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はじめに 

Cisco Identity Services Engine とは 
Cisco Identity Services Engine（ISE）は、包括的でセキュアな、有線、ワイヤレスおよびバーチャル プライベート ネット
ワーク（VPN）アクセスを実現するオールインワン型エンタープライズ ポリシー制御製品です。 

Cisco ISE は、RADIUS ベースの単一製品でありながら、ポリシーの包括的な管理と適用の集中制御ポイントとして
機能します。Cisco ISE 固有のアーキテクチャにより、企業はネットワーク、ユーザ、およびデバイスから状況に応じた
情報をリアルタイムで収集できるようになります。管理者は、プロアクティブなガバナンスの意思決定にその情報を使
用できます。Cisco ISE は Cisco Secure Access の重要なコンポーネントです。 

Cisco Secure Access は、ネットワーク インフラストラクチャに統合された高度なネットワーク アクセス コントロールとアイ
デンティティのソリューションです。ソリューション内のすべてのコンポーネントが統合システムとして十分に吟味かつ
厳密にテストされた、実証済みの有効なソリューションです。 

オーバーレイ ネットワーク アクセス コントロール ソリューションとは異なり、Cisco Secure Access では、アクセス レイヤ 
デバイス（スイッチ、ワイヤレス コントローラなど）が適用時に使用されます。Web 認証用の URL リダイレクトなど、一
般にはアプライアンスやその他のオーバーレイ デバイスによって処理されていた機能をアクセス デバイス自体が処
理するようになりました。 

Cisco Secure Access は、IEEE 802.1X と VLAN 制御などの標準ベースのアイデンティティおよび適用モデルを組み
合わせるだけでなく、柔軟な認証、ダウンロード可能アクセス コントロール リスト（dACL）、セキュリティ グループ タグ
（SGT）、デバイス プロファイリング、ゲストと Web の認証サービス、ポスチャ評価、ネットワークへのアクセス前とアクセ
ス時のモバイル デバイスのコンプライアンス検証を行うモバイル デバイス管理（MDM）の大手ベンダーとの統合など、
さらに多くの高度なアイデンティティおよび適用機能も備えています。 

F5 の BIG-IP Local Traffic Manager および BIG-IP Global Traffic Manager とは? 
F5 の Local Traffic Manager（LTM）および Global Traffic Manage（GTM）は、F5 の業界をリードする BIG-IP アプリ
ケーション配信ソリューション群の一部です。 

BIG-IP Local Traffic Manager は、迅速なアプリケーションの導入、最適化、ロード バランシングおよびオフロードに
必要なインテリジェントなトラフィック管理機能を提供します。LTM は、柔軟で高性能なアプリケーション配信システム
を提供して、運用効率の向上とピーク時のネットワーク パフォーマンスを保証します。BIG-IP LTM は、アプリケー
ション中心の観点から、重要なビジネス アプリケーションの可用性、セキュリティ、パフォーマンスを実現できるように
ネットワーク インフラストラクチャを最適化します。 

BIG-IP Global Traffic Manager は、ドメイン名の解決を保護および高速化することにより、アプリケーションへのアクセ
スを向上させるグローバル ロード バランシング ソリューションです。高性能 DNS サービスを使用して、BIG-IP GTM 
は 大量のクエリー処理および DDoS 攻撃時に DNS インフラストラクチャの拡張や保護を行います。ハイジャック攻
撃から保護する完全なリアルタイム DNSSEC ソリューションを提供します。BIG-IP GTM は、最も近いかパフォーマン
スが最良の物理環境、仮想環境、またはクラウド環境にインテリジェントにユーザを誘導することにより、アプリケー
ションのパフォーマンスと可用性を向上させます。さらに、悪意のある IP ドメインへのアクセスを遮断することによって、
マルウェアやウイルスによる複雑な脅威を軽減できます。 
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このマニュアルについて 
この文書は、シスコと F5 双方の利のために共同で取り組んだ成果であり、BIG-IP Local Traffic Manager を Cisco 
Identity Services Engine とともに導入するためのベスト プラクティスの設計および設定について説明しています。これ

は、シスコと F5 の両方で徹底した設計レビューおよびラボ テストが行われた検証済みのソリューションです。このマ

ニュアルは、これらのベンダー ソリューションを統合する際に、お客様、サポート担当者を問わず適切に導入できるよ

うにするためのガイドです。 

導入に役立つ可能性のある多くの機能がありますが、テスト済みソリューションでない場合は、このマニュアルから除

外されていることがあります。他の設定も考えられ、特定の導入時に正常に機能する可能性もありますが、安定した

導入のためのテストまたは信頼性が不十分ということから、このガイドに含まれていない場合もあります。さらに、テスト

された多くの機能とシナリオでも、ベスト プラクティスと見なされないため、このドキュメントに含まれていない場合があ

ります（例：トランスペアレント モードのロード バランシング）。 

注： このマニュアルでは、推奨される導入方法と、お客様の環境で必要とされるセキュリティと柔軟性のレベルに応

じたいくつかの異なるオプションについて説明します。それらの方法は、例を使用して説明されています。正常

なプロジェクトの展開を保証するベスト プラクティスによって規定された F5 の BIG-IP-LTM Cisco ISE 環境を

導入するための段階的な手順を示しています。 
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シナリオの概要  

トポロジ 
図は、F5 BIG-IP ロード バランサと統合された Cisco ISE の基本的なエンドツーエンドの導入環境を示しています。

図には、ロード バランシング プロセスに直接関連しない可能性がある、導入環境上の主要コンポーネントも含まれて

います。それらのコンポーネントには、ポリシー管理ノード（PAN）、モニタリングとトラブルシューティング ノード（MnT）
などの他の ISE ノードと、Microsoft Active Directory（AD）、Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）、Domain 
Name Service（DNS）、Network Time Protocol（NTP）、Simple Mail Transfer Protocol（SMTP）、外部 Syslog サーバ

などのサポート サーバおよびサービスが含まれます。 

このマニュアルでは、次の ISE ポリシー サービス ノード（PSN）のサービスのロード バランシングに焦点を当てます。 

• ネットワーク アクセス デバイス（NAD）からの RADIUS 認証、認可およびアカウンティング（AAA）の要求

と、ISE PSN から NAD への RADIUS 認証の変更（CoA）。 
• NAD とその他のネットワーク インフラストラクチャおよびセキュリティ デバイスによって送信されるプロファ

イリング データ。 
• スポンサー向け Web サービス（ISE ゲスト サービス）とデバイス向け Web サービス（ISE デバイス登録

サービス） 

 
図 1.  トポロジの概要 

ロードバランシングされる PSN ノードのグループは 2 つ以上のアプライアンスを構成する可能性がありますが、わかり

やすくするために、3 つの ISE PSN を同一のトポロジ例で示します。 

コンポーネント 
表に、サポートされるハードウェアと、このマニュアルでテスト済みのバージョンを示します。他のプラットフォームと

バージョンでも動作する場合もありますが、特定の制限がある可能性があります。プラットフォームおよびバージョン固

有の注意と問題は、ガイド内に可能な限り示してあります。 
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表 1.  F5 とシスコのコンポーネント 

コンポーネント サポート対象のハードウェア仮想プラット

フォーム 
推奨されるソフトウェア リリース 

F5 の BIG-IP Local Traffic 
Manager（LTM） 

サポート対象の F5 プラットフォームとソフト

ウェア バージョンのリストについては、

『SOL9476：F5 ハードウェア/ソフトウェアの

互換性マトリクス』 [英語] を参照してください。 

F5 BIG-IP LTM 11.4.0 ホットフィックス 
HF6 以降 

F5 BIG-IP LTM 11.4.1 ホットフィックス 
HF5 以降 

Cisco Identity Services Engine
（ISE） 

任意のサポート対象アプライアンス：

1121/3315、3355、3395、SNS-3415、
SNS-3495、VMware。 

ソフトウェア バージョンごとのサポート対象 
ISE ハードウェアと仮想アプライアンスのリ

ストについては、Cisco Identity Services 
Engine のリリース ノート [英語] を参照して

ください。 

Cisco ISE 1.2.0 以降 

Cisco Catalyst シリーズ スイッチ ISE でサポート対象の シスコのスイッチ プラットフォームと推奨されるソフトウェア バー

ジョンについては、 『Cisco Identity Services Engine Network Component 

Compatibility Guide』 [英語] を参照してください。 

このガイドに記載された設定は多くのスイッチ プラットフォームで機能しますが、実際は、

ネットワーク アクセス デバイスの機能と、特定の RADIUS 機能および属性のサポートに

よって異なります。 

Cisco Wireless LAN Controller
（WLC）シリーズ 

Wireless Services Module
（WiSM） 

ISE でサポート対象のシスコのワイヤレス プラットフォームおよび推奨されるソフトウェア 
バージョンの最新リストについては、『Cisco Identity Services Engine Network 

Component Compatibility Guide』 [英語] を参照してください。 

このマニュアルに記載された設定はさまざまなワイヤレス プラットフォームで機能するは

ずですが、実際のサポートはネットワーク アクセス装置の機能と特定の RADIUS 機能と

属性のサポートによって異なります。 

 

注： F5 BIG-IP LTM に対して、推奨される最小ソフトウェア リリースは 11.4.1 ホットフィックス HF5 または 11.4.0 
ホットフィックス HF6 です。また、11.6.0 HF2 には、RADIUS のロード バランシングのパフォーマンスを向上さ

せるパフォーマンス強化が組み込まれています。 

https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/9000/400/sol9476.html
https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/9000/400/sol9476.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/identity-services-engine/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/identity-services-engine/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/identity-services-engine/products-device-support-tables-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/identity-services-engine/products-device-support-tables-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/1-3/compatibility/ise_sdt.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/1-3/compatibility/ise_sdt.html
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トポロジとトラフィック フロー 

展開モデル 
ISE PSN サービスのトラフィック フローに F5 BIG-IP LTM ロード バランサ（LB）を挿入する方法は数多くあります。実

際のトラフィック フローは、ロードバランシングされるサービス、および NAD、F5 BIG-IP LTM、ISE PSN、接続するイ

ンフラストラクチャなどのコア コンポーネントの設定によって異なります。成功しているお客様の導入環境で最もテスト

され検証されている方式は、完全にインラインの展開です。 

完全にインラインの導入では、F5 BIG-IP-LTM はエンドポイント/アクセス デバイスおよび PSN 間のすべてのトラ

フィックに対して物理的または論理的にインラインです。これには、RADIUS、直接または URL リダイレクトの Web 
サービス、プロファイリング データ、およびその他のサポート サービスへの通信が含まれます。 

物理的インラインのトラフィック フロー 
次の図に、「物理的インライン」のシナリオを示します。F5 BIG-IP LTM は、PSN を残りのネットワークから分離するた

めに内部および外部のインターフェイスに異なる物理アダプタを使用します。PSN を出入りするすべてのトラフィック

は、異なる物理インターフェイス上のロード バランサを通過しなければなりません。 

 
図 2.  物理的インラインのトラフィック フロー 

論理的インラインのトラフィック フロー 
次の図に、「論理的インライン」または「棒状（on-a-stick）」の導入シナリオを示します。物理的インラインの場合と同

様 に、PSN がネットワークの他の部分とは分離されたネットワーク上にあり、PSN を出入りするすべてのトラフィックが

ロード バランサを通過しなければなりません。違いは、単一の物理アダプタだけが VLAN トランキングを設定される

ことです。PSN 用のネットワーク分離は論理的な内部および外部のインターフェイスによって行われます。 
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図 3.  論理的インラインのトラフィック フロー 

いずれの場合も、内部インターフェイス上の PSN に到達するルートは、F5 の外部インターフェイスを指すように設定す

る必要があります。また、PSN はそのデフォルト ゲートウェイを F5 の内部インターフェイスに設定する必要があります。 

上記のインライン導入モデルは両方とも利用可能であり、その選択は主としてお客様の好みによります。別個のネット

ワーク アダプタによる物理的な分離とより直感的なトラフィック パス、または単一インターフェイスで接続するシンプル

さ、どちらでも選択することができます。 

注： 非常に高いトラフィック ボリュームの場合、インライン導入モデルを使用した単一接続では、インターフェイスご

との使用率が高くなります。別個の物理インターフェイスをインターフェイスの帯域幅容量を増やすために使用

できます。 

トポロジとネットワーク アドレッシング 
次のトポロジ例を使用して、F5 BIG-IP アプライアンスを使用した ISE PSN サービスのロード バランシング設定を

説 明します。図には、詳細な設定手順で使用されるネットワーク アドレッシング方式が含まれます。次の図で、F5 
BIG-IP LTM が、ISE PSN とネットワークの他の部分の間に完全にインラインに導入されている点に注意してください。 
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図 4.  トポロジ例のネットワーク アドレッシング方式 

PSN は専用 VLAN（サブネット 10.1.99.0 99/24）上にあります。各 PSN に、セルフ IP が 10.1.99.2 の F5 LTM ロード 
バランサの内部インターフェイスへのデフォルト ゲートウェイがあります。ロード バランスされたサービスに対する仮想 
IP（VIP）（10.1.98.8）は、別個の VLAN 98（サブネット 10.1.98/24）上にあります。F5 BIG-IP LTM には 10.1.98.1 の
アップストリーム ネットワーク スイッチへのデフォルト ゲートウェイがあります。F5 LTM は内部ルートをアドバタイズし

ないため、ネットワーク スイッチが 10.1.98.2 の F5 LTM の外部インターフェイスのセルフ IP にセットされるネクスト 
ホップを持つ 10.1.99.0/24 のネットワークへのスタティック ルートが設定されている必要があります。表は、トポロジ例

のネットワーク アドレッシング方式を示しています。 

表 2.  ネットワーク アドレッシング方式 

デバイス インターフェイス VLAN サブネット IP アドレス ルーティング 

ISE-PAN GE0 100 10.1.100.0/24 10.1.100.3 DFG: 10.1.100.1 

ISE-MNT GE0 100 10.1.100.0/24 10.1.100.4 DFG: 10.1.100.1 

ISE-PSN-1 GE0 99 10.1.99.0/24 10.1.99.5 DFG: 10.1.99.2 

ISE-PSN-2 GE0 99 10.1.99.0/24 10.1.99.6 DFG: 10.1.99.2 

ISE-PSN-3 GE0 99 10.1.99.0/24 10.1.99.7 DFG: 10.1.99.2 

F5-BIG-IP 内部 99 10.1.99.0/24 10.1.99.2  

F5-BIG-IP 外部 98 10.1.98.0/24 10.1.98.2 DFG: 10.1.98.1 

ネットワーク スイッチ/ルータ F5 LTM 側 98 10.1.98.0/24 10.1.98.1 10.1.99.0/24: ネクスト 
ホップ 10.1.98.2 

ネットワーク スイッチ/ルータ NAD 側 50 10.1.50.0/24 10.1.50.1  

ネットワーク スイッチ/ルータ サーバ側 100 10.1.100.0/24 10.1.100.1   

ネットワーク アクセス デバイス RADIUS ソース 50 10.1.50.0/24 10.1.50.2 DFG: 10.1.50.1 
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ベスト プラクティス： ネットワーク アドレッシングとルーティング情報でトポロジを明確に記述することは、ロード バラ

ンサを使用した ISE 展開に成功する上での重要なステップです。ロード バランシングの問題

が生じる原因の 1 つが、パスのトラフィックがロード バランサを通過するか迂回するかを理解で

きていないことです。これには、すべてのデバイスの入力および出力 Interface/VLAN に加え、

エンドツーエンド フローのすべてのトラフィックのためのルート ネクスト ホップ、発信元および

送信先の IP アドレスとポート番号が含まれます。 
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設定の前提条件 

F5 LTM 設定の前提条件 
この項には、事前設定、つまりプライマリ ロード バランシングの設定前にセットアップされる項目が含まれます。これ
には次が含まれます。 

• 内部および外部のインターフェイスの IP アドレッシングの検証 
• 正しい VLAN 割り当ての検証 
• トラフィックを転送するルートが正しく設定されていることの確認 
• オプション：LTM のハイ アベイラビリティの確認 

基本的な F5 LTM のネットワーク インターフェイスの割り当て、VLAN、IP アドレッシングお
よ びルーティングの確認 

セルフ IP アドレスとインターフェイス設定の確認 

ステップ 1.  F5 LTM の Web ベースの管理インターフェイスから、[メイン（Main）] > [ネットワーク セル
フ IP（Network Self IPs）] に移動し、次に示すように、IP アドレスとインターフェイスの割り
当てを確認します。 

 
図 5.  LTM のセルフ IP 設定 

ステップ 2.  [メイン（Main）] > [ネットワーク（Network）] > [VLAN（VLANs）] > [VLAN リスト（VLAN List）] に移動
し、次に示すように、インターフェイスについて VLAN 割り当て、タギングおよび物理インターフェイス
のマッピングが適切であることを確認します。 

 
図 6.  LTM のタグなしインターフェイス用 VLAN 設定 
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上記の例では、最初の使用可能なインターフェイス 1.1 は、内部（internal）にマッピングされ、VLAN 99 に関連付け

られます。インターフェイス 1.2 は、外部（external）にマッピングされ、VLAN 98 に関連付けられます。両方のイン

ターフェイスが専用ネットワーク接続（トランキングなし）であるため、それぞれを「タグなし（Untagged）」に設定します。 

次の図は、仮想ネットワークを分離するための単一のトランク インターフェイスの設定方法の例を示しています。 

 
図 7.  LTM のタグ付きインターフェイス用 VLAN 設定 

1 つのインターフェイスだけが使用され（1.1）、タグ付きインターフェイスを使用して個別の VLAN が割り当てられて

いることに注意してください。接続スイッチは特定の VLAN（例：98 および 99）の 802.1Q トランキング用に設定する

必要があります。 

ステップ 3.  [メイン（Main）] > [ネットワーク（Network）] > [ルート（Routes）] に移動し、アップストリームのレイヤ 3 
ゲートウェイ用のデフォルト ルートがあることを確認します。 

 
図 8.  LTM デフォルト ゲートウェイの設定 

例では、F5 LTM アプライアンスのデフォルト ゲートウェイは外部インターフェイスから離れた 10.1.98.1 にあるアップ

ストリーム ネットワーク スイッチです。 

注： わかりやすくするために、設定例は、ロード バランシング対象の仮想サーバおよびサービスに共通パーティ

ションを使用します。別個のパーティションが ISE ロード バランシングの設定に必要と考えられるかどうかはお

客様の判断しだいです。 
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オプション：LTM のハイ アベイラビリティの確認 
F5 BIG-IP LTM は、ロード バランシング アプライアンスでのシングル ポイント障害を回避するために、アクティブ - 
スタンバイおよびアクティブ - アクティブのハイ アベイラビリティ モードで設定できます。LTM のハイ アベイラビリ

ティの設定はこのマニュアルの範囲外です。アクティブ-スタンバイ設定の詳細については、F5 製品マニュアルの

「Creating an Active-Standby Configuration Using the Setup Utility」[英語] を参照してください。アクティブ-ア
クティブ設定の詳細については、「Creating an Active-Active Configuration Using the Setup Utility」[英語] を
参 照してください。 

ハイ アベイラビリティ向けに設定する場合は、デフォルト ゲートウェイおよびネクスト ホップ ルートは、F5 アプライアン

ス上のフローティング IP アドレスを指しますが、ヘルス モニタはローカルに割り当てられた IP アドレスから供給され

ます。 

Cisco ISE 設定の前提条件 
この項には、事前設定、つまりプライマリ ロード バランシングの設定前にセットアップされる項目が含まれます。これ

には次が含まれます。 

• LB クラスタ用に設定されたノード グループ 
• RADIUS のヘルス モニタリング用の NAD としての BIG-IP LTM の追加 
• 正しく設定された DNS 
• 正常にインストールされた証明書 

ロードバランシングされるクラスタ内の ポリシー サービス ノード用のノード グループの

設定 
複数のポリシー サービス ノードが高速 LAN 接続を介して接続されている場合は、それらを同じ ISE ノード グループ

に追加することが一般的なベスト プラクティスです。ISE ノード グループは、PSN 間のエンドポイント プロファイリング 
データのレプリケーションを最適化し、さらに、ノードの障害発生時に、Posture Pending のセッションの回復を提供し

ます。ノード グループにはロードバランシング対象グループの一部であるメンバーは必要ありませんが、複数の PSN 
がローカルにロード バランシングされるサーバ グループに含まれている場合は、ノード グループ メンバーシップの

要件を満たす可能性が高くなります。 

ISE 1.2 以前では、ノード グループは情報を交換するためにマルチキャストを使用します。LB ノードのメンバーがレイ

ヤ 2 隣接でない場合は、L3 マルチキャストが サポートされ、接続するレイヤ 3 スイッチでイネーブルになっていること

が必要な場合があります。ISE 1.3 では、マルチキャストの使用が削除され、すべての通信は SSL を使用して TCP 
上で行われます。 

https://support.f5.com/kb/en-us/products/big-ip_ltm/manuals/product/tmos-implementations-11-1-0/2.html
https://support.f5.com/kb/en-us/products/big-ip_ltm/manuals/product/tmos-implementations-11-1-0/3.html
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ノード グループの定義 

ステップ 1.  ISE 管理インターフェイスから、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）] 
に移動します。左側のパネルで、図に示すように右上隅の歯車アイコンをクリックして [ノード グループ

の作成（Create Node Group）] オプションを表示します。 

 
図 9.  ISE ノード グループの追加 

ステップ 2.  [ノード グループの作成（Create Node Group）] をクリックし、フォームに入力して、終了したら [送信

（Submit）] をクリックします。下の図は、ノード グループの設定例を示しています。 

 
図 10.  ISE ノード グループの設定 

注のとおり、指定したマルチキャスト アドレス（ISE 1.2.x 以前）が、PSN が導入されたネットワーク内で使用されてい

な いことを確認します。ISE 1.3.0 以降では、マルチキャストはノード グループの設定には必要ありません。 
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ステップ 3.  ノード グループが左側のパネルのノードのリストに表示されていることを確認します。 

  
図 11.  新しい ISE ノード グループの表示 

ロードバランシング対象の PSN のグループ ノードへの追加 

同じローカル ロード バランシング サーバ ファームに含まれるすべての PSN を同一ノード グループに追加します。

別個のデータセンター内など、複数のロード バランシング対象 PSN サーバ グループがある場合、それらは独自な

一意のグループに追加されます。ノード グループ メンバーシップの主な要件は、LAN のプロキシミティです。 

ステップ 1.  左または右のパネルの PSN 名をクリックして PSN をノード グループに追加します。 

 
図 12.  ISE ノード グループ割り当てのための PSN の選択 
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ステップ 2.  [ポリシー サービス（Policy Service）] セクションで、[ノードグループにノードを追加（Include Node in 
Node Group）] ボックスの横のドロップダウンをクリックして、ロードバランシング対象 PSN 用に作成した
ノード グループの名前を選択します。変更をコミットするには、[保存（Save）] をクリックします。 

 
図 13.  ISE ノード グループへの PSN の割り当て 

ステップ 3.  ノード グループに追加する PSN ごとに、この手順を繰り返します。 
ステップ 4.  完了後、選択したすべての PSN はノード グループの下に表示されます。 

 
図 14.  ISE ノード グループ メンバーの確認 
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RADIUS のヘルス モニタリング用の NAD としての F5 BIG-IP LTM の追加 
候補としての多くのサーバのうちの 1 台にロード バランシングを適用する場合、そのサーバに要求を転送する前に、

各サーバの健全性を確認することが重要です。RADIUS の場合、F5 BIG-IP LTM には、RADIUS サービスがアク

ティブであり、適切に応答することを定期的に確認するヘルス モニタが含まれています。RADIUS クライアントをシ

ミュレートし、ユーザ名およびパスワードと認証要求を各 PSN （RADIUS サーバ）に送ることで、このチェックを実行し

ます。応答の有無に基づいて、BIG-IP LTM は RADIUS 認証サービスの現在のステータスを判別できます。した

がって BIG-IP LTM からのこれらの要求を受け入れるように、ISE を設定する必要があります。ここでは、ISE 展開に

ネットワーク デバイス（RADIUS クライアント）として BIG-IP LTM を追加する手順について説明します。 

ISE のネットワーク デバイスとしての BIG-IP LTM の設定 

ステップ 1.  ISE 管理インターフェイスから、[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > 
[ネットワーク デバイス（Network Devices）] に移動し、右のパネル メニューから [追加（Add）] をクリック

します。 

 
図 15.  ISE ネットワーク アクセス デバイスとしての LTM の追加 

ステップ 2.  フォームに入力した後、[送信（Submit）] をクリックします。入力する必要のある重要なフィールドは次

のとおりです。 

a. F5 BIG-IP LTM の名前（ホスト名など）を入力します。 

b. BIG-IP LTM の内部インターフェイスの転送 IP アドレス（セルフ IP）を入力します。これは、ISE 
PSN から見た RADIUS 要求の送信元 IP アドレスです。 

c. [認証設定（Authentication Settings）] セクションのチェックボックスをクリックして共有秘密を入力

します。これは BIG-IP LTM および ISE PSN 間の RADIUS 通信をセキュアにするために使用

するパスワードです。 
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図 16.  LTM ネットワーク アクセス デバイスのプロパティ 

d. あとで F5 モニタの設定に必要になるため、共有秘密を書き込み、安全な場所に保存します。 

オプション：F5 LTM の RADIUS ヘルス モニタの内部ユーザの定義 

F5 BIG-IP LTM には、失敗した認証（RADIUS アクセス拒否）を RADIUS ヘルス モニタに対する有効な応答として

処理する機能があります。ISE が応答を提供できるということは、サービスが実行されていることを示します。故意に不

正なユーザ クレデンシャルを送信した場合、アクセス拒否は有効な応答であり、サーバは正常として扱われます。 

LTM に有効なクレデンシャルを送信させて認証成功応答（RADIUS アクセス承認）を受信する必要がある場合には、

BIG-IP LTM が送信するユーザ名およびパスワードを含む（ISE の内部または外部の）適切な ID ストアを設定する

必要があります。 

次の手順は、この目的で ISE 内部ユーザ アカウントを作成する例です。 

注： RADIUS Monitor の考慮事項および F5 LTM の設定の詳細については、このマニュアルの「RADIUS ヘルス 
モニタリング」の項を参照してください。この手順は、RADIUS のモニタリングをサポートするために ISE 設定手

順を効率化するためにここに含まれています。 
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ステップ 1.  ISE 管理インターフェイスから、[管理（Administration）] > [ID 管理（Identity Management）] > [ID
（Identities）] > [ユーザ（Users）] に移動し、右のパネル メニューから [追加（Add）] をクリックします。 

 
図 17.  ISE 内部ユーザとしての LTM RADIUS ヘルス モニタの追加 

ステップ 2.  フォームに入力した後、[送信（Submit）] をクリックします。必須の情報は、名前とパスワードです。 

 
図 18.  RADIUS ヘルス モニタ内部ユーザのプロパティ 

ステップ 3.  あとで F5 モニタの設定に必要になるため、ユーザ クレデンシャルを書き込み、安全な場所に保存します。 

注： 必ず F5 モニタの認証に使用される認証ポリシー ルールに、F5 RADIUS クレデンシャルの検証に使用される 
ID ストアを含めてください。この例では、ID ストア InternUsers は一致するロード バランサの要求の ID ストアと
して含める必要があります。 

ベスト プラクティス： F5 モニタ アカウントが、不正アクセスの許可につながる他の目的に使用されないようにするに
は、このアカウントを使用して認証する機能をロックし、このアカウントへのアクセス許可を制限
します。ヘルス プローブとしては、実際のネットワーク アクセスは許可する必要はありません。 
 
例：F5 IP アドレスまたは親 ISE ネットワーク デバイス グループ上で一致する ISE 認可ポリシー
規則、および特定の F5 テスト ユーザ名を作成し、ACL=deny ip any any などのネットワーク ア
クセスを拒否するポリシーを返します。 
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PSN のロード バランシングをサポートする DNS の設定 
DNS は、スポンサー ポータルやデバイス ポータルのような ISE Web ポータル サービスのロード バランシングに重

要 な役割を果たします。これらのポータルがすべての PSN で実行可能な場合にそれぞれ当てはまります。これらの

ポータルに高可用性と拡張性を与えるため、単一の完全修飾ドメイン名（FQDN）を使用して要求を複数の PSN に
対 してロード バランシングするように F5 LTM を導入できます。エンド ユーザには、sponsor.company.com や 
guest.company.com などのシンプルで直感的なサーバ名を提供し、それらが F5 LTM の仮想サーバ IP アドレスの 
IP アドレスへ解決されるようにすることができます。これを実現するための最初のステップは、これらのポータルのロー

