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はじめに

このドキュメントでは、Identity Service Engine(ISE)2.2に追加された新機能について説明します
。これにより、ネットワークアクセスデバイス(NAD)またはISEでリダイレクションをサポートし
なくても、ポスチャフローをサポートできます。新機能をよりよく理解するために、このドキュ
メントでは、ISE 2.2 より前のバージョンと ISE 2.2 とのポスチャ フローを詳細に比較していま
す。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

ISE でのポスチャ フロー●

ISE でのポスチャ コンポーネントの設定●

バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）を介したポスチャに対する適応型セキュリテ
ィ アプライアンス（ASA）の設定

●



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。

Cisco ISE バージョン 2.2●

Cisco ASAv、ソフトウェア 9.6(2)●

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。稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

背景説明

ポスチャは Cisco ISE のコア コンポーネントです。コンポーネントとしてのポスチャは、次の 3
つの主要な要素で表現できます。

ポリシー構成の配布および決定ポイントとしてのISE。管理者の観点から、ポスチャポリシ
ー（デバイスを企業に準拠させるために満たす正確な条件）、クライアントプロビジョニン
グポリシー（どの種類のデバイスにインストールする必要があるか）、許可ポリシー（権限
の種類はポスチャの状態によって異異なります）。

1.

ポリシー適用ポイントとしてのネットワークアクセスデバイス。NAD側では、ユーザ認証時
に実際の認証制限が適用されます。ポリシーポイントとしてのISEは、ダウンロードされた
ACL(dACL)/VLAN/リダイレクトURL/リダイレクトアクセスコントロールリスト(ACL)などの
認証パラメータを提供します。従来、ポスチャを実行するには、リダイレクト（ISEノード
に連絡する必要があるユーザまたはエージェントソフトウェアに指示）エンドポイントのポ
スチャステータスが決定された後で、ユーザを認証します。 

2.

データ収集およびエンド ユーザとのインタラクションのポイントとしてのエージェント ソ
フトウェア。Cisco ISE は、次の 3 つのタイプのエージェント ソフトウェアを使用します。
AnyConnect ISEポスチャモジュール、NACエージェント、Webエージェント。エージェン
トは ISE からポスチャ要件に関する情報を受け取り、要件のステータスに関するレポートを
ISE に提供します。

3.

注：このドキュメントは、リダイレクトなしで完全にポスチャをサポートする唯一の
Anyconnect ISEポスチャモジュールに基づいています。

ISE 2.2 より前のフローについて言えば、ポスチャはユーザ認証やアクセス制限だけでなく、コン
タクトの必要がある特定の ISE ノードに関する情報をエージェント ソフトウェアにプロビジョニ
ングすることも NAD に依存しています。ISE に関する情報は、リダイレクト プロセスの一部と
してエージェント ソフトウェアに返されます。 

かつては、NAD または ISE のいずれかの側でのリダイレクト サポートは、ポスチャ実装の重要
な要件でした。ISE 2.2 では、リダイレクト サポート要件は、初期クライアント プロビジョニン
グとポスチャ プロセスのどちらの場合にもなくなりました。

リダイレクションなしのクライアント プロビジョニング：ISE 2.2 では、クライアント プロビジ
ョニング ポータル（CPP）に、ポータルの完全修飾ドメイン名（FQDN）を使用して直接アクセ



スできます。 これは、スポンサー ポータルまたは MyDevice ポータルへのアクセス方法に似てい
ます。

リダイレクションなしのポスチャ プロセス：CPP ポータルからのエージェント インストール時
に、ISE サーバに関する情報は、直接通信を可能にするクライアント側に保存されます。

ISE 2.2 より前のポスチャ フロー

これは、ISE 2.2 より前の Anyconnect ISE ポスチャ モジュール フローの、ステップバイステッ
プの説明です。
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ステップ 1：認証はフローの最初のステップであり、dot1x、MAB、または VPN にすることがで
きます。 

ステップ2:ISEは、ユーザの認証および認可ポリシーを選択する必要があります。ポスチャのシナ
リオでは、選択された認可ポリシーには、最初は不明であるかまたは該当しない、ポスチャ ステ
ータスへの参照が含まれている必要があります。どちらのケースもカバーするために、等しくな
いポスチャ ステータスでも準拠する条件を使用できます。

選択した認可プロファイルには、リダイレクトに関する情報が含まれている必要があります。



Web リダイレクト：ポスチャの場合、Web リダイレクトのタイプはクライアント プロビジ
ョニング（ポスチャ）として指定する必要があります。

●

ACL：このセクションには NAD 側で設定されている ACL 名を含める必要があります。この
ACL は、どのトラフィックがリダイレクトをバイパスする必要があるか、およびどのトラフ
ィックが実際にリダイレクトされるかを NAD に指示するために使用されます。

●

DACL：これはリダイレクト アクセス リストとともに使用できますが、それぞれのプラット
フォームは DACL およびリダイレクト ACL を異なる順序で処理することに留意しておいて
ください。

●

例：ASA は必ず、リダイレクト ACL の前に DACL を処理します。同時に、一部のスイッチ プラ
ットフォームはこれを ASA と同じ方法で処理し、他のスイッチ プラットフォームはまずリダイ
レクト ACL を処理し、後からトラフィックがドロップまたは許可されるときに DACL またはイ
ンターフェイス ACL をチェックします。

注：認可プロファイルの Web リダイレクト オプションを有効にした後に、リダイレクトの
ターゲット ポータルを選択する必要があります。

ステップ 3： ISE は認可属性があるアクセス承認を返します。認可属性のリダイレクト URL は、
ISE によって自動的に生成されます。これには次の構成要素が含まれています。

認証が実行された ISE ノードの FQDN。場合によっては、ダイナミック FQDN が Web リダ
イレクト セクションの認可プロファイル設定（スタティック IP、ホスト名、FQDN）により
上書きされることがあります。静的な値を使用する場合、それは認証が処理された同じ ISE
ノードを指す必要があります。ロード バランサ（LB）の場合、この FQDN は LB VIP を指す
ことができますが、それは LB が Radius 接続および SSL 接続と結合するように設定されて
いる場合のみです。

●

Port：ポート値は、ターゲットのポータル設定から取得します。●

Session ID：この値は、ISE により、アクセス要求に示される Cisco AV ペア監査セッション
ID から取得されます。値自体は NAD で動的に生成されます。

●

Portal ID：ISE 側のターゲット ポータルの ID。●

ステップ 4：NAD が認可ポリシーをセッションに適用します。さらに、DACL が設定されている
場合、認可ポリシーが適用される前にそのコンテンツが要求されます。

