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はじめに
Cisco PIX Device Manager （PDM） はブラウザ ベースの Java アプリ ケーシ ョ ンで、 Cisco PIX OS
（オペレーティング システム）バージ ョ ン 6.3 ソフ ト ウェアを設定およびモニタするために使用し
ます。PIX OS バージ ョ ン 6.3 ソフ ト ウェアが実行されている PIX セキュ リ ティ  アプライアンスで
は、PDM バージ ョ ン 3.0 ソフ ト ウェアがフラ ッシュ  メモ リにロード されています。PDM バージ ョ
ン 3.0(2) を実行しているかど うかを確認してから作業を開始して ください。

（注） PIX OS バージ ョ ン 6.2 の場合は、 PDM バージ ョ ン 2.1 を使用して ください。 PIX OS バージ ョ ン
6.0 および 6.1 の場合は、 PDM バージ ョ ン 1.1 を使用して ください。
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システム要件
PDM ソフ トウェアの概要

PDM バージ ョ ン 3.0(2) は、 PIX 6.3 のすべてのバージ ョ ンで動作し、 PIX 6.3(4) の新機能をサポー
ト しています。

PDM バージ ョ ン 3.0 は単一のイ メージで、 PIX OS バージ ョ ン 6.3 のみをサポート しており、 PIX
セキュ リ テ ィ  アプライアンスを安全に管理できるよ うに設計されています。 PDM は署名付きの
Java アプレッ ト と して実装されているため、 ブラウザで選択するだけで PC またはワークステー
シ ョ ンに PDM がダウンロード されます。

PDM では GUI （グラフ ィカル ユーザ インターフェイス） を利用できるため、 CLI （コマンド ラ イ
ン インターフェイス） の知識がなくても PIX セキュ リ ティ  アプライアンスを管理できます。 ま
た、 PDM には PIX セキュ リ ティ  アプライアンスの CLI との互換性があ り、 PDM アプ リ ケーシ ョ
ン内で標準の CLI コマンドを使用するためのツールが備わっています。 PDM を使用する と、 PIX
セキュ リ ティ  アプライアンスに関するさまざまなデータをグラフ化する以外に、 ファ イアウォー
ル機能およびシステムのアクティ ビティによって発生した ト ラフ ィ ッ クのグラフを印刷またはエ
クスポートするこ と もできます。

PDM の使用をサポートするために、 アプリ ケーシ ョ ンから目次、 索引、 および用語集も参照でき
るオンライン ヘルプも利用できるよ うになっています。

システム要件
PDM は、 バージ ョ ン 6.3 を実行しているすべての Cisco PIX 501、 PIX 506/506E、 PIX 515/515E、
PIX 520、 PIX 525、 および PIX 535 プラ ッ ト フォームで使用できます。 PDM バージ ョ ン 3.0 は、
PIX OS バージ ョ ン 6.3 のみをサポート しています。 こ こでは、 PDM バージ ョ ン 3.0 ソフ ト ウェア
のシステム要件を示します。

PDM 要件

PDM のシステム要件は、 次のとおりです。

• PDMバージ ョ ン 3.0は、PIX OSバージ ョ ン 6.3 を実行しているすべての PIX 501、PIX 506/506E、
PIX 515/515E、 PIX 520、 PIX 525、 および PIX 535 プラ ッ ト フォームで使用できます。 PDM の
インス トールの詳細については、次の Web サイ トで 『Cisco PIX Device Manager インス ト レー
シ ョ ン ガイ ド』 を参照して ください。
http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual_j/sec/pix/dmig/

• PDM は、 PIX CLI、 Cisco Secure Policy Manager （CSPM）、 Management Center for PIX Firewall
（PIXMC） のどれを使用して作成されていても、 すべての構成で機能します。 ただし、 CSPM
または PIXMC を使用してあとから構成を変更する と、 PDM 構成が上書きされます。

注意 CSPM または PIXMC を使用している場合、PDM はモニタ リ ング用と してのみ使用してください。
PDM を使用して変更を加えても、次に CSPM または PIXMC が PIX セキュ リ ティ  アプライアンス
と同期したと きに構成が元に戻り ます。

こ こでは、 次の項目について説明します。

• PIX セキュ リ ティ  アプライアンスの PDM とのインターオペラビ リ テ ィ （p.3）

• フラ ッシュ  メモ リ要件 （p.3）

• コンフ ィギュレーシ ョ ン  ファ イルの最大サイズ （p.4）

• ソフ ト ウェア要件 （p.4）

• 新しいソフ ト ウェア リ リースへのアップグレード （p.5）
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システム要件
PIX セキュリティ  アプライアンスの PDM とのインターオペラビリティ

表 1 に、PDM バージ ョ ン 3.0 を使用するために必要となる PIX セキュ リ ティ  アプライアンスのシ
ステム要件を示します。

PIX セキュ リ ティ  アプライアンスに搭載されている PIX OS バージ ョ ン 6.3 には、 DES アクティ
ベーシ ョ ン  キーが事前に組み込まれています。ご使用のPIXセキュ リ ティ  アプライアンスがDES、
3DES、 または AES に対応していない場合、 シスコに登録済みのお客様は、
http://www.cisco.com/pcgi-bin/Software/FormManager/formgenerator.pl?pid=221&fid=324のフォームを
利用して DES、 3DES、 または AES アクティベーシ ョ ン キーを入手して ください。 登録が済んで
いないお客様は、 http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do?locale=ja_JP にアクセスして、 登録を
行ってください。 

フラッシュ  メモリ要件 
表 2 に、PDM バージ ョ ン 3.0 プラ ッ ト フォームで PIX OS バージ ョ ン 6.3 を使用する場合のフラ ッ
シュ  メモ リ要件を示します。

表 1 PDM バージョ ン 3.0 を使用する PIX セキュリテ ィ  アプライアンスのシステム要件

タイプ 説明

ハードウェア

プラ ッ ト フォーム PIX 501、 506/506(E)、 515/515(E)、 520、 525、 または 535

RAM 16 MB

フラ ッシュ  メモ リ 表 2 を参照

ソフ トウェア

PIX OS バージ ョ ン 6.3

暗号化 DES、 3DES、 または AES に対応

表 2 PDM バージョ ン 3.0 のフラッシュ  メモリ要件

PIX セキュリテ ィ  
アプライアンス モデル 必要なフラッシュ  メモリ

PIX 501 8 MB

PIX 506/506E 8 MB

PIX 515/515E 16 MB

PIX 520 16 MB （新しい PIX 520 には 16 MB のメモ リが搭載されていますが、
古い装置のメモ リは 2 MB のため、 メモ リのアップグレードが必要に
なる場合があ り ます。）

PIX 525 16 MB

PIX 535 16 MB
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システム要件
コンフ ィギュレーシ ョ ン ファイルの最大サイズ

最適なパフォーマンスを得るために、PDM を使用する場合は PIX のコンフ ィギュレーシ ョ ン  ファ
イルが 100 KB （約 1500 行） を超えないよ うにするこ とを推奨します。

PIX セキュ リ ティ  アプライアンスのコンフ ィギュレーシ ョ ン  ファ イルが 100 KB を超えている と、
次のよ うな状況でワークステーシ ョ ン上の PDM のパフォーマンスが低下する可能性があ り ます。