ドバランシング用に組織の DNS サービスのエントリを作成することです。 

スポンサー ポータルおよびデバイス ポータルの DNS エントリの設定 

ISE ゲスト サービスまたはデバイス ポータルを展開し、ロード バランシングする場合には、DNS の次のようなエント

リ を追加します。 

DNS SERVER:  DOMAIN = COMPANY.COM 
 
SPONSOR IN A 10.1.98.8 
MYDEVICES IN A 10.1.98.8 
 
ISE-PAN-1 IN A 10.1.100.3 
ISE-PAN-2 IN A 10.1.101.3 
ISE-MNT-1 IN A 10.1.100.4 
ISE-MNT-2 IN A 10.1.101.4 
ISE-PSN-1 IN A 10.1.99.5 
ISE-PSN-2 IN A 10.1.99.6 
ISE-PSN-3 IN A 10.1.99.7 

PSN のロード バランシングをサポートする証明書の設定 
ISE ポリシー サービス ノードはユーザをさまざまな Extensible Authentication Protocol（EAP）方式で認証し、安全な 
Web ポータルの信頼を確立するためにデジタル証明書を使用します。PSN ロード バランシングが導入されている場

合、クライアントのサプリカント要求は、認証とセッション確立のため、またはWeb 認証、デバイス登録、ゲスト ポータ

ル、スポンサー ポータル、およびクライアント プロビジョニングなどの Web ベースのサービスのために、多くの PSN 
の 1 つに転送できます。したがって、PSN が要求を処理するかどうかに関わらず、ISE ノードにクライアントから信頼さ

れる証明書があることが不可欠です。 

このため、クライアントは明示的に示された任意の PSN の証明書を信頼するか、それ以外の場合には、PSN の証明

書に署名した認証局（CA）チェーンを信頼する必要があります。また、セキュアな Web 要求の場合、クライアント ブラ

ウザでは通常、証明書にリストされた ID が、要求されたサーバの名前と一致する必要があります。そうなっていない

と、名前不一致の警告が表示され、セキュリティ ポリシーがその例外を許可している場合はユーザが手動でリスクを

受け入れる場合があります。 

この点を理解するには、セキュアな Web サービスである ISE スポンサー ポータルに対するロード バランシングを図

示した次の例を検討してください。 
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図 19.  PSN ロード バランシングの証明書の不一致の例 

従業員には、新しいゲスト アカウントを作成するために、https://sponsor.company.com という URL が提供されます。

URL が従業員のブラウザに入力されると、DNS が FQDN を BIG-IP LTM 上の仮想サーバ IP に解決します。Web 
要求が ISE-PSN-3 に送られ、PSN は自身の HTTPS 証明書を従業員のブラウザに示します。サーバの証明書には、

PSN の ID が含まれていますが、この名前は従業員がアクセスを試みた相手とは異なるので、ユーザに不一致を知

らせるため証明書に関する警告が表示されます。 

証明書のエラーおよび警告を防止するために、信頼される証明書を ISE PSN ノードに設定することが重要です。お客

様は、サービスに基づく信頼に必要な個々の証明書を使用して、事前にクライアントのプロビジョニングを行えますが、

これは多くの場合、管理集約的になります。代替的な方法は、ユニバーサルな PSN サーバ証明書、つまり複数の 
PSN に展開できて、EAP または HTTPS アクセス用に各クライアントによって信頼される証明書を導入することです。 

次の図は同じシナリオを示していますが、必要なすべてのサーバおよびサービスの FQDN が証明書の [サブジェクト

の別名（SAN）（Subject Alternative Name (SAN)）] フィールドに含まれている同一のサーバ証明書を PSN が共有し

ている状況を示しています。 
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図 20.  PSN ロード バランシングの証明書一致の例 

図に示す証明書が、ユニファイド コミュニケーション証明書（UCC）、またはマルチ SAN 証明書の例です。このタイプ

の「ユニバーサル」な証明書はクラスタ内の各 PSN に導入でき、各ノードの FQDN が含まれていますが、新しいノー

ドまたはサービスが追加された場合は更新も必要です。UCC の代わりになるのは、ワイルドカードの証明書です。従

来、ワイルドカードの証明書には、*.company.com のようにアスタリスク（*）の後ろに企業のドメイン名またはサブドメイ

ン名を使用した件名 CN 値があります。一部の SSL プロバイダーから提供されるオプションでは、このワイルドカード 
ドメイン名を SAN に使用し、ise.company.com などの固定のエントリを件名 CN に使用できます。この組み合わせは、

異なるクライアント オペレーティング システムと使用例で最も柔軟性と互換性があることがわかりました。 

注： それぞれのお客様は、UCC またはワイルドカードの証明書を有効性と適用性について慎重に評価する必要

があります。実稼働用途のデジタル証明書を選択するときに考慮が必要になる多くの要素があります。こ れ 
は、多くの場合、企業のセキュリティ ポリシーやリスク、コスト、サポートのしやすさ、生産性、エンド ユー ザ  
エクスペリエンスとの兼ね合いになります。 

サーバ証明書で参照されているすべての FQDN の DNS エントリが含まれていることを確認します。FQDN がロード

バランスされる場合、これらのエントリは、F5 BIG-IP LTM 上の仮想サーバの IP アドレスに解決される必要があります。 

次の手順は、UCC または「ワイルドカード SAN」の証明書用の証明書署名要求（CSR）の生成に必要な手順の概要

を示すことを目的としています。自己署名証明書の使用は、ラボや POC テストには適していることもありますが、多く

の場合、実稼働用途に適していません。また、クライアント証明書のプロビジョニングと EAP-TLS による認証のため

に、プライベート CA を使用して ISE およびクライアント証明書に署名する一方で、非従業員に対する証明書の信頼

性の警告を避けるため、ISE 証明書にパブリック CA による署名を適用することがお客様の間では一般的です。 

ISE 1.2 は ISE ノードへのすべての HTTPS 認証用に 1 つの証明書と、すべての EAP 認証用の証明書を 1 つサ

ポートします。ISE 1.3 はポータルごとに一意の HTTPS 証明書をサポートします。 
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ISE サーバ証明書用 CSR の作成 

ステップ 1.  ISE 管理インターフェイスから、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > 
[ローカル証明書（Local Certificates）] に移動し、右のパネルで [追加（Add）] をクリックします。 

 
図 21.  ISE サーバ証明書用 CSR の作成 

ステップ 2.  ドロップダウン メニューから [証明書署名要求の作成（Generate Certificate Signing Request）] を選択します。 

 
図 22.  ISE CSR の処理の選択 

ステップ 3.  CSR フォームに入力します。ISE PSN のユニバーサル証明書を作成するには、特定のドメイン

（例：ise.company.com）を使用した件名の下に汎用 FQDN を入力できます。 

 
図 23.  ISE CSR プロパティ ページ 
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ステップ 4.  [サブジェクトの別名（SAN）（Subject Alternative Name (SAN)）] フィールドを展開して、SAN エントリを

追加します。フィールド タイプに [DNS 名（DNS Name）] を選択します。 

a. UCC 証明書：UCC 証明書の場合は、件名 CN と同じ FQDN を [SAN] フィールドに追加します。

さらにエントリを作成するには、新しいエントリの右側にある [+] アイコンを使用します。次に、す

べての PSN ノードとスポンサー ポータルやデバイスなどサービスの SAN エントリを追加します。

各 PSN ノードの FQDN を、例に示すように、このリストに含めます。 

 
図 24.  ISE CSR UCC 証明書の例 

ポリシーと証明書の用途に応じて、管理とモニタリング ノードの FQDN も、SAN リストに含めるこ

とができます。 

b. ワイルドカード SAN 証明書：SAN にワイルドカードを使用した証明書の場合には、最初に件名 
CN と同じ FQDN を [SAN] フィールドに追加します。さらにエントリを作成するために新しいエン

トリの右側にある [+] アイコンを使用します。次に、例に示すように、[SAN] フィールドにワイルド

カード エントリを追加します。 
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図 25.  ISE CSR の ワイルドカード SAN の証明書の例 

必ず [ワイルドカードの証明書の許可（Allow Wildcard Certificates）] ボックスをオンにします。 

ステップ 5.  セキュリティ要件に合わせて [キーの長さ（Key Length）] と [署名用ダイジェスト（Digest to Sign 
With）] の値を設定し、[送信（Submit）] をクリックして、このフォームを完了します。 

ステップ 6.  左側のパネルの [証明書署名要求（Certificate Signing Request）] セクションに移動し、新しく作成した 
CSR を選択し、[エクスポート（Export）] をクリックします。 

 
図 26.  ISE 証明書署名要求の表示 

ステップ 7.  エクスポートされた CSR にプライベート CA またはパブリック CA の署名をします。 

注： 署名する CA 証明書または証明書チェーンを各 ISE ノードの証明書ストアに必ずインポートして、この証明書

を使用してください。証明書チェーンの場合は、チェーンの各証明書を 1 つのファイルではなく、個々の証明

書としてインポートします。 

ステップ 8.  署名付き証明書をバインドするには、ステップ 2 のドロップダウン メニュー（[ローカル証明書（Local 
Certificates）] の下）から [CA 署名付き証明書のバインド（Bind CA Signed Certificate）] オプションを選

択します。 
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図 27.  CA 署名付き証明書のバインドの処理の選択 

ステップ 9.  フォームに入力します。 

a. CA 署名付き証明書を参照し、ISE ノードにアップロードします。 

b. ポリシーで RFC 準拠を必要としている場合は、[証明書の拡張の検証を有効にする（Enable 
Validation of Certificate Extensions）] チェックボックスをオンにします。 

c. 必要に応じて [ワイルドカード証明書の許可（Allow Wilcard Certificates）] オプションをオンにし

ます。 

d. 証明書の使用に必要なプロトコルをオンにします。 

• EAP はすべての EAP 認証での証明書の使用を選択します。 
• HTTPS は、Web ポータルおよびノード間通信を含むすべての HTTPS 通信で証明書の使用

を選択します。 

 
図 28.  ISE バインド CA 署名付き証明書のプロパティ ページ 

e. 証明書をインストールするには、[送信（Submit）] をクリックします。 

ステップ 10.  同一の証明書を他のノードに適用するには、[ローカル証明書（Local Certificates）] で新しいユニバー

サル証明書を選択し、[エクスポート（Export）] をクリックして、その証明書と秘密キーをエクスポートしま

す。証明書と秘密キーのペアとパスワードを必ず保護してください! 
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図 29.  ISE サーバ証明書のエクスポート 

 

ステップ 11.  この証明書を使用する他の ISE ノードの管理インターフェイスに移動し、[管理（Administration）] > 
[システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [ローカル証明書（Local Certificates）] に移動します。

図に示すように、[追加（Add）] ドロップダウン メニューから [ローカル サーバ証明書のインポート

（Import Local Server Certificate）] オプションを選択します。 

 
図 30.  ISE サーバ証明書のインポート 

ステップ 12.  上のステップ 8 に従ってフォームに入力します。 
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非 LB トラフィック用の IP 転送 
ロード バランシングのために仮想サーバ IP アドレスに直接送信する必要がある特定の PSN トラフィックに加えて、

ロード バランシングは要求されず、単にインライン F5 アプライアンスによって転送する必要がある多くのフローが存

在します。このトラフィックには、次のものが含まれます。 

• PSN と各管理ノードおよびモニタリング ノード間の通信。 
• HTTPS、SSH、SNMP、NTP、DNS、SMTP、Syslog など、PSN の実 IP アドレスとの間のすべての管理ト

ラフィック。 
• FTP、SCP、SFTP、TFTP、NFS、HTTP および HTTPS などの PSN から開始される、リポジトリおよびファ

イル管理アクセス。 
• AD、LDAP、RSA、外部 RADIUS サーバ（トークンまたは未知のプロキシ）、および外部 CA 通信（CRL 

ダウンロード、OCSP チェック、SCEP プロキシ）など、PSN の実 IP アドレスとの間のすべての外部 AAA 
関連トラフィック。 

• ポスチャおよびプロファイラのフィード サービス、パートナー MDM 統合、pxGrid および REST/ERS API 
通信など、PSN の実 IP アドレスとの間のすべてのサービス関連のトラフィック。 

• ISE プロファイラ（NMAP、SNMP クエリー）、および CWA、DRW/Hotspot、MDM、ポスチャ、クライアント

のプロビジョニングなどの URL リダイレクトの結果として PSN の実 IP アドレスに送られるクライアント トラ
フィック。 

• PSN からネットワーク アクセス デバイスへの RADIUS CoA。 

ご覧のとおり、ロード バランシングの対象とならない多くのフローがあります。完全なインライン展開内でこのトラフィッ

クに対応するには、F5 アプライアンス上に、これらのトラフィック フローに対するキャッチオールとして動作し、IP 転送

を実行する 仮想サーバを作成する必要があります。 

次の表の設定に従って、着信と発信のトラフィック用の 2 種類の IP 転送サーバを定義します。 

注： 着信と発信の両方のトラフィック用に単一の IP 転送仮想サーバを作成できますが、次に概要を示す推奨の仮

想サーバ設定では、着信と発信に別個のサーバを確立して、内部インターフェイスに接続された PSN ノードに

トラフィックを制限できるようにします。 

表 3.  LTM IP 転送の設定 

BIG-IP LTM オブ

ジェクト 
推奨される設定 注記 

仮想サーバ（着信）（[メイン（Main）] タブ > [ローカル トラフィック（Local Traffic）] > [仮想サーバ（Virtual Servers）] > [仮想サーバ 
リスト（Virtual Server List]） 

注：IP 転送用の 2 台の仮想サーバを作成します -- 着信トラフィック（PSN へ）用に 1 台と発信トラフィック（PSN から）用に 1 台  

名前（Name） <IP 転送サーバ名> 

例：PSN-IP-Forwarding-Inbound 

• 外部ホストから PSN への非ロード バランシング対象トラ

フィックの IP 転送用仮想サーバの名前を入力します。 

タイプ（Type） 転送（IP）（Forwarding (IP)） • [転送（IP）（Forwarding (IP)）] は、ロード バランシング不要の

トラフィックが F5 によって PSN に転送されるようにします。 
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ソース（Source） <ソース ネットワーク アドレス/マスク> 

例：10.0.0.0/8 

• ネットワーク アドレスを入力し、ISE PSN との通信が必要な

外部ネットワーク アドレスのビット マスクを付加します。 
• PSN と直接通信する必要があるホストを省略せずに、ソース

をできるだけ限定してください。このフローは着信トラフィック

専用なので、最低でも発信元には管理ネットワークと ISE 管
理およびモニタリング ノードが含まれている必要があります。 

接続先

（Destination） 
タイプ（Type） ネットワーク  

 アドレス

（Address） 
<接続先ネットワーク> 

例：10.1.99.0 

• 環境に適した PSN のネットワーク アドレスを入力します。セ

キュリティを強化するために、アドレス範囲をできるだけ限定し

てください。 

 マスク <接続先マスク> 

例：255.255.255.224 

• 環境に適した PSN ネットワーク アドレス マスクを入力しま

す。セキュリティを強化するために、アドレス範囲をできるだけ

限定してください。 

サービス ポート

（Service Port） 
*/* すべてのポート • すべてのポートにデフォルトで一致させるため、ワイルドカード

のサービス ポートを選択します。 

プロトコル

（Protocol） 
* すべてのプロトコル • デフォルトですべてのプロトコルに一致させるため、ワイルド

カード プロトコルを選択します 

VLAN およびトン

ネル トラフィック

（VLAN and 
Tunnel Traffic） 

限定的に有効化（Enabled On…） • オプション：受信 IP 転送を特定の VLAN に限定します。 

VLAN およびトン

ネル（VLANs and 
Tunnels） 

<外部 VLAN> 

例：External 

• PSN との通信に外部ホストが使用する入力 VLAN を選択し

ます。 

仮想サーバ（発信）[メイン（Main）] タブ > [ローカル トラフィック（Local Traffic）] > [仮想サーバ（Virtual Servers）] > [仮想サーバ 
リスト（Virtual Server List）] 

注：IP 転送用の 2 台の仮想サーバを作成します -- 着信トラフィック（PSN へ）用に 1 台と発信トラフィック（PSN から）用に 1 台  

名前（Name） <IP 転送サーバ名> 

例：PSN-IP-Forwarding-Outbound 

• PSN サーバから外部ホストへの非ロード バランシング対象ト

ラフィックの IP 転送用仮想サーバの名前を入力します。 

タイプ（Type） 転送（IP）（Forwarding (IP)） • [転送（IP）（Forwarding (IP)）] は、ロード バランシングの必要

がないトラフィックが PSN から F5 によって転送できるように

します。 

ソース（Source） <送信元のネットワーク アドレス/マスク 
ビット> 

例：10.1.99.0/28 

• ビット マスク付きで PSN のネットワーク アドレスを入力し

ます。 
• セキュリティを強化するために、アドレス範囲をできるだけ限

定してください。 
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接続先

（Destination） 
タイプ（Type） ネットワーク  

 アドレス

（Address） 
<接続先ネットワーク> 

例：0.0.0.0 

• 環境に適したネットワーク アドレスのネットワークを入力します。 
• PSN と直接通信する必要があるホストを除外しないようにす

ると同時に、できるだけ送信先を制限します。送信先の制限

は、特に PSN がインターネット ベースのフィード サービスや

クラウドベースの MDM 統合に対して有効な場合、実行でき

ないことがあります。 

 マスク <接続先マスク> 

例：0.0.0.0 

• 環境に適した送信先ネットワーク マスクを入力します。 

サービス ポート

（Service Port） 
*/* すべてのポート • すべてのポートにデフォルトで一致させるため、ワイルドカード

のサービス ポートを選択します。 

プロトコル

（Protocol） 
* すべてのプロトコル • デフォルトですべてのプロトコルに一致させるため、ワイルド

カード プロトコルを選択します 

VLAN およびトン

ネル トラフィック

（VLAN and 
Tunnel Traffic） 

限定的に有効化（Enabled On…） • オプション：特定の VLAN への発信 IP 転送を制限します。 

VLAN およびトン

ネル（VLANs and 
Tunnels） 

<内部 VLAN> 

例：内部（Internal） 

• 外部ホストとの通信に使用される PSN サーバ VLAN を選択

します。 

 
2 個の新しい仮想サーバ IP 転送エントリを確認します。すべてのプロトコルが許可されている場合は、外部管理ネッ

トワークから各 PSN ノードを ping することが可能になります。 

 
図 31.  転送 IP 仮想サーバのリスト 
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RADIUS のロード バランシング 

RADIUS ロード バランシングの NAT 制限 
ロード バランシングの一般的なオプションは、仮想 IP アドレスに送信されるトラフィックの送信元ネットワーク アドレス
変換（送信元 NAT、SNAT とも呼ばれる）を F5 アプライアンスで実行することです。この方法は、アプライアンスがトラ
フィック フローに対して完全にインラインでも部分的にインラインでも、実サーバがロード バランサをすべてのトラフィッ
クの送信元と見なす結果、ロード バランサの IP アドレスに直接応答するため、ルーティングが簡略化できます。ただし、
このオプションは、認可変更（CoA）が必要な場合、ISE RADIUS AAA サービスでの使用には適していません。 

RADIUS CoA は、アクティブ セッションに対する再認証、終了または更新認可などのポリシー サーバ アクションを 
RADIUS サーバでトリガーできるようにするために使用されます。ISE 展開では、CoA は PSN によって開始され、認
証されたユーザまたはデバイスが接続されている NAD に送信されます。NAD IP アドレスは、NAS-IP-Address など
の RADIUS 属性ではなく、RADIUS 認証要求の送信元 IP アドレス、IP パケット ヘッダー内のフィールドによって決
定されます。 

したがって、NAD からの RADIUS トラフィックの SNAT は ISE 展開の RADIUS CoA と互換性がありません。
RADIUS AAA トラフィックの SNAT を使用すると、PSN は ロード バランサの IP アドレスを RADIUS 要求の発信元と
して見なし、クライアント セッションを管理する NAD として扱います。その結果、RADIUS CoA 要求は BIG-IP LTM 
に直接送信され、ドロップされます。 

次の ISE ライブ認証ログは、この状況の例を示しています。 

 
図 32.  SNAT による障害が発生した RADIUS CoA – パート 1 

RADIUS 要求の発信元として、真のネットワーク アクセス デバイスである Cisco WLC の代わりに F5 BIG-IP LTM が
表示されていることに注意してください。ユーザが認証された後、CoA（動的認可要求）が開始されて、NAD、この場
合は BIG-IP LTM アプライアンスに送信されました。下のログにある障害のさらに詳細な理由は、エラーが、CoA 要
求に対する LTM アプライアンスからの応答の欠如によるものであることを示しています。 

 
図 33.  SNAT による障害が発生した RADIUS CoA – パート 2 
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注： このマニュアルの以降の項では、PSN から NAD に向けて開始された RADIUS CoA トラフィックが送信元 
NAT 処理される場合がある、別のシナリオについて説明します。この特定のシナリオは、NAD で開始された 
RADIUS トラフィックの SNAT にだけ適用される前述の制限と混同しないでください。 

RADIUS パーシステンス 
パーシステンスは、「スティッキ」または「スティッキネス」とも呼ばれ、特定の基準に一致するトラフィックを処理用に同

じ実際のサーバに対してロード バランシング（または「スティック」）できるようにします。 

PSN が適切にユーザ/デバイス セッションのライフサイクルを管理できるようにするには、ISE が特定のセッションのた

めの RADIUS 認証および認可のトラフィックを単一の PSN に対して確立する必要があります。これには、CoA の後

の再認証などの初期接続フェーズ中に発生することがある追加の RADIUS トランザクションが含まれます。 

再認証で EAP セッション再開および PSN 上の高速再接続キャッシュを活用するように、最初のセッションの確立後

にこのパーシステンスが継続されると効果的です。プロファイリングによるデータベース レプリケーションも、特定のエ

ンドポイントに対する PSN 所有権の変更の数を減らすことによって最適化されます。 

特定のセッションの RADIUS アカウンティングも、適切なセッション メンテナンス、クリーンアップおよびリソースの最

適化のために同じ PSN へ送信する必要があります。したがって、特定のエンドポイントのセッションの RADIUS の認

証、承認、アカウンティング のトラフィックが必ず同じ PSN にロード バランシングされるようにパーシステンスを設定す

ることが不可欠です。 

RADIUS のスティッキ方式 
F5 BIG-IP LTM はパーシステンスを設定する次のようなさまざまな方法をサポートしています。 

• 持続属性（RADIUS サービス プロファイルで設定）。 
• デフォルト パーシステンス プロファイルおよびフォールバック パーシステンス プロファイル（仮想サーバ

のリソースで指定）。さらに、パーシステンス プロファイルでは、パーシステンス ロジックを定義する iRule 
の指定ができます。 

ISE RADIUS ロード バランシング用に推奨される方法は、iRule のオプションです。[持続属性（Persist Attribute）] オ
プションはシンプルで一部の展開に対しては十分な場合がありますが、iRule 方式のほうが、複数の属性、フォール

バック ロジック、および高度なトラブルシューティングのためのイベントのログ出力のオプションに基づく優れた処理

機能があるため推奨されます。 

注： RADIUS サービス プロファイルとデフォルトのパーシステンス プロファイルの両方でパーシステンスが設定さ

れた場合は、RADIUS サービス プロファイルが優先されます。RADIUS サービス プロファイルがパーシステン

スのための iRule を参照している場合は、iRule が優先されます。 
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RADIUS のスティッキ属性 
F5 がパーシステンスに使用できる属性は、RADIUS 属性（Calling-Station-Id、構築 IP アドレス、NAS-IP-アドレス、

IETF またはシスコのセッション ID）など多数ありますが、それだけではありません。送信元 IP アドレスは、通常、

RADIUS クライアント（NAD）の IP アドレスまたは RADIUS NAS IP アドレスと同じです。 

シスコの監査セッション ID （別名 CPM セッション ID）は NAS IP アドレス、増分カウンタ値、およびセッション開始タ

イムスタンプに基づいて NAD によって計算される一意の値です。再認証のときに変化することのある RFC 2866 
Acct-Session-Id とは異なり、監査セッション ID は、複数の RADIUS 再認証に持ち越すことができ、処理のために

各回に同じ PSN に送信する必要があります。シスコのほとんどのアクセス デバイスに対して適切な選択になりますが、

すべてのデバイスに適しているわけではありません。また、たとえば、新しいアクセス ポイントまたはコントローラへの

ワイヤレス ローミングに失敗したときなどのクライアントの再認証試行時に、監査セッション ID が NAD によって再ネ

ゴシエートされることも一部のシナリオではありえます。 

NAS IP アドレスまたは送信元 IP アドレスは、多数のネットワーク アクセス デバイス（RADIUS クライアント）があっても 
NAD あたりのクライアントが少ない場合は、適切な選択肢になる可能性があります。そのような状況では、適度な負

荷分散が期待できます。ただし、多数のクライアントが単一の NAD に接続される場合は、NAD IP アドレス上のパー

システンスによって、特定の PSN の過負荷になる可能性があります。 

Calling-Station-Id は多くの RADIUS 認証方式の共通属性で、一意のエンドポイントに基づいています。この値は、

同じネットワーク アダプタを使用した複数の接続試行にわたって変化しません。したがって、この属性は推奨される

パーシステンス属性です。 

特定のサードパーティ NAD などのように Calling-Station-ID 値が入力されない場合があるため、そのような場合に

フォールバック パーシステンス方式を定義することが推奨されます。Framed-IP-Address（通常はクライアント IP アドレ

ス）か NAS-IP-Address/送信元 IP アドレスまたはその両方が適切な選択肢です。 

ISE RADIUS ロード バランシング用に推奨されるパーシステンス属性は、Calling-Station-ID とオプションで Calling-
Station-ID の補助として使用する Calling-Station-ID です。送信元 IP アドレス、つまり NAS-IP-Address が推奨され

るフォールバック方式です。Framed-IP-Address をプライマリ属性と合わせて使用すれば、同じエンド ユーザまたは

デバイスから送信された非 RADIUS トラフィックを同じ PSN にロード バランシングすることができます。 

RADIUS パーシステンス用 F5 BIG-IP LTM iRules の例 
ここでは、RADIUS パーシステンス用の有効な iRule の例を示します。 

RADIUS パーシステンス iRule の例 1：radius_mac_sticky 

これは一般的に推奨される iRule で、プライマリ パーシステンス属性の RADIUS Calling-Station-Id に基づいていま

す。Calling-Station-ID 属性が設定されていない場合、パーシステンスは RADIUS NAS-IP-Address 属性にフォール

バックします。 

# ISE persistence iRule based on Calling-Station-Id (MAC Address) with fallback to 
NAS-IP-Address as persistence identifier 
 
when CLIENT_DATA { 
    # 0: No Debug Logging  1: Debug Logging 

http://tools.ietf.org/html/rfc2866#section-5.5
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    set debug 1 
 
    # Persist timeout (seconds) 
    set nas_port_type [RADIUS::avp 61 "integer"] 
    if {$nas_port_type equals "19"}{ 
    set persist_ttl 3600 
    if {$debug} {set access_media "Wireless"} 
    } else { 
    set persist_ttl 28800 
    if {$debug} {set access_media "Wired"} 
    } 
 
    # If MAC address is present - use it as persistent identifier 
    # See Radius AV Pair documentation on 
https://devcentral.f5.com/wiki/irules.RADIUS__avp.ashx 
    if {[RADIUS::avp 31] ne "" }{ 
        set mac [RADIUS::avp 31 "string"] 
 
        # Normalize MAC address to upper case 
        set mac_up [string toupper $mac] 
        persist uie $mac_up $persist_ttl        
        if {$debug} { 
   set target [persist lookup uie $mac_up]  
   log local0.alert "Username=[RADIUS::avp 1] MAC=$mac Normal 
MAC=$mac_up MEDIA=$access_media TARGET=$target" 
  } 
 
    } else { 
        set nas_ip [RADIUS::avp 4 ip4] 
        persist uie $nas_ip $persist_ttl 
        if {$debug} { 
   set target [persist lookup uie $nas_ip] 
   log local0.alert "No MAC Address found - Using NAS IP as persist id. 
Username=[RADIUS::avp 1] NAS IP=$nas_ip MEDIA=$access_media TARGET=$target" 
  } 
    } 
} 

パーシステンス TTL 値が設定されるため、それがパーシステンス プロファイルのタイムアウト設定よりも優先されます。

また、iRule には、デバッグに役立つロギング オプションも含まれます。デバッグ ロギングを有効にするには、デバッ

グ変数を「1」に設定してください。デバッグ ロギングを無効にするには、デバッグ変数を「0」に設定してください。 

これらのログ ステートメントを有効にしたとき（ハッシュによるコメント アウトなし）の出力例を示します。 

Sat Sep 27 13:55:44 EDT 2014  alert  f5  tmm[9443]      
Rule /Common/radius_mac_sticky <CLIENT_DATA>: Username=6C-20-56-13-E9-FC  
MAC=6C-20-56-13-E9-FC Normal MAC=6C-20-56-13-E9-FC MEDIA=Wired TARGET= 
 
Sat Sep 27 13:55:43 EDT 2014  alert  f5  tmm[9443]      
Rule /Common/radius_mac_sticky <CLIENT_DATA>: Username=6c205613e9fc  
MAC=6C-20-56-13-E9-FC Normal MAC=6C-20-56-13-E9-FC MEDIA=Wired 
TARGET=/Common/radius_auth_pool 10.1.99.6 1812 
 
