/go/tac/

サービス プログラム

http://www.cisco.com/jp/service/contact/

その他の情報

詳細は、 以下のリ ンクをご覧ください。

Cisco ASDM ：

http://www.cisco.com/jp/go/asdm/

Cisco ASA 5500 シリーズ適応型セキュリテ ィ  アプライアンス ：

http://www.cisco.com/jp/go/asa/

Cisco PIX セキュリテ ィ  アプライアンス ：

http://www.cisco.com/jp/go/pix

オペレーティ ング システム ブラウザ （JavaScript および Java 対応） 

• Service Pack 4 を適用した Windows 2000
（英語/日本語）

• Windows XP （英語/日本語）

• Java プラグイン v1.4.2 または 1.5.0 をインストールした Microsoft Internet Explorer 6.0

• Java プラグイン v1.4.2 または 1.5.0 をインストールした Firefox 1.5

• Java プラグイン v1.4.2 または 1.5.0 をインストールした Netscape Communicator 7.2

• CDE が稼働する Sun Solaris 2.8 以上 • Java プラグイン v1.4.2 または 1.5.0 をインストールした Mozilla 1.7.3

• GNOME または KDE が稼働する Red Hat
Linux 9.0

• Red Hat Enterprise Linux WS バージ ョ ン 3

• Java プラグイン v1.4.2 または 1.5.0 をインストールした Firefox 1.5
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