• write term や show conf などのコマンドの実行時

• フェールオーバー （設定の同期時）

• システムのリ ロード時

コンフ ィギュレーシ ョ ン  ファ イルのサイズを確認するには、 PIX OS の CLI プロンプ トで show
flashfs コマンドを入力します。 出力結果から [file 1] で始まる行を探します。 同じ行で [length] と
い う ラベルの付いた数値が、 コンフ ィギュレーシ ョ ン  ファ イルのバイ ト数です。

次に例を示します。

pixfirewall# show flashfs
flash file system: version:3  magic:0x12345679
  file 0:origin: 0 length:1925176
  file 1:origin:2883584 length:2944
  file 2:origin:3014656 length:32
  file 3:origin: 0 length:0
  file 4:origin:3145728 length:131072
  file 5:origin:8257536 length:308

PDM とは別に、PIX セキュ リ ティ  アプライアンスにはプラ ッ ト フォームごとにコンフ ィギュレー
シ ョ ン  ファ イルのサイズ制限があ り ます。プラ ッ ト フォーム別のコンフ ィギュレーシ ョ ン  ファ イ
ルの最大推奨サイズについては、 表 3 を参照して ください。

ソフ トウェア要件

PIX OS バージ ョ ン 6.3 のソフ ト ウェア要件は、 次のとおりです。

• PIX OS イ メージは、フロ ッピー ディ スクに入らないサイズにな り ました。フロ ッピー ディ ス
ク  ド ラ イブを装備した PIX セキュ リ テ ィ  アプライアンスを使用している場合は、 cisco.com
（http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/pix） から Boothelper ファ イルをダウンロード して、
PIX OS イ メージを取得して ください。

• 以前のバージ ョ ンの PIX OS からアップグレードする前に、 設定を保存して、 アクティベー
シ ョ ン キーおよびシ リ アル番号を書き留めてください。新しいインス トール要件については、
「新しいソフ ト ウェア リ リースへのアップグレード」 を参照して ください。

• バージョ ン 4 以前からアッ プグレード した場合、Auto Update、 IPSec、SSH、PDM、または VPN
を使用するためには、 新しい 56 ビッ ト DES アクティベーシ ョ ン キーが必要です。 このアク
ティベーシ ョ ン キーは、
http://www.cisco.com/pcgi-bin/Software/FormManager/ formgenerator.pl?pid=221&fid=324のフォー
ムに記入すれば入手できます。

• PIX セキュ リ ティ  アプライアンスのソフ ト ウェア バージ ョ ンを確認するには、 show version
コマンドを使用します。

表 3 プラッ ト フォーム別のコンフ ィギュレーシ ョ ン ファイルの最大推奨サイズ

PIX セキュリテ ィ  アプライアンス モデル コンフ ィギュレーシ ョ ン ファイルの最大サイズ

PIX 501 256 KB

PIX 506/506E、 515/515E、 520 1 MB

PIX 525、 PIX 5351

1. これは、 PIX OS バージ ョ ン 5.3(2) 以上での最大サイズです。 PIX OS バージ ョ ン 5.3(1) 以前のコンフ ィギュレーシ ョ

ン  ファ イルの最大推奨サイズは 1 MB です。

2 MB
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PC/ ワークステーシ ョ ンの要件
新しいソフ トウェア リ リースへのアップグレード

シスコの登録ユーザの場合は、『Cisco Secure PIX ファ イアウォールのソフ ト ウェアのアップグレー
ド』 を参照して ください。 URL は次のとおりです。
http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/tac/110/upgrade-j.html

PC/ ワークステーシ ョ ンの要件
PDM の要件は、 プラ ッ ト フォームによって異なり ます。

（注） PDM は、 Macintosh、 Windows 3.1、 Windows 95、 Windows 98、 Windows ME、 および Windows NT
OS ではサポート されていません。

PDM を使用して PIX セキュ リ テ ィ  アプライアンスにアクセスする場合は、 次の点に注意してく
ださい。

• ディ スク領域の最小要件 ― PDM をブラウザにロードするには、4 MB 以上のテンポラ リ  ディ
スク領域が必要です。

• Java Virtual Machine （JVM） ― JVM のバージ ョ ンを確認するには、PDM を起動します。PDM メ
イン メニューで、 Help>About Cisco PIX Device Manager をク リ ッ クします。 About PDM 情報
ウ ィンド ウが表示され、ブラウザの仕様が表形式で表示されます。 Internet Explorer 用 JVM の最
新バージ ョ ンはMicrosoftからダウンロードできます。また、Sun Microsystems（www.java.sun.com）
から最新の Java Plug-in をダウンロードできます。

• HTTP 1.1 ― プロキシ接続と非プロキシ接続の両方で HTTP 1.1 を使用するよ うに、 Internet
Options>Advanced>HTTP 1.1 settings で設定します。

サポート対象プラッ ト フォーム

こ こでは、 次の項目について説明します。

• Microsoft Windows （p.5）

• Sun Solaris （p.6）

• Red Hat Linux （p.7）

Microsoft Windows
表 4 および表 5 に、 PDM3.0 を使用する Windows プラ ッ ト フォームの要件を示します。

表 4 PDM3.0 を使用する Windows プラッ ト フォームのハードウェア要件とネッ トワーク接続要件

タイプ 要件

ハードウェア

プロセッサ 450 MHz 以上で動作する Pentium III または同等のプロセッサ

RAM 256 MB

ディ スプレイの解像度と色数 1024 × 768 ピクセルおよび 256 色

ネッ トワーク接続

接続速度 56 Kbps、 ただし 384 Kbps （DSL またはケーブル） を推奨
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PC/ ワークステーシ ョ ンの要件
（注） PDM バージ ョ ン 3.0(2) は、Windows 3.1、Windows 95、Windows 98、Windows ME、および Windows
NT ではサポート されていません。 

（注） PDMバージ ョ ン 3.0(2)は、Microsoft Windowsの英語版と日本語版の両方でサポート されています。 

Sun Solaris 
表 6 および表 7 に、 PDM3.0 を使用する Sun Solaris プラ ッ ト フォームの要件を示します。

表 5 PDM 3.0 のサポート対象および推奨 Windows プラッ ト フォーム

OS ブラウザ JVM
サポート対象の Windows プラッ ト フォーム

Microsoft Windows 2000
（Service Pack 4） または
Microsoft Windows XP

Internet Explorer 6.0 ネイティブ1 JVM （VM 3809）
または
Java Plug-in 1.4.2

1. ネイティブとは、 ブラウザに付属の組み込み JVM を意味します。

Netscape 7.1 Java Plug-in 1.4.2

表 6 PDM3.0 を使用する Sun Solaris プラッ ト フォームのハードウェア要件とネッ トワーク接続要件

タイプ 要件

ハードウェア

プロセッサ SPARC

RAM 256 MB 以上

ディ スプレイの解像度と色数 1024 × 768 ピクセルおよび 256 色以上

ネッ トワーク接続

接続速度 56 Kbps、 ただし 384 Kbps （DSL またはケーブル） を推奨

表 7 PDM 3.0 のサポート対象および推奨 Sun Solaris プラッ ト フォーム

OS ブラウザ JVM
サポート対象の Sun Solaris プラッ ト フォーム1

1. OpenWindows を実行している Sun Solaris ではサポート されません。

Sun Solaris 2.8 または 2.9 Mozilla 1.4 Java Plug-in 1.4.2
6
Cisco PIX Device Manager バージ ョ ン 3.0(2) リ リース ノート

78-15678-02-J



 