Sat Sep 27 13:55:40 EDT 2014  alert  f5  tmm[9443]      
Rule /Common/radius_mac_sticky <CLIENT_DATA>: Username=employee1  
MAC=7c-6d-62-e3-d5-05 Normal MAC=7C-6D-62-E3-D5-05 MEDIA=Wireless 
TARGET=/Common/radius_acct_pool 10.1.99.7 1813 
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Sat Sep 27 13:55:40 EDT 2014  alert  f5  tmm[9443]      
Rule /Common/radius_mac_sticky <CLIENT_DATA>: Username=employee1  
MAC=7c-6d-62-e3-d5-05 Normal MAC=7C-6D-62-E3-D5-05 MEDIA=Wireless 
TARGET=/Common/radius_acct_pool 10.1.99.7 1813 
 
Sat Sep 27 13:55:39 EDT 2014  alert  f5  tmm[9443]      
Rule /Common/radius_mac_sticky <CLIENT_DATA>: Username=employee1  
MAC=7c-6d-62-e3-d5-05 Normal MAC=7C-6D-62-E3-D5-05 MEDIA=Wireless TARGET= 
 
Sat Sep 27 13:55:39 EDT 2014  alert  f5  tmm[9443]      
Rule /Common/radius_mac_sticky <CLIENT_DATA>: Username=employee1  
MAC=7c-6d-62-e3-d5-05 Normal MAC=7C-6D-62-E3-D5-05 MEDIA=Wireless TARGET= 
 
Sat Sep 27 13:55:39 EDT 2014  alert  f5  tmm[9443]      
Rule /Common/radius_mac_sticky <CLIENT_DATA>: Username=employee1  
MAC=7c-6d-62-e3-d5-05 Normal MAC=7C-6D-62-E3-D5-05 MEDIA=Wireless TARGET= 
 
Sat Sep 27 13:55:38 EDT 2014  alert  f5  tmm[9443]      
Rule /Common/radius_mac_sticky <CLIENT_DATA>: Username=00-50-56-A0-0B-3A  
MAC=00-50-56-A0-0B-3A Normal MAC=00-50-56-A0-0B-3A MEDIA=Wired TARGET= 
 
Sat Sep 27 13:55:37 EDT 2014  alert  f5  tmm[9443]      
Rule /Common/radius_mac_sticky <CLIENT_DATA>: No MAC Address found  
- Using NAS IP as persist id. Username=#ACSACL#-IP-CENTRAL_WEB_AUTH-5334c9a5  
NAS IP=10.1.50.2 MEDIA=Wired TARGET= 
 
Sat Sep 27 13:55:37 EDT 2014  alert  f5  tmm[9443]      
Rule /Common/radius_mac_sticky <CLIENT_DATA>: Username=005056a00b3a  
MAC=00-50-56-A0-0B-3A Normal MAC=00-50-56-A0-0B-3A MEDIA=Wired TARGET= 

RADIUS パーシステンス iRules の例 2：radius_macip_sticky 

この iRule も、プライマリ パーシステンス属性として Calling-Station-Id に基づいていますが、2 番目の識別子として 
Framed-IP-Address も含まれ、Framed-IP-Address を含んでいて Calling-Station-Id を含まない RADIUS パケットで同

じサーバに対するパーシステンスを維持できます。また、その IP アドレスから送信されたパケットが、同じ PSN に送

信されるようにすることにも役立ちます。これは、クライアントが特定の PSN にではなく、F5 仮想サーバ IP にリダイレ

クトされる SSL オフロードに使用できます。SSL 終了のトラフィックを F5 へ送信することによって、実際の PSN への

新しい接続が確立される前に、セキュリティの強化とトラフィック ポリシーをパケットに適用できます。 

# ISE persistence iRule based on Calling-Station-Id (Client MAC Address) and Framed-
IP-Address (Client IP address) 
 
when CLIENT_ACCEPTED { 
  set framed_ip [RADIUS::avp 8 ip4] 
  set calling_station_id [RADIUS::avp 31 "string"] 
  # log local0 "Request from $calling_station_id:$framed_ip" 
  persist uie "$calling_station_id:$framed_ip" 
} 
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フラグメンテーションと RADIUS のための再構成 
パーシステンスが UDP パケット内の RADIUS 属性に基づいている場合、ロード バランサが正しい PSN 転送を決定

できるよう、ロード バランサで IP フラグメントを再構成することが重要です。そのようにしないと、EAP-TLS の証明書

を含むような大きい RADIUS パケットは、フラグメント化されフォールバック メカニズムによってロード バランシングさ

れる場合があります。これは、フラグメントが別々の PSN に送信されてクライアント認証失敗を引き起こす可能性があ

ります。 

幸いにも、「BIG-IP の仮想サーバが IP フラグメントを受信すると、トラフィック管理マイクロカーネル（TMM）がそのパ

ケットをキューイングして残りのフラグメントを収集し、元のメッセージを再構成します。TMM はメッセージ全体を再構

成するまでそのフラグメントのフローを生成しません。メッセージの一部が失われると、BIG-IP システムはフラグメント

を破棄します」という状況があります。詳細については、F5 のサポート記事「SOL9012: BIG-IP LTM の IP フラグメ

ントの処理」[英語]を参照してください。 

タイプ FastL4 を使用したロード バランシングは上記の動作の例外であり、そのため、IP フラグメントの再構成を 
FastL4 プロトコル プロファイルで明示的に有効にする必要があります。現在の推奨事項はロード バランシング タ
イ プ として標準（Standard）を使用することです。そうすれば、UDP RADIUS パケットのフラグメンテーションと再構

成 は問題になりません。 

RADIUS のパーシステンス タイムアウト 
F5 は特定のパーシステンス エントリのキャッシュの持続時間を制御するパーシステンス タイムアウト、つまり存続可

能時間（TTL）を定義します。期限切れになると、一致するエントリのない新しいパケットは異なるサーバにロード バラ

ンシングされる場合があります。 

ISE 展開では、セッション メンテナンスとデータベース レプリケーションのプロファイリングを最適化するために、任意

のセッションで RADIUS が最初のセッション確立後も同じ PSN へロード バランシングされるようにすることが推奨され

ます。したがって、RADIUS には、より長いパーシステンス タイムアウトが一般的に推奨されます。5 分（300 秒）という

値は、最初のセッションの確立に必要な時間として、ほとんどの展開に十分です。ポスチャやオンボーディングなどの 
ISE サービスが導入されている場合、最初の評価、プロビジョニング、修復のフェーズに 10 分または 15 分必要にな

る場合があります。EAP セッション再開かプロファイリング サービスを有効にする場合は、さらに長いタイムアウトが推

奨され、たとえば、ワイヤレス展開で 1 時間（3600 秒）、有線展開では 8 時間（28800 秒）になります。こうした長い

パーシステンス時間によって認証パフォーマンス、一般セッションのライフサイクル メンテナンスおよびプロファイリン

グ データのレプリケーションが最適化されます。 

注： 長いパーシステンス タイムアウトの副作用として、既存のセッションが新しく追加したサーバに対してロードバ

ラ ンシングされるまでに時間がかかる場合があります。新しい PSN へロードバランシングできるようにするには、

既存のセッションのパーシステンス タイマーが期限切れになるか、クリアされる必要があります。最小接続など

のロード バランシング方式に基づき、負荷が増加して他の PSN と釣り合うまでは新しいセッションの大部分が

新しい PSN に送信されると考えられるからです。 

パーシステンス タイムアウトの設定は、最終的にはネットワーク環境に依存します。ネットワークへの平均接続時間が

より短い、モバイル性の高い環境向けには、低いパーシステンス設定が、予期される接続時間により確実に一致させ

るために適している場合があります。ほとんどが固定のエンドポイントで構成される有線 LAN のような静的な環境で

は、長いパーシステンス タイムアウトを設定できます。 

https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/9000/000/sol9012.html
https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/9000/000/sol9012.html
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注： 独立した仮想サーバに異なるパーシステンス タイムアウトを設定することができます。F5 LTM の iRules を活

用して、ネットワーク デバイス グループ タイプや場所などの RADIUS 属性に基づいてパーシステンス TTL を
変更することもできます。 

パーシステンス タイムアウトは、パーシステンス プロファイルで直接設定するか、またはパーシステンス プロファイル

で名前を指定した iRule を介して設定することができます。両方を設定した場合、iRule が優先されます。 

RADIUS パーシステンスに対する NAD 要件 
RADIUS パケット内の特定の属性に基づいてパーシステンスを適用するには、各 NAD に想定されるデータと形式

で属性を入力する必要があります。 

Cisco Catalyst スイッチ 

デフォルトでは、Cisco Catalyst スイッチは、スイッチ ポートに接続された有線ホストの MAC アドレスを RADIUS 
Calling-Station-Id 属性に設定します。RADIUS 要求で送信される情報を補うことが望ましい場合があります。次に

例を示します。 

表 4.  Cisco Catalyst スイッチ向けの RADIUS 属性 

Cisco Catalyst IOS コマンド 説明 

radius-server attribute 8 include-in-access-req RADIUS アクセス要求に Framed-IP-Address（使用可能な場合）を含

めます。 

radius-server attribute 31 send nas-port-detail スイッチへのリモート コンソール（vty）接続のクライアント IP アドレスを

含めます。 

radius-server attribute 31 mac format ietf upper-case MAC アドレスの形式を 00-00-40-96-3E-4A （すべて大文字）に設定

します。 
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Cisco ワイヤレス LAN コントローラ 

デフォルトでは、Cisco ワイヤレス LAN コントローラは、RADIUS NAC が WLAN で有効な場合にワイヤレス クライア

ントの MAC アドレスを RADIUS Calling-Station-Id 属性に設定します。一部の展開では、ADIUS NAC を有効化し

ないローカル Web 認証（LWA）を使用する場合があります。このような場合、Call-Station-ID 属性が IP アドレスに設

定されていると、Calling-Station-Id は MAC アドレスではなくクライアント IP アドレスを使用します。これは、RADIUS 
のパーシステンスを解除する場合があります。図は、ほとんどの場合にクライアント MAC が Calling-Station-Id に設

定されるようにする典型的な設定を示しています。 

 
図 34.  Cisco Wireless LAN Controller 向け RADIUS 属性 

注： 7.6 以前のバージョンの WLC は、認証とアカウンティングの呼び出しステーション ID 用の個別のエントリを表

示しない場合があります。これらのバージョンでは、単一のエントリが認証要求および認可要求の形式を指 定
します。 

 参考までに、シスコの監査セッション ID を RADIUS 要求に含まれるようにするには RADIUS NAC の設定が

必要です。図に示すように、[詳細（Advanced）] タブの WLAN 設定で設定されます。 
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図 35.  Cisco Wireless LAN Controller 向け RADIUS 属性 

Cisco ASA リモート アクセス VPN サーバ 

デフォルトでは、Cisco Adaptive Security Appliance（ASA）は、フルトンネルのリモート アクセス VPN クライアントのパ

ブリック IP アドレスを RADIUS Calling-Station-ID 属性に割り当てます。接続は L3 IP 接続を介しているので、実際

のクライアントの MAC アドレスは、ASA では有効ではありません。 

他のシスコ製および他社製の RADIUS NAD では、NAD ログ、ISE 認証詳細ログ、またはパケット キャプチャからさ

まざまな RADIUS 属性の内容を表示できます。 
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RADIUS ロード バランシングのデータ フロー 
図は、RADIUS 認証、認可、およびアカウンティングのロード バランシングの想定トラフィック フローを示します。 

 
図 36.  RADIUS ロード バランシングのトラフィック フロー 

RADIUS ヘルス モニタリング 
F5 モニタは、ロードバランシングされるプール内のノード メンバに対して定期的なヘルス チェックを実行するために
使用されます。これらのモニタまたはプローブは、実際のサーバが正常であることを先に確認してから要求を送信し
ます。ここでの正常という用語は、「サーバは ICMP ping を使用して到達可能」という意味から「サーバは模擬アプリ
ケーション要求に対して能動的かつ正確に応答し、さらにアウトオブバンド チェックでリソースが追加の負荷に対応
するのに十分であることが確認されている」という意味までの範囲がある相対的な用語です。 

F5 LTM の RADIUS モニタ 
F5 BIG-IP LTM には ISE PSN サーバの正常性の監視に使用される RADIUS 認証モニタが含まれています。シミュ
レートされた RADIUS 認証要求をロードバランシングされるプール内の各 PSN に定期的に送信し、有効な応答の
受信を確認します。有効な応答は Access-Accept の場合と Access-Reject の場合があります。F5 LTM ヘルス モニタ
が正常に動作するには、ISE の前提条件となる設定の項で説明されているように、ISE 展開において次のように設定
されていることが不可欠です。 

• F5 LTM の内部 IP アドレスが RADIUS ネットワーク デバイスとして設定されている 
• ネットワーク デバイス定義で設定された RADIUS 秘密キーが一致する 
• RADIUS モニタの要求で Access-Accept を返す必要がある場合、適用する ID ストアに有効なユーザ 

アカウントがある  

各 PSN に送信される RADIUS 要求の数を減らすため、RADIUS アカウンティングのプール メンバの監視にこの

同じプローブが使用されます。 
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RADIUS モニタ タイマー 
このモニタ タイマーは、ヘルス ステータス プローブがロード バランス プールの各メンバに送信される頻度を決定しま

す。タイマーは、アクセス デバイスからの RADIUS 要求がタイムアウトする前にフェールオーバーできるように十分に

短く、かつ、ISE PSN に過度の不要な負荷をかけないように長い時間を設定する必要があります。 

最適値は最終的にはネットワーク環境とアクセス デバイス上の RADIUS サーバ設定によって決まります。Cisco 
WLC コントローラに適した RADIUS タイムアウトの開始値は 5 ～ 10秒で、3 回の再試行では合計 20 ～40 秒にな

ります。Cisco Catalyst スイッチの一般的な RADIUS タイムアウトは約 10 ～ 15 秒で 2 ～ 3 回の再試行では合計 
30 ～ 60 秒になります。 

より低速または信頼性の低い WAN リンクで接続されたスイッチ/ルータでは、さらに長いタイムアウトと再試行回数が

必要になる場合があります。その他の潜在的な RADIUS 遅延の原因には、バックエンド ID ストアへの低速な接続や

リモート ディレクトリからの詳細な属性取得が含まれます。認証ログの詳細部分に、ID ストア応答の過度の遅延を示

すステップ遅延カウンタが表示されることがあります。低速の、または誤設定された DNS サービスもバックエンド スト

アからの応答の遅延につながる可能性があります。理想的には、こうした問題は全体的な RADIUS 遅延を軽減する

ために対処されますが、暫定的な対応策としてネットワーク アクセス デバイスに大きな値を設定することが必要な場

合もあります。 

では、これらすべてのことが F5 LTM RADIUS ヘルス モニタとどう関係するのでしょうか。目標は、PSN の障害を検

出し、NAD の RADIUS 要求がタイムアウトする前に別の PSN を試みるように F5 LTM のモニタ タイマーを設定する

ことです。そうしないと、F5 BIG-IP LTM は設定された監視インターバルを超えるまで、障害を起こした同じ PSN に
要求を送信し続けます。たとえば、NAD RADIUS の合計タイムアウトが 40 秒の場合、インターバルは状況に応じて 
31 秒に設定する必要があります。同時に、インターバルを 11 秒に設定するのは過度である場合が多く、不必要な 
RADIUS 認証負荷が各 PSN に生じる原因になります。RADIUS タイマーが NAD のグループまたは種類によって

大きく異なる場合は、同じ RADIUS サーバを使用してすべての NAD に対応するため、より低い設定を使用すること

を推奨します。 

注： F5 LTM Monitor によって使用されるテスト用 RADIUS アカウントを内部 ISE ユーザ アカウントにするか、

外部 ID ストアに認証されるアカウントにするかは、RADIUS 総応答時間に影響を与えるため、必ず考慮に

入れてください。ユーザ アカウントの選択の詳細については、「RADIUS プローブ用ユーザ アカウントの選

択」の項を参照してください。 

F5 LTM RADIUS モニタには、次の 2 種類の主要タイマー設定があります。 

• インターバル = プローブ頻度（デフォルトは 10 秒） 
• タイムアウト = モニタ失敗までの合計時間（デフォルトは 31 秒） 

したがって、ノード障害の宣言までに 4 回のヘルス チェックが試行されると推定できます。 

• タイムアウト = （3 * インターバル）+ 1 
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RADIUS 用 LTM モニタの設定例  

ltm monitor radius /Common/radius_1812 { 
    debug no 
    defaults-from /Common/radius 
    destination *:1812 
    interval 10 
    password P@$$w0rd 
    secret P@$$w0rd 
    time-until-up 0 
    timeout 31 
    username f5-probe 
} 

RADIUS プローブ用ユーザ アカウントの選択 
RADIUS モニタでは、定期的な RADIUS 認証要求で送信するように、ユーザ アカウントが設定されている必要があ

ります。ここでどのアカウントを使用するかという問題が生じます - ISE の内部ユーザ データベースで定義されている

ユーザにしますか。Microsoft AD、LDAP ディレクトリまたはその他の ID ストアの外部ユーザでしょうか。それとも、単

に存在しないアカウントでしょうか。 

もう 1 つの決定は、ユーザ アカウントのセキュリティに基づくものです。このユーザ アカウントは、PSN が RADIUS 
要求を正常に処理していることを検証するためにのみ使用することが重要です。クレデンシャルが漏えいし、保護さ

れたリソースへのアクセスに使用された場合、このアカウントにはアクセスできないようにする必要があります。これ

は、アクセス拒否が返されるように無効なユーザ アカウントを選択する理由にもなります。前述のように、これは 
PSN の RADIUS サーバによって処理されているに違いないため、BIG-IP LTM はヘルス ステータスを判断する際

にこの応答を有効と見なします。 

上の方法の代替的手段は、有効なアカウントを使用しても、その認証されたユーザにアクセス権が付与されないよう

にすることです。ISE は認可ポリシーを使用してこれらの権限許可を制御します。PSN はプローブ ユーザを認証でき

ますが（アクセス承認）、アクセスを明示的に拒否する RADIUS 承認も返します。たとえば、「deny ip any any」を返す

アクセス コントロール リスト（ACL）か、未使用 VLAN または隔離 VLAN を割り当てることもできます。さらに、認証お

よび認可のポリシー規則は、プローブ ユーザ アカウントを F5 IP アドレスやアカウントが正常であると想定できる状態

（認証プロトコル、サービス タイプ、ネットワーク デバイス グループなど）を指定して制限する必要があります。 

一般的な指針は、バックエンド データベースの動作確認のために外部ユーザ アカウントの検証が必要な場合を除

いて、ISE 内部ユーザ データベースのアカウントに異なるパスワードで使用して、アクセス拒否を強制することです。

この要件は、「PSN が自分の ID ストアに対して認証できない場合、それは RADIUS が機能している場合でも停止同

然となる」という前提から生じる場合があります。 

RADIUS のステータス判定のために AD または LDAP アカウントによる検証が必要な場合は、ID ストアが使用可能

ならアクセス承認を返し、前述のようにプローブ アカウントに対する認可をロック ダウンすることを推奨します。

RADIUS フェールオーバーに関して、バックエンド ストアの障害の際に考慮が必要になる事柄があります。つまりプ

ロセス エラーとアクセス拒否のどちらを返すか、ということとロード バランシング クラスタ全体への潜在的影響です。

すべての PSN に対して AD または LDAP がダウンしている場合、VIP がダウンしていると宣言されるため、NAD は
別のクラスタにフェイルオーバーする必要があります。 
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ISE フィルタリングとログの抑制 
RADIUS モニタ チェックを正しく設定した後、設定の成功と正常な RADIUS サーバ ファームの状態を示す F5 の
プール リストまたはプール メンバー リストに親しみやすい緑色のアイコンが表示されると喜びを感じます。 

  
図 37.  RADIUS ロード バランシング用ヘルス モニタの検証 

ISE ライブ認証のダッシュボードに戻って、その成功の結果を目にすると、喜びも半減します...  

 
図 38.  RADIUS ヘルス モニタの認証ロギング 

仮に無効なユーザ アカウントを使用したとすると、上記の画面は代わりにすべてのプローブ認証に対する赤い表示

で埋め尽くされます。いずれにしても、こうした多数の反復的なログ エントリによって、ネットワーク ユーザおよびデバ

イスによるアクセス試行などの関心項目に重点を置くのが困難になることがあります。 
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この「ノイズ」を除外するには、PSN の収集フィルタを有効にすることを推奨します。収集フィルタでは、障害/パスの状
態やその他の次のような基準に基づいてイベントのロギングを除外することができます  

• ユーザ名 
• ポリシー セット名 
• NAS-IP-Address 
• Device-IP-Address 
• MAC（Calling-Station-ID） 

BIG-IP LTM モニタ チェックには、通常 LTM の内部インターフェイス IP である Device-IP-Address または NAS-IP-
Address による単純な収集フィルタを設定できます。またそれ以外には、例に示すようにプローブ アカウントのユーザ
名を使用します。 
 

 
図 39.  RADIUS ヘルス モニタ用 ISE 収集フィルタ 

プローブ ユーザ アカウントが認証に失敗すると予想される場合には、フィルタ タイプを「Filter Failed」に設定します。
（収集フィルタは、[管理（Administration] > [システム（System）] > [ロギング（Logging）] > [収集フィルタ（Collection 
Filters）] で設定します）。 

RADIUS ロード バランシング：F5 LTM 設定の詳細 
この項では、各コンポーネントの推奨設定および考慮事項など、ISE サーバ RADIUS ロード バランシングのための 
F5 LTM の詳細な設定について説明します。 

RADIUS ロード バランシングの設定は、次の主要コンポーネントに分割されます。 

• RADIUS ヘルス モニタ 
• RADIUS プロファイル 

o UDP 
o RADIUS サービス 
o RADIUS パーシステンス 

• 認証/認可およびアカウンティングのプール リスト 
• RADIUS 認証/許可およびアカウンティングの仮想サーバ 



  

 

 

 

 

 

Cisco Systems © 2015 ページ 48  

セキュア アクセスを実現するハウツー ガイド 

表に概要を示した設定を使用して、ISE PSN に対する RADIUS ロード バランシング用に F5 LTM を設定します。 

表 5.  LTM RADIUS ロード バランシングの設定 

BIG-IP LTM オブ

ジェクト 
推奨される設定 注記 

ヘルス モニタ（[メイン（Main）] タブ > [ローカル トラフィック（Local Traffic）] > [モニタ（Monitors）]） 

名前（Name） <RADIUS モニタ名> 

例：radius_1812 

• RADIUS 認証および認可ヘルス モニタの名前を入力します。 

タイプ（Type） RADIUS • F5 は RADIUS 認証用のネイティブ モニタを提供します。 

タイマー：インター

バルとタイムアウト 
ワイヤレス： 

インターバル：10  

タイムアウト：31 

有線：  

インターバル：15 

タイムアウト：46 

• タイマーは、アクセス デバイスからの RADIUS 要求がタイム

アウトする前にフェールオーバーできるように十分に短く、かつ 
ISE PSN への過剰なロギングをなくすように十分長く設定す

る必要があります。 
• 推奨される Cisco WLC RADIUS タイムアウト値は、3 回の再

試行で 5 ～ 10 秒の範囲です。 
• Cisco Catalyst スイッチの一般的な RADIUS タイムアウトは

合計で約 30 ～ 45 秒です。低速で信頼性の低い WAN リン
クで接続されたスイッチまたはルータの場合には、さらに長い

タイムアウトと再試行回数が必要になる場合があります。 
• 詳細については、「RADIUS モニタ タイマー」の項を参照してく

ださい。 

ユーザ名 <ISE ユーザ名> 

例：  

f5-probe 

• ISE ユーザ アカウントのユーザ名を入力します。 
• 名前は「ISE 設定の前提条件」の項の「RADIUS ヘルス モニ

タリング用の NAD としての F5 BIG-IP LTM の追加」で設定

した値に一致させる必要があります。 
• アカウントの選択の詳細については、「RADIUS プローブ用

ユーザ アカウントの選択」の項を参照してください。 

パスワード <ISE ユーザのパスワード> • ISE ユーザ アカウントのパスワードを入力します。 
• パスワードは「ISE 設定の前提条件」の項の「RADIUS ヘルス 
モニタリング用の NAD としての F5 BIG-IP LTM の追加」で

設定した値に一致させる必要があります。 

秘密 <RADIUS 秘密キー> • PSN との通信に使用する RADIUS 秘密キーを入力します。 
• RADIUS 秘密キーは「ISE 設定の前提条件」の項の

「RADIUS ヘルス モニタリング用の NAD としての F5 BIG-IP 
LTM の追加」 で設定された値に一致させる必要があります。 

NAS IP アドレス

（NAS IP 
Address） 

<NAS IP アドレス> • これはオプションです。デフォルトでは、BIG-IP LTM はイン

ターフェイス、またはセルフ IP を使用します。異なる NAS-IP-
Address を使用したモニタの RADIUS 要求に一致させるに

は、ここで新しい値を入力します。 
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エイリアス サービ

ス ポート（Alias 
Service Port） 

1645 または 1812 • RADIUS 認証/認可仮想サーバおよびプールに使用されるも

のと同じになるようにサービス ポートを設定します。 

iRules（[メイン（Main）] タブ > [ローカル トラフィック（Local Traffic）] > [iRules]） 

名前（Name） <RADIUS パーシステンス iRule 名> 

例：radius_mac_sticky 

• RADIUS 認証、認可、およびアカウンティングのトラフィックの

パーシステンスに使用される iRule の名前を入力します。 

定義（Definition） <iRule 定義> • iRule の詳細を入力します。詳細については、「RADIUS 
パーシステンス用 F5 BIG-IP Rules の例」（「RADIUS 
パーシステンス」の項）を参照してください。 

プロファイル（[メイン（Main）] タブ > [ローカル トラフィック（Local Traffic）] > [プロファイル（Profiles）]） 

UDP 

（[プロトコル

（Protocol）] > 
[UDP]） 

名前（Name） <プロファイル名> 

例：
ise_radius_udp 

• UDP プロファイルの一意の名前を入力します。 

 親プロファイル

（Parent Profile） 
udp  

 アイドル タイムア

ウト 
60 • UDP アイドル タイムアウトは RADIUS 環境とロード バランサ

のリソースに基づいて設定する必要があります。高い 
RADIUS アクティビティは接続状態を維持するために F5 アプ

ライアンスでより多くのリソースを消費します。この設定値は、

認証アクティビティがより低い、またはアプライアンスの容量が

十分なネットワークでは増やすことができます。逆に、認証ア

クティビティが高いほど、またはアプライアンスのリソース容量

が小さいほど、この値は小さいほうに調整する必要があります。 
• 初期展開時に、デフォルト設定の 60 秒から開始することを推

奨します。 

 データグラム LB
（Datagram LB） 

<無効> • ISE では、特定のホストの複数の RADIUS パケットを同じ 
PSN に送信する必要があります。 

RADIUS 

（[サービス

（Services）] > 
[RADIUS
（RADIUS）]） 

名前（Name） <プロファイル名> 

例：ise_radiusLB 

• RADIUS サービス プロファイルの一意の名前を入力します。 

 親プロファイル

（Parent Profile） 
radiusLB • RADIUS プロファイルを定義すると、F5 で iRule の RADIUS 

AV 属性値ペア（AVP）を処理できます。 
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 持続属性（Persist 
Attribute） 