重要な考慮事項：

All NAD：デバイスは、アクセス承認でリダイレクト ACL として受け取ったものと同じ名前
の、ローカルに設定された ACL を持つ必要があります。

●

Switches：クライアントの IP アドレスは show authentication session interface details コマ
ンドの出力に表示され、リダイレクトと ACL を正常に適用します。クライアント IP アドレ
スは、IP デバイス追跡機能（IPDT）で学習されます。

●

ステップ 5：クライアントは、Web ブラウザで入力された FQDN に対して DNS 要求を送信しま



す。この段階で、DNS トラフィックはリダイレクトをバイパスし、正しい IP アドレスが DNS サ
ーバにより返されます。

ステップ 6： クライアントは、DNS 応答で受け取った TCP SYN を IP アドレスに送信します。
パケット内の送信元 IP アドレスは、クライアント IP です。宛先 IP アドレスは、要求されたリソ
ースの IP です。宛先ポートは 80 と等しくなります。ただし直接 HTTP プロキシがクライアント
Web ブラウザで設定されている場合を除きます。

ステップ 7：NAD はクライアント要求をインターセプトし、SYN-ACK パケットを、要求された
リソース IP に等しいソース IP、クライアント IP に等しい宛先 IP、80 に等しいソース ポートで
準備します。

重要な考慮事項：

NAD には、クライアントが要求を送信するポート上で実行する HTTP サーバが必要です。デ
フォルトではこれはポート 80 です。

●

クライアントが直接 HTTP プロキシ Web サーバを使用する場合、NAS HTTP サーバはプロ
キシ ポートで実行することになります。このシナリオは、このドキュメントの対象範囲外で
す。

●

NAD がクライアント サブネット内にローカル IP アドレスを持っていない場合、SYN-ACK
は NAD ルーティング テーブルで送信されます（通常は管理インターフェイス経由）。 この
シナリオでは、パケットは L3 インフラストラクチャ経由でルーティングされ、L3 アップス
トリーム デバイスでクライアントに戻されます。L3 デバイスがステートフル ファイアウォ
ールである場合には、追加の例外をそのような非対称ルーティングに付与する必要がありま
す。

●

ステップ 8： クライアントは ACK により、TCP 3 ウェイ ハンドシェイクを終了させます。

ステップ 9： ターゲット リソースに対する HTTP GET がクライアントによって送信されます。

ステップ 10： NAD はリダイレクト URL をクライアントに HTTP コード 302（Page moved）で
返します。一部の NAD のリダイレクトは、ロケーション ヘッダーの HTTP 200 OK メッセージ
内で返すことができます。
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ステップ 11：クライアントはリダイレクト URL から FQDN に対して DNS 要求を送信します。
FQDN は DNS サーバ側で解決できる必要があります。

ステップ12：リダイレクトURLで受信したポート経由のSSL接続が確立されます（デフォルトは
8443）。 この接続は、ISE側からのポータル証明書によって保護されます。クライアントプロビ
ジョニングポータル(CPP)がユーザに表示されます。

ステップ13：クライアントにダウンロードオプションを提供する前に、ISEはターゲットクライ
アントプロビジョニング(CP)ポリシーを選択する必要があります。ブラウザのユーザエージェン
トから検出されたクライアントのOS、CPPポリシー選択に必要な他の情報（AD/LDAPグループ
など）を)。ISE は、リダイレクト URL に示されているセッション ID からターゲット セッショ
ンを認識します。

ステップ14:Network Setup Assistant(NSA)ダウンロードリンクがクライアントに戻ります。クラ
イアントがアプリケーションをダウンロードします。

注：通常では、Windows と Android では、NSA は BYOD フローの一部として表示されます
が、このアプリケーションは ISE から AnyConnect やそのコンポーネントをインストール
するためにも使用できます。

ステップ 15：ユーザは NSA アプリケーションを実行します。



ステップ16:NSAは最初の検出プローブ(HTTP /auth/discovery)をデフォルトゲートウェイに送信
します。NSA は結果としてリダイレクト URL を予期します。

注：MAC OS デバイス上での VPN 経由の接続の場合、MAC OS が VPN アダプタ上にデフ
ォルト ゲートウェイを持っていないため、このプローブは無視されます。

ステップ 17：NSA は最初のプローブが失敗したら 2 番目のプローブを送信します。2つ目のプロ
ーブは、enroll.cisco.comへのHTTP GET /auth/discoveryです。このFQDNはDNSサーバによって
正常に解決できる必要があります。スプリットトンネルがある VPN のシナリオでは、
enroll.cisco.com へのトラフィックはトンネルを介してルーティングされる必要があります。

ステップ18：いずれかのプローブが成功すると、NSAはredirect-urlから取得した情報を使用して
、ポート8905経由でSSL接続を確立します。この接続はISE管理証明書によって保護されていま
す。この接続の内部NSAはAnyconnectをダウンロードします。

重要な考慮事項：

ISE 2.2 より前のリリースでは、ポート 8905 経由の SSL 通信はポスチャの要件でした。●

証明書の警告を回避するために、ポータルと管理証明書の両方がクライアント側で信頼され
ている必要があります。

●

マルチインターフェースISE展開では、G0はシステムFQDNとは異なるFQDNにバインドでき
ます(ip host CLIコマンドを使用)。これにより、サブジェクト名(SN)/サブジェクト代替名
(SAN)の検証に問題が発生する可能性があります。たとえば、クライアントはインターフェ
イスG1のFQDNにリダイレクトできますが、システムFQDNを持つ8905の通信証明書が返さ
れます。このシナリオの解決策として、管理証明書SANフィールドに追加インターフェイス
のFQDNを追加するか、管理証明書にワイルドカードを使用できます。

●
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ステップ19:Anyconnect ISEポスチャプロセスが開始されます。

Anyconnect ISEポスチャモジュールは、次のいずれかの状況で起動します。

インストール後,●

デフォルトのゲートウェイの値の変更後,●

システムのユーザ ログイン イベントの後●

システム電源イベントの後。●

ステップ20：この段階で、Anyconnect ISEポスチャモジュールがポリシーサーバ検出を開始しま
す。これは、Anyconnect ISEポスチャモジュールによって同時に送信される一連のプローブによ
って実現されます。

プローブ 1：デフォルト ゲートウェイへの HTTP get /auth/discovery。MAC OS デバイスは
VPN アダプタ上にデフォルト ゲートウェイを持っていないこと覚えておく必要があります。
プローブの期待される結果は、リダイレクト URL です。

●

プローブ2 - enroll.cisco.comへのHTTP GET /auth/discovery。このFQDNは、DNSサーバによ●



って正常に解決できる必要があります。スプリットトンネルを使用するVPNシナリオでは、
enroll.cisco.comへのトラフィックはトンネルを経由してルーティングされる必要があります
。プローブの予想される結果はredirect-urlです。