PDM バージ ョ ン 3.0(2) の新機能
Red Hat Linux 
表 8 および表 9 に、 PDM3.0 を使用する Red Hat Linux プラ ッ ト フォームの要件を示します。

PDM バージ ョ ン 3.0(2) の新機能
PDM バージ ョ ン 3.0(2) では、 次の新機能を使用できます。 これらの機能の多くは、 PIX OS バー
ジ ョ ン 6.3(4) における変更をサポートするために導入されました。

AAA フォールバック

デフォルトでは、 AAA （認証、 許可、 アカウンティング） サーバで障害が発生する と、 認証また
は許可 （あるいはその両方） を実行できな くな り ます。 AAA フォールバッ クを選択する と、 AAA
サーバに障害が発生した場合、 Cisco PIX セキュ リ ティ  アプライアンスにある 「ローカル」 データ
ベースを使用して、 認証または許可 （あるいはその両方） を実行します。 Cisco PIX セキュ リ ティ
アプライアンスのローカル データベースは、 次の場合にも使用できます。

1. ファ イアウォールの認証または許可 （あるいはその両方）

2. IKE extended authentication （Xauth）

この機能は、 PIX OS バージ ョ ン 6.3(4) で導入されました。

PIX 506/506E の VLAN サポート

PDM は、 PIX 506/506E 上で VLAN （仮想 LAN） をサポート しています。 インターフェイスは 4 つ
に制限されているため、 これらのプラ ッ ト フォームの 2 つのインターフェイスには、 最大 2 つの
論理インターフェイスを設定できます。

表 8 PDM3.0 を使用する Linux プラッ ト フォームのハードウェア要件とネッ トワーク接続要件

タイプ 要件

ハードウェア

プロセッサ 450 MHz 以上で動作する Pentium III または同等のプロセッサ

RAM 256 MB 以上

ディ スプレイの解像度と色数 1024 × 768 ピクセルおよび 256 色以上

ネッ トワーク接続

接続速度 56 Kbps、 ただし 384 Kbps （DSL またはケーブル） を推奨

表 9 PDM 3.0 のサポート対象および推奨 Red Hat Linux プラッ ト フォーム

OS ブラウザ JVM
サポート対象の Red Hat Linux プラッ ト フォーム

GNOME または KDE を実行する

Red Hat Linux 9.0 Red Hat 
Enterprise Linux WS バージ ョ ン 3

Mozilla 1.4 Java Plug-in 1.4.2
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PDM バージ ョ ン 3.0(2) の新機能
HTTPS、 FTP、 Java、 および ActiveX 以外のフ ィルタ リング

PDM 3.0 では、 「ActiveX をフ ィルタ リ ングしない」、 「Java アプレッ ト をフ ィルタ リ ングしない」、
「HTTPS をフ ィルタ リ ングしない」、 「FTP をフ ィルタ リ ングしない」 とい う 4 つのフ ィルタ処理
が追加されました。 これらのフ ィルタによ り、 フ ィルタ リ ングしないホス ト またはネッ ト ワーク
を指定できます。 たとえば、 フ ィルタ リ ングが不要なホス ト またはネッ ト ワークが 「ActiveX を
フ ィルタ リ ングする」 というルールに含まれている場合、 「ActiveX をフ ィルタ リ ングしない」 と
い うルールを作成して、 例外を作成できます。

SIP IP アドレス プライバシ

IP Phone コールまたはインスタン ト  メ ッセージング セッシ ョ ンに参加している 2 つの SIP エンド
ポイン トが、同じ内部ファイアウォール インターフェイスを使用して、外部ファ イアウォール イ
ンターフェイス上の SIP プロキシ サーバに接続している場合、 SIP IP アドレス  プライバシを有効
にするこ とで、すべての SIP シグナリ ング メ ッセージが SIP プロキシ サーバを通過できるよ うに
な り ます。

この機能は、 SIP over TCP フ ィ ッ クスアップまたは SIP over UDP フ ィ ッ クスアップが有効化され
ている場合に有効になり ます。 デフォルトでは、 この機能は無効です。

SIP IP アドレス  プライバシが有効な場合、 PIX セキュ リ ティ  アプライアンスは、 着信 SIP ト ラ
フ ィ ッ クの TCP または UDP ペイロードに組み込まれた内部および外部ホス ト IP アドレスの変換
を行いません。 これらの IP アドレスに対する変換ルールは無視されます。

ISAKMP （IKE） イベン ト  ト レース

ISAKMP イベン ト  ト レースには、ト ラブルシューティング用のシンプルなイベン ト  ト レース  バッ
ファが含まれています。 これは、 PIX 501 Easy VPN Remote を使用している場合など、 Syslog サー
バが使用できない場合の ト ラブルシューティングに役立ちます。 さまざまなイベン ト を記録する
よ うに設定できます。 デフォルトでは、 イベン ト  ト レースは無効です。

ローカル プールのネッ トマスク  サポート

この機能を使用する と、 IP ローカル プールのネッ ト マスクをオプシ ョ ンで設定できます。 この情
報は、 ネッ ト マスクにモード設定要求を送信する と きに、 VPN ク ラ イアン トに送信されます。 こ
の機能を使用しない場合、 Windows VPN 4.x ク ラ イアン ト などの VPN ク ラ イアン トは、 何も指定
されていないので、 ク ラスフル ネッ トマスクを使用します。

SNMP フ ィ ッ クスアップ

この機能を使用する と、 PIX セキュ リ テ ィ  アプライアンスを通過する SNMP （簡易ネッ ト ワーク
管理プロ ト コル） ト ラフ ィ ッ クを検証できます。 デフォルトでは、 SNMP 検証は無効です。

また、 SNMP プロ ト コル バージ ョ ンに基づいて ト ラフ ィ ッ クをフ ィルタ リ ングするこ と もできま
す。 サポート される SNMP バージ ョ ンは、 バージ ョ ン 1、 2、 2c、 および 3 です。

Extended DNS （EDNS0） フ ィ ッ クスアップ

Extended DNS （EDNS0） 機能によ り、 DNS フ ィ ッ クスアップ、 および 512 バイ ト を超える UDP
DNS 応答パケ ッ ト がサポー ト されます。 512 バイ ト を超えるサイズのサポー ト については、
RFC 2671 に定義されています。 この機能が追加されるまで、 512 バイ ト を超える UDP DNS 応答
パケッ トは PIX セキュ リ テ ィ  アプライアンスで削除されていました。
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PDM バージ ョ ン 3.0(1) で導入された機能
TFTP フ ィ ッ クスアップ

Trivial File Transfer Protocol （TFTP; 簡易ファイル転送プロ ト コル） は、 ホス ト間でファイルを転送
するために使用される非常にシンプルなプロ ト コルです。 このフ ィ ッ クスアップはデフォルトで
有効で、 ポート 69 が使用されます。 TFTP がどのポート を使用するよ うになっていても設定可能
です。 この機能は、 PIX 6.3(2) で導入されました。

VAC 情報の参照

PDM ホーム ページで、 VPN Accelerator Card （VAC） または VAC+ の有無を確認できます。

PDM バージ ョ ン 3.0(1) で導入された機能
PDM バージ ョ ン 3.0(1) では、 次の機能が導入されました。

VLAN ベースの仮想インターフェイス

PIX セキュ リ テ ィ  アプライアンスに 802.1Q VLAN のサポートが追加されたこ とで、PIX セキュ リ
ティ  アプライアンスの管理とプロビジ ョ ニングが柔軟に行えるよ うにな り ました。 この機能によ
り、物理インターフェイスからの IP インターフェイスのデカップ リ ングが可能にな り （この結果、
搭載されているインターフェイス  カードの数に関係なく論理IPインターフェイスを設定できるよ
うにな り ました）、 IEEE 802.1Q タグを適切に処理できるよ うにな り ました。