<未設定> • 推奨事項は、iRule を使用してパーシステンス属性を定義する

ことです。 
• [持続属性（Persist Attribute）] オプションはシンプルで、一部

の展開では十分ですが、イベントのロギングの高度なルール

処理、複数の属性、フォールバック ロジック、トラブルシュー

ティングに役立つイベントのロギングのオプションの追加サ

ポートのため、iRule 方式を推奨します。 
• iRule を使用しない場合、推奨される持続属性値は「31」です

（Calling-Station-Id）。 
• Calling-Station-Id（または Framed-IP-Address）がない場

合、送信元 IP アドレスまたは RADIUS NAS-IP-Address が
適切なフォールバック パーシステンス オプションです。 

パーシステンス

（Persistence） 
名前（Name） <プロファイル名> 

例：radius_sticky 

• RADIUS パーシステンス プロファイルの一意の名前を入力し

ます。 

 親プロファイル

（Parent Profile） 
Universal • ユニバーサル プロファイルによって拡張パーシステンス ロ

ジック用の iRule 指定ができます 

 サービス全体で一

致（Match Across 
Services） 

有効（Enabled） • 同じ IP アドレスを共有して異なるサービス ポートを使用する

別個の仮想サーバを使用する場合、この設定によって 
RADIUS 認証/認可およびアカウンティングのサービス間で

ロード バランシングのパーシステンスが可能になります。 
• 仮想サーバが同じ IP アドレスを共有する場合、[サービス全

体で一致（Match Across Services）] に対する要求事項はあ

りません。詳細については、F5 のサポート記事「SOL5837：
セッション パーシステンスのための一致（Match Across）オプ

ション」[英語] を参照してください。 

 iRule <iRule 名> 

例：
radius_mac_sticky 

• RADIUS パーシステンスの設定に使用される iRule を指定し

ます。 
• パーシステンス用に推奨する iRule の詳細については、

「RADIUS パーシステンス」の項を参照してください。 

 タイムアウト
（Timeout） 

<永続化タイムア

ウト> 

ワイヤレス：3600 秒
（1 時間） 

有線：28800 秒
（8 時間） 

• 推奨事項は、iRule を使用してパーシステンス タイムアウトを

定義することです。iRule で設定されているパーシステンス タ
イムアウトの方が、ここでのプロファイル設定より優先されます。 

• iRule が使用されない場合は、環境に基づいてパーシステン

ス タイムアウトを設定します。これらのファクタとしては、アクセ

ス方法、デバイス タイプ、平均接続時間などがあります。 
• 独立した仮想サーバまたは iRules 経由で F5 に別のパーシ

ステンス TTL を設定できます。 
• 推奨されるタイムアウト値の詳細については、「RADIUS パー

システンス」の項を参照してください。 

https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/5000/800/sol5837
https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/5000/800/sol5837
https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/5000/800/sol5837
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プール リスト（[メイン（Main）] タブ > [ローカル トラフィック（Local Traffic）] > [プール（Pools）] > [プール リスト（Pool List）]） 

プール リストには、特定の仮想サーバに対してロード バランシング要求のサービスを提供する実際のサーバのリストが含まれます。 

注：2 つのサーバ プールを作成します（RADIUS 認証および認可用と、RADIUS アカウンティング用） 

名前（Name） <プール名> 

次に、例を示します。 

radius_auth_pool 

radius_acct_pool 

• 各 RADIUS プールの一意の名前を入力します - 1 つは 
RADIUS 認証および認可用、もう 1 つは RADIUS アカウン

ティング用に定義されます。 

ヘルス モニタ

（Health 
Monitors） 

<RADIUS ヘルス モニタ> 

例：radius_1812 

• 前の手順で設定した RADIUS ヘルス モニタを入力します。 
• 注：F5 と ISE の両方のアプライアンスのリソース消費を最小

限に抑えるために、ISE PSN アプライアンス上の RADIUS 認
証および認可と RADIUS アカウンティングの両方の サービス

の確認のために同じモニタが使用されます。 

SNAT の許可

（Allow EAP） 
いいえ（No） • RADIUS CoA のサポートは、SNAT を無効にする必要があり

ます。 
• ここでの設定は仮想サーバ定義の SNAT の設定を強化します。 

サービス停止時の

アクション（Action 
on Service 
Down） 

再選択（Reselect） • [再選択（Reselect）] オプションは、代替プール メンバが利用

できなくなった場合に、確立済みの接続を代替プール メンバ

に確実に移動します。障害が発生したノードの処理の詳細に

ついては、次の F5 サポート記事を参照してください。 
o SOL15095：サービス停止時のアクション機能の概要 
o SOL8968：復帰したクライアントがロード バランシングをバ

イパスできるように仮想サーバのパーシステンスを有効化 

メンバー IP アドレ

ス（Member IP 
Addresses） 

<LB クラスタ内の ISE PSN アドレス> 

次に、例を示します。 

ise-psn-1  10.1.99.5 

ise-psn-2  10.1.99.6 

ise-psn-3  10.1.99.7 

• これらは、PSN アプライアンスの実際の IP アドレスです。 
• PSN は、[ノード リスト（Node List）] でノードとして設定されま

す。これらのエントリは、[プール リスト（Pool List）] 設定ペー

ジ内で定義されたときに自動的に作成できます。 

メンバー サービス 
ポート（Member 
Service Port） 

<RADIUS 認証/認可とアカウンティング

のための個々の一意ポート> 

次に、例を示します。 

認証/認可プール：1645 または 1812 

アカウンティング プール：1646 また

は 1813 

• 各プールには、PSN への接続に使用する適切な RADIUS 
認証またはアカウンティング ポートを定義します。 

ロード バランシン

グ方式（Load 
Balancing 
Method） 

最小接続数（ノード）（Least 
Connections (node)） 

• 最小接続数（メンバ）（Least Connections (member)）も指定

可能ですが、「ノード」オプションでは、F5 がプール間のすべて

の接続を考慮できます。 

https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/15000/000/sol15095.html
https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/8000/900/sol8968.html
https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/8000/900/sol8968.html
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仮想サーバ（[メイン（Main）] タブ > [ローカル トラフィック（Local Traffic）] > [仮想サーバ（Virtual Servers）] > [仮想サーバ リスト

（Virtual Server List）]） 

注：2 つの仮想サーバを作成します - 1 つは RADIUS 認証/認可用、もう 1 つは RADIUS アカウンティング用です 

名前（Name） <RADIUS 仮想サーバ名> 

次に、例を示します。 

RADIUS 認証：ise_radius_auth 

RADIUS アカウンティング：
ise_radius_acct 

• RADIUS 認証および RADIUS アカウンティング用の仮想

サーバを識別する名前を入力します。 

タイプ（Type） 標準（Standard） • 標準（Srandard）は、UDP プロトコルおよび RADIUS に対す

るプロファイルの指定ができます  

ソース（Source） <ソース ネットワーク アドレス/マスク> 

例：10.0.0.0/8 

• ネットワーク アドレスを入力し、ISE PSN との通信が必要な

外部ネットワーク アドレスのビット マスクを付加します。 
• RADIUS AAA 用 PSN と通信する必要のある RADIUS クラ

イアント（ネットワーク アクセス デバイス）を除外しないように

すると同時に、ソースをできるだけ制限します。 

宛て先

（Destination） 
（VIP アドレス

（VIP Address）） 

タイプ

（Type） 
ホスト  

 アドレス

（Address） 
<RADIUS 認証、認可、お

よびアカウンティング用の

単一の IP アドレス> 

例：10.1.98.8 

• RADIUS AAA サービスの仮想 IP アドレスを入力します。 
• ロード バランサの設定およびアクセス デバイス（RADIUS ク
ライアント）の設定の両方が簡素化されるため、単一の IP アド

レス（認証/認可と、アカウンティングに別々の IP アドレスを割

り当てる場合と異なり）を推奨します。 

サービス ポート

（Service Port） 
<RADIUS 認証/認可とアカウンティング

のための個々の一意ポート> 

次に、例を示します。 

RADIUS 認証：UDP/1645 または 
UDP/1812 

RADIUS アカウンティング：

UDP/1646 または UDP/1813 

• ワイルドカード ポート（すべての UDP ポート）は 1 つの選択

肢ですが、一般的な推奨事項は、単一の VIP を共有し、それ

ぞれが RADIUS 認証/許可とアカウンティング用に異なるポー

トを持つ別々の仮想サーバを定義することです。これにより、

仮想サーバとサービスによるロード バランシング制御と管理

を強化できます。 

プロトコル

（Protocol） 
UDP • 定義する UDP プロトコル プロファイルおよび RADIUS プロ

ファイル。詳細については、表の「プロファイル（Profile）」セク

ションを参照してください。 

プロトコル プロファ

イル（クライアント）

（Protocol Profile 
(Client)） 

<UDP プロトコル プロファイル> 

例：ise_radius_udp  

• 前に定義した UDP プロトコル プロファイルの名前を入力します。 
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RADIUS プロファ

イル（RADIUS 
Profile） 

<RADIUS サービス プロファイル> 

例：ise_radiusLB 

• 前に定義した RADIUS サービス プロファイルの名前を入力し

ます。 

VLAN およびトン

ネル トラフィック

（VLAN and 
Tunnel Traffic） 

限定的に有効化（Enabled On…） • オプション：インバウンド RADIUS 要求を特定の VLAN に制

限します。 

VLAN およびトン

ネル（VLANs and 
Tunnels） 

<外部 VLAN> 

例：External 

• PSN と通信する外部アクセス デバイスによって使用される入

力 VLAN を選択します。 

送信元アドレスの

変換または

「SNAT プール」

（Source Address 
Translation, or 
“SNAT Pool”） 

なし • RADIUS CoA のサポートは、SNAT を無効にする必要があり

ます。 

デフォルト プール

（Default Pool） 
<プール名> 

次に、例を示します。 

RADIUS 認証：radius_auth_pool 

RADIUS アカウンティング：
radius_acct_pool 

• RADIUS 認証/認可またはアカウンティング用に定義された

サーバ プールの名前を選択します。 
• 詳細については、表の「プール リスト（Pool List）」セクションを

参照してください。 

デフォルト パーシ

ステンス プロファ

イル（Default 
Persistence 
Profile） 

<パーシステンス プロファイル名> 

例：radius_sticky 

• 以前に作成した RADIUS パーシステンス プロファイルの名前

を選択します。 

フォールバック 
パーシステンス プ
ロファイル

（Fallback 
Persistence 
Profile） 

<フォールバック パーシステンス プロファ

イル名> 

例：source_addr 

• フォールバック パーシステンス方式を iRule 内に含めるため、

この設定は必須ではありません。iRule の設定は、ここで入力

される値より優先されます。 
• 展開された iRule にはそのようなフォールバック方式が定義さ

れていないため、送信元 IP アドレスなどの値をここで入力で

きます。 

ベスト プラクティス： 作成後に RADIUS ロード バランシングの設定変更後、転送（IP）などの固有性の低い仮想

サーバによって現在処理されているトラフィックが RADIUS トラフィック用に作成された新しい

固有性の高い仮想サーバに処理されることを保証するため、既存の接続をクリアすることが

必要な場合があります。F5 BIG-IP LTM コンソールから tmsh sys delete connection コマンド

で、既存のすべての接続をクリアするか、パラメータを指定してプロトコル（tcp または udp）、
クライアント/サーバの IP アドレス、またはクライアント/サーバの ポート番号に基づいて特定

の接続を削除します。 
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RADIUS CoA 処理 
RADIUS 認可変更（CoA）とは、既存のネットワーク セッションに新しいポリシーを適用開始するために ISE が使用

する通信です。アクセス デバイス（RADIUS クライアント）によって PSN（RADIUS サーバ）に向けて開始される一般

的な RADIUS 認証、承認、アカウンティング（AAA）のトラフィックと異なり、RADIUS CoA は PSN によって開始さ

れます。この通信フローでは、PSN がクライアントになり、アクセス デバイスはサーバになります。 

CoA 用のネットワーク アクセス デバイスの設定 
RADIUS CoA はネットワーク アクセス デバイスが開始するトランザクションではないため、CoA パケットの送信元を

信頼するように、各 NAD を設定する必要があります。ここでは、シスコの アクセス スイッチおよびワイヤレス コント

ローラが PSN からの CoA パケットを信頼するようにする基本設定を示します。 

Cisco Catalyst スイッチ  

Cisco Catalyst スイッチは、IP アドレスおよび RADIUS 秘密キーを使用して、各 PSN を RADIUS CoA 要求の信頼

できる送信元として設定する必要があります。PSN は、スイッチの設定例に示されているように、この通信におけるク

ライアントです。 

aaa server radius dynamic-author 
 client 10.1.99.5 server-key cisco123 
 client 10.1.99.6 server-key cisco123 
 client 10.1.99.7 server-key cisco123 
 client 10.1.99.8 server-key cisco123 
 client 10.1.99.9 server-key cisco123 
 client 10.1.99.10 server-key cisco123 
 <…one entry per PSN…> 

Cisco ワイヤレス LAN コントローラ 

Cisco WLC は、設定例に示すように設定された RADIUS 認証サーバからの RADIUS CoA だけを信頼します。 
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図 40.  Cisco ワイヤレス LAN コントローラの RADIUS CoA の設定 

RADIUS CoA の送信元 NAT 
RADIUS CoA 用の NAD の設定の明らかな欠点は、各アクセス デバイスを個別に、すべての PSN の一意の IP アド
レスで設定する必要があることです。新しい PSN が追加されたらどうなるでしょうか。既存のもののアドレスの振り直し
や削除が必要になった場合は? これらのエントリの管理は、問題を引き起こしやすく同期が取れなくなることがありま
す。さらに、WLC などの一部のアクセス デバイスは、RADIUS サーバ エントリの数が制限されていて、考えられる多
数の PSN サーバに対する信頼設定を行うのは困難です。 

この管理問題に対するソリューションは、PSN によって開始された RADIUS CoA トラフィックに対する送信元 NAT を 
RADIUS 仮想サーバ IP アドレスになるように設定することです。図は、PSN から発信された ISE CoA ポート UDP/1700 
のすべてのトラフィックが送信元 NAT で RADIUS VIP アドレスに変換済みであるというシナリオを示しています。 

 
図 41.  RADIUS CoA の送信元 NAT 



  

 

 

 

 

 

Cisco Systems © 2015 ページ 56  

セキュア アクセスを実現するハウツー ガイド 

RADIUS VIP は信頼できる RADIUS サーバとして Cisco WLC 内ですでに設定されているため、追加のエントリ

は必要ありません。同様に、Cisco Catalyst スイッチは、ロードバランシングされる PSN のグループごとに 1 つのク

ライアント エントリで設定できます。次の例は、SNAT によって NAD の CoA 設定がどのように簡素化できるかを示

しています。 

ベスト プラクティス： PSN から開始された CoA トラフィックに対して SNAT を使用することは、NAD の設定を簡素

化し、各 NAD の設定を変更する代わりに PSN アドレスの変更に F5 アプライアンスから対応

するベスト プラクティスです。 
 
この項で示す SNAT の設定は、PSN で開始され、NAD に向かう RADIUS CoA のトラフィック

専用です。これは、逆方向、つまり NAD から PSN への RADIUS AAA トラフィックの SNAT 
の制限と混同しないでください。NAD で開始された RADIUS AAA トラフィックの SNAT は 
CoA 処理を破綻させます。さらに詳細については、「RADIUS ロード バランシングの NAT の
制限」を参照してください。 

SNAT を使用した RADIUS CoA の設定例 

Cisco Catalyst スイッチの例： 

aaa server radius dynamic-author 
 client 10.1.98.8 server-key cisco123 

Cisco ワイヤレス LAN コントローラの例： 

 
図 42.  SNAT を使用した Cisco ワイヤレス LAN コントローラの CoA の設定 
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RADIUS CoA SNAT：F5 LTM 設定の詳細 
SNAT のない基本的な NAD CoA の設定を使用すると、CoA パケットはこのマニュアルで前に設定した IP 転送サー

バを使用して F5 BIG-IP LTM を介して直接送信できます。ここでは、ISE PSN によって開始された RADIUS CoA 
トラフィックに SNAT を適用することで NAD CoA の設定を単純化するために必要な F5 LTM の設定を詳しく説明

します。 

表に概略を示した設定を使用して、ISE PSN からの RADIUS CoA トラフィックに F5 LTM が SNAT を適用するよう

に設定します。 

表 6.  LTM の RADIUS CoA SNAT の設定 

BIG-IP LTM オブ

ジェクト 
推奨される設定 注記 

SNAT プール リスト（[メイン（Main）]タブ > [ローカル トラフィック（Local Traffic）] > [アドレス変換（Address Translation）] > 
[SNAT プール リスト（SNAT Pool List）]） 

名前（Name） <RADIUS CoA SNAT プール名> 

例：radius_coa_snatpool 

• RADIUS CoA に使用する SNAT のプールの名前を入力し

ます。 

IP アドレス <RADIUS VIP アドレス> 

例：10.1.98.8 

• RADIUS AAA に使用される RADIUS 仮想サーバの IP アド

レスを入力します。 
• RADIUS VIP は SNAT プールの唯一のメンバーです。 

仮想サーバ（[メイン（Main）] タブ > [ローカル トラフィック（Local Traffic）] > [仮想サーバ（Virtual Servers）] > [仮想サーバ リ
スト（Virtual Server List）]） 

名前（Name） <RADIUS CoA SNAT サーバ> 

例：RADIUS-COA-SNAT 

• PSN からネットワーク アクセス デバイスへの RADIUS CoA 
トラフィックの SNAT の仮想サーバの名前を入力します。 

タイプ（Type） 標準（Standard） • 標準プロファイルによって、RADIUS CoA のトラフィック フ
ローを定義するのに必要な送信元および宛先のネットワーク

とポートを指定できます。 

ソース（Source） <ソース ネットワーク アドレス/マ
スク> 

例：10.1.99.0/28 

• ISE PSN のネットワーク アドレスをビット マスク付きで入力し

ます。 
• 送信元ネットワークを RADIUS CoA トラフィックの送信元であ

る PSN に制限します。 

接続先

（Destination） 
タイプ（Type） ネットワーク  

 アドレス

（Address） 
<接続先ネット

ワーク> 

例：10.0.0.0 

• 環境に適したネットワーク アドレスを入力します。セキュリティ

強化のため、すべての CoA 対応 NAD を確実に含むようにし

た上で、アドレス範囲をできるだけ制限します。 

 マスク <接続先マスク> 

例：255.0.0.0 

• 環境に適したネットワーク アドレス マスクを入力します。セ

キュリティを強化するために、アドレス範囲をできるだけ限定し

てください。 
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サービス ポート

（Service Port） 
1700/その他 • ISE のデフォルト CoA ポートであるポート 1700 を入力します。 

プロトコル

（Protocol） 
UDP • デフォルトですべてのプロトコルに一致させるため、ワイルド

カード プロトコルを選択します 

VLAN およびトン

ネル トラフィック

（VLAN and 
Tunnel Traffic） 

限定的に有効化（Enabled On…） • オプション：RADIUS CoA のトラフィックを特定の VLAN に制

限します。 

VLAN およびトン

ネル（VLANs and 
Tunnels） 

<内部 VLAN> 

例：内部（Internal） 

• NAD との通信に使用される PSN サーバ VLAN を選択します。 

送信元アドレス変

換（Source 
Address 
Translation） 

SNAT • RADIUS CoA トラフィックの SNAT を有効にします。 

SNAT プール

（SNAT Pool） 
<RADIUS CoA SNAT プール> 

例：radius_coa_snatpool 

• 以前に設定した SNAT プール リストの名前を選択します。 

注： SNAT を RADIUS CoA に使用するかしないかに基づいて CoA 用の適切なクライアント エントリを確実に 
NAD に設定してください。 
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ISE プロファイリング のロード バランシング  

はじめに 

ISE プロファイリングとは? 
プロファイリングとは、ネットワーク接続されたエンドポイントに関する属性を収集し、そのデータの相互の関連付けを
してデバイスを分類する ISE サービスです。一般的な分類には、ネットワーク プリンタ、IP 電話、OS タイプごとのクラ
イアント ワークステーション、Apple iOS や Android を搭載したスマートフォンおよびタブレットなどの移動式エンドポ
イントが含まれます。 

プロファイリング サービスは、RADIUS ベースの認証の有無に関わらず実行でき、ネットワークに「何が」接続されて
いるかというコンテキストを追加する点で非常に有益です。その結果得られるのは、ネットワークのより良い可視性と、
エンドポイントの分類、つまりプロファイルの割り当てをネットワーク アクセス ポリシーに含められることです   

ISE プロファイリングは、異なるタイプのデータを処理でき、さまざまな収集方式をサポートできます。収集されたエン
ドポイント データのタイプは、各コレクタ プロセス、つまりプローブに固有です。ISE は現在、次のプローブ カテゴリを
サポートしています。 

• RADIUS 
• SNMP クエリーおよび SNMP トラップ 
• DHCP 
• HTTP 
• DNS 
• NMAP 
• NetFlow 

プロファイリング トラフィックをロード バランシングすべき理由 
一部の ISE プローブでは、データが RADIUS、DHCP（DHCP リレー/ヘルパー経由）、SNMP トラップおよび NetFlow 
などの PSN に、ネットワーク インフラストラクチャから直接送信される必要があります。非 LB 展開で冗長性をサポー
トするには、これらのプローブ データを複数の PSN に送信する必要があります。これは、過度のデータ収集が発生
することがあり、重大なプロファイル データを他のノードに継続的に複製する必要があるために、ISE 展開の拡張に
影響を及ぼすことがあります。 

プロファイル データのローカル同期を最適化する 1 つの方法は、ISE ノード グループを導入することです。このトピッ
クは、「ISE 設定の前提条件」の項の「ロードバランシングされるクラスタ内の ポリシー サービス ノード用のノード グ
ループの設定」ですでに説明されています。 

プロファイル データ収集を最適化するもう 1 つの方法は、冗長性を維持すると同時に、特定のエンドポイントのデー
タを受信する PSN の数を制限することです。コレクションのプロファイリングおよびデータ レプリケーションは、特定の
エンドポイント用のコレクションを同じ PSN に制限することによって、さらに最適化できます。この要件をサポートする 
1 つのソリューションは、プロファイリング データをロード バランシングすることです。複数の PSN に対して、RADIUS、
DHCP、SNMP トラップ、または NetFlow プロファイル データの各送信者を設定するのではなく、ロード バランシング
によって、単一の仮想サーバを設定できます。これにより、特に PSN が導入に追加されたり、ネットワーク パラメータ
が変更された場合の設定が簡素化されます。ロード バランシングは、冗長性を提供すると同時に、複数のターゲット
を 1 つに統合できるため、ネットワーク帯域幅の使用率を最小化します。 
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注： ディザスタ リカバリのための複数のデータ センターを含む展開では、プロファイリング データをリモート サイト

から両方のデータセンターに送信することが一般的です。このシナリオでは、各データセンター内に別々に

ロードバランシングされるクラスタを導入することを推奨します。したがって、ネットワーク デバイスがプロファイリ

ング データ用に設定された 2 番目のターゲットを必要とする可能性があります。プロファイル データ ソース

は、通常は IP アドレスで設定されているため、F5 の BIG-IP Global Traffic Manager（GTM）やシスコの Global 
Site Selector（GSS）のような DNS ベースのソリューションは適用されません。単一のターゲットをサポートする

ためには、動的にトラフィックを更新したり、単一の宛先にトラフィックをルーティングしたりするために、ソリュー

ションはインテリジェント ルーティングによるエニーキャスト、Cisco IOS Embedded Event Manager（EEM）などの

ソリューション、またはサービス テンプレートが必要な場合があります。 

どのプロファイリング データをロード バランシングするか? 
ISE によってサポートされる複数のプロファイリング プローブの中で、F5 BIG-IP LTM による PSN ロード バランシン

グのメリットを最大限に活用できるものは次のとおりです。 

• RADIUS（UDP/1645-1646 および UDP/1812-1813 
• DHCP（UDP/67） 
• SNMP トラップ（UDP/162） 
• NetFlow（エクスポート ポートは多くの場合設定可能ですが、UDP/9996 および UDP/2055 が最も一般

的です） 

DNS プローブは外部 DNS サーバへ逆ルックアップ要求を送信するため、このトラフィックは技術的には F5 BIG-IP 
LTM によってロード バランシングすることもできますが、直接 PSN には影響しません。 

RADIUS プロファイリング データのロード バランシング 
RADIUS データはすでに RADIUS AAA の一部としてロードバランシングされているため、さらにロード バランシング

を設定する必要はありません。 

Cisco Catalyst スイッチおよびワイヤレス LAN コントローラは、デバイス センサーと呼ばれる機能をサポートします。

デバイス センサーは、アクセス デバイスがエンドポイントのデータをローカル的に収集して統合し、RADIUS アカウン

ティングを使用して一元的に結果を報告できるようにすることで、プロファイリングを最適化します。また、このプロファ

イルのトラフィックは、RADIUS AAA ロード バランシングの設定によって自動的に対応されます。 

ベスト プラクティス： デバイス センサーは、一般的には別個のデータ ソースとプローブを必要とする複数の属性

を統合し、それを RADIUS アカウンティングを使用して単一の PSN ターゲットに報告するこ

とで、プロファイルの収集を最適化します。このプロセスには、複数のプローブ カテゴリのプ

ロファイル データを同じ PSN へ送信するという付加的な利点もあります。これは、プロファイリ

ング データのレプリケーション要件を著しく減らすことができます。 

注： この項の残りの部分では、DHCP、SNMP トラップおよび、PSN への NetFlow パケットのロード バランシングを

中心に説明します。 
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プロファイリング サービスのヘルス モニタ：DHCP、SNMP および NetFlow 
DHCP、SNMP トラップ、および NetFlow のプロファイリング データは、すべて UDP ベースで、かつ単方向です。こ
れは、これらのプローブによるプロファイル データを消費するときに、PSN からの応答トラフィックは予期されないこと
を意味します。そのため、アプリケーション固有の応答に依存する F5 モニタは適用されません。単純な ICMP を使
用することが、ノードが IP 到達可能かを確認するのに適しています。ほとんどの ISE 展開ではプロファイリングと 
RADIUS ユーザ サービスを組み合わせるので、RADIUS モニタの再利用は ISE アプリケーション サービスが動作し
ていることを確認するための妥当なオプションです。通常、RADIUS AAA サービスが動作可能でない場合、両方の
サービスがその PSN に設定されていれば、そのノードにプロファイリング データを送信する必要はありません。 
 

DHCP プロファイリング データのロード バランシング  
ISE は、DHCP プロキシ、および DHCP リレーを使用して送信されたトラフィックと両方の DHCP SPAN データの消
費をサポートします。SPAN およびプロキシ のオプションは単一宛先の方式なので、DHCP ロード バランシングの
議論の焦点は、同時に複数の宛先をサポートするリレーに関するものになります。 

DHCP 要求をルータまたはレイヤ 3 スイッチから特定の DHCP サーバに転送するための最も一般的な方法は、IP 
ヘルパーと呼ばれる方法です。この方式では、Cisco IOS ip helper-address コマンドを使用して、ローカル レイヤ 
2 ドメインのエンドポイントで受信される DHCP パケットの複数の受信者を定義します。次の設定例は、有効な DHCP 
サーバとプロファイル データ収集用の複数の PSN に Cisco Catalyst スイッチが DHCP パケットを転送する方法を示
しています。 

! 
interface Vlan10 
 description EMPLOYEE 
 ip address 10.1.10.1 255.255.255.0 
 ip helper-address 10.1.100.100 <--- Real DHCP Server 
 ip helper-address 10.1.99.5  <--- ISE-PSN-1 
 ip helper-address 10.1.99.6  <--- ISE-PSN-2 
 ip helper-address 10.1.98.7  <--- ISE-PSN-3 
! 
interface Vlan11 
 description GUEST 
 ip address 10.1.11.1 255.255.255.0 
 ip helper-address 10.1.100.100 <--- Real DHCP Server 
 ip helper-address 10.1.99.5  <--- ISE-PSN-1 
 ip helper-address 10.1.99.6  <--- ISE-PSN-2 
 ip helper-address 10.1.98.7  <--- ISE-PSN-3 
! 

このように、F5 BIG-IP LTM を使用することにより、設定を簡素化できます。 

! 
interface Vlan10 
 description EMPLOYEE 
 ip address 10.1.10.1 255.255.255.0 
 ip helper-address 10.1.100.100 <--- Real DHCP Server 
 ip helper-address 10.1.98.8  <--- F5 VIP 
! 
interface Vlan11 
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 description GUEST 
 ip address 10.1.11.1 255.255.255.0 
 ip helper-address 10.1.100.100 <--- Real DHCP Server 
 ip helper-address 10.1.98.8  <--- F5 VIP 
! 