プローブ 3：検出ホストへの HTTP get /auth/discovery。検出ホストの値は、ACポスチャプ
ロファイルのインストール中にISEから返されます。プローブの予想される結果はredirect-
urlです。

●

プローブ 4：前に接続されていた PSN に対して、ポート 8905 上で HTTP GET /auth/status
が SSL 経由で実行されます。この要求には、クライアント IP に関する情報と、ISE 側のセ
ッション ルックアップ用の MAC リストが含まれます。このプローブは、最初のポスチャ試
行時には表示されません。接続はISE管理証明書によって保護されています。このプローブの
結果、プローブが取得されたノードがユーザーが認証された同じノードである場合、ISEはセ
ッションIDをクライアントに返すことができます。

●

注：このプローブの結果、ポスチャは、特定の状況下では機能するリダイレクトがない場合
でも正常に実行できます。リダイレクトなしの正常なポスチャには、セッションを認証した
現在の PSN が、前の正常に接続された PSN と同じである必要があります。ISE 2.2 より前
のリダイレクトがない正常なポスチャは、ルールではなく例外であることに留意してくださ
い。

次のステップは、プローブの 1 つの結果として、リダイレクト URL（文字 a でマークされたフロ
ー）を受け取った場合のポスチャ プロセスを説明しています。

ステップ21:Anyconnect ISEポスチャモジュールは、検出フェーズで取得したURLを使用して、ク
ライアントプロビジョニングポータルへの接続を確立します。この段階で、ISE は認証されたセ
ッションからの情報を使用して、クライアント プロビジョニング ポリシーの検証を再度実行しま
す。 

ステップ 22：クライアント プロビジョニング ポリシーが検出された場合、ISE はリダイレクト
をポート 8905 に返します。

ステップ23：エージェントがポート8905経由でISEへの接続を確立します。この接続時に、ISE
は、ポスチャ プロファイル、コンプライアンス モジュール、および AnyConnect の更新のための
URL を返します。 



図1-4

ステップ24:AC ISEポスチャモジュール設定をISEからダウンロードします。

ステップ 25：必要な場合はダウンロードとインストールを更新します。

ステップ26:AC ISEポスチャモジュールは、システムに関する初期情報（OSバージョン、インス
トールされたセキュリティ製品、その定義バージョンなど）を収集します。 この段階で、AC
ISEポスチャモジュールには、セキュリティ製品に関する情報を収集するためのOPSWAT APIが
含まれます。収集されたデータはISEに送信されます。この要求への応答として、ISEはポスチャ
要件リストを提供します。要件リストは、ポスチャ ポリシー処理の結果として選択されます。正
しいポリシーに一致させるために、ISE はデバイス OS バージョン（要求に表示）とセッション
ID 値を使用して、他の必須属性（AD/LDAP グループ）を選択します。 セッション ID の値は、
クライアントによっても送信されます。

ステップ27：このステップでは、クライアントはOPSWATコールおよびその他のメカニズムを使
用してポスチャ要件を確認します。要件リストがある最終レポートとそのステータスが ISE に送
信されます。ISEは、エンドポイントのコンプライアンス状態に関する最終決定を行う必要があ
ります。このステップで準拠していないエンドポイント市場に修復操作が戻される場合。準拠エ
ンドポイントの場合、ISEはコンプライアンス状態をセッションに書き込み、最後のポスチャタ
イムスタンプを属性にに設定します。ポスチャの結果がエンドポイントに送信されます。PRA の
ポスチャ再評価（PRA）時間の場合にも、ISE によりこのパケットに入力されます。

非準拠シナリオでは、次の点を考慮に入れます。



何らかの修復アクション（テキスト メッセージの表示、リンクの修復、ファイルの修復など
）が、ポスチャ エージェント自体によって実行されます。 

●

他の修復タイプ（AV.AS、WSUS、SCCM など）では、ポスチャ エージェントとターゲット
製品との間の OPSWAT API 通信が必要です。このシナリオでは、ポスチャ エージェントは
単に修復要求を製品に送信します。修復自体は、セキュリティ製品により直接実行されます
。 

●

注：セキュリティ製品が外部リソース（内部および外部更新サーバ）と通信する必要がある
ときに、この通信がリダイレクト ACL/DACL で許可されていることを確認する必要があり
ます。

ステップ28:ISEはCOA要求をNADに送信します。これにより、ユーザの新しい認証がトリガーさ
れます。NADはこの要求をCOA ACKで確認する必要があります。VPN の場合、COA プッシュが
使用されるため、新しい認証要求は送信されないことに注意してください。その代わり、ASA は
セッションから前の認証パラメータ（リダイレクト URL、リダイレクト ACL、DACL）を削除し
て、COA 要求からの新規パラメータを適用します。

ステップ 29：ユーザの新しい認証要求。

重要な考慮事項：

一般に Cisco NAD の場合、COA 再認証が ISE により使用され、これが NAD に前のセッシ
ョン ID を使用して新しい認証要求を開始するように指示します。 

●

ISE 側では、同じセッション ID 値は、前に収集されたセッション属性が再使用され（シスコ
のケースでは準拠ステータス）、それらの属性に基づく新規認証プロファイルが割り当てら
れることを示します。

●

セッション ID を変更する場合、その接続は新規として処理され、完全なポスチャ プロセス
が再始動されます。

●

再ポスチャを回避するには 各セッションid変更ポスチャリースを使用できます。このシナリ
オでは、ポスチャステータスに関する情報は、セッションIDがGEであってもISEに保持され
るエンドポイント属性に保存されますtsが変更されました。

●

ステップ 30：新しい認可ポリシーがポスチャ ステータスに基づいて ISE 側で選択されます。

ステップ31：新しい認可属性を持つAccess-AcceptがNADに送信されます。

次のフローは、どのポスチャ プローブによってもリダイレクト URL が取得されず（文字 b でマ
ーク）、以前に接続されている PSN が最後のプローブによって照会されているときのシナリオ
を説明しています。ここでは、リダイレクトURLの場合と全く同じ手順を実行します。ただし、
プローブ4の結果としてPSNから返されるリプレイを除きます。このプローブが現在の認証セッ
ションの所有者である同じPSNに着地した場合は、リプレイがSESSIONS IDです。前に接続され
たヘッドエンドが現在のセッションオーナーと同じでない場合、セッションルックアップが失敗
し、空の応答がAC ISEポスチャモジュールに返されます。この最終結果として、ポリシー サーバ
が検出されないというメッセージがエンド ユーザに返されます。
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ISE 2.2 のポスチャ フロー