OSPF ダイナミ ック  ルーティング

Open Shortest Path First （OSPF） の導入によ り、 ルートの伝播と、 ルート  コンバージェンス時間の
大幅な短縮が可能になり ました。 PIX セキュ リ ティ  アプライアンスによ り、 エ リ ア内ルート、 エ
リ ア間ルート、 および外部ルートがサポート されます。 OSPF プロセスへのスタティ ッ ク  ルート
と接続済みルートの配布、 および OSPF プロセス間での再配布もサポート されます。

ESP ト ンネルの PAT
PAT IPプロ ト コル50によ り、1つのIPSecユーザ発信アクセスをサポートできるよ うにな り ました。

NAT ト ラバーサル

この機能は、 NAT と IPSec 間の既知の非互換性のほとんどに対応します。 この非互換性は、 IPSec
を展開する上での主な障害になっていました。 設計は、 IETF NAT 最終ド ラフ ト版に基づいてお
り、 シスコの NAT 製品だけでなくシスコ以外の NAT プラ ッ ト フォームとのインターオペラビ リ
ティが最大限に確保されます。

DHCP リレー

PIX セキュ リ テ ィ  アプライアンスは、どのインターフェイス上であっても IP ホス トのダイナミ ッ
ク設定を支援し、 DHCP リ レー エージェン ト と して機能します。 PIX セキュ リ ティ  アプライアン
スは、任意のインターフェイス上のホス トから要求を受け取り、別のインターフェイス上の （ユー
ザが設定した） DHCP サーバに転送します。
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PDM バージ ョ ン 3.0(1) で導入された機能
ACL 内のコメン ト

この機能を利用してアクセス  リ ス トにコ メン ト を追加するこ とによ り、 ACL （アクセス制御リ ス
ト ） がわかりやすくな り、 簡単にスキャンできるよ うにな り ます。

ACL 別の Syslog
この機能によ り、 特定の ACL エン ト リにロギング オプシ ョ ンを設定できます。 このよ う なオプ
シ ョ ンが設定されている場合、 ACL エン ト リの許可または拒否条件が一致したフローごとに統計
情報が記録されます。

AES
この機能は、PIX セキュ リ ティ  アプライアンス上の AES をサポート します。近い将来 IETF によっ
て、 IPSec と IKE の両方に必要なプライバシ変換と して AES が義務付けられる と予測されていま
す。 AES は、 128 ビッ ト 、 192 ビッ ト 、 および 256 ビッ トの暗号化をサポート しています。

Diffie-Hellman グループ 5
この機能によ り、 グループ 5 識別子を付与された 1536 ビッ トの MODP グループがサポート され
ます。

ACL 内のアドレスを使用したインターフェイスの指定

インターフェイスの外部にある PIX セキュ リ テ ィ  アプライアンスで DHCP ク ラ イアン ト を実行し
ている場合、外部の DHCP アドレスが ISP によって変更されるたびにアクセス  リ ス ト を調整する
必要がなくな り ます。

新しいフ ィ ックスアップ

CTIQBE、 MGCP、 PAT for PPTP、 PAT for ESP ト ンネル、 ICMP エラー、 PAT for Skinny が追加さ
れました。

X.500 による CA 登録

事前に共有されているキーには Aggressive Mode、RSA-IG ベースのキー交換には Main Mode（MM）
が使用されます。 これは、 3002 の動作に準拠しており、 可能な場合は常に MM が実行されます。

HTTPS 認証プロキシ

この新機能は、 ト ランザクシ ョ ンに HTTPS を使用するこ とで、 HTTP ク ラ イアン ト と PIX セキュ
リ ティ  アプライアンス間の情報交換を安全に行います。
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PDM バージ ョ ン 3.0(1) で導入された機能
ピア認証 DN の検証

IKE ネゴシエーシ ョ ン時に認証 Distinguished Name （DN） 値を確認するこ とによ り、 有効でも予
期されていないピアを除去できます。

VPN インターオペラビリテ ィ

PDM では、他のヘッ ドエンド VPN デバイス とのインターオペラビ リ テ ィのために、 キー ID また
は文字列を指定できます。

Syslog メ ッセージのレベル変更

この機能を使用して、ロギング オプシ ョ ンを特定の ACL エン ト リに設定するこ とによ り、デフォ
ルトのロギング レベルを変更できます。 このよ う なオプシ ョ ンが設定されている場合、 ACL エン
ト リの許可または拒否条件が一致したフローごとに統計情報が記録されます。

AAA プロキシ制限

許可される同時プロキシ接続の数を制限できます。

Websense を使用した HTTPS/FTP
この機能によ り、 既存の Websense ベースの URL フ ィルタ リ ングが HTTPS および FTP に拡張さ
れます。

SIP over TCP
PIXセキュリ ティ  アプライアンスがSIP over TCPト ラフィ ッ クを待ち受けるポート を設定できます。

SIP UDP フ ィ ッ クスアップを無効にする機能

この機能によ り、 SIP UDP ポートで PIX セキュ リ ティ  アプライアンスによって削除される有効な
非 SIP パケッ トがサポート されます。

任意のインターフェイス上の DHCP サーバ

すべてのインターフェイスを DHCP サーバと して設定できます。

管理機能へのアクセス

IPSec VPN ト ンネルを介して固定 IP アドレスを持つ内部インターフェイスにアクセスし、PDM な
どを使用して、 PIX セキュ リ ティ  アプライアンスを管理できます。
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重要事項
コンソール タイムアウト

新しい Console パネルを使用する と、 アイ ドル時にコンソール接続がタイムアウ トするまでの時
間を設定できます。

バナー

新しい Banner パネルを使用する と、日付メ ッセージ、 ログイン、およびセッシ ョ ンの各バナーを
設定できます。

印刷機能の改善

印刷機能が改善され、 アクセス  リ ス トがよ り簡単に印刷および表示できます。

RME Syslog の互換性

この新機能によ り、 メ ッセージを Cisco EMBLEM 形式で Syslog サーバに記録できます。 このた
め、Syslog ホス トに送信された PIX セキュ リ ティ  アプライアンスのメ ッセージを Resource Manager
Essentials （RME） Syslog アナライザを使用して解析できます。

PDM ホーム ページ

新しい PDM ホーム  ページを利用する と、インターフェイスのステータス、実行しているバージ ョ
ン、 ラ イセンス情報、 パフォーマンスなど、 PIX セキュ リ テ ィ  アプライアンスに関する重要な情
報が一目でわかり ます。

CLI 送信時のバッチ モード

PDM では、一連の CLI コマンドを PIX セキュ リ ティ  アプライアンスに送信して実行できます。こ
れによ り、変更を行ったために接続が失われても、すべてのCLIの送信および設定が実行されます。

重要事項
こ こでは、 PDM ソフ ト ウェア バージ ョ ン 3.0 に関する重要事項について説明します。

インターフェイスのセキュリテ ィ  レベル

同じセキュ リ ティ  レベルで設定されたインターフェイス間の ト ラフ ィ ッ クは許可されていないた
め、 PDM はこの設定をサポート していません。

CLI コマンドのサポート

PDM バージ ョ ン 3.0 では、 PIX OS の CLI コマンド構文がサポート されるよ うにな り ました。 サ
ポート対象の CLI コマンドの詳細については、 PDM オンライン ヘルプを参照して ください。
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重要事項
完全にサポート されている CLI コマンド