実際の PSN 数の変更や BIG-IP F5 LTM の裏側のアドレッシングは、転送スイッチ/ルータに対してトランスペア
レントです。 

DHCP プロファイリングのデータ フロー 
図の例は、実際の DHCP サーバおよび F5 BIG-IP LTM アプライアンスの両方に DHCP トラフィックを送信する

ための一般的なフローを示しています。実際の DHCP サーバ要求と異なり、PSN は応答しません。 

 
図 43.  DHCP プロファイリングのトラフィック フロー 

DHCP サーバ パケットの標準クライアントは、宛先サービス ポートとして UDP/67 を使用します。DHCP のロード バラ

ンシング用に設定された仮想サーバは、RADIUS ロード バランシングで使用される IP アドレスを共有できます。必

要に応じて、プロファイリング データを使用する目的で、固有のノード IP アドレスを持つ専用インターフェイスを PSN 
ごとに別々に設定することができます。 

DHCP プロファイリングのパーシステンス 
リレーされた DHCP 要求の送信元 IP アドレスは、転送ルータ/スイッチ（IP ヘルパー）の送信元 IP アドレスです。こ

のデバイスは、通常、アクセス ネットワークのエンドポイントのデフォルト ゲートウェイです。多数のデフォルト ゲート

ウェイを含む ISE 展開では、DHCP パケットの送信元 IP アドレスは、パーシステンスのための適切な属性の選択肢

です。これは、経時的に各クライアントが同じアクセス デバイスに接続する可能性が高く、同じエンドポイントから複数

の DHCP パケットが同じ PSN に送信される傾向があるためです。また、複数のゲートウェイ上のクライアントの分散が

大きくなるほど、ロード バランスされた PSN 間の DHCP 要求の分散が適切になります。 
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技術的には、各 DHCP パケットはロード バランスされたクラスタ内の異なる PSN に送信される可能性があります。

パーシステンスを適用する理由は、データ収集を最適化し、データベース レプリケーションを最小限にすることです。

特定のエンドポイントのすべての DHCP パケットを同じ PSN に送信することにより、展開内の ISE ノード間でプロファ

イリング データを同期させる必要性が最小限になります。 

ゲートウェイが少ない場合や、大規模かつ不均一な数のエンドポイントが少数のゲートウェイによって処理される場合

（例：レイヤ 2 アクセス スイッチで VLAN が大規模なディストリビューション スイッチまたはコア スイッチで終端する場

合、大規模なワイヤレス展開で Cisco WLC を使用して多数のユーザを中央サイトに集約する場合など）、同じクライ

アントの DHCP データ同じ PSN に到達することを保証しながら、別のパーシステンス属性を使用してより適切な負荷

分散を達成することが必要になることがあります。 

次は、拡張 F5 iRule ロジックがきわめて強力に機能するもう 1 つの例です。インテリジェントな解析により、iRule が
キー DHCP オプション フィールドの場所を判別し、それをパーシステンスの基盤として使用できます。2 つの例は、

DHCP オプション 61（dhcp-client-identifier）と DHCP オプション 50（dhcp-requested-address）です。クライアント識別

子は、通常、エンドポイントの MAC アドレスです。一方、要求されたアドレスは、通常、クライアント IP アドレスです 
（参照：RFC2132 "DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions"）。 

さらに、DHCP クライアント識別子が一致するパーシステンス iRule の設定により、既存の RADIUS パーシステンス 
iRule を活用できるようになります。その結果、同一クライアント MAC アドレスからのすべての要求が同じ PSN へ送

信されるようになります（図を参照）。これにより、プロファイリング収集およびデータベース レプリケーションを大幅に

最適化できます。 

 
図 44.  MAC アドレスに基づいた DHCP プロファイリング パーシステンス 

標準設定セクションでは、単純な送信元アドレス パーシステンスの使用を示します。拡張 DHCP パーサー iRule の
例は、参照用の付録に記載されています。 

https://www.ietf.org/rfc/rfc2132.txt
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ロード バランシング SNMP トラップ プロファイリング データ 
SNMP トラップ プローブの主な目的は、エンドポイントのスイッチ ポートに SNMP クエリを送信する PSN をトリガーす

ることです。RADIUS アカウンティングでもこのスイッチ ポート クエリをトリガーできるため、一般に、プロファイリングの

ための SNMP トラップの使用は、RADIUS ベースのポート認証がまだ導入されていない場合のみに推奨されます。

これは、ネットワーク検出フェーズの一部としての初期 ISE 展開中などに該当します。 

SNMP トラップの処理は有線アクセス スイッチに限定され、ワイヤレスや VPN アクセス方式には適用されません。し

たがって、SNMP トラップの送信元 IP アドレスは、出力インターフェイス（デフォルト動作）または snmp-server trap-
source <interface> コマンドを使用して定義されるインターフェイスによって決定されます。 

DHCP リレー エージェントと同様に、ロードバランサを使用しない場合、一般的な設定では複数の SNMP トラップ ホ
ストが冗長性を目的として設定される必要があります（スイッチの設定例を参照）。 

! 
snmp-server trap-source GigabitEthernet1/0/24 
snmp-server enable traps snmp linkdown linkup 
snmp-server enable traps mac-notification change move  
snmp-server host 10.1.99.5 version 2c public  mac-notification snmp 
snmp-server host 10.1.99.6 version 2c public  mac-notification snmp 
snmp-server host 10.1.99.7 version 2c public  mac-notification snmp  
! 

F5 BIG-IP LTM を使用する場合、次のようにトラップ ターゲットの数を減らすことによって設定を簡素化できます。 

! 
snmp-server trap-source GigabitEthernet1/0/24 
snmp-server enable traps snmp linkdown linkup 
snmp-server enable traps mac-notification change move  
snmp-server host 10.1.98.8 version 2c public  mac-notification snmp 
! 

実際の PSN 数の変更や BIG-IP F5 LTM の背後でのアドレッシングは、送信スイッチ/ルータに対してトランスペアレ

ントです。 

SNMP トラップのパーシステンスに関して一般に推奨されるのは、送信元 IP アドレス、つまりアクセス スイッチのトラッ

プ ソースです。DHCP パケットと同様、SNMP トラップの負荷分散は、アクセス スイッチの数およびサイズによって異

なります。SNMP Linkup トラップにはエンドポイント情報が含まれておらず、スイッチおよびインターフェイス インデッ

クスの情報のみが含まれます。したがって、エンドポイント固有の認識可能な属性はありません。一方、MAC 通知ト

ラップが設定されている場合、それらにはクライアント MAC アドレスが含まれ、暗号化されないトラップ（SNMv1/2c ま
たは暗号化なしの SNMPv3）のデータを解析するように iRule を設定できます。プロファイリングのためのトラップの使

用は、通常、RADIUS 展開前の期間であるため、ISE 展開への影響は限られており、送信元 IP のパーシステンスは

概して十分です。 
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標準 SNMP トラップは、宛先サービス ポートとして UDP/162 を使用します。SNMP トラップのロード バランシング用

に設定された仮想サーバは、RADIUS ロード バランシングおよびプロファイリング用のその他の仮想サーバで使用さ

れる IP アドレスを共有できます。必要に応じて、プロファイリング データを使用する目的で、固有のノード IP アドレス

を持つ専用インターフェイスを PSN ごとに別々に設定することができます。 

ロード バランシング Netflow プロファイリング データ 
Netflow を使用したプロファイリングは、ネットワークに対して自分自身を認証できない重要なエンドポイントの分類な

どの例外的な使用に限定する必要があります。これらのデバイス タイプは、医療や製造などの業種のほか、ミッション

固有のエンドポイントがそれらのトラフィック フローによってのみ区別可能な環境で一般的です。プロファイリング目的

での NetFlow の過剰使用や乱用は、ネットワークおよび ISE リソースに高い負荷を与える可能性があります。 

NetFlow は、ネットワーク内のレイヤ 3 スイッチおよびルータによって送信（エクスポート）されます。DHCP リレーと

同様、NetFlow のソースは常にアクセス レイヤ デバイスから送信されるとは限りません。NetFlow は、WAN ルータ

やディストリビューション スイッチ、コア スイッチなどのネットワーク集約ポイントに導入されるのが一般的です。ロー

ド バランサを使用しない場合、複数の NetFlow エクスポートの宛先が冗長性用に設定される必要があります（NetFlow 
対応ルータ/スイッチまたは中間 NetFlow コレクタによってサポートされる場合）。NetFlow には、特定の PSN に対

する特定のエンドポイントの NetFlow の永続化を事実上不可能にするネットワーク内のほぼすべてのポイントに導

入された複数のエンドポイントからのデータが含まれることがあります。ISE に対する NetFlow エクスポートのロード 
バランシングの主な利点は、冗長性の提供とエクスポートの設定の簡素化です。推奨されるパーシステンス属性は、

送信元 IP アドレス、すなわち ip flow-export source <interface> コマンドを使用してエクスポート デバイスで制御

される値です。 

ベスト プラクティス：  ロード バランサに送信された NetFlow レコードを注意深く監視して、F5 および ISE アプライア

ンスの両方において帯域幅とパフォーマンスに影響がないかを確認してください。NetFlow を
ロード バランサにエクスポートするように設定された新規ルータ/スイッチごとの影響を、段階的

なアプローチを使用して、より適切に評価することが推奨されます。 

設定可能ですが、NetFlow エクスポートの一般的な宛先ポートは UDP/9995 および UDP/2055 などです。NetFlow 
ロード バランシング用に設定された仮想サーバは、RADIUS ロード バランシングやその他のプロファイリング サービ

スに使用される仮想 IP アドレスと同じアドレスを共有しますが、プール メンバは、固有のノード IP アドレスを持つ専

用 PSN インターフェイスを使用するように設定される必要があります。これにより、PSN 上での NetFlow プロファイリ

ング データのトラフィック分離が保証されます。F5 アプライアンス上での NetFlow 帯域幅に不安がある場合、別の 
F5 インターフェイス上の固有の仮想サーバ IP アドレスを、ロード バランサ アプライアンス上で設定できます。 

注： 個々の PSN で専用 NetFlow を設定する場合、正しいインターフェイスおよびポートに対して、各ノードのプロ

ファイリング設定を必ず設定してください。 

プロファイリングのロード バランシング：F5 LTM 設定の詳細 
ここでは、PSN に対するロード バランシング ISE プロファイリング データ用の F5 BIG-IP LTM 設定の詳細について、

コンポーネントごとの推奨設定および考慮事項を含めて説明します。 

ISE PSN を使用してプロファイリング データをロード バランシングするように F5 LTM を設定するには、表に示した設

定を使用してください。 



  

 

 

 

 

 

Cisco Systems © 2015 ページ 66  

セキュア アクセスを実現するハウツー ガイド 

表 7.  LTM プロファイリング ロード バランシングの設定 

BIG-IP LTM オブ

ジェクト 
推奨される設定 注記 

iRules（[メイン（Main）] タブ > [ローカル トラフィック（Local Traffic）] > [iRules]）  

オプション：クライアント MAC アドレスに基づいてパーシステンスを導入する場合は、DHCP プロファイリングのみに対して iRule 
を設定します。 

名前（Name） <DHCP パーシステンス iRule 名> 

例：dhcp_mac_sticky 

DHCP トラフィックの永続化に使用する iRule の名前を入力

します。 

定義（Definition） <iRule 定義> iRule の詳細を入力します。詳細については、「DHCP プロファ

イリングのパーシステンス」および「付録」のクライアント MAC ア
ドレスに基づいた DHCP パーシステンスのためのサンプル 
iRule を参照してください。 

プロファイル（[メイン（Main）] タブ > [ローカル トラフィック（Local Traffic）] > [プロファイル（Profiles）]）  

UDP 

（[プロトコル

（Protocol）] > 
[UDP]） 

名前（Name） <プロファイル名> 

例：
ise_profiling_udp 

• UDP プロファイルの一意の名前を入力します。 
• プロファイリング用に固有のプロファイルを設定することによ

り、定義済み UDP プロファイルを持つ他の仮想サーバに影

響を与えることなく、変更が可能になります。 

 親プロファイル

（Parent Profile） 
udp  

 アイドル タイムア

ウト 
緊急 • アイドル タイムアウトを [緊急（Immediate）] に設定します。 

• DHCP および SNMP トラップからのプロファイリング トラ
フィックは、PSN までの一方向の流れであり、これらのパ

ケットに応答は送信ません。 

 データグラム LB
（Datagram LB） 

<無効> • プロファイリング データは、同じ NAD（または該当する場合

はエンドポイント）から同じ PSN に送信されることが推奨され

ます。 

パーシステンス

（Persistence） 

（オプション：拡張 
DHCP では use 
case—per host を
使用） 

名前（Name） <プロファイル名> 

例：dhcp_sticky 

• DHCP パーシステンス プロファイルの固有の名前を入力し

ます。 

 親プロファイル

（Parent Profile） 
Universal • ユニバーサル プロファイルによって拡張パーシステンス ロ

ジック用の iRule 指定ができます 
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 サービス全体で一

致（Match Across 
Services） 

有効（Enabled） • 同じ IP アドレスを共有し、サービス ポートが異なる仮想

サーバを個別に使用する場合、この設定により RADIUS 
および DHCP サービス全体でロード バランシングを永続

化できます。 
• 仮想サーバが同じ IP アドレスを共有する場合、[サービス全

体で一致（Match Across Services）] に対する要求事項はあ

りません。詳細については、F5 のサポート記事「SOL5837：
セッション パーシステンスのための一致（Match Across）オプ

ション」[英語] を参照してください。 

 iRule <iRule 名> 

例：
dhcp_mac_sticky 

• DHCP プロファイリング パーシステンスに使用する iRule を
指定します。 

• パーシステンス用の推奨される iRule の詳細については、

「DHCP Load Balancing Persistence」を参照してください。 

 タイムアウト
（Timeout） 

<永続化タイムア

ウト> 

ワイヤレス：3600 
秒（1 時間） 

有線：28800 秒
（8 時間） 

• 推奨事項は、iRule を使用してパーシステンス タイムアウト

を定義することです。iRule で設定されているパーシステン

ス タイムアウトの方が、ここでのプロファイル設定より優先

されます。 
• iRule が使用されない場合は、環境に基づいてパーシステン

ス タイムアウトを設定します。これらのファクタとしては、アクセ

ス方法、デバイス タイプ、平均接続時間などがあります。 
• 独立した仮想サーバまたは iRules 経由で F5 に別のパーシ

ステンス TTL を設定できます。 
• 推奨されるタイムアウト値の詳細については、「パーシステン

ス」セクションを参照してください。 

プール リスト（[メイン（Main）] タブ > [ローカル トラフィック（Local Traffic）] > [プール（Pools）] > [プール リスト（Pool List）]）  

プール リストには、特定の仮想サーバに対してロード バランシング要求のサービスを提供する実際のサーバのリストが含ま

れます。 

注：ロード バランスされる ISE プロファイリング プローブ（DHCP/SNMP トラップ/NetFlow）ごとに 1 つのサーバ プールを作成し

てください。 

名前（Name） <プール名> 

次に、例を示します。 

profiling_dhcp_pool 

profiling_snmptrap_pool 

profiling_netflow_pool 

• 各プロファイリング プールの固有の名前を入力します。必要に

応じて、それぞれのプロファイリング方法（HCP、SNMP トラッ

プ、NetFlow）に対して 1 つのプールが定義されます。 

ヘルス モニタ

（Health 
Monitors） 

<プロファイリング ヘルス モニタ> 

例：radius_1812 

• 前の手順で設定した RADIUS ヘルス モニタを入力します。 
• 注：F5 および ISE アプライアンスの両方のリソースの消費を

最小限に抑えるために、ISE PSN アプライアンス上で 
RADIUS AAA とプロファイリング サービスの両方の確認に同

じモニタが使用されます。 
• RADIUS がロード バランスされない場合、PSN の可用性の

検査に簡単な gateway_icmp モニタを使用できます。 

https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/5000/800/sol5837
https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/5000/800/sol5837
https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/5000/800/sol5837


  

 

 

 

 

 

Cisco Systems © 2015 ページ 68  

セキュア アクセスを実現するハウツー ガイド 

サービス停止時の

アクション（Action 
on Service 
Down） 

再選択（Reselect） • [再選択（Reselect）] オプションは、代替プール メンバが利用

できなくなった場合に、確立済みの接続を代替プール メンバ

に確実に移動します。障害が発生したノードの処理の詳細に

ついては、次の F5 サポート記事を参照してください。 
o SOL15095：サービス停止時のアクション機能の概要 
o SOL8968：復帰したクライアントがロード バランシングをバ

イパスできるように仮想サーバのパーシステンスを有効化 

メンバー IP アドレ

ス（Member IP 
Addresses） 

<LB クラスタ内の ISE PSN アドレス> 

次に、例を示します。 

ise-psn-1   10.1.99.5 

ise-psn-2  10.1.99.6 

ise-psn-3  10.1.99.7 

• これらは、PSN アプライアンスの実際の IP アドレスです。 
• PSN は、[ノード リスト（Node List）] でノードとして設定されま

す。これらのエントリは、[プール リスト（Pool List）] 設定ペー

ジ内で定義されたときに自動的に作成できます。 
• NetFlow については、プール メンバごとに固有の IP アドレ

スを持つ専用の PSN インターフェイスを設定してください。 

メンバー サービス 
ポート（Member 
Service Port） 

<プロファイリング UDP ポート> 

次に、例を示します。 

DHCP：67  
SNMP トラップ：162  
NetFlow：9996 または 2055、
設定可能  

• プールごとに、PSN への接続に使用する適切な UDP ポート

を定義します。 

ロード バランシン

グ方式（Load 
Balancing 
Method） 

ラウンドロビン • 注：[最速（アプリケーション）（Fastest (application)）] などの 
LB 方法は適用されません。ロード バランスされたプロファイリ

ング トラフィックに PSN が応答しないためです。 

仮想サーバ（[メイン（Main）] タブ > [ローカル トラフィック（Local Traffic）] > [仮想サーバ（Virtual Servers）] > [仮想サーバ リスト

（Virtual Server List）]）  

注：設定されたプロファイリング サービス（DHCP/SNMP トラップ/NetFlow）ごとに 1 つの仮想サーバを作成してください。 

名前（Name） <RADIUS 仮想サーバ名> 

次に、例を示します。 

DHCP： ise_profiling_dhcp 

SNMP トラップ：
ise_profiling_snmptrap 

NetFlow：ise_profiling_netflow 

• プロファイリング サービスの仮想サーバを識別する名前を入

力します。 

タイプ（Type） 標準（Standard） • [標準（Standard）] では、UDP プロトコル用のプロファイルを

指定できます。 

https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/15000/000/sol15095.html
https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/8000/900/sol8968.html
https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/8000/900/sol8968.html
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ソース（Source） <ソース ネットワーク アドレス/マスク> 

例：10.0.0.0/8 

• ネットワーク アドレスを入力し、ISE PSN との通信が必要な

外部ネットワーク アドレスのビット マスクを付加します。 
• プロファイリングのために PSN との通信を必要とするプロファ

イリング送信元（ネットワーク アクセス デバイス、IP ヘルパー 
ゲートウェイ、NetFlow エクスポータ）は省略せずに、ソースを

できるだけ限定してください。 

宛て先

（Destination） 
（VIP アドレス

（VIP Address）） 

タイプ

（Type） 
ホスト  

 アドレス

（Address） 
<RADIUS およびプロ

ファイリング サービスに

使用される単一の IP ア
ドレス> 

例：10.1.98.8 

• プロファイリング サービスの仮想 IP アドレスを入力します。 
• （RADIUS およびプロファイリングに別々の IP アドレスを指定

するのではなく）単一の IP アドレスが推奨されます。ロード バ
ランサ設定とネットワーク デバイス設定の両方が簡素化され

るためです。 

サービス ポート

（Service Port） 
<プロファイリング UDP ポート> 

次に、例を示します。 

DHCP：67  

SNMP トラップ：162  

NetFlow：9996 または 2055、
設定可能  

• ワイルドカード ポート（すべての UDP ポート）はオプションで

すが、一般的には、単一の VIP を共有し、一方でそれぞれが 
RADIUS AAA およびプロファイリング サービス用に固有の

ポートを持つ仮想サーバの定義が推奨されます。これにより、

仮想サーバとサービスによるロード バランシング制御と管理

を強化できます。 

プロトコル

（Protocol） 
UDP • 定義する UDP プロトコル プロファイルおよび RADIUS プロ

ファイル。詳細については、表の「プロファイル（Profile）」セク

ションを参照してください。 

プロトコル プロファ

イル（クライアント）

（Protocol Profile 
(Client)） 

<UDP プロトコル プロファイル> 

例：ise_profiling_udp  

• 前に定義した UDP プロトコル プロファイルの名前を入力し

ます。 

VLAN およびトン

ネル トラフィック

（VLAN and 
Tunnel Traffic） 

限定的に有効化（Enabled On…） • オプション：受信プロファイリング データを特定の VLAN に限

定します。 

VLAN およびトン

ネル（VLANs and 
Tunnels） 

<外部 VLAN> 

例：External 

• PSN と通信するために外部プロファイル データ ソースで使

用する入力 VLAN を選択します。 
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デフォルト プール

（Default Pool） 
<プール名> 

次に、例を示します。 

DHCP：profiling_dhcp_pool 

SNMP トラップ：
profiling_snmptrap_pool 

NetFlow：profiling_netflow_pool 

• RADIUS 認証/認可またはアカウンティング用に定義された

サーバ プールの名前を選択します。 
• 詳細については、表の「プール リスト（Pool List）」セクション

を参照してください。 

デフォルト パーシ

ステンス プロファ

イル（Default 
Persistence 
Profile） 

<パーシステンス プロファイル名> 

一般的なプロファイリングの例：
source_addr 

DHCP iRule の例：dhcp_sticky 

• デフォルト パーシステンス プロファイルの名前を選択します。

通常、source_addr が適切な選択肢です。使用する場合は、

永続的なタイマーおよび一致（Matching）オプションのカスタム

設定ができるように、送信元アドレス アフィニティに基づいて

新しいパーシステンス プロファイルを作成することが推奨され

ます。 
• エンドポイントごとのロード バランシングおよびパーシステン

スを提供するために DHCP iRule が作成されている場合

は、以前に作成したパーシステンス プロファイルの名前を選

択します。 

フォールバック 
パーシステンス プ
ロファイル

（Fallback 
Persistence 
Profile） 

<フォールバック パーシステンス プロ

ファイル名> 

例：source_addr 

• フォールバック パーシステンス方式を iRule 内に含めるため、

この設定は必須ではありません。iRule の設定は、ここで入力

される値より優先されます。 
• 展開された iRule にはそのようなフォールバック方式が定義さ

れていないため、送信元 IP アドレスなどの値をここで入力で

きます。 
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ロード バランシング ISE Web サービス 
ISE は、管理アクセス、ゲスト サービス、Web 認証、エンドポイント コンプライアンス評価、検疫、プロビジョニング、

修復など、多数の Web ベースのサービスをサポートします。F5 ロード バランシングを導入する状況や方法を理解

するには、ISE Web サービスの特徴を 2 つの一般的なカテゴリに分類するのが効果的です。 

• URL-Redirected 
• Direct Access 

URL-Redirected Web サービス 
URL-Redirected Web サービスには、ISE Web ポータルのほか、RADIUS 認証セッション中にエンドポイントが自動

的にリダイレクトされる宛先のリソースが含まれます。これらの Web ベースのサービスとしては、次のようなものがあり

ます。 

• 中央 Web 認証（Central Web Authentication）（CWA） 
• デバイス登録 Web 認証（Device Registration WebAuth）（DRW）（ISE 1.2 以下） 
• ホットスポット（ISE 1.3 以上） 
• クライアント プロビジョニングおよびポスチャ（Client Provisioning and Posture）（CPP） 
• モバイルデバイス管理（MDM） 
• ネイティブ サプリカント プロビジョニング（Native Supplicant Provisioning）（NSP） 
• エンドポイント保護サービス（EPS）およびブラックリスト化（Blacklisting） 
• カスタム ランディング ページ 

カスタム ランディング ページを除き、一覧のサービスはすべて ISE セッション化の使用を必要とします。セッション化

では監査セッション ID を使用して、ネットワーク アクセス デバイスと特定の PSN との間のエンドポイントの接続のライ

フサイクルを追跡します （セッション ID の詳細については、「RADIUS Sticky Attributes」セクションを参照してくださ

い）。セッション化をともなう URL リダイレクションでは、セッションを「所有」する特定の PSN にエンドポイントがリダイ

レクトされる必要があります。RADIUS 承認中、接続を処理する PSN が独自の FQDN と固有の監査セッション ID を
含む URL リダイレクトを返すことがあります。これにより、どの PSN に対してダイレクト HTTPS アクセスを試みるかが

クライアントに正確に通知され、どの RADIUS セッションがその要求に関連しているかが受信 PSN に通知されます。 

URL-Redirection のトラフィック フロー 
図は、セッション化をともなう URL-Redirected トラフィックの基本的なトラフィック フローを示します。 
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図 45.  URL-Redirect のトラフィック フロー 

リダイレクトされた Web 要求は、RADIUS セッションを処理する PSN に常に従います。また Web 要求は、特定の 
PSN IP アドレスに直接送信され、F5 BIG-IP LTM 上の仮想サーバ IP アドレスには送信されません。RADIUS が
ロード バランスされる場合、リダイレクトされる Web サービスもロード バランスされます。 

すなわち、セッション化された URL-Redirected Web サービスは RADIUS 接続に基づいて暗黙的にロード バランス

され、明示的な F5 LTM ロード バランシングの設定は不要です。 

URL-Redirected ポータル用の共有 PSN のポータル インターフェイス 
RADIUS および Web サービス用に単一のインターフェイスを使用するように ISE PSN が設定されている場合、一般

的な IP 転送ルールを使用した HTTPS 通信が許可される必要があります。参考までに、ほとんどのリダイレクト済み 
Web サービスのデフォルト ポートとしては、TCP/8443、TCP/8444、TCP/8905 などがあります。 

URL-Redirected ポータル用の専用 PSN ポータル インターフェイス 
Web サービス用に専用のインターフェイスを使用するように ISE PSN が設定されている場合、PSN へのすべてのク

ライアント HTTPS トラフィックは、F5 BIG-IP LTM をバイパスできます。ISE の 1.3 以上は、インターフェイスごとに複

数のデフォルト ゲートウェイをサポートしているため、トラフィック フローの分離が容易になります。これにより、別のイ

ンターフェイスでは RADIUS と管理トラフィックの分離を許可しながら、Web サービス インターフェイス上で受信した

トラフィックを同じインターフェイスから送信できるようになります。ISE 1.2 以前のリリースでは、単一のデフォルト ゲー

トウェイのみサポートされます。したがって、F5 LTM アプライアンスをバイパスする最も効果的な方法は、クライアント 
トラフィックが Web ポータル ネットワークに到達する前に、レイヤ 3 スイッチで送信元 NAT 処理するという方法です。

すると、PSN はローカル NAT 処理済みのアドレスに対して応答できるようになります。または、Web ポータル イン

ターフェイス経由で SNAT アドレス/ネットワークまでのスタティック ルートを使用するように設定することもできます。 
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図は、RADIUS および Web サービス用に別々の PSN インターフェイスを展開した状態を示しています。ユーザ ネッ
トワークから Web ポータル ネットワーク（10.1.91.0/24）およびサービス ポートまでの TCP ベースのトラフィックは、レイ
ヤ 3 スイッチによって送信元 NAT 処理されます。この設計では、PSN ルーティング設定が簡素化され（単純なデ
フォルト ゲートウェイが使用可能）、パスの分離を維持できるほか、クライアント Web トラフィックが完全に BIG-IP 
LTM の IP 転送サーバをバイパスできます。 

 
図 46.  複数の PSN インターフェイスを使用する URL-Redirected トラフィック フロー 

SNAT 設定例（Cisco Catalyst スイッチ） 

! 
interface Vlan10 
 ip address 10.1.10.1 255.255.255.0 
 ip nat inside 
! 
interface Vlan11 
 ip address 10.1.11.1 255.255.255.0 
 ip nat inside 
! 
interface Vlan12 
 ip address 10.1.12.1 255.255.255.0 
 ip nat inside 
!  
interface Vlan91 
 ip address 10.1.91.1 255.255.255.0 
 ip nat outside 
! 
ip nat inside source list ise-guest interface Vlan91 overload 
! 
ip access-list extended ise-guest 
 permit tcp any host 10.1.91.5 range 8000 8999 
 permit tcp any host 10.1.91.6 range 8000 8999 
 permit tcp any host 10.1.91.7 range 8000 8999 
! 
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共有 PSN インターフェイスと専用 PSN インターフェイスの比較についての詳細は、「スポンサー ポータル、デバイス 
ポータル、および LWA ポータルのロード バランシング」セクションを参照してください。このセクションには、F5 LTM 
アプライアンスで SNAT を使用することにより特定の ISE Web ポータルの HTTPS ロード バランシングをサポートしな

がら、専用 PSN インターフェイスでは引き続き URL-Redirected HTTPS フローをサポートする例が含まれます。 

Direct-Access Web サービス 
ISE は、URL-Redirected Web サービスに加え、クライアント ブラウザの手動ナビゲーションや、ネットワーク アクセス 
デバイスまたは Web ページの静的設定によってアクセスされる多数のポータルをサポートします。これらのポータル

は、RADIUS 承認で送信された URL リダイレクションの結果としアクセスされることはありません。このカテゴリの 
Web ベースのサービスとしては次のものがあります。 

• Admin アクセス 
• スポンサー ポータル 
• デバイス ポータル 
• ローカル Web 認証（LWA） 

Admin アクセスを除き、これらのポータル サービスはすべて、F5 BIG-IP LTM を使用してロード バランスすることが

できます。Admin クライアント要求は、常にプライマリ管理ノード（Primary Administration Node）（PAN）に送信される

必要があります。そのため、セカンダリ パン（Secondary PAN）によるロード バランシングは適用されません。 

スポンサー ポータルとデバイス ポータルの両方は、該当する URL をクライアント ブラウザに入力することによってア

クセスされます。アクセスは、セッション化に依存しないため、特定の RADIUS セッションに関連付けられることはあり

ません。これらのサービスは、PSN 上のユーザ サービスが有効化されている任意の PSN でアクセスできます。 

LWA は通常、ネットワーク アクセス デバイス上でスタティック URL として設定されます。CWA とは異なり、LWA 
はセッション化に依存しません。また、ISE ポータルは、ユーザ クレデンシャルを取得して送信する手段として、