ISE 2.2は、古いスタイルと新しいスタイルの両方を同時にサポートします。次に、新しいフロー
の詳細な説明を示します。
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ステップ 1：認証はフローの最初のステップであり、dot1x、MAB、または VPN にすることがで
きます。

ステップ 2：ISE はユーザ用の認証と認可ポリシーを選択する必要があります。ポスチャのシナ
リオでは、選択された認可ポリシーには、最初は不明であるかまたは該当しない、ポスチャ ステ
ータスへの参照が含まれている必要があります。この両方のケースをカバーするために、ポスチ
ャ状態が不等に準拠している状態を使用できます。リダイレクトのないポスチャの場合、認証プ
ロファイルでWebリダイレクション設定を使用する必要はありません。ポスチャ ステータスが利
用できない段階では、DACL または Airspace ACL を使用してユーザ アクセスを制限することを
引き続き検討できます。

ステップ 3：ISE は認可属性があるアクセス承認を返します。

ステップ4:DACL名がAccess-Acceptで返された場合、NADはDACLコンテンツのダウンロードを
開始し、取得後に認証プロファイルをセッションに適用します。

ステップ5：新しいアプローチでは、リダイレクトが不可能であるため、ユーザは手動でクライア
ントプロビジョニングポータルのFQDNを入力する必要があると想定しています。CPP ポータル
の FQDN は、ISE 側のポータル設定で定義する必要があります。DNS サーバの観点からは、A
レコードは PSN ロールが有効である ISE サーバを指す必要があります。

ステップ 6： クライアントは HTTP get をクライアント プロビジョニング ポータル FQDN に送
信します。この要求は ISE 側で解析され、完全なポータル URL がクライアントに返されます。
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ステップ 7：リダイレクト URL で受け取られたポート経由の SSL 接続が確立されます（デフォ
ルト 8443）。 この接続は ISE 側からのポータル証明書により保護されます。クライアント プロ
ビジョニング ポータル（CPP）がユーザに表示されます。

ステップ8：このステップでは、ISEで2つのイベントが発生します。

シングル サインオン（SSO）：ISE は前の正常な認証のルックアップを試行します。ISE は
、ライブ Radius セッション用の検索フィルタとして、パケットからの送信元 IP アドレスを
使用します。 

●

注：セッションは、セッション内でのパケットの送信元 IP とセッション内のフレームド IP
アドレスとの一致に基づいて取得されます。フレーム化されたIPアドレスは通常、暫定アカ
ウンティング更新からISEによって取得されるため、NAD側でアカウンティングを有効にす
る必要があります。また、SSOはセッションを所有するノードでのみ可能です。たとえば
、セッションが PSN 1 上で認証されていても、FQDN 自体が PSN2 を指している場合、
SSO メカニズムは失敗します。

クライアント プロビジョニング ポリシーのルックアップ：SSO が正常に実行された場合、
ISE は認証済みセッションからのデータおよびクライアント ブラウザからのユーザ エージェ
ントを使用できます。SSO が失敗した場合、ユーザはクレデンシャルを提供する必要があり
ます。ユーザ認証情報を内部および外部の ID ストア（AD、LDAP、内部グループ）から取得
したら、クライアント プロビジョニング ポリシー チェックに使用できます。

●



注：バグ CSCvd11574 が原因で、外部ユーザが外部 ID ストア設定に追加されている複数の
AD/LDAP グループのメンバーである場合、非 SSO でのクライアント プロビジョニング ポ
リシーの選択時にエラーが発生する可能性があります。ISE 2.3 FCS以降で言及されている
障害は修正されており、修正ではEQUALではなくADグループでCONTAINSを使用する必要
があります。

ステップ9：クライアントプロビジョニングポリシーの選択後、ISEはユーザへのエージェントダ
ウンロードURLを表示します。[download NSA] をクリックすると、アプリケーションがユーザに
プッシュされます。NSA ファイル名には、CPP ポータルの FQDN が含まれています。

ステップ 10：このステップで NSA はプローブを実行して ISE への接続を確立します。2 つのプ
ローブは標準的なものであり、3 番目のプローブは、環境内で URL リダイレクトなしの ISE ディ
スカバリが可能になるように設計されています。

NSA は最初のディスカバリ プローブ（デフォルト ゲートウェイへの HTTP
/auth/discovery）を送信します。NSA は結果としてリダイレクト URL を予期します。

●

NSA は最初のプローブが失敗したら 2 番目のプローブを送信します。2つ目のプローブは、
enroll.cisco.comへのHTTP GET /auth/discoveryです。このFQDNはDNSサーバによって正常
に解決できる必要があります。スプリットトンネルがある VPN のシナリオでは、
enroll.cisco.com へのトラフィックがトンネルを介してルーティングされます。

●

NSAはCPPポータルポートを介して3番目のプローブをクライアントプロビジョニングポータ
ルFQDNに送信します。この要求には、ISEが提供する必要のあるリソースを識別できるポー
タルセッションIDに関する情報が含まれています。n

●

ステップ 11： NSA は Anyconnect または特定のモジュール（あるいはその両方）をダウンロー
ドします。ダウンロード プロセスは、クライアント プロビジョニング ポータル ポート経由で実
行されます。

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvd11574
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvd11574
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvd11574
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ステップ12:ISE 2.2では、ポスチャプロセスは2つの段階に分けられます。第 1 段階には、下位互
換性をサポートする従来のポスチャ ディスカバリ プローブのセットと、URL リダイレクトに基
づいてリレーを行う導入が含まれます。

ステップ 13：  第 1 段階には、従来のポスチャ検出プローブが含まれます。プローブの詳細につ
いては、「ISE 20 より前のポスチャ フロー」のステップ 2.2 を確認してください。

ステップ14：第2段階には、リダイレクションがサポートされていない環境でセッションが認証
されているPSNへの接続をAC ISEポスチャモジュールが確立できるようにする2つの検出プロー
ブが含まれています。第 2 段階では、すべてのプローブが順次実行されます。

プローブ1：最初のプローブ中に、AC ISEポスチャモジュールが「Call Home List」から
IP/FQDNとの確立を試行します。 プローブのターゲット リストは、ISE 側の AC ポスチャ
プロファイルで設定する必要があります。IP または FQDN はカンマで区切って定義できます
。コロンを使用して、各 Call Home 宛先のポート番号を定義できます。このポートは、クラ
イアントプロビジョニングポータルが実行されているポートと同じである必要があります。
Call Homeサーバに関するクライアント側の情報はISEPostureCFG.xmlにあります。このファ
イルは、フォルダ(C:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\ISE
Posture\)にあります