PDM は、PIX セキュ リ ティ  アプライアンスの設定をアップロードまたは作成する と きにこれらの
コマンドを解析した うえで、PDM ユーザ インターフェイスのすべてのタブへのアクセスを認可し
ます。

PDM がコマンド文の特定の組み合わせを解析できなかった場合、 表に示した例外が発生します。
PDM が解析できなかったコマンドは設定に残り、 PDM ではその値を変更できません。 値は、 解
析できないコマンドの リ ス トに表示されます。

表 10 に、 PDM が完全にサポート している CLI コマンドを示します。 PDM は、 PIX セキュ リ ティ
アプライアンスを設定する際、 これらのコマンドを解析して正常に動作するよ うにします。

表 10 PDM が解析して設定で完全にサポート している CLI コマンド

PIX コマンド

aaa コマンド、 include オプシ ョ ン

aaa コマンド、 match acl_name オプシ ョ ン

aaa-server

access-list および access-group

access-list compiled

apply

ca

clock

auth-prompt

conduit

crypto map

crypto dynamic-map

crypto ipsec

dhcpd

dhcpre

domain-name

enable password

failover

failover lan and

show failover lan detail

filter

fixup protocol

fragment

global

hostname

http

icmp

igmp

interface

ip address
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重要事項
ip audit

ip local pool

ip verify reverse-path

isakmp identity [address | hostname]

logging

mroute

multicast

name

nameif

nat

nat [(if_name)] 0 access-list acl_name

ntp

object-group （network、 service）

outbound

passwd

pdm

pdm group

pdm history

pdm location

pdm logging

privilege

remote-management

rip

route

service resetinbound

snmp-deny

snmp-server

ssh

static （着信 PAT に使用）

sysopt

telnet

tftp-server

timeout

url-block

url-cache

url-server

username

vpdn

表 10 PDM が解析して設定で完全にサポート している CLI コマンド （続き）

PIX コマンド
14
Cisco PIX Device Manager バージ ョ ン 3.0(2) リ リース ノート

78-15678-02-J



 

重要事項
完全にサポート されていない CLI コマンド

表 11 に、 変更できないコマンドを示します。 PDM は PIX セキュ リ ティ  アプライアンスを設定す
る際、 これらのコマンドを解析して透過的に処理します。

PDM が無視する CLI コマンド

これら CLI コマンドは、 PDM の解析できないコマンドの リ ス トに表示されます。 ただし、 PDM
はこれらのコマンドを変更した り設定から削除するわけではないため、 これらのコマンドが存在
していても、PDM のユーザ インターフェイス  タブへのアクセスが制限されるこ とはあ り ません。

それ以外の場合、 解析できないコマンドの リ ス トに表示されているコマンドを除いて、 次のコマ
ンドは PDM で無視されます。

• どのインターフェイスにも aaa コマンドにも適用されないアクセス  リ ス ト  ― access-group コ
マンド文または aaa match acl コマンド文を伴わない access-list コマンド文

次に例を示します。

access-list eng permit ip any server1 255.255.255.255
access-list eng permit ip any server2 255.255.255.255
access-list eng permit ip any server3 255.255.255.255
access-list eng deny ip any any

• 関連する apply コマンド文のない outbound コマンド文

• すべての isakmp client configuration コマンド

（注） すべての OSPF サブコマンドはサポート されていません。

vpnclient

vpngroup

表 10 PDM が解析して設定で完全にサポート している CLI コマンド （続き）

PIX コマンド

表 11 PDM で変更不可能な完全にサポート されていない CLI コマンド

PIX OS の CLI コマンド

arp

floodguard

established

object-group icmp-type

object-group network
（ネス ト された混合オブジェク ト  タイプ）

object-group protocol

sysopt ipsec pl-compatible

sysopt nodnsalias inbound

sysopt nodnsalias outbound

sysopt route dnat

sysopt security fraggaurd

sysopt uauth allow-http-cache

virtual
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重要事項
サポート されていない CLI コマンドおよびコマンドの組み合わせ

次の CLI コマンドまたはコマンドの組み合わせは、 モニタ リ ング目的でのみ使用でき、 設定には
使用できません。

表 12 に、 設定で PDM がサポート していないコマンドを示します。 設定にこれらのコマンドが存
在する場合、 Monitoring タブでのみ使用できます。

また、 次のコマンドの組み合わせも、 Monitoring タブへのアクセスしか許されません。

• include または exclude オプシ ョ ンを指定した他の aaa コマンド と と もに設定に表示される、
match オプシ ョ ンを指定した aaa コマンド。 たとえば、 次のコマンドは PDM では解析されま
せん。

access-list 101 permit tcp any any
aaa authentication include http inside 1.1.1.1 255.255.255.255 0.0.0.0 0.0.0.0 portal
aaa accounting match 101 inside portal

これを修正するには、 aaa コマンドを排他的に match acl スタイルまたは include/exclude スタ
イルに変更します。

• access-list および access-group コマンド文と、 conduit または outbound コマンド文 （あるいは
その両方） の組み合わせ。 たとえば、 次のコマンド （必ずし も連続して表示される とは限り
ません） は、 設定内のどこに表示されていても PDM では解析されません。

access-list 101 permit ip 172.21.3.0 255.255.0.0 172.22.2.0 255.255.0.0
access-group 101 in interface outside
conduit permit icmp any any

（注） ACL の組み合わせによっては、 サポート されないものもあ り ます。

• 複数のインターフェイスに同じ ACL を使用した場合。 たとえば、 access-list eng permit ip any
server1 255.255.255.255 コマンドはアクセスを制限します。

access-group eng in interface perim
access-group eng in interface outside

• access-group と aaa コマンド文の両方など、 複数の目的で 1 つの ACL 名を使用した場合。 た
とえば、 次のコマンドは PDM では解析されません。

access-list acl_out permit tcp 10.16.1.0 255.255.255.0 209.165.201.0 255.255.255.224
access-group acl_out in interface outside
aaa authentication match acl_out outside AuthIn

この例では、 access-list コマンド文は、 access-group コマンドによって外部のインターフェイ
スに適用されます。したがって、同じ ACL 名を aaa コマンド文で使用するこ とはできません。
この例を修正するには、 access-group コマンド文を指定せずに access-list コマンド文を作成し
て、 aaa コマンド文に適用します。

次に例を示します。

access-list acl_out2 permit tcp 10.16.1.0 255.255.255.0 209.165.201.0 255.255.255.224
aaa authentication match acl_out2 outside AuthIn

表 12 PDM Monitoring タブへのアクセスに限定された CLI コマンド

コマンド

alias

outbound id except

access-list acl1 deny igmp any any 
access-group acl1
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重要事項
• 1 つの ACL を複数の目的 （認証、 許可、 アカウンティングなど） に使用した場合。 たとえば、
次のコマンド文は PDM では解析されません。

access-list acl_out2 permit tcp 10.16.1.0 255.255.255.0 209.165.201.0 255.255.255.224
aaa authentication match acl_out2 outside AuthIn
aaa authorization match acl_out2 outside AuthIn