RADIUS 認証中にアクセス デバイスによって単純に使用されます。 

スポンサー、デバイス、および LWA の F5 BIG-IP ロード バランシングは、ユーザ エクスペリエンス、拡張性、冗長性

を大幅に向上できます。これは、URL が単一の PSN を指定するスタティック値に限定されないないためです。一方、

ゲスト スポンサーおよび登録者に提供される URL は、ロード バランスされたクラスタ内の多数の PSN のいずれかに

よって処理可能な F5 LTM 仮想サーバ IP アドレスに解決できます。同様に、LWA のサポート（Cisco WLC 上の古

いプラットフォーム/バージョン）を必要とするネットワーク アクセス デバイスは、F5 LTM VIP の背後で複数の PSN に
よって処理される単一の外部 Web ポータル URL によって設定できます。 

Web ポータルのロード バランシング トラフィック フロー 
図は、スポンサー ポータルをロード バランシングするサンプル トラフィック フローを示しています。デバイス ポータル

および LWA でも同じフローになります。クライアント Web 要求は、F5 LTM VIP 送信され、仮想サーバ プール内の

使用可能な PSN メンバにロード バランスされます。 



  

 

 

 

 

 

Cisco Systems © 2015 ページ 75  

セキュア アクセスを実現するハウツー ガイド 

 
図 47.  Web ポータルのロード バランシング トラフィック フロー 

スポンサー ポータル、デバイス ポータル、および LWA ポータルのロード バラン

シング 
ISE スポンサー ポータル、デバイス ポータル、および LWA ポータル用のデフォルト HTTPS サービス ポートは、

TCP/8443 です。このポートは、ISE で設定可能であるため、BIG-IP F5 LTM で仮想サーバを設定するときに、必ず

サービス ポートを検証してください。 

Direct-Access ポータル用の共有 PSN のポータル インターフェイス 
これらのポータルは、RADIUS AAA サービスと同じ PSN インターフェイスおよび IP アドレスを共有できます。また、

1 つまたは複数の専用 PSN インターフェイス上でホストすることもできます。これらのポータルが RADIUS インター

フェイス（通常 GigabitEthernet0）を共有する場合、RADIUS LB 用の仮想サーバ IP アドレスも共有できますが、TCP 
サービス ポートは Web ポータル設定ごとに固有になります。メンバー ノードは、RADIUS プール メンバーと同じ IP 
アドレスを共有しますが、ポータル設定に一致する固有の TCP サービス ポートも使用します。 

Direct-Access ポータル用の専用 PSN ポータル インターフェイス 
Web サービスに専用 PSN インターフェイスを使用する場合、仮想サーバ IP アドレスは RADIUS と共有されますが、

メンバ ノードのインターフェイス固有の IP アドレスおよびサービス ポートを使用するようにメンバ ノードを設定する必

要があります。また、ポリシーによって RADIUS 制御トラフィックとクライアント Web トラフィックの完全分離が要求され

ている場合は、独立した仮想サーバ IP アドレスを設定できます。 

ISE の 1.3 以上は、インターフェイスごとに複数のデフォルト ゲートウェイをサポートしているため、トラフィック フロー

の分離が容易になります。これにより、別のインターフェイスでは RADIUS と管理トラフィックの分離を許可しながら、

Web サービス インターフェイス上で受信したトラフィックを同じインターフェイスから送信できるようになります。 
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ISE 1.2 以前のリリースの場合、PSN はスタティック ルーティング テーブルに基づいてトラフィックを転送します。ノー

ドは、受信インターフェイス上で自動的にリターン トラフィックを送信することはありません。その結果、各 PSN に単一

のデフォルト ゲートウェイのみが設定されている場合、PSN からの Web リターン トラフィックは RADIUS およびその

他の管理トラフィックと同じパスを使用します。宛先ネットワークごとにスタティック ルートを設定することにより対称トラ

フィック フローを実現することは可能ですが、このプロセスは、きわめて集中的な管理を要し、エラーが発生しやすい

ことが判明しています。また、ネットワークのアドレッシング方式によっては不可能な場合もあります。したがって、PSN 
インターフェイスとサービスの間でのパス分離が必要な場合は、F5 LTM で Web トラフィックの送信元 NAT 処理を

実行して、PSN が同じインターフェイス上で応答できるようにする必要があります。 

図は、Web サービス用に専用 PSN インターフェイスを使用した設定例を示しています。すべての Web ポータル トラ
フィックは、正しい PSN に自動的にルーティングされますが、デフォルトではリターン トラフィックが管理インターフェ

イスから送信されます。F5 BIG-IP LTM 上の SNAT により、ポータル ネットワークに接続された F5 LTM インター

フェイスに応答が返されることを保証できます。 

 
図 48.  複数のインターフェイスを使用した Web ポータルのロード バランシング トラフィック フロー 

 

注： Web ポータルやプロファイリングなどの追加 ISE サービス用に独立した専用インターフェイスを展開する場

合、上流に位置するレイヤ 3 スイッチ/ルータには、分離されたネットワークまでのスタティック ルートを必ず

設定し、そのスタティック ルートがネクスト ホップとして F5 のインターフェイス IP アドレスを指すようにしてく

ださい。 

ISE Web ポータルのインターフェイスおよびサービス ポート 
ISE Web ポータルおよびサービス用の固有インターフェイスおよびポートは、ISE ゲスト設定で設定されます。特定の 
ISE IP アドレスおよびポートを使用するように F5 BIG-IP LTM を設定する前に、ISE 設定を確認してください。 
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ISE 1.3 の場合、ポータル インターフェイスおよびサービス ポートは、個別のポータル設定で設定されます。 

• スポンサー ポータル：[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー ポータル
（Sponsor Portals）] > （ポータル名） > [ポータルの動作とフローの設定（Portal Behavior and Flow 
Settings）] > [ポータル設定（Portal Settings）] 

• デバイス ポータル：[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal Management）] > 
[デバイス（My Devices）] > （ポータル名） > [ポータルの動作とフローの設定（Portal Behavior and Flow 
Settings）] > [ポータル設定（Portal Settings）] 

• LWA ポータル：[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータル（Guest 
Portals）] > （ポータル名） > [ポータルの動作とフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] > 
[ポータル設定（Portal Settings）] 

ISE 1.2 以下の場合、すべてのポータル インターフェイスおよびサービス ポートは、[管理（Administration）] > [Web 
ポータル管理（Web Portal Management）] > [設定（Settings）] > [一般（General）] > [ポート（Ports）] で定義されます。
デフォルトの設定を図に示します。 

 
図 49.  ISE 1.2 Web ポータルのインターフェイスおよびポートの設定 
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ISE 1.2 設定ページ下部のにある項目は、スポンサー ポータルおよびデバイス ポータルの FQDN を設定するため

の ものです。ISE 1.3 では、これらの FQDN 値はインターフェイス/ポートの設定とともにポータル内で設定されます。

ポータル FQDN を使用することで、HTTP または HTTPS によってこれらの URI に送信された要求を、指定の 
HTTPS ポートのそれぞれのポータルに自動的にリダイレクトできます。たとえば、ブラウザに 
http://sponsor.company.com と入力する従業員が https://sponsor.company.com:8443/sponsorportal にリダイレクトされ

ます。最初の Web 要求で https が使用されている場合も、同じリダイレクトが発生します。 

注： スポンサー ポータル、デバイス ポータル、および LWA ポータルへのロード バランシングをサポートするに

は、これらの FQDN が正しい F5 仮想サーバ IP アドレスに解決するように DNS が適切に設定されていること

を確認してください。 

複数のポータル（スポンサー、デバイス、LWA）のロード バランシング設定には、次の規則が適用されます。 

• 複数のポータルが同じ PSN インターフェイスおよびサービス ポートを共有する場合、同じ仮想サーバお

よびプールを定義してすべてに対応することができます。 
• 複数のポータルが別々の PSN インターフェイスやサービス ポートを使用する場合は、別々のプールを

持つ別々の仮想サーバを固有の組み合わせとごに定義する必要があります。 

ポータル FQDN とリダイレクトをサポートするための仮想サーバとプール 

スポンサー ポータルとデバイスのポータルはいずれもポータル FQDN をサポートします。上述のように、ポータル 
FQDN では、ユーザ フレンドリーな短縮形の Web 宛先を提供し、ポータル番号、ポート名、その他のパラメータの詳

細が含まれる複雑な URL の代わりに使用することにより、ポータル アクセスが効率化されます。ポータル FQDN は
簡単に覚えることができます。エンド ユーザが HTTP または HTTPS（デフォルト ポートはそれぞれ、TCP/80 および 
TCP/443）を使用してブラウザにこの簡略型の URL を入力すると、ISE PSN ノードは、その固有のサービス ポート上

の固有のポータルにユーザのブラウザを自動的にリダイレクトします。 

F5 LTM によるインターセプションや変換の実行を必要としないポータル FQDN 機能を使用できるようにするために、

スポンサー ポータルやデバイス ポータル用に 3 つの仮想サーバを設定することが推奨されます。最初の HTTP お
よび HTTPS に対して 1 つずつ、実際のターゲット ポータルおよびサービス ポートに対して 1 つ設定します。この設

定を使用する場合、最初のポータル要求は TCP/80 または TCP/443 の仮想サーバにヒットし、ISE によって、たとえ

ば TCP/8443 にリダイレクトされます。ポートごとに別々の F5 LTM プールを設定することもできますが、ここでは、あ

らゆるポート上のリクエストを処理する単一のプールを使用してバックエンド設定を単純にします。 
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Cisco ワイヤレス コントローラ用の LWA 設定例 
LWA が展開されている場合、宛先ポータルl URL はネットワーク アクセス デバイスに手動で設定されます。エンド 
ユーザが URL を覚えたり入力する必要がないため、設定済み URL を簡素化する必要はありません。このような場
合、ターゲット ポート、パス、およびパラメータを含む詳細なポータル URI を、リダイレクトに依存せずに定義できます。
URL の構文は ISE のバージョンによって異なります。 

• ISE 1.2 LWA ポータルの例：  

o https://LWA_VIP_FQDN:8443/guestportal/portal.jsp（デフォルトのポータル） 
o https://LWA_VIP_FQDN:8443/guestportal/portals/portal_name/portal.jsp 
o https://LWA_VIP_FQDN:8443/guestportal/Login.action?portalname=portal_name 

• ISE 1.3 LWA ポータルの例：  

o https://LWA_VIP_FQDN:8443/portal/PortalSetup.action?portal=portal_name 
 
[ここで、LWA_VIP_FQDN は LWA に使用する F5 LTM 仮想サーバ IP に割り当てられた 
DNS FQDN、portal_name はポータルの名前（大文字/小文字を区別）] 

図は、F5 LTM VIP FQDN を LWA ポータルのターゲットとして定義するための Cisco WLC の設定例を示しています。 

 
図 50.  Cisco ワイヤレス コントローラでの LWA のスタティック URL の設定 

上記の例において、ise12-psn-web.company.com は、LWA ポータルに割り当てられた F5 LTM VIP アドレスに解
決する FQDN です。 
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Direct-Access ポータル用の HTTPS パーシステンス 
スポンサー ポータル、デバイス ポータル、LWA ポータルに接続するクライアントは、特定の RADIUS サーバにバイ

ンドされていないため、Web サービスを提供する任意の PSN に接続できます。各クライアントは自身の IP アドレスを

使用してポータルに直接接続しようとするため、単純な送信元 IP アドレスを使用してパーシステンスを設定できます。

パーシステンス タイムアウトは、クライアントにポータルに接続して、トランザクションを完了するために必要とされる十

分な時間に設定できます。設定は、スポンサー ポータルの非アクティブ タイムアウト（ISE 1.2 のデフォルト値の場合 
20 分）と整合する必要があります。 

HTTPS ヘルス モニタリング 
F5 BIG-IP LTM モニタは、ロード バランス プール内のノードのメンバに対する定期的なヘルス チェックを実行する

ために使用されます。これらのモニタまたはプローブは、実際のサーバが正常であることを先に確認してから要求を

送信します。ここでの正常という用語は、「サーバは ICMP ping を使用して到達可能」という意味から「サーバは模擬

アプリケーション要求に対して能動的かつ正確に応答し、さらにアウトオブバンド チェックでリソースが追加の負荷に

対応するのに十分であることが確認されている」という意味までの範囲がある相対的な用語です。 

HTTPS 用の F5 LTM モニタ 
F5 LTM には、ISE PSN サーバの Web ポータル ヘルスのモニタリング使用される HTTPS モニタが含まれます。この

モニタは、ロード バランス プール内の各 PSN に定期的に模擬 Web 要求を送信し、有効な応答が受信されることを

確認します。このガイドでは、宛先ポータルに対して単純に「200 OK」を有効な応答として扱います。 

単一のプールを設定し、同じ PSN インターフェイスとサービス ポートを使用するすべての Web ポータルに対して共

有します。所定のインターフェイスおよびサービス ポートに対して単一のプローブが設定されます。このプローブは、

共有プールで定義され、同じ Web ポータル ポートを共有する複数の仮想サーバで使用できます。これにより、各 
PSN に送信されるモニタリング要求の数が削減されます。 

HTTPS モニタ タイマー 
このモニタ タイマーは、ヘルス ステータス プローブがロード バランス プールの各メンバに送信される頻度を決定しま

す。タイマーは、ユーザのブラウザからの HTTP/HTTPS 要求がタイムアウトする前にフェールオーバするように十分

に短く、かつ、ISE PSN 上の過剰不可および不要な負荷を防止するための十分な長さに設定する必要があります。 

最初は、F5 LTM HTTPS モニタのデフォルト タイムアウト設定を使用することが推奨されます。F5 LTM HTTPS モニ

タには、次の 2 種類の主要なタイマー設定があります。 

• Interval = プローブ頻度（デフォルトは 5 秒） 
• Timeout = モニタが失敗になるまでの合計時間（デフォルトは 16 秒） 

したがって、ノード障害の宣言までに 4 回のヘルス チェックが試行されると推定できます。 

• タイムアウト = （3 * インターバル）+ 1 

HTTPS 用のサンプル F5 LTM モニタの設定例（ISE 1.2）を次に示します。 
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ltm monitor https /Common/ise_https_8443 { 
    cipherlist DEFAULT:+SHA:+3DES:+kEDH 
    compatibility enabled 
    defaults-from /Common/https 
    destination *:8443 
    interval 5 
    password xxx 
    recv "HTTP/1.1 200 OK" 
    send "GET /sponsorportal/" 
    time-until-up 0 
    timeout 16 
    username xxx 
} 

HTTPS プローブに対するユーザ アカウントの選択 
このガイドで使用する HTTPS モニタでは、定期的なモニタ要求を送信するようにユーザ アカウントが設定される必

要があります。有効な応答を受信するには、有効なアカウントを指定する必要はありません。モニタ例において、値 
xxx はダミーの値はなく実際の設定値です。 

HTTPS ロード バランシング：F5 LTM 設定の詳細 
ここでは、ISE PSN サーバの HTTP/HTTPS ロード バランシング用の F5 LTM 設定の詳細について、コンポーネント

ごとの推奨設定および考慮事項を含めて説明します。 

HTTPS ロード バランシングの設定は、次の主要コンポーネントに分割されます。 

• HTTPS ヘルス モニタ 
• プロファイル 

o TCP 
o パーシステンス（Persistence） 

• Web ポータルのプール リスト 
• HTTP および HTTPS の仮想サーバ 

ISE PSN を使用した HTTPS ロード バランシング用に F5 LTM を設定するには、表に示した設定を使用してください。 
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表 8.  LTM HTTPS ロード バランシング設定 

BIG-IP LTM オ
ブジェクト 

推奨される設定 注記 

ヘルス モニタ（[メイン（Main）] タブ > [ローカル トラフィック（Local Traffic）] > [モニタ（Monitors）]） 

名前（Name） <HTTPS モニタ名> 

例：ise_https_8443 

• HTTPS ヘルス モニタの名前を入力します。 
• スポンサー ポータル、デバイス ポータル、または 

LWA ポータルが別々サービス ポートやインター

フェイスを使用する場合は、固有の組み合わせご

とに独立したモニタを設定する必要があります。 

タイプ（Type） HTTPS • F5 は、HTTPS 用のネイティブ モニタ、すなわち 
ISE Web ポータルに使用されプロトコルを提供し

ます。 

インターバル

（Interval） 
5 秒 • デフォルト設定 

タイムアウト
（Timeout） 

16 秒 • デフォルト設定 

送信文字列

（Send String） 
<Web 要求文字列> 

ISE 1.2 の例：  

GET /sponsorportal/  

GET /mydevicesportal/ 

ISE 1.3 の例： 

GET /sponsorportal/PortalSetup.action?portal 
=Sponsor%20Portal%20%28default%29 
GET /sponsorportal/PortalSetup.action?portal 
=My%20Devices%20Portal%20%28default%29 

• ポータルが同じサービス ポートを共有する場合

は、例示のいずれかを使用できます。特定の

ポート上でスポンサー ポータルがアクティブな場

合、同じポート上のデバイス ポータルも正常であ

り、その逆も正常です。 
• ISE 1.3 の例では、デフォルトのスポンサー ポー

タルおよびデバイス ポータルを要求するオプショ

ンが示されています。ポータル名に特殊文字が

含まれるため、Unicode 相当が指定されていま

す。ここで、%20 はスペースに対応し、%28 およ

び %29 はそれぞれ開きカッコおよび閉じカッコに

対応します。 

受信文字列 <Web 応答文字列> 

例：HTTP/1.1 200 OK 

• プローブは、実際のサービス ポートに要求（例：

TCP/8443）を送信します。期待される応答は 
200 OK です。302 Not Found ではありません

（これはリダイレクト中に期待される応答）。 

ユーザ名 <Web ポータル認証用ユーザ名> 

例：xxx 

• 任意のユーザ名を指定でき、有効なユーザ アカ

ウントである必要はありません。 

パスワード <Web ポータル認証用ユーザ名> 

例：xxx 

• 任意のパスワードを指定でき、有効なパスワード

である必要はありません。 

エイリアス サービ

ス ポート（Alias 
Service Port） 

8443（ISE で設定可能） • 特定の Web ポータルのタイプ用に ISE 上で設

定されたサービス ポートを入力します。 
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プロファイル（[メイン（Main）] タブ > [ローカル トラフィック（Local Traffic）] > [プロファイル（Profiles）]） 

TCP 

（[プロトコル

（Protocol）] > 
[TCP]） 

名前（Name） <プロファイル名> 

例：ise_https_tcp 

• TCP プロファイルの固有の名前を入力します。 
• デフォルトの tcp プロファイルを使用できますが、

固有のプロファイル定義することで、同じ親プロ

ファイルを共有している可能性のある他のサーバ

に影響を及ぼすことなく、カスタマイズが可能にな

ります。 

 親プロファイル

（Parent Profile） 
tcp  

 アイドル タイムア

ウト 
300 • デフォルト設定 

パーシステンス

（Persistence） 
名前（Name） <プロファイル名> 

例：https_sticky 

• HTTPS パーシステンス プロファイルの固有の名

前を入力します。 

 親プロファイル

（Parent Profile） 
source_addr • ユニバーサル プロファイルによって拡張パーシス

テンス ロジック用の iRule 指定ができます 

 サービス全体で

一致（Match 
Across 
Services） 

有効（Enabled） • 同じ IP アドレスを共有し、サービス ポートが異な

る仮想サーバを個別に使用する場合、この設定

により Web ポータルおよびサービス全体でロー

ド バランシングを永続化できます。 
• Web ポータル用の仮想サーバが同じ IP アドレ

スを共有する場合、[サービス全体で一致（Match 
Across Services）] に対する要求事項はありませ

ん。詳細については、F5 のサポート記事

「SOL5837：セッション パーシステンスのための

一致（Match Across）オプション」[英語] を参照し

てください。 

 タイムアウト
（Timeout） 

<永続化タイムアウト> 

例：1200 秒（20 分） 

• ポータルの非アクティビティ タイマーに整合する

値またはユーザがタスクの完了に必要な時間に

設定することが推奨されます。推奨されるタイム

アウト値の詳細については、「HTTPS パーシス

テンス」セクションを参照してください。 

プール リスト（[メイン（Main）] タブ > [ローカル トラフィック（Local Traffic）] > [プール（Pools）] > [プール リスト（Pool List）]） 

プール リストには、特定の仮想サーバに対してロード バランシング要求のサービスを提供する実際のサーバのリストが含まれ

ます。 

注：同じ PSN インターフェイスおよびポートを共有するスポンサー ポータル、デバイス ポータル、LWA ポータルのすべて対して共

有されるサーバ プールを 1 つ作成してください。必要に応じて、スポンサー ポータル、デバイス ポータル、LWA ポータルに定義

される固有のインターフェイスおよびサーバ ポートごとにサーバ プールを追加作成してください。すべてのポータルが同じ PSN イ
ンターフェイス ポート（例：8443）を使用する場合は、単一のプールが必須です。 

https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/5000/800/sol5837
https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/5000/800/sol5837
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名前（Name） <プール名> 

例：web_portals_pool    

• ポータル プールの固有の名前を入力します。

1 つのプールが HTTP（ポート 80）および HTTPS
（443）および固有のサービスポート（デフォルトは 
8443）に使用される仮想サーバによって共有され

ます。 

ヘルス モニタ

（Health 
Monitors） 

<RADIUS ヘルス モニタ> 

例：ise_https_8443 

• 前の手順で設定した HTTPS ヘルス モニタを入

力します。 

SNAT の許可

（Allow EAP） 
共有 PSN インターフェイス（Shared PSN Interface）：
（任意） 

専用 PSN インターフェイス（Dedicated PSN Interface）：
はい（Yes） 

• PSN に RADIUS および HTTPS に使用される

インターフェイスが 1 つだけしかない場合、必要

に応じてこれを [いいえ（No）] に設定してもかま

いません。 
• PSN が Web ポータル接続に独立したインター

フェイスを使用する場合は、SNAT が必須です。 

メンバー IP アド

レス（Member 
IP Addresses）  

<LB クラスタ内の ISE PSN アドレス> 

共有インターフェイスの例： 

ise-psn-1:  10.1.99.5 

ise-psn-2:  10.1.99.6 

ise-psn-3:  10.1.99.7 

専用インターフェイスの例： 

ise-psn-1-web:  10.1.91.5 

ise-psn-2-web:  10.1.91.6 

ise-psn-3-web:  10.1.91.7 

• これらは、PSN アプライアンスの実際の IP アド

レスです。 
• PSN は、[ノード リスト（Node List）] でノードとし

て設定されます。これらのエントリは、[プール リ
スト（Pool List）] 設定ページ内で定義されたとき

に自動的に作成できます。 
• 単一の PSN インターフェイスを共有する場合、こ

れらの IP アドレスは RADIUS プール メンバーと

同じです。 
• 専用ポータルのインターフェイスが設定されてい

る場合、これらの IP アドレスは RADIUS プール 
メンバ インターフェイスと異なります。 

メンバー サービ

ス ポート

（Member 
Service Port） 

0 • 固有のポート（TCP/80、TCP/443 など）をリスニ

ングする別々のプールとメンバ ノードを作成する

こともできますが、このガイドでは、インターフェイ

ス/ポータル ポートの固有の組み合わせごとに 
1 のプールを使用します。ワイルドカード ポートを

使用すると設定が簡単になり、すべての TCP 
ポートで要求が可能になります。 

ロード バランシ

ング方式（Load 
Balancing 
Method） 

最小接続数（ノード）（Least Connections (node)） • 代替 LB 方式として、最速（Fastest）（アプリケー

ション）などがあります。 
• 最小接続数（メンバ）（Least Connections 

(member)）も指定可能ですが、「ノード」オプショ

ンでは、F5 がプール間のすべての接続を考慮で

きます。 

HTTP/S 仮想サーバ（Virtual Server）（[メイン（Main）] タブ > [ローカル トラフィック（Local Traffic）] > [仮想サーバ（Virtual Servers）] > 
[仮想サーバ リスト（Virtual Server List）]） 

注：固有のサービス ポートを使用する Web ポータルのグループごとに 1 つ仮想サーバを作成してください。 
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名前（Name） <HTTPS 仮想サーバ名> 

次に、例を示します。 

HTTP (80): ise_http_portals 

HTTPS (443): ise_https_portals 

HTTPS (8443): ise_https8443_portals 

• HTTP/HTTPS ロード バランシング用の仮想

サーバを識別する名前を入力します。 
• 固有のインターフェイスおよびサービス ポートを

使用する Web ポータルのグループごとに 1 つ仮

想サーバを作成します。 

タイプ（Type） 標準（Standard） • 標準なタイプでは、TCP および HTTP プロトコル

用のプロファイルを指定できます。 

ソース

（Source） 
<ソース ネットワーク アドレス/マスク> 

例：10.0.0.0/8 

• ネットワーク アドレスを入力し、PSN ISE との

通信が必要な外部ユーザのビット マスクを付

加します。 
• Web サービスのために PSN と通信する必要

があるユーザは省略せずに、ソースをできるだ

け限定してください。 

宛て先

（Destination） 
（VIP アドレス

（VIP 
Address）） 

タイプ

（Type） 
ホスト  

 アドレス

（Address） 
<RADIUS および HTTPS 用の単一 IP 
アドレス> 

例：10.1.98.8 

• ISE Web サービスの仮想 IP アドレスを入力し

ます。 
• クライアントのポータル トラフィックが RADIUS/
管理 トラフィックとは異なるインターフェイスに接

続することが必要な場合、固有の IP アドレスを

定義します（これに対して、RADIUS AAA の場合

は同じ IP アドレスを使用）。 

サービス ポート

（Service Port） 
<PSN ポータル ポート> 

次に、例を示します。 

HTTP：80 

HTTPS：443 

8443 上の HTTPS：8443 

• ISE の設定と一致するように Web サービス ポー

トを設定します。 

プロトコル

（Protocol） 
TCP  

プロトコル プロ

ファイル（クライ

アント）

（Protocol 
Profile (Client)） 

<TCP プロトコル プロファイル> 

例：ise_https_tcp  

• 先に定義した TCP プロトコル プロファイルの名

前を入力します。 

HTTP プロファ

イル（HTTP 
Profile） 

なし • HTTP サービス プロファイル不要。ここに含める

のは、プロファイルの指定ではなく、単純に明確

な設定のメモが目的です。 
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VLAN およびト

ンネル トラフィッ

ク（VLAN and 
Tunnel Traffic） 

限定的に有効化（Enabled On…） • オプション：受信 Web 要求を特定の VLAN 内に

限定します。 

VLAN およびト

ンネル（VLANs 
and Tunnels） 

<外部 VLAN> 

例：External 

• PSN Web ポータルをアクセスするために外部ク

ライアント ユーザが使用する入力 VLAN を選択

します。 

送信元アドレス

の変換または

「SNAT プー

ル」（Source 
Address 
Translation, or 
“SNAT Pool”） 

共有インターフェイス：[なし（None）]  

専用インターフェイス：[SNAT] > [自動マップ（Auto Map）] 

• RADIUS と Web ポータルが同じ PSN インター

フェイスを共有する場合、[SNAT] を [なし

（None）] に設定します。 
• RADIUS と Web ポータルが別々の PSN イン

ターフェイスを使用する場合は、[SNAT] を [自動

マップ（Auto Map）] に設定します。 

デフォルト プー

ル（Default 
Pool） 

<プール名> 

例：web_portals_pool     

• HTTP/HTTPS 用に定義されたサーバ プールの

名前を選択します。 
• 詳細については、表の「プール リスト（Pool 

List）」セクションを参照してください。 

デフォルト パー

システンス プロ

ファイル

（Default 
Persistence 
Profile） 

<パーシステンス プロファイル名> 

例：https_sticky 

• 先に作成した HTTPS パーシステンス プロファイ

ルの名前を選択します。 

仮想サーバ（インバウンド Web）（[メイン（Main）]タブ > [ローカル トラフィック（Local Traffic）] > [仮想サーバ（Virtual Servers）] > 
[仮想サーバ リスト（Virtual Server List）]） 

注：専用 PSN Web インターフェイスを使用しており、URL-Redirected トラフィックのサポートを必要とする場合は、IP 転送用に新

しい仮想サーバを作成してください。 

名前（Name） <IP 転送サーバ名> 

例：PSN-IP-Forwarding-Inbound-Web 

• 外部ホストから PSN への IP 転送 URL-
Redirected トラフィック用の仮想サーバの名前を

入力します。 

タイプ（Type） 転送（IP）（Forwarding (IP)） • [転送（IP）（Forwarding (IP)）] では、F5 がロード 
バランシングを必要としないトラフィック（URL-
Redirected トラフィック）を PSN に転送可能にな

ります。 

ソース（Source） <ソース ネットワーク アドレス/マスク> 

例：10.0.0.0/8 

• ネットワーク アドレスを入力し、PSN Web ポータ

ルとの通信が必要な外部ネットワークユーザの

ビット マスクを付加します。 
• PSN と直接通信する必要があるホストを省略せ

ずに、ソースをできるだけ限定してください。 

接続先

（Destination） 
タイプ（Type） ネットワーク  
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 アドレス