●

Call Home のターゲットはセッションを所有していない場合があり、この段階でセッション オー
ナーのルックアップを実行する必要があります。AC ISEポスチャモジュールは、特別なターゲッ
トURL(Auth/ng-discovery)を使用してオーナールックアップを開始するようにISEに指示します。



要求にはクライアントIPとMACリストも含まれます。このメッセージがPSNセッションルックア
ップによって受信された後、最初にローカルで実行されます（このルックアップでは、AC ISEポ
スチャモジュールによって送信された要求からIPとMACの両方が使用されます）。 セッションが
見つからない場合、PSN は MNT ノード クエリを開始します。この要求にはMACリストだけが含
まれます。その結果、所有者のFQDNをMNTから取得する必要があります。この PSN 後に、オ
ーナー FQDN はクライアントに返されます。クライアントからの次の要求は、セッション オー
ナーの FQDN に、URL での認証とステータス、および IP と MAC のリストとともに送信されま
す。

プローブ2：この段階で、AC ISEポスチャモジュールはConnectionData.xmlにあるPSN
FQDNを試行します。このファイルは、C:\Users\<current user>\AppData\Local\Cisco\Cisco
AnyConnect Secure Mobility Client\ にあります。AC ISEポスチャモジュールは、最初のポス
チャ試行後にこのファイルを作成します。ファイルにはISE PSN FQDNのリストが含まれて
います。リストの内容は、次の接続試行時に動的に更新される可能性があります。このプロ
ーブの最終目標は、現在のセッション所有者のFQDNを取得することです。実装はプローブ 1
と同じですが、プローブの宛先の選択のみが異なります。

●

デバイスが複数のユーザによって使用されている場合、ファイル自体は現在のユーザのフォルダ
内にあります。別のユーザはこのファイルの情報を使用できません。これにより、Call Home タ
ーゲットが指定されていない場合に、リダイレクトがない環境では、「タマゴが先かニワトリが
先か」という問題が生じる場合があります。

ステップ15：セッションオーナーに関する情報が取得された後、以降のすべてのステップはISE
2.2以前のフローと同じです。

設定

このドキュメントでは、ASAv はネットワーク アクセス デバイスとして使用されます。すべての
テストは、VPN 経由でポスチャを使用して実施されます。VPN 経由のポスチャ サポートに対す
る ASA の設定は、このドキュメントの対象範囲外です。詳細については次を参照してください。
ISE との ASA バージョン 9.2.1 VPN ポスチャの設定例

注：VPNユーザを使用した導入の場合、リダイレクトベースのポスチャを設定することをお
勧めします。callhomelistの設定は推奨されません（図2を参照）。すべてのVPNベース以外
のユーザに対しては、ポスチャが設定されているPSNと通信しないようにDACLが適用され
ていることを確認します（ポスチャが設定されている場合）。 

ネットワーク図
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上記のトポロジはテストで使用されます。ASA を使用すると、クライアント プロビジョニング
ポータルの SSO メカニズムが PSN 側で失敗したときに、NAT 機能によりシナリオを簡単にシミ
ュレートできます。VPN を介した通常のポスチャ フローの場合、一般に NAT が VPN IP に強制
されないため、ユーザが企業ネットワークに入るときに SSO は適正に機能するはずです。 

コンフィギュレーション

クライアント プロビジョニングの設定

これらは AnyConnect 設定を準備するためのステップです。

ステップ 1：Anyconnect パッケージのダウンロード。Anyconnect パッケージ自体は ISE からの
直接ダウンロードには使用できないので、開始する前に AC が PC 上で使用可能であることを確
認してください。このリンクはACダウンロードに使用できます。 
http://cisco.com/go/anyconnectこのドキュメントでは、anyconnect-win-4.4.00243-webdeploy-
k9.pkg packageを使用します。

ステップ 2：AC パッケージを ISE にアップロードするには、[Policy] > [Policy Elements] >
[Results] > [Client Provisioning] > [Resourcesand] に移動し、[Add] をクリックします。[Agent
resources from local disk] を選択します。新しいウィンドウで Cisco 提供のパッケージを選択し
、[Browse] をクリックし、PC 上の AC パッケージを選択します。

http://www.cisco.com/go/anyconnect
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[Submit] をクリックしてインポートを終了します。

ステップ 3：コンプライアンス モジュールは ISE にアップロードする必要があります。同じペー
ジで[追加]をクリックし、[Agent resources from Cisco site]を選択します。リソースリストでコン
プライアンスモジュールを確認する必要があります。このドキュメントの場合
AnyConnectComplianceModule:Windows 4.2.508.0コンプライアンスモジュールが使用されます
。

ステップ4:ACポスチャプロファイルを作成する必要があります。[Add] をクリックし、NAC エー
ジェントまたは AnyConnect ポスチャ プロファイルを選択します。
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プロファイルのタイプを選択します。このシナリオでは AnyConnect を使用する必要があり
ます。 

●



プロファイル名を指定します。プロファイルの [Posture Protocol] セクションに移動します。●
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[Server Name Rules] を指定します。このフィールドは空にすることはできません。フィール
ドには、AC ISEポスチャモジュール接続を適切な名前空間からPSNに制限するワイルドカー
ドを使用したFQDNを含めることができます。いずれかの FQDN を許可する必要がある場合
は、星を付けます。

●

ここで指定された名前と IP は、ポスチャ ディスカバリの第 2 段階で使用されます。名前は
カンマで区切ることができます。ポート番号は、FQDN/IP の後にコロンを使用して追加でき
ます。ACがGPOまたはその他のソフトウェアプロビジョニングシステムのCall Homeアドレ
スの存在を使用してアウトオブバンド（ISEクライアントプロビジョニングポータルからでは
なく）展開した場合、これはISE PSNに正常に到達できる1つのプローブだけであるため、不
可欠です。これは、アウトオブバンドACプロビジョニング管理者がACプロファイルエディ
タを使用してAC ISEポスチャプロファイルを作成し、ACインストールとともにこのファイル
をプロビジョニングする必要があることを意味します。

●

注：Call Home アドレスの存在は、複数ユーザの PC にとって重要であることに留意してく
ださい。「ポスチャフローISE 2.2以降」のステップ14を確認してください。

ステップ5:AC設定を作成します。[Policy] > [Policy Elements] > [Results] > [Client Provisioning] >
[Resources]に移動し、[Add]をクリックし、[AnyConnect Configuration]を選択します。
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AC パッケージを選択します。●

AC 設定名を入力します。●

コンプライアンス モジュールのバージョンを選択します。●

ドロップダウン リストから、AC ポスチャ設定プロファイルを選択します。●

ステップ 6： クライアント プロビジョニング ポリシーを設定します。[Policy] > [Client
Provisioning] に移動します。初期設定の場合、デフォルトで表示されるポリシーに空の値を入力
できます。既存のポスチャ設定にポリシーを追加する必要がある場合は、再利用できるポリシー
に移動し、[Duplicate Above]または[Duplicate Duplicate Below]まったく新しいポリシーを作成す
ることもできます。