この例では、 access-list コマンド文は、 aaa authentication コマンドによって外部のインター
フェイスに適用されます。 認証と許可の両方に ACL 名 acl_out2 を使用した場合、 PDM では
解析されません。 これを修正するには、最初の文と同じ  access-list コマンド文をも う 1 つ作成
して、 aaa authorization コマンドに適用します。

次に例を示します。

access-list acl_out2 permit tcp 10.16.1.0 255.255.255.0 209.165.201.0 255.255.255.224
access-list acl_out3 permit tcp 10.16.1.0 255.255.255.0 209.165.201.0 255.255.255.224
aaa authentication match acl_out2 outside AuthIn
aaa authorization match acl_out3 outside AuthIn

• 複数のインターフェイスに outbound コマンド文グループを適用した場合。 たとえば、次のコ
マンド文は PDM では解析されません。

outbound 13 deny 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0
outbound 13 permit 0.0.0.0 0.0.0.0 389 tcp
outbound 13 permit 0.0.0.0 0.0.0.0 30303 tcp
outbound 13 permit 0.0.0.0 0.0.0.0 53 udp
apply (inside) 13 outgoing_src
apply (perim) 13 outgoing_src

• except オプシ ョ ン含む outbound コマンド文。except オプシ ョ ンの代わりに permit または deny
文を使用する と、 except オプシ ョ ンを指定する必要がな く な り ます。 except オプシ ョ ンを
permit または deny で置き換える と、 PDM は正常に機能します。

• ユーザに権限がない場合。 ユーザには、 次の基本コマンドを実行する権限があ り ません。

write
show pdm
show version
show curpriv

• ACL および IGMP アクセス  グループ。 アクセス  リ ス トは、 interface コマンドおよび igmp
access group コマンドには適用できません。 次のコマンドは使用できません。

access-list acl1 deny igmp any any
access-group acl1 in interface outside
multicast interface outside
igmp access-group acl1

• ポ リシー NAT 設定によ り PDM が強制的にモニタ  モードになる場合。 ポ リ シー NAT の設定
方法および関連する CLI コマンドの詳細については、『Cisco PIX Firewall and VPN Configuration
Guide』 Version 6.3 を参照して ください。 URL は次のとおりです。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps2120/products_configuration_guide_chapter0918
6a0080172786.html#wp1160287

設定に次のコマンドのいずれかが含まれる場合、 PDM は強制的にモニタ  モードになり ます。

static (inside,outside) 209.165.202.129 access-list NET1
static (inside,outside) 209.165.202.130 access-list NET2
nat (inside) 1 access-list NET1
nat (inside) 2 access-list NET2
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警告
複数の PDM セッシ ョ ン

PDM を使用する と、PC またはワークステーシ ョ ンごとに 1 つのブラウザ セッシ ョ ンを、同じ PIX
セキュ リ ティ  アプライアンスに対して開く こ とができます。 1 台の PIX セキュ リ ティ  アプライア
ンスで、 最大 5 つの PDM セッシ ョ ンを同時にサポートできます。 ただし、 特定の PIX セキュ リ
ティ  アプライアンスに対して、各 PC またはワークステーシ ョ ンのブラウザごとに 1 つのセッシ ョ
ンのみがサポート されます。 複数の PDM セッシ ョ ンの詳細については、 PDM オンライン ヘルプ
を参照して ください。

警告
こ こでは、 PDM ソフ ト ウェア バージ ョ ン 3.0 に関する警告について説明します。

Cisco Bug Toolkit で警告を検索しやすいよ うに、 こ こに記載されている警告のタイ トルは、 Bug
Toolkit データベースから直接抽出されたものです。 これらの警告のタイ トルは、 タイ トル フ ィー
ルドの長さが制限されているため、 完全な文ではあ り ません。 警告のタイ トルでは、 詳細な説明
を表示するために、 一部の表現や句読点が削除されている場合があ り ます。 これらのタイ トルで
変更された点は、 次のとおりです。

• コマンドは太字で示しています。

• 製品名と略語を標準的な表記にしました。

• スペルの間違いと誤植を修正しました。

（注） 警告の追加情報を参照するには、 Cisco.com にある Bug Navigator II を使用して ください。 Bug
Navigator II には、 次の Web サイ トからアクセスできます。

http://www.cisco.com/support/bugtools

未解決の警告 ― バージ ョ ン 3.0(2)
表 13 の警告は、 このバージ ョ ンではまだ解決されていません。

表 13 未解決の警告

ID 番号

ソフ トウェア バージ ョ ン

3.0(2)
修正 警告のタイ トル

CSCdx44905 未修正 対応するアクセス  リ ス トで IP ローカル プールの範囲外のサブ
ネッ ト を使用しています。

CSCea91176 未修正 Java 例外と PDM フェールオーバー設定が長時間続いており、 応
答があ り ません。

CSCeb02306 未修正 PPPoE ： Adv パネルの Specify ip add フ ィールドに IP 追加 / マスク
が表示されていません。

CSCeb02365 未修正 apply outside が指定され、 pdm loc および nat が指定されていない
場合、 PDM は ACL IP を解析しません。

CSCeb03161 未修正 Mozilla ： フ ィルタ  ルール / 追加 ― 処理を選択できません。

CSCee26060 未修正 PDM ： アクセス  ルール ― ホス ト / ネッ ト ワーク別の検索が機能し
ていません。
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警告
解決済みの警告 ― バージ ョ ン 3.0(2)
表 14 の警告は、 このバージ ョ ンでは解決されています。

CSCeb02306 未修正 PPPoE ： Adv パネルの Specify ip add フ ィールドに IP 追加 / マスク
が表示されていません。

CSCeb02365 未修正 apply outside が指定され、 pdm loc および nat が指定されていない場
合、 PDM は ACL IP を解析しません。

CSCeb03161 未修正 Mozilla ： フ ィルタ  ルール / 追加 ― 処理を選択できません。

CSCee26060 未修正 PDM ： アクセス  ルール ― ホス ト / ネッ ト ワーク別の検索が機能し
ていません。

CSCef14485 未修正 pdmversion.html にアクセスしたあと、 PDM がハングし、 応答があ
り ません。

CSCef15485 未修正 Solaris および Red Hat Linux で Choicelist が空白になっています。

CSCef16686 未修正 DNS が解決されていない Sparc Solaris 9 Mozilla を搭載した PDM が
ク ラ ッシュしました。

CSCef18340 未修正 Java 例外によ り、RH Linux 9/Moz 1.4 の URL でスタート アップ ウ ィ
ザードを開けません。

CSCef18357 未修正 PDMはLANベースのフェールオーバーを完全に設定できませんで
した。

CSCef18532 未修正 enable_15 ユーザは PDM を経由してログインできませんが、成功す
る場合もあ り ます。

CSCef20659 未修正 PDM キャ ッシュをク リ アして、 Mozilla を閉じてから PDM が起動
するまで 15 分かかり ます。

表 13 未解決の警告 （続き）

ID 番号

ソフ トウェア バージ ョ ン

3.0(2)
修正 警告のタイ トル

表 14 解決済みの警告

ID 番号

ソフ トウェア バージ ョ ン

3.0(2)
修正 警告のタイ トル

CSCeb01180 修正済 PDM の遅延は、 JDK140 を搭載した Netscape 7.02 の MGCP エラー
メ ッセージの場合があ り ます。

CSCeb02351 修正済 Console パネルで Reset をク リ ッ クする と、 Apply ボタンが常に無
効になり ます。

CSCeb03726 修正済 Java 例外に NULL ポインタがあ り、 インターフェイス  プロパティ
の応答があ り ません。

CSCeb39829 修正済 PDM が ACL の注釈 / 説明を誤って追加または削除しました。

CSCeb70135 修正済 PDM は先頭が数字のド メ イン名をサポートする必要があ り ます。

CSCec35241 修正済 Sysopt 接続の説明が正し くあ り ません。

CSCec35328 修正済 PDM はポート 2748 （CTIQBE） のアク セス  リ スト を表示しません。
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警告
CSCec37961 修正済 オブジェク ト  グループを使用する と PDMがハングし、インターフェ
イスが無効になり ます。