（Address） 
<接続先ネットワーク> 

例：10.1.91.0 

• Web ポータルに使用する PSN ネットワーク アド

レスを入力します。セキュリティを強化するため

に、アドレス範囲をできるだけ限定してください。 

 マスク <接続先マスク> 

例：255.255.255.224 

• 環境に適した PSN ネットワーク アドレス マスク

を入力します。セキュリティを強化するために、ア

ドレス範囲をできるだけ限定してください。 

サービス ポート

（Service Port） 
8443 または *（ワイルドカード） • 単一の URL-Redirect サービス/ポート：固有

の Web サービスのポートを入力して、URL-
Redirected フローを特定のポートに限定します。 

• サービス/ポータル用の複数ポート：Web ベース

のサービスに対応する必要がある場合や複数の

サービス ポートが使用されている場合、ワイルド

カード サービス ポートを入力します。たとえば、

URL-Redirected Web サービス Lime ポスチャ

およびプロビジョニングは TCP/8905 および 
UDP/8905 に依存します。他の選択肢は、必要

なポートごとに別々の IP 転送サーバを作成する

方法です。 

プロトコル

（Protocol） 
TCP または* すべてのプロトコル（All Protocols） • 単一のポータル/ポートの場合、[TCP]を選択しま

す。複数のポータル ポート/サービスの場合、ワイ

ルドカード プロトコルを選択すると、デフォルトで

すべてのプロトコルに対応できます。 

VLAN およびト

ンネル トラフィッ

ク（VLAN and 
Tunnel Traffic） 

限定的に有効化（Enabled On…） • オプション：受信 IP 転送を特定の VLAN に限定

します。 

VLAN およびト

ンネル（VLANs 
and Tunnels） 

<外部 VLAN> 

例：External 

• 外部ホストが PSN との通信に使用する入力 
VLAN を選択します。 

送信元アドレス

の変換または

「SNAT プー

ル」（Source 
Address 
Translation, or 
“SNAT Pool”） 

[SNAT] > [自動マップ（Auto Map）] • RADIUS と Web ポータルが別々の PSN イン

ターフェイスを使用する場合は、[SNAT] を [自動

マップ（Auto Map）] に設定します。 
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グローバル ISE ロード バランシングの考慮事項 
ここでは、分散 ISE 展開において PSN が地理的に異なる場所に導入されている場合の高可用性オプションの概要

について説明します。これには考慮事項とソリューションの詳細が含まれますが、それぞれの展開の詳細については、

このガイドの対象外です。 

本ガイドはこれまで、同じ場所およびローカル エリア ネットワーク（LAN）に導入された ISE PSN サービスのロード バ
ランシングに着目してきました。特定のキャンパス ネットワークでは、すべて高速ネットワーク接続経由で接続された 
PSN の単一ロードバランシング クラスタが一般的であり、ほとんどの場合、これらはすべて同じサブネット内にあるか

同じ冗長サーバ スイッチに接続されています。F5 BIG-IP LTM は、このような用途に最適なソリューションです。 

お客様のビジネス継続性による要求が単一のキャンパスを超えて広がることも頻繁にあります。ISE 展開では、WAN 
の停止や破局的なデータセンターの障害（長時間の停電や自然災害）などの単一点障害から回復するための地理

的冗長性をサポートできることが必要とされます。このような場合、リモート ロケーションがセカンダリ データ センター、

ハブ ロケーション、または災害復旧サイトにフェイルオーバー可能であることが必要です。 

候補となるソリューションとしては次のようなものがあります。 

• RADIUS AAA：第 2/第 3 RADIUS サーバが接続された NAD を設定します。各エントリには、F5 仮想

サーバ IP またはユーザ PSN を指定できます。 

 
図 51.  複数のサーバ定義を使用した RADIUS サーバ冗長性 

• RADIUS AAA：IP エニーキャスト アドレスを指定する単一 RADIUS サーバが接続された NAD を設定

します。各 F5 BIG-IP LTM アプライアンスでは、このエニーキャスト アドレスと同じアドレスを RADIUS 
AAA 用の VIP として設定できます。専用 RADIUS インターフェイス持つ個々の PSN も、この同じ IP ア
ドレスを共有することができます。 



  

 

 

 

 

 

Cisco Systems © 2015 ページ 89  

セキュア アクセスを実現するハウツー ガイド 

 
図 52.  エニーキャストを使用した RADIUS サーバ冗長性 

• DHCP/SNMP トラップ プロファイリング：DHCP の場合は、第 2/第 3 IP ヘルパー ステートメントを使用し

て L3 ゲートウェイを設定します。SNMP トラップの場合、第 2/第 3 SNMP トラップ ホストが接続されたア

クセス デバイスを設定します。各エントリには、F5 仮想サーバ IP またはユーザ PSN を指定できます。 

 
図 53.  複数の IP ヘルパーを使用した DHCP プロファイリング冗長性 

DHCP/SNM トラップ プロファイリング：DHCP の場合、IP エニーキャスト アドレスを指定する単一 IP ヘルパー エント

リを使用して L3 ゲートウェイを設定します。SNMP トラップの場合、IP エニーキャスト アドレスを指定する単一 SNMP 
トラップ ホストが接続されたアクセス デバイスを設定します。各 F5 BIG-IP LTM アプライアンスでは、このエニーキャ

スト アドレスと同じアドレスを DHCP/SNMP トラップ プロファイリング用の VIP として設定できます。専用 プロファイリ

ング インターフェイス持つ個々の PSN も、この同じ IP アドレスを共有することができます。 
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図 54.  エニーキャストを使用した DHCP プロファイリング冗長性 

• HTTPS ポータル：可用性、パフォーマンス、またはプロキシミティに基づいて DNS ルックアップを別々

の IP アドレスに解決するインテリジェント ドメイン ネーム サービスを展開します。返されるアドレスは、

F5 仮想サーバ IP またはユーザ PSN を指定します。この領域のソリューションの範囲は、きわめて単純

な DNS ラウンド ロビンから、F5 BIG-IP Global Traffic Manager（GTM）や Cisco Global Site Selector
（GSS）のような高度なサービスにおよびます。既存の LTM に展開する場合、F5 BIG-IP GTM は管理

上および機能上の新たな利点を多数もたらします。 

 
図 55.  GTM を使用した Web ポータル冗長性 

• HTTPS ポータル：単一の IP エニーキャスト アドレスに解決するサービスごとに単一のポータル FQDN 
を持つ構成に DNS を設定します。各 F5 BIG-IP LTM アプライアンスでは、このエニーキャスト アドレ

スと同じアドレスを特定の HTTPS ポータル用の VIP として設定できます。専用 Web ポータル インター

フェイス持つ個々の PSN も、この同じ IP アドレスを共有することができます。このオプションでは高度な 
DNS 機能を必要としませんが、他の DNS 機能拡張に F5 BIG-IP GTM を活用できます。 
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図 56.  エニーキャストを使用した Web ポータル冗長性 

選択肢のいくつかは、IP エニーキャストの使用を必要とします。IP エニーキャストは簡単に言うと、同じ IP アドレスを

ネットワーク内の複数のホストに割り当て、送信元から単一のターゲット ホストへのパケット転送をルーティングに依存

する機能です。この方法を使用する場合、ノード障害が自動的に検出され、障害が発生したノードまでの該当する

ルートがルーティング テーブルから削除されることが不可欠です。エニーキャストのターゲットがリンク/VLAN の唯一

のホストの場合、障害が発生するとルートを自動的に削除できます。ただし、ほとんどの場合は、ホストの到達可能性

および可能であればサービス ヘルスを能動的に監視し、ルートが有効かどうかや、二次ターゲットのためにそのルー

トを削除するかどうかを判別する必要があります。 

また、IP エニーキャストを展開する場合、各ターゲットまでのルート メトリックに有意な重み付けや偏りを確実に持た

せておくことがきわめて重要になります。エニーキャスト ターゲットまでのルートがフラッピングする場合や、結果的に

等コスト マルチパス（ECMP）ルーティングのシナリオになる場合、所定のサービス（RADIUS AAA、DHCP/SNMP ト
ラップ プロファイリング、HTTPS ポータル）に関するトラフィックが各ターゲットに分散されることがあります。その場合、

過剰なトラフィックやサービスの障害が発生したり（RADIUS AAA および HTTPS ポータル）、最適とは言えないプロ

ファイリングやデータベース レプリケーションという結果になります（プロファイリング サービス）。 

IP エニーキャストの主要な利点は、アクセス デバイス、プロファイル データ ソース、DNS の設定が大幅に簡単にな

ることです。また、特定のエンドポイントに関するデータのみ単一の PSN に送信されることが保証されるため、ISE プ
ロファイリングが最適化されます。エニーキャストの欠点は、追加のルート設定を慎重に計画し、適切なモニタリング

によって管理する必要があることです。また、明確なサブネットワークおよび IP アドレスが使用されないため、トラブル

シューティングも困難になります。 
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モニタリングおよびトラブルシューティングの概要 
ここでは、ロード バランシングに F5 BIG-IP LTM を使用した Cisco ISE PSN の統合を検証およびトラブルシューティ

ングするための推奨事項の概要を説明します。これは、このトピックに関する詳細なガイドを意図したものではなく、ト

ラブルシューティング作業を支援し、テクニカル サポートについて Cisco または F5 社に連絡する前に、基本的な設

定および展開に間違いがないことを確認するための指針として機能することを目的としています。 

Cisco ISE のモニタリングおよびトラブルシューティング  
ここでは、Cisco ISE の設定に固有なモニタリングおよびトラブルシューティング情報を提供します。 

Cisco コンポーネントの動作ステータスの確認 
トラフィックがロード バランスされ、正しく処理されていることを検証するには、主要なソリューション コンポーネントが

動作していることを確認します。たとえば、ISE ノードが接続されていない場合や ISE 展開に同期していない場合、

AAA、プロファイリング、Web サービスなどのサービスが影響を受ける可能性があります。全体的な ISE 展開が正常

であること、ネットワーク アクセス デバイスの観点から PSN が動作可能であること、外部 ID ストアが接続されているこ

とを確認する場合に、次のヒントを使用できます。 

• ISE ノードがオンラインであり、接続されていることを確認する。 

o ISE ダッシュボードを参照して、接続、リソース使用率、レイテンシなどの基本的なノード ステータ

スを確認します。 
o ping または同様のツールを使用して、ノードと接続デバイス間の接続をテストします。 
o PSN コンソールからホストの FQDN を使用してホストの ping を実行することにより、DNS が可能

であることを確認します。または nslookup コマンドを使用して FQDN の名前解決および IP アド

レスの逆引き参照の両方を確認します。 

以下に、ISE Admin ノードのメイン ダッシュボードの例を示します。さまざまな PSN の認証レイテンシが

表示されています。RADIUS レイテンシの傾向が示されています。また、[アラーム（Alarms）] パネルに

は、高レイテンシに関連したイベントが存在していることが示されています。 
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図 57.  ISE ダッシュボードを使用した ISE サーバ ヘルスの表示 

[アラーム（Alarms）] をクリックし、[認証の詳細（Authentications Details）] に進む（または、[動作

（Operations）] > [認証（Authentications）] の下の [ライブ認証ログ（Live Authentications Log）] から [認証

の詳細（Authentications Details）] を見る）と、高レイテンシが観測された認証プロセスにおける具体的な

発生内容と実際の発生ポイントがわかります。下の例では、このセッションの AD レイテンシが 11 秒を超

えており、AD の設定における重大な問題が示されています。この状況は、確実に RADIUS タイムアウト 
エラーが発生します。 

図 58.  図 1：ISE 認証ログのステップ レイテンシの詳細 
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図 59.  ISE 認証ログのステップ レイテンシの詳細 

• [管理（Administration）] > [展開（Deployment）] で PSN が同期されていることを確認する。次の例では、
PSN3 ノードのデータベースがプライマリ Admin ノードと同期していないないことが示されています。 

 
図 60.  ISE 展開ノード ステータス 

• NAD から RADIUS サーバのステータスを確認する。 

o イネーブルの場合、RADIUS テスト プローブは成功か失敗か?   
o RADIUS 要求がタイムアウトしているか?    
o RADIUS の NAD デバッグ ロギングに接続の問題が示されているか? 

次の例は、show aaa servers コマンドを使用して Cisco Catalyst スイッチまたは IOS ルータで RADIUS 
サーバのステータスを確認する方法を示しています。ここでは、10.1.98.8 の RADIUS サーバが要求に
応答しておらず、ダウンとマーキングされています。 
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図 61.  ネットワーク アクセス デバイスによる RADIUS サーバのヘルス ステータス 

• AD や LDAP などの ID ストアが PSN に接続されており、トラフィックがドロップされていないことを確認する。 

次の ISE Admin ノードの例（[管理（Administration）] > [アイデンティティの管理（Identity Management）] > 
[外部 ID ストア（External Identity Stores）] > [Active Directory]）には、各 ISE PSN およびそれらと AD との
接続ステータスが示されています。PSN3 に接続の問題があるため、内部ユーザ アカウントに対して RADIUS 
が引き継ぐことが可能ですが、外部で認証または承認されたアカウントに対しては失敗になります。 

 
図 62.  ISE 外部 ID ストアの接続ステータス 
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ISE ライブ認証ログ 
ISE ライブ認証ログは、ISE Admin ノードから [動作（Operations）] > [認証（Authentications）] を選択することで表示

できます。このログには、過去 24 時間のすべてのアクティブなセッションが表示されています。これにより、認証が

ロード バランスされながら正常に行われているかどうかと、その認証の負荷が複数の PSN 間に分散されているかどう

かを判別できます。 

• 認証アクティビティのエラーを確認します。特に、RADIUS のドロップ、NAD の異常動作（同じセッション

に対する過剰な AAA アクティビティ）、サプリカントの異常動作（クライアントの応答停止や EAP セッショ

ンの放棄）、過剰なクライアント再試行（別のセッション進行中の新規セッション開始）に注目します。ロー

ド バランサが適切に装備された状態で大幅に増加する場合、これらはすべて、RADIUS 認証フローの

問題を示している可能性があります。 
 

• PSN 間でのセッションの分散を確認します。予期されたパーシステンス間隔内で同じクライアントが同一

または異なる PSN に接続していますか?  同じクライアントの監査セッション ID が数秒または数分以内に

頻繁に変化していますか? 

 
図 63.  ISE ライブ認証ログの例 

注： 不要なログからのノイズを軽減するには、フィルタを使用して、特定のエンドポイントと特定の PSN に絞り込

み、アイデンティティ、エンドポイント ID、ネットワーク デバイス、セッション ID が含まれるようにします。 

• F5 LTM プローブが失敗しますか? ヘルス モニタリング プローブが失敗する場合は、PSN および場合に

よっては仮想サーバ全体がサービスから除去される可能性があります。プローブ設定が正しいことを確

認してください。 
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図 64.  ISE で RADIUS ヘルス モニタが失敗した例 

 

ISE レポート 
ISE Admin インターフェイスから、[動作（Operations）] > [レポート（Reports）] を選択して、ISE ダッシュボードの長

期ビューと詳細、およびライブ ログ データ ポイントを確認します。 

TCP ダンプを使用した ISE パケット キャプチャ 
場合によっては、ネットワーク上のパケットをキャプチャしてより詳細に分析する必要があります。パケット キャプチャと

デコードは、TCP ダンプ機能を使用して、特定のノードの ISE インターフェイスから直接実行できます。キャプチャさ

れたパケットは、特定の NAD からの RADIUS 認証や特定のユーザ IP アドレスから特定の PSN への HTTPS など、

ロード バランスされたトラフィックに基づいてフィルタリングできます。また、標準形式を使用してパケット キャプチャを

エクスポートすることにより、Wireshark などの高度なツールを使用した追加のフィルタリングや分析ができます。 

ISE Admin ノード からパケット キャプチャを開始するには、[動作（Operations）] > [トラブルシュート（Troubleshoot）] > 
[診断（Diagnostics）] > [汎用ツール（General Tools）] > [TCP] を順に選択します。PSN ノードおよびインターフェイス

を選択し、次の図に示すようにフィルタおよびキャプチャ形式を設定してトラフィックをキャプチャしてください。 
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図 65.  ISE TCP ダンプ ユーティリティ 

ロギングの抑制および収集フィルタ 
本ガイドでは、認証成功イベントを抑制するための収集フィルタの使用から、システムが動作可能になってからの 
F5 RADIUS ヘルス モニタまで説明しますが、個々のクライアントやアクセス デバイスの接続をトラブルシュートする
際には、特定のエンドポイントや NAD の抑制の無効化が必要になることがあります。 

F5 BIG-IP LTM のモニタリングとトラブルシューティング 
ここでは、F5 の設定に固有なモニタリングおよびトラブルシューティングの要素を提供します。 

F5 LTM コンポーネントの動作ステータスの確認 
全体的な展開が正常であること、および F5 BIG-IP LTM アプライアンスの観点から PSN が動作可能であることを確
認する場合に、次のヒントを使用できます。 

• 仮想サーバ ステータス 

F5 LTM 管理インターフェイスから仮想サーバのステータスを確認するには、[ローカル トラフィック（Local 
Traffic）] > [仮想サーバ（Virtual Servers）] > [仮想サーバ リスト（Virtual Server List] を順に選択します。
[ステータス（Status）] は、アクティブなアプリケーション モニタリングを使用するプールに対して使用可能
（緑色の丸）と表示され、サービス確認が有効化されていない場合は不明（青色の正方形）になります。
[ステータス（Status）] がオフライン（赤色のひし形）場合、ヘルス モニタが失敗しています。接続制限が
ノードに対して設定されている場合、ステータスも使用不可（黄色い三角形）と表示されます。仮想サー
バ レベルでのスタータスは、個々のプール メンバではなく、全体としてプールのヘルスを示します。 
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図 66.  LTM 仮想サーバのヘルス ステータス 

• プール メンバ ステータス 

各プール メンバの状態を表示するには、[ローカル トラフィック（Local Traffic）] > [プール（Pools）] > 
[プール リスト（Pool List）] を順に選択します。仮想サーバのステータス レベルで示したステータス 
インジケータと同様のステータス インジケータに、個々のプールのメンバのヘルスが反映されます。 

 
図 67.  LTM プール メンバのヘルス ステータス 
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ヘルス モニタ（Health Monitors） 
ヘルス モニタには、実サーバおよびサービスのヘルス ステータスが示されます。設定されたタイムアウト間隔内にモ

ニタが適切な応答を受信しない場合、プール メンバは「オフライン」とマークされ、新たな要求の対応に使用されなく

なります。仮想サーバやプール メンバがオフラインの場合は、プールまたはノードに割り当てられたヘルス モニタリン

グを確認してください。モニタがまったく動作しない場合は、おそらくモニタ設定に問題があります。モニタが動作して

いたが、その後で動作停止した場合、ネットワークまたは PSN の設定またはソフトウェアの変更の可能性を確認して

ください。 

特定のノードに関するサービスの問題の場合、モニタが確実にヘルス ステータスを提供し、プール内のサーバをア

クティブ状態に維持するようにするために、F5 サポート記事『SOL2531: Troubleshooting health monitors』を確認

することをお勧めします。 

パーシステンス レコード 
パーシステンス レコードにより、同じ実サーバにロード バランシングされているユーザやデバイス トラフィックが特定さ

れます。同じ送信元が同じサービスに対応するトラフィックは、同じサーバに永続化され、パーシステンス レコードが

アクティブになります。 

• 実サーバ間でのサービスの分散を確認します。トラフィックがすべてのプール メンバに永続しているか、

またはメンバーの 1 つのみ、またはサブセットに永続していますか? 
• 永続タイマー（経過時間）が設定された永続タイムアウト（TTL）と一致していることを確認します。 
• 特定のエンドポイントのパーシステンスが、予期されている PSN または同一の PSN に関連付けられて

いることを確認します。同じエンドポイントに対して複数のエントリがある場合は、設定の問題を示してい

ます。 

F5 LTM Web インターフェイスからのパーシステンス レコードの表示 

F5 LTM の Web ベースの管理インターフェイスからパーシステンス レコードを素早く表示するには、[統計情報

（Statistics）] > [モジュール統計情報（Module Statistics）] > [ローカル トラフィック（Local Traffic）] に移動し、[統
計情報タイプ（Statistics Type）] を [パーシステンス レコード（Persistence Records）] に設定します。必要に応じて、

[検索（Search）] フィールドを使用して出力をフィルタリングします。 

パーシステンス レコード（良い例）： 

https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/12000/500/sol12531.html
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図 68.  パーシステンス レコード例 No.1 

パーシステンス レコード（悪い例）： 

 
図 69.  パーシステンス レコード例 No.2 
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上記の「悪い例」では、2 台の異なるサーバに永続化された同じエンドポイントに対して 2 つのエントリがある点に注

目してください。これは、別々の仮想サーバに別々のパーシステンス アルゴリズムを使用する場合や、別々のサービ

スに異なるプールを意図的に使用する場合に、発生が予想されます。PSN ロード バランシングの場合、通常、特定

のエンドポイントに関するすべてのトラフィックが同じ PSN に送信されることが期待されます。上記の例では、MAC 
アドレス形式の不一致により、F5 BIG-IP LTM が各エントリを固有のエンドポイントとして処理したため、トラフィックが

別々の PSN にロード バランスされました。MAC アドレスを 1 つの形式に正規化することにより、「良い例」に示すよう

に、両方のフローのエンドポイント トラフィックを同じ PSN に送信できます。 

F5 BIG-IP LTM コンソール インターフェイスからのパーシステンス レコードの表示 

実稼動ネットワークでは、特定のエンドポイントのレコードの検索および表示に汎用の統計情報レポートを使用する

のは効率的な方法ではないことがあります。特定の仮想サーバ、送信元 IP アドレス、またはエンドポイントのパーシ

ステンス レコードを素早く表示するには、BIG-IP LTM TMOS Shell（tmsh）を使用します。 

例：RADIUS サーバのパーシステンス レコードの表示 

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show ltm persistence persist-
records virtual ise_radius_auth  
Sys::Persistent Connections 
universal  10.1.98.8:1812  10.1.99.15:1812  0 
universal  10.1.98.8:1812  10.1.99.15:1812  0 
universal  10.1.98.8:1812  10.1.99.16:1812  0 
universal  10.1.98.8:1812  10.1.99.17:1812  0 
universal  10.1.98.8:1812  10.1.99.17:1812  0 
Total records returned: 5 

例：永続化キーとして MAC アドレスに基づいた特定クライアントのパーシステンス レコードの表示 

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show ltm persistence persist-
records virtual ise_radius_auth mode universal key 7C-6D-62-E3-D5-05 
Sys::Persistent Connections 
universal  10.1.98.8:1812  10.1.99.16:1812  0 
Total records returned: 1 

F5 BIG-IP LTM コンソール インターフェイスからのパーシステンス レコードの消去 

場合によっては、新規トラフィックが予期通りにロード バランスされることを保証するために、既存のパーシステンス 
レコードの消去が必要になることがあります。特定のエンドポイント、送信元 IP、仮想サーバ、プール、またはノード

のパーシステンス レコードを消去するには、BIG-IP LTM TMOS Shell（tmsh）を使用します。 

例：RADIUS サーバのパーシステンス レコードの削除 

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# delete ltm persistence persist-
records virtual ise_radius_auth  
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例：すべてのパーシステンス レコードの削除 

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# delete ltm persistence persist-
records 

F5 BIG-IP LTM コンソール インターフェイスからの接続解除 

場合によっては、新規トラフィックが予測通りにロード バランスされることを保証するために、既存の接続の解除が必
要になることがあります。特定のクライアント、サーバ、ポートの接続を解除するには、BIG-IP LTM TMOS Shell（tmsh）
を使用します。 

例：RADIUS 認証サービスの接続解除 

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# delete sys connection cs-
server-port 1812  

例：すべての接続解除 

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# delete sys connection 

iRule デバッグおよびローカル トラフィック ログの表示 
本ガイドでパーシステンスに使用する iRules として、トラブルシューティングが必要な場合のみ使用されるデバッグ ロ
ギング オプションがあります。iRule パーシステンスの処理を検証するには、iRule デバッグ ロギング オプションを有
効化し、F5 トラフィック ログを表示してください。本ガイドには、デバッグ オプションの出力例が掲載されています。 

TCP ダンプを使用したパケット キャプチャ 
ISE と同様、F5 にも、F5 Admin インターフェイスから直接パケットをキャプチャおよび分析するためのサポートが含ま
れています。Wireshark などの高度なパケット キャプチャ ツールを使用することにより、追加のフィルタリングおよび分
析も可能です。F5 を使用した tcpdump コマンドの詳細については、F5 サポート記事「SOL411: Overview of 
packet tracing with the tcpdump utility」を参照してください。 

ネットワーク トポロジ、ルーティング、アドレッシングの確認 
最も一般的な展開の問題の 1 つは、予期しないパケット フローに関連します。すべてのコンポーネントとともにイン
ターフェイスごとの IP アドレスおよび VLAN を示す現在のネットワーク構成図を必ず保持してください。主要なコン
ポーネントは、次のとおりです。 

• クライアント/エンドポイント 
• ネットワーク アクセス デバイス 
• 中間インフラストラクチャ 
• BIG-IP LTM アプライアンス 
• ISE PSN アプライアンス 
• サポーティング サービス（DNS、NTP、AD/LDAP、Admin および MnT ノードなど） 

https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/0000/400/sol411.html
https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/0000/400/sol411.html
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その他のトラブルシューティング チェックリスト項目として、以下のものがあります。 

• 各フローの予測パスを綿密に計画すること。 
• 設定ファイル、ログ、パケット キャプチャ、ルーティング テーブル、ARP テーブルを確認して、パケットが

通過した実際のパスを検証すること。 
• NAT が展開される可能性があり、アドレスが変化することを特に考慮に入れること。 
• F5 LTM アプライアンスが複数の VLAN をトランクする場合、パケット キャプチャは、MAC アドレスが変

化するが IP アドレスは変化しない入力パケットと出力パケットの両方を示すことがある点に注意すること。

これは、パケット キャプチャの分析時に混乱の原因となることがあります。 
• 対称なパスを通過し、パケットがドロップされていないことを、コンポーネント ログ、デバッグ、パケット キャ

プチャを使用して検証すること。 
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付録 A：F5 設定例 

