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概要

この資料がバッチファイル（.bat）でプロファイル変換の Cisco Anyconnect NAM エージェント
をインストールするために必要なステップを詳しく記述したものです。 バッチファイルはシステ
ムでまたはリモートで大規模配備の SCCM サーバによるすべてのマシンにそれからローカルで実
行することができます。 Cisco ISE はこのソフトウェアを提供できますが、エンドユーザの相互
対話およびインストール特権を必要とします。

バッチファイル スクリプトの使用は複数の利点を機能します:

すべてのワイヤレス プロファイル 変換。●

VPN モジュールはそれが適切ではない場合無効に することができます。●

バッチファイルを突然実行し、AnyConnect モジュールをインストールすることによって手
動実装時間およびコストを削減して下さい。

●

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

ウィンドウズオペレーティングシステム。 ネットワーク アクセス マネージャは Mac OS X
か Linux でサポートされません。 

●

システムは AnyConnect パッケージのための 50 MB の最小記憶があるはずです。●

WLAN サービス（WLAN 自動設定）はシステムで動作したにちがいありません。●

注: 変換は既に存在 するネットワーク アクセス マネージャ XML コンフィギュレーション



ファイルされません（userConfiguration.xml）。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Windows 7●

AnyConnect 4.6.0.3.049●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

背景説明

Cisco 全体の Anyconnect パッケージは Cisco サイトからダウンロードされ、得る必要があ
ります。 必須 msi ファイルおよび configuration.xml ファイルはからのあるバッチファイル
が実行される場所にはずです。

1.

     これらのファイルは場所 C:\cisco でコピーされなければなりません:

     anyconnect-win-4.6.03049-core-vpn-predeploy-k9.msi

     anyconnect-win-4.6.03049-nam-predeploy-k9.msi

     configuration.xml

  2. ネットワーク アクセス マネージャ モジュールはいくつかの既存の Windows 7 設定すること
ができますモジュールがクライアント システムではじめてインストールされている場合ネットワ
ーク アクセス マネージャ プロファイルへのまたはそれ以降の変換するためにワイヤレス プロフ
ァイルはフォーマットします。 変換することができるこれらの条件を満たしたインフラストラク
チャ ネットワーク:

オープン●

スタティック WEP●

個人的な WPA/WPA2●

非GPO ネイティブ Wi-Fi ユーザネットワーク プロファイルだけ変換されます。

注: WPA2 エンタープライズ プロファイルに関しては、同じ名前のプロファイルは
configuration.xml ファイルのネットワーク アクセス マネージャ プロファイル エディタを通
して作成する必要があります

●

 3.  システムはインストールの後で再始動され、これはユーザに既に知らせる必要があります。

設定

バッチファイルの作成

この資料では、Anyconnect msi の仮定された場所は、configuration.xml ファイル C:\cisco です。
これらのコマンドでこれらのコマンドかバッチファイルは同じ場所から実行する必要があります



。

cd C:\cisco●

NAM モジュールがインストールされることができるようにコア VPN モジュールのインストール
が必要となります。 このコマンドはコア VPN モジュールをインストールし、VPN モジュール タ
イルを隠します。

msiexec /package anyconnect-win-4.6.04054-core-vpn-predeploy-k9.msi /norestart /passive
PRE_DEPLOY_DISABLE_VPN=1  

●

完了するためにモジュールのインストールにタイムアウトが必要となります。 このコマンドは
15 分のタイムアウトを誘導します。

タイムアウト /t 15  ●

このコマンドは有効に なる プロファイル 変換の NAM モジュールをインストールします。

msiexec /i anyconnect-win-4.6.04054-nam-predeploy-k9.msi PROFILE_CONVERSION=1
/norestart /passive

●

完了するためにモジュールのインストールにタイムアウトが必要となります。 このコマンドは
15 分のタイムアウトを誘導します。

タイムアウト /t 15●

このコマンドは必須場所に configuration.xml プロファイルを NAM プロファイル エディタで作成
されるコピーします。

xcopy configuration.xml C:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クラ
イアント\ネットワーク アクセス マネージャ\ newConfigFiles

●

このコマンドは必須インストールおよび変換が完了した示し、再度ブートするが 2 分に始められ
ること知らせたものですことを。

「マシンをリブートします 2 分にエコーして下さい。 保存して下さい作業を」 ●

このコマンドは再始動を 2 分のウィンドウズオペレーティングシステム始めます

シャットダウン- r - t 120●

注: これらのコマンドでこれらのコマンドすべてかバッチファイルは管理権限とおよび同じ
順序で実行する必要があります。

Anyconnect ユーザ終りプロシージャ

マシンが再起動するとき Anyconnect エージェントがマシンでインストールされていれば、
Anyconnect アイコンはポップアップし、ユーザはリストの接続された好まれた SSID です
。

1.



2.  1 つは AnyConnect NAM モジュール UI で提供されるドロップダウン メニューからの他の
SSID に接続できます。

3. 保存されたネットワークを表示するために、NAM モジュール UI で提供されたリスト アイコン
をクリックし、イメージに示すようにそれからネットワークを、『Manage』 をクリック します
。



4. AnyConnect NAM モジュールによって管理される AnyConnect NAM からアダプタによって提
供されるあらゆるネットワークへの接続は作る必要があります。

  

例： Mnason 暴徒新しい接続を新しい wifi に接続するためにネットワークを、ポップアップ画面
投げられますキーのために選択して下さい。 新しいネットワークに接続するために Key フィール
ドで wifi パスワードを入力して下さい。



追加情報

ネイティブ サプリカント トレイ アイコンは NAM がないネイティブ サプリカント使用する必要
があると同時にネットワークに接続するためにユーザを混同するかもしれ。 Windowsレジストリ
へのこれらの変更をネットワーク 接続 トレイ アイコンを隠すために行うことができます:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ソフトウェア\ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ポリシー\エ
クスプローラにナビゲートして下さい。

1.

ない場合 REG_DWORD によって指名される HideSCANetwork の値を 1 に（16 進法）もし
あれば編集して下さいまたは 1 つを作成して下さい。

2.



システムを再起動します。3.

注: レジストリへのこの変更は Windows 7 および Windows 10 によってテストされました。

確認

ここでは、設定が正常に動作していることを確認します。

レジストリおよび再度ブートするへの変更が、ネットワーク 接続 トレイ 非表示であるはずだっ
た後。
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