CSCec56549 修正済 ポップアップ ブロ ッキングが検出されないため、ユーザはPDMウ ィ
ンド ウを待機しています。

CSCec76786 修正済 ド イツ語のウムラウ ト を使用して ACL の注釈を編集する と、 ACL
行が削除されるこ とがあ り ます。

CSCed05953 修正済 PDM が ト ンネル ポ リ シーを誤って編集しました。

CSCed33614 修正済 長い名前の設定のロード中に PDM がハングしました。

CSCed50561 修正済 PDM が UDP/80 のリ テラル www を解釈できません。

CSCed60776 修正済 PDM に Interface ダイアログのヘルプ ファ イルの間違ったセクシ ョ
ンが表示されます。

CSCed60826 修正済 インターフェイスに outside が指定されていない場合、DHCP ク ライ
アン ト または PPPoE ク ラ イアン ト を設定できません。

CSCed90516 修正済 AAA フォールバッ ク CLI のサポートが追加されました。

CSCee32857 修正済 HTTPS、 FTP、 Java、 および ActiveX のフ ィルタ例外があ り ません。

CSCee39532 修正済 PIX 506 モデルの VLAN サポートが有効にな り ました。

CSCee55166 修正済 AAA サーバ グループで、 デッ ド タイムの変更時に CLI が生成され
ませんでした。

CSCee69148 修正済 UNIX でテキス トの一部が表示されていません。 小さいフォン ト を
使用して ください。

CSCee73579 修正済 オブジェク トの IP アドレスの変更時に PDM がハングします。

CSCee89533 修正済 Netscape 7.1を使用してPDMを終了する と、Netscapeがハングします。

CSCef12218 修正済 UNIX でフォン ト  サイズを小さ くする と、テキス ト  ボッ クスでテキ
ス トの一部が表示されません。

CSCea87168 修正済 Mozilla ： System Prop カテゴ リの一部をク リ ッ クする と、 Unapplied
ウ ィンド ウが表示されます。

CSCea93281 修正済 マスク  ビッ ト を 0 よ り大き くする必要がある というエラーが表示さ
れますが、 PDM では使用可能です。

CSCeb05369 修正済 上部を編集および変更しても、 PDM で変更が検出されません。

CSCef14135 修正済 RHLinux9/Mozilla1.4.2/JDK1.4.2 で Homepage パネルの名前が表示さ
れていません。

CSCef14372 修正済 Fixup snmp パネルでポート範囲が初めて追加されませんでした。

CSCef15434 修正済 CLI に RHEL WSV3 の CLI を入力する場所があ り ません。

CSCef15449 修正済 ス ター ト ア ップ ウ ィザード を使用してシャ ッ ト ダウン  インター
フェイスを起動できませんでした。

CSCef15589 修正済 ロギング カテゴ リのナビゲート中にUnapplied changesボッ クスが表
示されました。

CSCef17908 修正済 CLI ツールを使用して複数のコマンドを PIX を送信する と、 予期し
ない動作が発生します。

表 14 解決済みの警告 （続き）

ID 番号

ソフ トウェア バージ ョ ン

3.0(2)
修正 警告のタイ トル
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マニュアルの入手方法
マニュアルの入手方法
シスコの製品マニュアル、 テクニカル サポート、 およびその他のリ ソースは、 さまざまな方法で
入手するこ とができます。 こ こでは、 シスコ製品に関する技術情報を入手する方法について説明
します。

Cisco.com
WWW 上の次の URL から、 シスコ製品の最新資料を入手するこ とができます。

http://www.cisco.com/univercd/home/home.htm

日本語マニュアルは、 下記の URL から入手できます。

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

シスコの Web サイ トには、 次の URL からアクセスして ください。

http://www.cisco.com

http://www.cisco.com/jp

Documentation CD-ROM
シスコ製品のマニュアルおよびその他の資料は、製品に付属の Cisco Documentation CD-ROM パッ
ケージでご利用いただけます。Documentation CD-ROM は定期的に更新されるので、印刷資料よ り
も新しい情報が得られます。 この CD-ROM パッケージは、 単独、 年間、 または 3 カ月契約で入手
するこ とができます。

Cisco.com 登録ユーザの場合、 Cisco Ordering ツールから Documentation CD-ROM （Customer Order
Number DOC-CONDOCCD=） を単独で発注できます。 次の URL にアクセスして ください。

http://www.cisco.com/en/US/partner/ordering/ordering_place_order_ordering_tool_launch.html

また、 どなたでも、 オンラインの Subscription Store から年間または 3 カ月ごとの購読契約で発注
できます。 次の URL にアクセスして ください。

http://www.cisco.com/go/marketplace

マニュアルの発注方法

英語版マニュアルの発注方法については、 次の URL にアクセスして ください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es_inpck/pdi.htm

日本語マニュアルは、 シスコシステムズ マニュアルセンターから入手できます。

http://www.cisco.com/jp/service/manual_j/manual_center/

不明な点があれば、 製品を購入された代理店にお問い合わせください。

テクニカル サポート
Technical Assistance Center （TAC） では、 シスコシステムズとサービス契約を結んでいるお客様、
パートナー、 リセラー、販売店を対象と して、評価の高い 24 時間体制のテクニカル サポート  サー
ビスをオンラインおよび電話で提供しています。 Cisco.com では、技術支援のオンライン窓口と し
て、 TAC Web サイ ト を提供しています。
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テクニカル サポート
TAC Web サイ ト

TAC Web サイ ト （http://www.cisco.com/tac） は、 マニュアルやツールをオンラインで提供し、 シス
コの製品およびテク ノ ロジーに関する技術的問題の ト ラブルシューティングおよび解決を支援し
ます。 TAC Web サイ トは 1 年中いつでも利用するこ とができます。

TAC Web サイ ト上のツールにアクセスする際は、 いずれも Cisco.com のログイン ID およびパス
ワードが必要です。サービス契約が有効で、 ログイン ID またはパスワードを取得していない場合
は、 次の URL で登録手続きを行ってください。

http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do

Japan TAC Web サイ ト

Japan TAC Web サイ トでは、利用頻度の高い TAC Web サイ ト （http://www.cisco.com/tac） のドキュ
メン ト を日本語で提供しています。 Japan TAC Web サイ トには、次の URL からアクセスして くだ
さい。