BIG-IP F5 LTM 設定例  
ここでは、複数の ISE サービスをロード バランスするための F5 BIG-IP LTM の実用設定例を示します。 

完全な F5 LTM の設定 
この設定例では、DHCP で標準の IP 送信元アドレス パーシステンスを使用し、DHCP パーサー iRule は使用しませ

ん。DHCP パーサー iRule も、この付録に記載されています。この設定は、ISE Web サービス専用のインターフェイス

の使用法も示しています。 

 
apm resource remote-desktop citrix-client-bundle /Common/default-citrix-client-bundle {  
} 
apm sso saml-sp-connector /Common/saml_office365 { 
    assertion-consumer-uri https://login.microsoftonline.com/login.srf 
    description "Predefined SP connector object for Office 365" 
    entity-id urn:federation:MicrosoftOnline 
} 
ltm default-node-monitor { 
    rule none 
} 
ltm node /Common/ise-psn-1 { 
    address 10.1.99.15 
} 
ltm node /Common/ise-psn-1-web { 
    address 10.1.91.15 
} 
ltm node /Common/ise-psn-2 { 
    address 10.1.99.16 
} 
ltm node /Common/ise-psn-2-web { 
    address 10.1.91.16 
} 
ltm node /Common/ise-psn-3 { 
    address 10.1.99.17 
} 
ltm node /Common/ise-psn-3-web { 
    address 10.1.91.17 
} 
ltm pool /Common/profiling_dhcp_pool { 
    description "PSN Pool for DHCP Profiling" 
    members { 
        /Common/ise-psn-1:67 { 
            address 10.1.99.15 
        } 
        /Common/ise-psn-2:67 { 
            address 10.1.99.16 
        } 
        /Common/ise-psn-3:67 { 
            address 10.1.99.17 
        } 
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    } 
    monitor /Common/radius_1812  
    service-down-action reselect 
} 
ltm pool /Common/profiling_netflow_pool { 
    members { 
        /Common/ise-psn-1:9996 { 
            address 10.1.99.15 
        } 
        /Common/ise-psn-2:9996 { 
            address 10.1.99.16 
        } 
        /Common/ise-psn-3:9996 { 
            address 10.1.99.17 
        } 
    } 
    monitor /Common/gateway_icmp  
} 
ltm pool /Common/profiling_snmptrap_pool { 
    description "PSN Pool for SNMP Trap Profiling" 
    members { 
        /Common/ise-psn-1:162 { 
            address 10.1.99.15 
        } 
        /Common/ise-psn-2:162 { 
            address 10.1.99.16 
        } 
        /Common/ise-psn-3:162 { 
            address 10.1.99.17 
        } 
    } 
    monitor /Common/gateway_icmp  
} 
ltm pool /Common/radius_acct_pool { 
    allow-snat no 
    description "PSN Pool for RADIUS Accounting" 
    load-balancing-mode least-connections-node 
    members { 
        /Common/ise-psn-1:1813 { 
            address 10.1.99.15 
        } 
        /Common/ise-psn-2:1813 { 
            address 10.1.99.16 
        } 
        /Common/ise-psn-3:1813 { 
            address 10.1.99.17 
        } 
    } 
    monitor /Common/radius_1812  
    service-down-action reselect 
} 
ltm pool /Common/radius_auth_pool { 
    allow-snat no 
    description "PSN Pool for RADIUS Authenticaion and Authorization" 
    load-balancing-mode least-connections-node 
    members { 
        /Common/ise-psn-1:1812 { 
            address 10.1.99.15 
        } 
        /Common/ise-psn-2:1812 { 
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            address 10.1.99.16 
        } 
        /Common/ise-psn-3:1812 { 
            address 10.1.99.17 
        } 
    } 
    monitor /Common/radius_1812  
    service-down-action reselect 
} 
ltm pool /Common/web_portals_pool { 
    description "Shared pool for LB of all ISE web portal traffic" 
    load-balancing-mode least-connections-node 
    members { 
        /Common/ise-psn-1-web:0 { 
            address 10.1.91.15 
        } 
        /Common/ise-psn-2-web:0 { 
            address 10.1.91.16 
        } 
        /Common/ise-psn-3-web:0 { 
            address 10.1.91.17 
        } 
    } 
    monitor /Common/ise_https_8443  
} 
ltm snat-translation /Common/10.1.98.8 { 
    address 10.1.98.8 
    inherited-traffic-group true 
    traffic-group /Common/traffic-group-1 
} 
ltm snatpool /Common/radius_coa_snatpool { 
    members { 
        /Common/10.1.98.8 
    } 
} 
ltm virtual /Common/PSN-IP-Forwarding-Inbound { 
    description "Forward non-LB traffic to ISE Policy Service nodes" 
    destination /Common/10.1.99.0:0 
    ip-forward 
    mask 255.255.255.224 
    profiles { 
        /Common/ise_fastL4 { } 
    } 
    source 10.0.0.0/8 
    translate-address disabled 
    translate-port disabled 
    vlans { 
        /Common/external 
    } 
    vlans-enabled 
} 
ltm virtual /Common/PSN-IP-Forwarding-Inbound-Web { 
    destination /Common/10.1.91.0:0 
    ip-forward 
    ip-protocol tcp 
    mask 255.255.255.224 
    profiles { 
        /Common/ise_fastL4 { } 
    } 
    source 10.0.0.0/8 
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    source-address-translation { 
        type automap 
    } 
    translate-address disabled 
    translate-port disabled 
    vlans { 
        /Common/external 
    } 
    vlans-enabled 
} 
ltm virtual /Common/PSN-IP-Forwarding-Outbound { 
    description "Forward non-LB traffic from ISE Policy Service nodes" 
    destination /Common/0.0.0.0:0 
    ip-forward 
    mask any 
    profiles { 
        /Common/ise_fastL4 { } 
    } 
    source 10.1.99.0/27 
    translate-address disabled 
    translate-port disabled 
    vlans { 
        /Common/internal 
    } 
    vlans-enabled 
} 
ltm virtual /Common/RADIUS-COA-SNAT { 
    destination /Common/10.0.0.0:1700 
    ip-protocol udp 
    mask 255.0.0.0 
    profiles { 
        /Common/udp { } 
    } 
    source 10.1.99.0/27 
    source-address-translation { 
        pool /Common/radius_coa_snatpool 
        type snat 
    } 
    translate-address disabled 
    translate-port enabled 
    vlans { 
        /Common/internal 
    } 
    vlans-enabled 
} 
ltm virtual /Common/ise_http_portals { 
    description "ISE PSN Web Portals on TCP/80" 
    destination /Common/10.1.98.8:80 
    http-class { 
        /Common/ise_httpclass 
    } 
    ip-protocol tcp 
    mask 255.255.255.255 
    persist { 
        /Common/https_sticky { 
            default yes 
        } 
    } 
    profiles { 
        /Common/ise_http { } 
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        /Common/ise_https_tcp { } 
    } 
    source 10.0.0.0/8 
    source-address-translation { 
        type automap 
    } 
    translate-address enabled 
    translate-port enabled 
    vlans { 
        /Common/external 
    } 
    vlans-enabled 
} 
ltm virtual /Common/ise_https8443_portals { 
    description "ISE PSN Web Portals on TCP/8443" 
    destination /Common/10.1.98.8:8443 
    ip-protocol tcp 
    mask 255.255.255.255 
    persist { 
        /Common/https_sticky { 
            default yes 
        } 
    } 
    pool /Common/web_portals_pool 
    profiles { 
        /Common/ise_https_tcp { } 
    } 
    source 10.0.0.0/8 
    source-address-translation { 
        type automap 
    } 
    translate-address enabled 
    translate-port enabled 
    vlans { 
        /Common/external 
    } 
    vlans-enabled 
} 
ltm virtual /Common/ise_https_portals { 
    description "ISE PSN Web Portals on TCP/443" 
    destination /Common/10.1.98.8:443 
    ip-protocol tcp 
    mask 255.255.255.255 
    persist { 
        /Common/https_sticky { 
            default yes 
        } 
    } 
    pool /Common/web_portals_pool 
    profiles { 
        /Common/ise_https_tcp { } 
    } 
    source 10.0.0.0/8 
    source-address-translation { 
        type automap 
    } 
    translate-address enabled 
    translate-port enabled 
    vlans { 
        /Common/external 
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    } 
    vlans-enabled 
} 
ltm virtual /Common/ise_profiling_dhcp { 
    description "ISE PSN DHCP Profiling" 
    destination /Common/10.1.98.8:67 
    ip-protocol udp 
    mask 255.255.255.255 
    persist { 
        /Common/profiling_source_addr { 
            default yes 
        } 
    } 
    pool /Common/profiling_dhcp_pool 
    profiles { 
        /Common/ise_profiling_udp { } 
    } 
    source 10.0.0.0/8 
    translate-address enabled 
    translate-port enabled 
    vlans { 
        /Common/external 
    } 
    vlans-enabled 
} 
ltm virtual /Common/ise_profiling_netflow { 
    destination /Common/10.1.98.8:9996 
    ip-protocol udp 
    mask 255.255.255.255 
    pool /Common/profiling_netflow_pool 
    profiles { 
        /Common/ise_profiling_udp { } 
    } 
    source 10.0.0.0/8 
    translate-address enabled 
    translate-port enabled 
    vlans { 
        /Common/external 
    } 
    vlans-enabled 
} 
ltm virtual /Common/ise_profiling_snmptrap { 
    description "ISE PSN SNMP Trap Profiling" 
    destination /Common/10.1.98.8:162 
    ip-protocol udp 
    mask 255.255.255.255 
    persist { 
        /Common/profiling_source_addr { 
            default yes 
        } 
    } 
    pool /Common/profiling_snmptrap_pool 
    profiles { 
        /Common/ise_profiling_udp { } 
    } 
    source 10.0.0.0/8 
    translate-address enabled 
    translate-port enabled 
    vlans { 
        /Common/external 
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    } 
    vlans-enabled 
} 
ltm virtual /Common/ise_radius_acct { 
    description "ISE PSN RADIUS Accounting" 
    destination /Common/10.1.98.8:1813 
    ip-protocol udp 
    mask 255.255.255.255 
    persist { 
        /Common/radius_sticky { 
            default yes 
        } 
    } 
    pool /Common/radius_acct_pool 
    profiles { 
        /Common/ise_radiusLB { } 
        /Common/ise_radius_udp { } 
    } 
    source 10.0.0.0/8 
    translate-address enabled 
    translate-port enabled 
    vlans { 
        /Common/external 
    } 
    vlans-enabled 
} 
ltm virtual /Common/ise_radius_auth { 
    description "ISE PSN RADIUS Authentication and Authorization" 
    destination /Common/10.1.98.8:1812 
    ip-protocol udp 
    mask 255.255.255.255 
    persist { 
        /Common/radius_sticky { 
            default yes 
        } 
    } 
    pool /Common/radius_auth_pool 
    profiles { 
        /Common/ise_radiusLB { } 
        /Common/ise_radius_udp { } 
    } 
    source 10.0.0.0/8 
    translate-address enabled 
    translate-port enabled 
    vlans { 
        /Common/external 
    } 
    vlans-enabled 
} 
ltm virtual-address /Common/0.0.0.0 { 
    address any 
    arp disabled 
    icmp-echo disabled 
    mask any 
    traffic-group /Common/traffic-group-1 
} 
ltm virtual-address /Common/10.0.0.0 { 
    address 10.0.0.0 
    arp disabled 
    icmp-echo disabled 
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    mask 255.0.0.0 
    traffic-group /Common/traffic-group-1 
} 
ltm virtual-address /Common/10.1.91.0 { 
    address 10.1.91.0 
    arp disabled 
    icmp-echo disabled 
    mask 255.255.255.224 
    traffic-group /Common/traffic-group-1 
} 
ltm virtual-address /Common/10.1.98.8 { 
    address 10.1.98.8 
    mask 255.255.255.255 
    traffic-group /Common/traffic-group-1 
} 
ltm virtual-address /Common/10.1.99.0 { 
    address 10.1.99.0 
    arp disabled 
    icmp-echo disabled 
    mask 255.255.255.224 
    traffic-group /Common/traffic-group-1 
} 
ltm classification signature-version { 
    version-number 0 
} 
ltm monitor http /Common/ise_http { 
    defaults-from /Common/http 
    destination *:80 
    interval 5 
    password xxx 
    recv "HTTP/1.1 302 Found" 
    send "GET /redir" 
    time-until-up 0 
    timeout 16 
    username xxx 
} 
ltm monitor https /Common/ise13_https_443 { 
    cipherlist DEFAULT:+SHA:+3DES:+kEDH 
    compatibility enabled 
    defaults-from /Common/https 
    destination *:443 
    interval 5 
    password xxx 
    recv "HTTP/1.1 302 Found" 
    send "GET /redir" 
    time-until-up 0 
    timeout 16 
    username xxx 
} 
ltm monitor https /Common/ise13_https_8443 { 
    cipherlist DEFAULT:+SHA:+3DES:+kEDH 
    compatibility enabled 
    defaults-from /Common/https 
    destination *:8443 
    interval 5 
    password xxx 
    recv "HTTP/1.1 200 OK" 
    send "GET 
/sponsorportal/PortalSetup.action\?portal=Sponsor%20Portal%20%28default%29" 
    time-until-up 0 
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    timeout 16 
    username xxx 
} 
ltm monitor https /Common/ise_https { 
    cipherlist DEFAULT:+SHA:+3DES:+kEDH 
    compatibility enabled 
    defaults-from /Common/https 
    destination *:443 
    interval 5 
    password xxx 
    recv "HTTP/1.1 302 Found" 
    send "GET /redir" 
    time-until-up 0 
    timeout 16 
    username xxx 
} 
ltm monitor https /Common/ise_https_8443 { 
    cipherlist DEFAULT:+SHA:+3DES:+kEDH 
    compatibility enabled 
    defaults-from /Common/https 
    description "HTTPS Health Monitor for ISE Portal Services on TCP/8443" 
    destination *:8443 
    interval 5 
    password xxx 
    recv "HTTP/1.1 200 OK" 
    send "GET /sponsorportal/" 
    time-until-up 0 
    timeout 16 
    username xxx 
} 
ltm monitor radius /Common/radius_1812 { 
    debug no 
    defaults-from /Common/radius 
    description "RADIUS Authentication Request Probe using UDP/1812" 
    destination *:1812 
    interval 10 
    nas-ip-address 10.1.99.3 
    password cisco123 
    secret cisco123 
    time-until-up 0 
    timeout 31 
    username f5-probe 
} 
ltm persistence source-addr /Common/https_sticky { 
    app-service none 
    defaults-from /Common/source_addr 
    hash-algorithm default 
    map-proxies enabled 
    mask none 
    match-across-pools disabled 
    match-across-services enabled 
    match-across-virtuals disabled 
    override-connection-limit disabled 
    timeout 1200 
} 
ltm persistence source-addr /Common/profiling_source_addr { 
    app-service none 
    defaults-from /Common/source_addr 
    hash-algorithm default 
    map-proxies enabled 
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    mask none 
    match-across-pools disabled 
    match-across-services enabled 
    match-across-virtuals disabled 
    override-connection-limit disabled 
    timeout 3600 
} 
ltm persistence source-addr /Common/radius_source_addr { 
    app-service none 
    defaults-from /Common/source_addr 
    hash-algorithm default 
    map-proxies enabled 
    mask none 
    match-across-pools disabled 
    match-across-services enabled 
    match-across-virtuals disabled 
    override-connection-limit disabled 
    timeout 3600 
} 
ltm persistence universal /Common/dhcp_sticky { 
    app-service none 
    defaults-from /Common/universal 
    match-across-pools disabled 
    match-across-services enabled 
    match-across-virtuals disabled 
    override-connection-limit disabled 
    rule /Common/dhcp_mac_sticky 
    timeout 7200 
} 
ltm persistence universal /Common/radius_sticky { 
    app-service none 
    defaults-from /Common/universal 
    match-across-pools disabled 
    match-across-services enabled 
    match-across-virtuals disabled 
    override-connection-limit disabled 
    rule /Common/radius_mac_sticky 
    timeout 300 
} 
ltm profile fastl4 /Common/ise_fastL4 { 
    app-service none 
    defaults-from /Common/fastL4 
    idle-timeout 300 
    ip-tos-to-client pass-through 
    ip-tos-to-server pass-through 
    keep-alive-interval disabled 
    link-qos-to-client pass-through 
    link-qos-to-server pass-through 
    loose-close enabled 
    loose-initialization enabled 
    mss-override 0 
    reassemble-fragments enabled 
    reset-on-timeout enabled 
    rtt-from-client disabled 
    rtt-from-server disabled 
    software-syn-cookie disabled 
    tcp-close-timeout 5 
    tcp-generate-isn disabled 
    tcp-handshake-timeout 5 
    tcp-strip-sack disabled 
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    tcp-timestamp-mode preserve 
    tcp-wscale-mode preserve 
} 
ltm profile http /Common/ise_http { 
    app-service none 
    defaults-from /Common/http 
} 
ltm profile httpclass /Common/httpclass { 
    app-service none 
    asm disabled 
    cookies none 
    headers none 
    hosts none 
    paths none 
    pool none 
    redirect https://sponsor.cts.local:8443/sponsorportal/ 
    web-accelerator disabled 
} 
ltm profile httpclass /Common/ise_httpclass { 
    app-service none 
    defaults-from /Common/httpclass 
} 
ltm profile radius /Common/ise_radiusLB { 
    app-service none 
    clients none 
    defaults-from /Common/radiusLB 
    persist-avp none 
    subscriber-aware disabled 
    subscriber-id-type calling-station-id 
} 
ltm profile radius /Common/radiusLB { 
    app-service none 
    clients none 
    persist-avp 31 
    subscriber-aware disabled 
    subscriber-id-type 3gpp-imsi 
} 
ltm profile tcp /Common/ise_https_tcp { 
    app-service none 
    defaults-from /Common/tcp 
} 
ltm profile udp /Common/ise_profiling_udp { 
    allow-no-payload disabled 
    app-service none 
    datagram-load-balancing disabled 
    defaults-from /Common/udp 
    idle-timeout immediate 
    ip-tos-to-client 0 
    link-qos-to-client 0 
    proxy-mss disabled 
} 
ltm profile udp /Common/ise_radius_udp { 
    allow-no-payload disabled 
    app-service none 
    datagram-load-balancing disabled 
    defaults-from /Common/udp 
    idle-timeout 60 
    ip-tos-to-client 0 
    link-qos-to-client 0 
    proxy-mss disabled 
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} 
net route /Common/external_default_gateway { 
    gw 10.1.98.1 
    network default 
} 
net ipsec ike-daemon /Common/ikedaemon { } 
sys file ssl-cert /Common/ise_wildcard_cert.crt { 
    cache-path 
/config/filestore/files_d/Common_d/certificate_d/:Common:ise_wildcard_cert.crt_37380_1 
    revision 1 
} 
sys file ssl-key /Common/ise_wildcard_key.key { 
    cache-path 
/config/filestore/files_d/Common_d/certificate_key_d/:Common:ise_wildcard_key.key_3738
3_1 
    revision 1 
} 
wom endpoint-discovery { } 

DHCP パーシステンスのための F5 iRules の例  
ここでは、DHCP パーシステンスに有効な iRule の例を示します。 

DHCP パーシステンス iRule の例：dhcp_mac_sticky 
この例では、F5 スクリプト ロジックを活用して、クライアント DHCP 検出パケットや要求パケットの特定のフィールドを

解析する方法を示し、MAC アドレスをパーシステンス識別子として抽出します。これにより、ゲートウェイ単位（送信

元 IP アドレス パーシステンス）ではなく、ホスト単位で DHCP 要求を個々の ISE PSN でロード バランスできるように

なります。これにより、負荷分散が向上し、クライアント MAC アドレス（RADIUS Calling-Station-Id）に基づいて 
RADIUS パーシステンスと組み合わせることで、特定のエンドポイントに対するすべての RADIUS トラフィックと 
DHCP トラフィックが同じ PSN に送信されるため、最適なプロファイリング収集を提供します。 

dhcp_mac_sticky iRule を参照するパーシステンス プロファイル 

ltm persistence universal /Common/dhcp_sticky { 
    app-service none 
    defaults-from /Common/universal 
    match-across-pools disabled 
    match-across-services enabled 
    match-across-virtuals disabled 
    override-connection-limit disabled 
    rule /Common/dhcp_mac_sticky 
    timeout 7200 
} 
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iRule：dchp_mac_sticky 

# iRule dhcp_mac_sticky  
# 
# DHCP Option Field Parser rev 0.3 (2013/02/25) 
# 
#   Written By:  Shun Takahashi 
# 
#   Original By: Jun Chen (j.chen at f5.com) 
#   Original At: https://devcentral.f5.com/community/group/aft/25727/asg/50 
# 
#   Description: iRule to demonstrate how tocapture and binary scan UDP payload 
#                and store them into session table for logging enrichment and 
#                intelligent traffic steering decision. 
# 
#                RFC2131 defines DHCP packet structure. This irule is to scan 
#                UDP payload and store information into session tables with 
#                your_ip as a key. 
# 
#                All the option and value is stored into following session table. 
# 
#                          [tabe set -subtable <your_ip_addr> <option> <value>] 
# 
#   Requirement: The rule requires virtual server to listen on DHCP traffic in the 
#                middle either in inline or out of band. 
# 
#                1) In-Line to DHCP traffic 
# 
#                          profile udp udp_dhcp { 
#                              allow-no-payload disabled 
#                              app-service none 
#                              datagram-load-balancing disabled 
#                              idle-timeout immediate 
#                              ip-tos-to-client 0 
#                              link-qos-to-client 0 
#                              proxy-mss disabled 
#                          } 
# 
#                          ltm virtual vs_dhcp { 
#                              destination 0.0.0.0:bootps 
#                              ip-protocol udp 
#                              mask any 
#                              profiles { 
#                                  udp_dhcp { } 
#                              } 
#                              rules { 
#                                  dhcp_sampler 
#                              } 
#                              source 0.0.0.0/0 
#                              translate-address disabled 
#                              vlans { 
#                                  local 
#                              } 
#                              vlans-enabled 
#                          } 
# 
#                2) Receiving mirrored DHCP stream 
# 
#   References:  RFC 2132 DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions 
#                RFC 1533 DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions (Obsoleted) 
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#                RFC 4702 The Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Client 
#                         Fully Qualified Domain Name (FQDN) Option 
# 
timing off 
when CLIENT_ACCEPTED priority 100 { 
 
    # Rule Name and Version shown in the log 
    set static::RULE_NAME "Simple DHCP Parser v0.3" 
    set static::RULE_ID   "dhcp_parser" 
 
    # 0: No Debug Logging 1: Debug Logging 
    set debug 1 
    # Persist timeout (seconds) 
    set persist_ttl 7200 
 
    # Using High-Speed Logging in thie rule 
    set log_prefix   "\[$static::RULE_ID\]([IP::client_addr])" 
    set log_prefix_d "$log_prefix\(debug\)" 
 
 
    if {$debug}{log local0.debug "$log_prefix_d  ***** iRule: \ 
        $static::RULE_NAME executed *****"} 
 
    if { [UDP::payload length] < 200 } { 
        log local0.info "$log_prefix Ignored due to length\(less than 200 octet\)" 
        切断 
        return 
    } else { 
        # BOOTP 
        binary scan [UDP::payload] ccccH8SB1xa4a4a4a4H2H2H2H2H2H2 \ 
            msg_type hw_type hw_len hops transaction_id seconds\ 
            bootp_flags client_ip_hex your_ip_hex server_ip_hex \ 
            relay_ip_hex m(a) m(b) m(c) m(d) m(e) m(f) 
 
        # Put client address into variables for session key 
        set your_ip [IP::addr $your_ip_hex mask 255.255.255.255] 
        set client_mac "$m(a):$m(b):$m(c):$m(d):$m(e):$m(f)" 
 
 
 
        binary scan [UDP::payload] H32H64H128H8 \ 
            padding server_host_name boot_file magic_cookie 
 
        if {$debug}{log local0.debug "$log_prefix_d  BOOTP: $your_ip $client_mac"} 
 
        # DHCP 
        binary scan [UDP::payload] x240H* dhcp_option_payload 
 
        set option_hex 0 
        set options_length [expr {([UDP::payload length] -240) * 2 }] 
        for {set i 0} {$i < $options_length} {incr i [expr { $length * 2 + 2 }]} { 
 
            # extract option value and convert into decimal 
            # for human readability 
            binary scan $dhcp_option_payload x[expr $i]a2 option_hex 
            set option [expr 0x$option_hex] 
 
            # move index to get length field 
            incr i 2 
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            # extract length value and convert length from Hex string to decimal 
            binary scan $dhcp_option_payload x[expr $i]a2 length_hex 
            set length [expr 0x$length_hex] 
 
            # extract value field in hexadecimal format 
            binary scan $dhcp_option_payload x[expr $i + 2]a[expr { $length * 2 }] 
value_hex 
 
            set value "" 
            switch $option { 
 
                61 { 
                # Client Identifier 
                # This option is used by DHCP clients to specify their unique 
                # identifier.  DHCP servers use this value to index their database of 
                # address bindings.  This value is expected to be unique for all 
                # clients in an administrative domain. 
                # 
                    binary scan $value_hex a2a* ht id 
                    switch $ht { 
                        01 { 
                            binary scan $id a2a2a2a2a2a2 m(a) m(b) m(c) m(d) m(e) m(f) 
                            set value "$m(a)-$m(b)-$m(c)-$m(d)-$m(e)-$m(f)" 
                            set option61 "$value" 
                            # Normalize MAC address to upper case 
                            set mac_up [string toupper $option61] 
} 
 
                        default { 
                            set value "$id" 
                        } 
                    } 
                } 
 
} 
} 
} 
    persist uie $mac_up $persist_ttl 
    set target [persist lookup uie $mac_up] 
    if {$debug}{log local0.debug "$log_prefix_d  ***** iRule: $static::RULE_NAME 
competed ***** MAC=$option61 Normal MAC=$mac_up TARGET=$target"} 
 
} 

パーシステンス TTL 値は iRule 内で設定されているため、この値が他のパーシステンス プロファイル タイムアウト設

定より優先されます。また、iRule には、デバッグに役立つロギング オプションも含まれます。デバッグ ロギングを有効

にするには、デバッグ変数を「1」に設定してください。デバッグ ロギングを無効にするには、デバッグ変数を「0」に設

定してください。 

これらのデバッグ ロギングを有効にした場合の出力例を以下に示します。 

Sat Sep 27 13:40:08 EDT 2014  debug  f5  tmm[9443]      
Rule /Common/dhcp_mac_sticky <CLIENT_ACCEPTED>: [dhcp_parser](10.1.10.1)(debug)  
***** iRule: Simple DHCP Parser v0.3 competed *****  
MAC=00-50-56-a0-0b-3a Normal MAC=00-50-56-A0-0B-3A TARGET= 
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Sat Sep 27 13:40:08 EDT 2014  debug  f5  tmm[9443]      
Rule /Common/dhcp_mac_sticky <CLIENT_ACCEPTED>: [dhcp_parser](10.1.10.1)(debug)  
BOOTP: 0.0.0.0 00:50:56:a0:0b:3a 
 
Sat Sep 27 13:40:08 EDT 2014  debug  f5  tmm[9443]      
Rule /Common/dhcp_mac_sticky <CLIENT_ACCEPTED>: [dhcp_parser](10.1.10.1)(debug)  
***** iRule: Simple DHCP Parser v0.3 executed ***** 
 
Sat Sep 27 13:39:45 EDT 2014  debug  f5  tmm[9443]      
Rule /Common/dhcp_mac_sticky <CLIENT_ACCEPTED>: [dhcp_parser](10.1.40.1)(debug)  
***** iRule: Simple DHCP Parser v0.3 competed *****  
MAC=f0-25-b7-08-33-9d Normal MAC=F0-25-B7-08-33-9D TARGET= 
 
Sat Sep 27 13:39:45 EDT 2014  debug  f5  tmm[9443]      
Rule /Common/dhcp_mac_sticky <CLIENT_ACCEPTED>: [dhcp_parser](10.1.40.1)(debug)  
BOOTP: 0.0.0.0 f0:25:b7:08:33:9d 
 
Sat Sep 27 13:39:45 EDT 2014  debug  f5  tmm[9443]      
Rule /Common/dhcp_mac_sticky <CLIENT_ACCEPTED>: [dhcp_parser](10.1.40.1)(debug)  
***** iRule: Simple DHCP Parser v0.3 executed ***** 
 
Sat Sep 27 13:36:49 EDT 2014  debug  f5  tmm[9443]      
Rule /Common/dhcp_mac_sticky <CLIENT_DATA>: [dhcp_parser](10.1.40.1)(debug)  
***** iRule: Simple DHCP Parser v0.3 competed *****  
MAC=7c-6d-62-e3-d5-05 Normal MAC=7C-6D-62-E3-D5-05 TARGET= 
 
Sat Sep 27 13:36:49 EDT 2014  debug  f5  tmm[9443]      
Rule /Common/dhcp_mac_sticky <CLIENT_DATA>: [dhcp_parser](10.1.40.1)(debug)  
BOOTP: 0.0.0.0 7c:6d:62:e3:d5:05 
 
Sat Sep 27 13:36:49 EDT 2014  debug  f5  tmm[9443]      
Rule /Common/dhcp_mac_sticky <CLIENT_DATA>: [dhcp_parser](10.1.40.1)(debug)  
***** iRule: Simple DHCP Parser v0.3 executed ***** 
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付録 B：設定チェックリスト 
表 9.  設定チェックリスト 

項目  設定 注記 

F5 前提条件の設定  

内部インター

フェイス 
名前 IP アドレス/

マスク 
VLAN 番号 タグ付き? •  

内部インター

フェイス 
    •  

外部インター

フェイス 
    •  

Web インターフェ

イス（オプション） 
    •  

デフォルト ゲート

ウェイ（外部イン

ターフェイス）   

 •  

ISE 前提条件の設定  

ノード グループ •  

名前  •  

マルチキャスト ア
ドレス  

 • ISE 1.2 以下に適用 

F5 アプライアンス NAD 設定 •  

アクセス デバイ

ス名 
 • ISE の NAD として F5 に割り当てられ

た名前（通常はホスト名） 

IP アドレス/マスク  • RADIUS モニタ要求の送信元（通常は

内部インターフェイスのセルフ IP） 
• マスク = 255.255.255.255 

RADIUS シーク

レット 
 • RADIUS のモニタに固有 

内部ユーザ アカウント • RADIUS のモニタに固有 

ユーザ名  •  

パスワード  •  
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DNS - 各 ISE GE 0 ホスト エントリに追加する FQDN • 各 ISE ノードの FQDN がすべての標準

展開の一部として設定される必要があり

ます。 

スポンサー ポー

タル 
 •  

デバイス ポータル  •  

PSN Web イン

ターフェイス 
 • PSN が Web サービス専用インターフェ

イスで設定される場合に適用 
• ISE では FQDN は CLI の「ip host」コマ

ンドを使用して設定 

PSN 証明書 •  

SAN ワイルドカー

ドまたは UCC を
使用? 

 •  

Subject CN  • 例：ise.company.com 

SAN  • Subject CN FQDN を含む 
• SAN ワイルドカード証明書には Subject 

CN で使用されるドメインが含まれる必要

あり 
• UCC - すべての PSN FQDN を含む（ス

ポンサー ポータル、デバイス ポータル、

および専用インターフェイス FQDN が使

用されている場合は、これら用の Web 
ポータル FQDN を含む） 
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