これはこのドキュメントで使用するポリシーの例です。
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結果のセクションで AC 設定を選択します。SSO が失敗した場合には、ISE はポータルへのログ
インの属性しか持つことができません。この属性は、内部および外部 ID ストアからユーザに関し
て取得できる情報に限られます。このドキュメントでは、AD グループは、クライアント プロビ
ジョニング ポリシーの条件として使用されます。 

ポスチャ ポリシーおよび条件

簡易なポスチャ チェックが使用されます。ISE は、エンド デバイス側で Window Defender サー
ビスのステータスをチェックするように設定されています。実際のシナリオははるかに複雑な場
合がありますが、一般的な設定手順は同じです。

ステップ 1： ポスチャ ステータスの作成。ポスチャ ステータスは [Policy] > [Policy Elements] >
[Conditions] > [Posture] にあります。ポスチャ条件の種類を選択してください。次に、Windows
Defenderサービスが実行されているかどうかを確認するサービス条件の例を示します。
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ステップ 2：ポスチャ要件の設定。[Policy] > [Policy Elements] > [Results] > [Posture]
> [Requirements] に移動します。これは Window Defender チェックの例です。
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新しい要件でポスチャ条件を選択し、修復アクションを指定します。

ステップ 3： Posture policy configuration.[Policy] > [Posture] に移動します。このドキュメントで
使用されているポリシーの例を以下に示します。ポリシーには、必須として割り当てられた
Windows Defender 要件があり、条件として外部 AD グループ名のみが含まれています。 

図3-8

クライアント プロビジョニング ポータルの設定

リダイレクションなしポスチャの場合には、クライアント プロビジョニング ポータルの設定を編
集する必要があります。[Administration] > [Device Portal Management] > [Client Provisioning] と
移動します。デフォルトのポータルを使用するか、または独自のポータルを作成できます。リダ
イレクトの有無にかかわらず、どちらのポスチャにも同じポータルを使用できます。 
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これらの設定は、リダイレクトがないシナリオではポータル設定で編集する必要があります。

[Authentication] では、SSO でユーザのセッションを見つけられない場合に使用する ID ソー
ス シーケンスを指定します。

●

選択された ID ソース シーケンスに従って、使用可能なグループのリストが入力されます。
この時点で、ポータル ログインが許可されたグループを選択する必要があります。

●

クライアントプロビジョニングポータルからACを導入する必要があるシナリオでは、クライ
アントプロビジョニングポータルのFQDNを指定する必要があります。このFQDNはISE
PSNs IPに解決できる必要があります。最初の接続の試行中に、WebブラウザでFQDNを指定
するようにユーザに指示する必要があります。

●

認可プロファイルおよびポリシーの設定

ポスチャ ステータスが取得できない場合には、クライアントの初期アクセスを制限する必要があ
ります。これは次のいくつかの方法で実現できます。

DACL 割り当て：制限されたアクセス フェーズ時には、DACL をユーザに割り当ててアクセ
スを制限できます。このアプローチは、シスコ ネットワーク アクセス デバイスに使用でき
ます。

●

VLAN 割り当て：正常なポスチャの前に、ユーザを制限付き VLAN 内に置くことができます
。このアプローチはほとんどの NAD ベンダーに有効です。

●

Radius フィルタ ID：この属性により、NAD でローカルに定義した ACL を、ポスチャ ステ
ータスが不明なユーザに割り当てることができます。これは標準の RFC 属性であるため、こ
のアプローチはすべての NAD ベンダーに有効です。

●

ステップ 1：DACL を設定します。この例は ASA に基づいているため、NAD DACL を使用でき



ます。実際のシナリオでは、指定可能なオプションとして VLAN または Filter-ID を考慮できます
。

DACL を作成するには、[Policy] > [Policy Elements] > [Results] > [Authorization] > [Downloadable
ACLs] に移動し、[Add] をクリックします。

未知のポスチャの状態のときには、少なくとも次の権限を指定する必要があります。

DNS トラフィック●

DHCP トラフィック●

ISE PSN（ポート80および443）へのトラフィック。ポータルの友好的なFQDNを開くことが
できます。CPポータルが稼働しているポート（デフォルトでは8443、下位互換性のためポー
ト8905）

●

必要な場合、修復サーバへのトラフィック●

これは修復サーバなしの DACL の例です。

図3-10

ステップ 2： 認可プロファイルを設定します。

通常どおり、ポスチャには 2 つの認可プロファイルが必要です。最初のものには、任意の種類の
ネットワーク アクセスの制限が含まれている必要があります（この例で使用されている DACL が
あるプロファイル）。 このプロファイルは、ポスチャ ステータスが準拠に等しくない認証に適用
できます。2 番目の認可プロファイルは、許可アクセスのみが含まれる場合があり、準拠に等し
いポスチャ ステータスのセッションに適用できます。

認可プロファイルを作成するには、[Policy] > [Policy Elements] > [Results] > [Authorization] >
[Authorization Profiles] に移動します。

制限付きアクセス プロファイルの例



図3-11

この例では、デフォルトの ISE プロファイル PermitAccess が、ポスチャ ステータス チェックの
成功後にセッションに使用されます。

ステップ 3：認可ポリシーを設定します。このステップの間に、2 つの認可ポリシーが作成され
ます。1 つは初期認証要求を不明なポスチャ ステータスと照合するためのもので、もう 1 つは正
常なポスチャ プロセスの後にフル アクセスを割り当てるためのものです。

これはこのケースの単純な認可ポリシーの例です。



図3-12

認証ポリシーの設定はこのドキュメントでは扱われていませんが、認可ポリシーを処理する前に
は正常な認証が実行されることに留意してください。

確認

フローの基本検証は、次の 3 つの主要ステップで構成できます。

ステップ 1：認証フローの検証

図4-1

初期認証。このステップに対しては、認可プロファイルが適用されている検証に注目できま
す。予想外の認可プロファイルが適用されている場合は、詳細な認証レポートを調査してく
ださい。[Details] 列で拡大表示をクリックすると、このレポートを開くことができます。詳
細認証レポート内の属性は、照合する予定の認可ポリシー内の条件と比較できます。

1.

DACL ダウンロード イベント。この文字列は、初期認証用に選択された認可プロファイルに
DACL 名が含まれている場合にのみ表示されます。

2.