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

サポート契約を結んでいない方は、 「ゲス ト 」 と してご登録いただくだけで、 Japan TAC Web サイ
トのドキュ メン トにアクセスできます。

Japan TAC Web サイ トにアクセスするには、 Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。
ログイン ID とパスワードを取得していない場合は、 次の URL にアクセスして登録手続きを行っ
てください。

http://www.cisco.com/jp/register/

TAC レベル情報の参照

オンライン TAC Case Open ツール （http://www.cisco.com/tac/caseopen） では、 P3 および P4 の問題
（ネッ ト ワークの障害が軽微である場合、 あるいは製品情報が必要な場合） について最も迅速にテ
クニカル サポート を受けられます。 状況をご説明いただく と、 TAC Case Open ツールはすみやか
な問題解決に役立つリ ソースを自動的に推奨します。 これらの推奨リ ソースを使用しても問題が
解決しない場合は、 TAC の技術者が対応します。

問題が P1 または P2 （運用中のネッ ト ワークがダウンした場合、 あるいは重大な障害が発生した
場合） であるか、 インターネッ トにアクセスできない場合は、 電話で TAC にご連絡ください。 P1
および P2 の問題には TAC の技術者がただちに対応し、業務を円滑に運営できるよ う支援します。

電話でテクニカル サポート を受ける際は、 次の番号のいずれかをご使用ください。

アジア太平洋 ： +61 2 8446 7411 （オース ト ラ リ ア ： 1 800 805 227）
EMEA ： +32 2 704 55 55
米国 ： 1 800 553-2447

TAC の連絡先一覧については、 次の URL にアクセスして ください。

http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml

TAC プライオリテ ィの定義

すべての問題を標準形式で報告するために、 問題のプライオ リテ ィ を定義しました。

プライオ リティ 1 （P1） ― ネッ ト ワークがダウンし、 業務に致命的な損害が発生する場合。 24 時
間体制であらゆる手段を使用して問題の解決にあたり ます。
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その他の資料および情報の入手方法
プライオ リ テ ィ 2 （P2） ― ネッ ト ワークのパフォーマンスが著し く低下、 またはシスコ製品のパ
フォーマンス低下によ り業務に重大な影響がある場合。 通常の業務時間内にフルタイムで問題の
解決にあたり ます。

プラ イオ リ テ ィ 3 （P3） ― ネッ ト ワークのパフォーマンスが低下しているが、 ほとんどの業務運
用が機能している場合。 通常の業務時間内にサービスの復旧を行います。

プラ イオ リ テ ィ 4 （P4） ― シスコ製品の機能、 インスト レーショ ン、 基本的なコンフィ ギュレー
ショ ンについて、情報または支援が必要な場合。業務への影響がほと んどまたはまったく ない場合。

その他の資料および情報の入手方法
シスコの製品、 テク ノ ロジー、 およびネッ ト ワーク  ソ リ ューシ ョ ンに関する情報について、 さま
ざまな資料をオンラインおよび印刷物で入手するこ とができます。

• 『Cisco Product Catalog』 には、 シスコシステムズが提供するネッ ト ワーキング製品のほか、発
注方法やカスタマー サポート  サービスについての情報が記載されています。 『Cisco Product
Catalog』 には、 次の URL からアクセスして ください。

http://www.cisco.com/en/US/products/products_catalog_links_launch.html

• Cisco Press では、ネッ ト ワーク関連の出版物を幅広く発行しています。初心者から上級者まで、
さ まざまな読者向けの出版物があ り ます。 『Internetworking Terms and Acronyms Dictionary』 、
『Internetworking Technology Handbook』、『Internetworking Troubleshooting Guide』、『Internetworking
Design Guide』 などです。 Cisco Press の最新の出版情報などについては、 次の URL からアク
セスして ください。

http://www.ciscopress.com

なお、 Cisco Press の日本語版は、 ソフ トバンクパブ リ ッシングよ り販売されています。

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

• 『Packet』 は、 シスコシステムズが発行する季刊誌で、 業界の専門家向けにネッ ト ワーク分野
の最新動向、 テク ノ ロジーの進展、 およびシスコの製品やソ リ ューシ ョ ンに関する情報を提
供し、 ネッ ト ワークへの投資を最大限に活用するのに役立ちます。 ネッ ト ワークの配置やト
ラブルシューティングのヒ ン ト、 設定例、 お客様の事例研究、 チュート リ アル、 教育や認定
に関する情報、 および多数の詳細なオンラ イン リ ソースを紹介しています。 『Packet』 には、
次の URL からアクセスして ください。

http://www.cisco.com/jp/news/packet/

• 『iQ Magazine』 は、 シスコシステムズが発行する隔月刊誌で、経営幹部向けにネッ ト ワーク業
界の最新情報を提供します。 『iQ Magazine』 には、 次の URL からアクセスして ください。

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

• 『Internet Protocol Journal』 は、 インターネッ トおよびイン ト ラネッ トの設計、 開発、 運用を担
当するエンジニア向けに、シスコシステムズが発行する季刊誌です。『Internet Protocol Journal』
には、 次の URL からアクセスして ください。

http://www.cisco.com/en/US/about/ac123/ac147/about_cisco_the_internet_protocol_journal.html

* 英語のみでの提供とな り ます。

• ト レーニング ― シスコシステムズは最高水準のネッ ト ワーク関連の ト レーニングを実施して
います。 ト レーニングの最新情報については、 次の URL からアクセスして ください。

http://www.cisco.com/jp/event/tra_ccc/ccc/
23
Cisco PIX Device Manager バージ ョ ン 3.0(2) リ リース ノート

78-15678-02-J

http://www.cisco.com/jp/event/tra_ccc/ccc/
http://www.cisco.com/en/US/about/ac123/ac147/about_cisco_the_internet_protocol_journal.html
http://www.cisco.com/jp/go/iq/
http://www.cisco.com/jp/news/packet/
http://www.cisco.com/en/US/products/products_catalog_links_launch.html
http://www.cisco.com/jp/go/ciscopress/
http://www.ciscopress.com


 

その他の資料および情報の入手方法
この資料は、 Cisco PIX セキュ リティ  アプライアンスのマニュアルと併せてご利用ください。

CCSP、 Cisco Square Bridge のロゴ、 Cisco Unity、 Follow Me Browsing、 FormShare、 StackWise は、 Cisco Systems, Inc. の商標です。 Changing
the Way We Work, Live, Play, and Learn、 iQuick Study は、 Cisco Systems, Inc. のサービスマークです。 Aironet、 ASIST、 BPX、 Catalyst、 CCDA、

CCDP、 CCIE、 CCIP、 CCNA、 CCNP、 Cisco、 Cisco Certified Internetwork Expert のロゴ、 Cisco IOS、 Cisco Press、 Cisco Systems、 Cisco Systems
Capital、Cisco Systems のロゴ、Empowering the Internet Generation、Enterprise/Solver、EtherChannel、EtherFast、EtherSwitch、Fast Step、GigaDrive、
GigaStack、HomeLink、 Internet Quotient、 IOS、 IP/TV、 iQ Expertise、 iQ のロゴ、 iQ Net Readiness Scorecard、LightStream、Linksys、MeetingPlace、
MGX、Networkers のロゴ、Networking Academy、Network Registrar、Packet、PIX、Post-Routing、Pre-Routing、ProConnect、RateMUX、Registrar、
ScriptShare、 SlideCast、 SMARTnet、 StrataView Plus、 SwitchProbe、 TeleRouter、 The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient、 TransPath、
VCO は、 米国および一部の国における Cisco Systems, Inc. または関連会社の登録商標です。

このマニュアルまたは Web サイ トで言及している他の商標はいずれも、 それぞれの所有者のものです。 「パートナー」 とい う用語を使用し

ていても、 シスコシステムズと他社とのパートナー関係を意味するものではあ り ません。 （0406R）
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