ポータル認証：フローのこのステップは、SSO メカニズムがユーザ セッションを見つけら
れなかったことを示します。これは次のような複数の理由により生じる可能性があります。
NAD がアカウンティング メッセージを送信するように設定されいないか、フレームド IP ア
ドレスがその中に存在していません。CPP ポータル FQDN が、初期認証が処理されたノー
ドとは異なる ISE ノードの IP に解決されています。NAT の背後にクライアントがあります
。

3.

セッション データの変更という特定の例では、セッション状態は不明から準拠に変更され
ています。

4.

ネットワーク アクセス デバイスへの COA。このCOAは、NAD側から新しい認証をプッシ
ュし、ISE側で新しい認可ポリシー割り当てをプッシュする必要があります。COAが失敗し
た場合は、詳細レポートを開いて理由を調査できます。COA で生じる可能性がある一般的
な問題には次のものがあります。 COA タイムアウト：この場合、要求を送信した PSN が
NAD 側で COA クライアントとして設定されていないか、または COA 要求がどこか途中で
ドロップされたかのいずれかです。COA 否定 ACK：COA は NAD に受け取られましたが、
何らかの理由で COA 操作を確認できなかったことを示します。このシナリオの場合、詳細
レポートにさらに詳細な説明が記載されています。

5.

ASA はこの例では NAD として使用されているため、ユーザに対する後続の認証要求を表示する
ことはできません。これは VPN サービス中断を回避する ASA に対して ISE が COA プッシュを
使用するために生じます。このようなシナリオでは、COA 自体に新しい認可パラメータが含まれ



ているため、再認証は不要です。

ステップ 2：クライアント プロビジョニング ポリシーの選択の検証：この場合、どのクライアン
ト プロビジョニング ポリシーがユーザに適用されたかを理解するために役立つレポートを ISE
上で実行できます。

[Operations] > [Reports Endpoint and Users] > [Client Provisioning] に移動して、必要な日付に対
してレポートを実行します。

図4-2

このレポートでは、どのクライアント プロビジョニング ポリシーが選択されているかを確認でき
、障害がある場合にはその理由が [Failure Reason] 列に表示されます。

ステップ 3：ポスチャ レポートの検証：[Operations] > [Reports Endpoint and Users] > [Posture
Assessment by Endpoint] に移動します。

図4-3

個別の各イベントについての詳細レポートをここから開いて、たとえばそのレポートが属するセ
ッション ID、エンドポイントに対して ISE で選択された厳密なポスチャ要件、および各要件のス
テータスを確認できます。

トラブルシューティング

一般情報

ポスチャ プロセス トラブルシューティングの場合、これらの ISE コンポーネントは、ポスチャ
のプロセスが実行されることがある ISE ノード上でデバッグが有効になっている必要があります
。

client-webapp：エージェント プロビジョニングを担うコンポーネント。ターゲットログファ
イルguest.logおよびise-psc.log。

●

guestacess：クライアント プロビジョニング ポータル コンポーネントとセッション オーナ
ーのルックアップを担うコンポーネント（要求が誤った PSN に送信される場合）。 ターゲ
ットログファイル – guest.log.

●



provisioning – クライアントのプロビジョニングポリシー処理を担当するコンポーネント。タ
ーゲットログファイル – guest.log。

●

posture：すべてのポスチャ関連イベント。ターゲットログファイル – ise-psc.log。●

クライアント側のトラブルシューティングでは、以下を使用できます。

acisensa.log：クライアント側でのクライアント プロビジョニング障害の場合、このファイ
ルは NSA がダウンロードされているのと同じフォルダ内に作成されます（Windows の場合
は通常は Downloads ディレクトリです）。

●

AnyConnect_ISEPosture.txt：このファイルは Cisco AnyConnect ISE Posture Module ディレ
クトリの DART バンドル内にあります。ISE PSN ディスカバリに関するすべての情報とポス
チャ フローの一般的な手順は、このファイルに記録されます。

●

一般的な問題のトラブルシューティング

SSO 関連の問題

SSO に成功した場合、これらのメッセージは ise-psc.log 内に表示されることがあります。この
一連のメッセージは、セッションのルックアップが正常に終了し、ポータルでの認証をスキップ
できることを示します。

2016-11-09 15:07:35,951 DEBUG [http-bio-10.48.30.40-8443-exec-12][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureRuntimeFactory -::::- looking for Radius session with input

values : sessionId: null, MacAddr: null, ipAddr: 10.62.145.121

2016-11-09 15:07:35,989 DEBUG [http-bio-10.48.30.40-8443-exec-12][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureRuntimeFactory -::::- looking for session using session ID:

null, IP addrs: [10.62.145.121], mac Addrs [null]

2016-11-09 15:07:35,989 DEBUG [http-bio-10.48.30.40-8443-exec-12][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureRuntimeFactory -::::- looking for session using IP

10.62.145.121

2016-11-09 15:07:35,989 DEBUG [http-bio-10.48.30.40-8443-exec-12][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureRuntimeFactory -::::- nasPortType = 5

2016-11-09 15:07:35,989 DEBUG [http-bio-10.48.30.40-8443-exec-12][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureRuntimeFactory -::::- nasPortType equal to 5 ( 5 is virtual

NAS_PORT_TYPE for VPN ). Found a VPN session null using ip address 10.62.145.121

2016-11-09 15:07:35,989 DEBUG [http-bio-10.48.30.40-8443-exec-12][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureRuntimeFactory -::::- Found session c0a801010002600058232bb8

using ipAddr 10.62.145.121

テキストウィンドウ5-1

エンドポイント IP アドレスは、この情報を見つけるための検索キーとして使用できます。

ゲスト ログの少し後に、認証がスキップされていることを確認できます。

2016-11-09 15:07:35,989 DEBUG [http-bio-10.48.30.40-8443-exec-12][]

guestaccess.flowmanager.step.cp.CPInitStepExecutor -::- SessionInfo is not null and session

AUTH_STATUS = 1

2016-11-09 15:07:35,989 DEBUG [http-bio-10.48.30.40-8443-exec-12][]

com.cisco.ise.portalSessionManager.PortalSession -::- Putting data in PortalSession with key and

value: Radius.Session c0a801010002600058232bb8

2016-11-09 15:07:35,989 DEBUG [http-bio-10.48.30.40-8443-exec-12][]

com.cisco.ise.portalSessionManager.PortalSession -::- Putting data in PortalSession with key :

Radius.Session

2016-11-09 15:07:35,989 DEBUG [http-bio-10.48.30.40-8443-exec-12][]



guestaccess.flowmanager.step.cp.CPInitStepExecutor -::- Login step will be skipped, as the

session =c0a801010002600058232bb8 already established for mac address null , clientIPAddress

10.62.145.121

2016-11-09 15:07:36,066 DEBUG [http-bio-10.48.30.40-8443-exec-12][]

cpm.guestaccess.flowmanager.processor.PortalFlowProcessor -::- After executeStepAction(INIT),

returned Enum: SKIP_LOGIN_PROCEED

テキストウィンドウ5-2

SSO を行わない場合、ise-psc ログ ファイルにはセッション ルックアップ障害に関する情報が含
まれます。

2017-02-23 17:59:00,779 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-2][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureRuntimeFactory -::::- looking for Radius session with input

values : sessionId: null, MacAddr: null, ipAddr: 10.62.145.44

2017-02-23 17:59:00,779 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-2][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureRuntimeFactory -::::- looking for session using session ID:

null, IP addrs: [10.62.145.44], mac Addrs [null]

2017-02-23 17:59:00,779 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-2][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureRuntimeFactory -::::- looking for session using IP 10.62.145.44

2017-02-23 17:59:00,779 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-2][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureRuntimeFactory -::::- nasPortType = null

2017-02-23 17:59:00,779 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-2][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureRuntimeFactory -::::- nasPortType == null or is not a virtual

NAS_PORT_TYPE ( 5 ).

2017-02-23 17:59:00,779 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-2][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureRuntimeFactory -::::- No Radius session found

テキストウィンドウ5-3

このような場合に guest.log には、ポータルでの詳細なユーザ認証が表示されます。

2017-02-23 17:59:00,779 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-2][]

cpm.guestaccess.flowmanager.step.StepExecutor -::- Find Next Step=LOGIN

2017-02-23 17:59:00,779 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-2][]

cpm.guestaccess.flowmanager.step.StepExecutor -::- Step : LOGIN will be visible!

2017-02-23 17:59:00,779 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-2][]

cpm.guestaccess.flowmanager.step.StepExecutor -::- Returning next step =LOGIN

2017-02-23 17:59:00,780 INFO [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-2][]

cpm.guestaccess.flowmanager.step.StepExecutor -::- Radius Session ID is not set, assuming in

dry-run mode

テキストウィンドウ5-4

ポータルで認証が失敗した場合には、次のような質問で、ポータル設定の検証に焦点を当てる必
要があります。どの ID ストアが使用中ですか。どのグループがログインを許可されますか。

クライアント プロビジョニング ポリシーの選択のトラブルシューティング

クライアント プロビジョニング ポリシーの失敗時または誤ったポリシーの処理時には、詳細につ
いて guest.log ファイルを確認できます。

2017-02-23 17:59:07,080 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-2][]

guestaccess.flowmanager.step.guest.ClientProvStepExecutor -:user1:- In Client Prov : userAgent

=Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0, radiusSessionID=null,

idGroupName=S-1-5-21-70538695-790656579-4293929702-513, userName=user1, isInUnitTestMode=false

2017-02-23 17:59:07,080 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-2][]



cpm.guestaccess.common.utils.OSMapper -:user1:- UserAgent : Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64;

rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0

2017-02-23 17:59:07,080 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-2][]

cpm.guestaccess.common.utils.OSMapper -:user1:- Client OS: Windows 7 (All)

2017-02-23 17:59:07,080 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-2][]

guestaccess.flowmanager.step.guest.ClientProvStepExecutor -:user1:- Retrieved OS=Windows 7 (All)

2017-02-23 17:59:07,080 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-2][]

guestaccess.flowmanager.step.guest.ClientProvStepExecutor -:user1:- Updating the idGroupName to

NAC Group:NAC:IdentityGroups:S-1-5-21-70538695-790656579-4293929702-513

2017-02-23 17:59:07,080 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-2][]

guestaccess.flowmanager.step.guest.ClientProvStepExecutor -:user1:- User Agent/Radius Session is

empty or in UnitTestMode

2017-02-23 17:59:07,080 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-2][]

guestaccess.flowmanager.step.guest.ClientProvStepExecutor -:user1:- Calling

getMatchedPolicyWithNoRedirection for user=user1

2017-02-23 17:59:07,505 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-2][]

guestaccess.flowmanager.step.guest.ClientProvStepExecutor -:user1:- CP Policy Status =SUCCESS,

needToDoVlan=false, CoaAction=NO_COA 

テキストウィンドウ5-5

最初の文字列で、セッションに関する情報がポリシー選択エンジンにどのように入力されている
かを確認できます。ポリシー一致がないかまたは誤ったポリシー一致の場合に、ここにある属性
と、クライアント プロビジョニング ポリシー設定とを比較できます。最後の文字列は、ポリシー
選択のステータスを示します。

ポスチャ プロセスのトラブルシューティング

クライアント側では、調査プローブとその結果に関心を持つ必要があります。これは正常なステ
ージ1プローブの例です。

******************************************

Date : 02/23/2017

Time : 17:59:57

Type : Unknown

Source : acise

Description : Function: Target::Probe

Thread Id: 0x4F8

File: SwiftHttpRunner.cpp

Line: 1415

Level: debug

PSN probe skuchere-ise22-cpp.example.com with path /auth/status, status is -1..

******************************************

テキストウィンドウ5-6

この段階で、PSN はセッション オーナーに関する AC 情報を返します。この一組のメッセージは
後から参照できます。

******************************************

Date : 02/23/2017

Time : 17:59:58



Type : Unknown

Source : acise

Description : Function: Target::probeRecentConnectedHeadEnd

Thread Id: 0xBE4

File: SwiftHttpRunner.cpp

Line: 1674

Level: debug

Target skuchere-ise22-2.example.com, posture status is Unknown..

******************************************

テキストウィンドウ5-7

セッション オーナーは必要なすべての情報をエージェントに返します。

******************************************

Date : 02/23/2017

Time : 17:59:58

Type : Unknown

Source : acise

Description : Function: SwiftHttpRunner::invokePosture

Thread Id: 0xFCC

File: SwiftHttpRunner.cpp

Line: 1339

Level: debug

MSG_NS_SWISS_NEW_SESSION, <?xml version="1.0" ?>

<root>

<IP></IP>

<FQDN>skuchere-ise22-2.example.com</FQDN>

<PostureDomain>posture_domain</PostureDomain>

<sessionId>c0a801010009e00058af0f7b</sessionId>

<configUri>/auth/anyconnect?uuid=106a93c0-9f71-471c-ac6c-a2f935d51a36</configUri>

<AcPackUri>/auth/provisioning/download/81d12d4b-ff58-41a3-84db-5d7c73d08304</AcPackUri>

<AcPackPort>8443</AcPackPort>

<AcPackVer>4.4.243.0</AcPackVer>

<PostureStatus>Unknown</PostureStatus>

<PosturePort>8443</PosturePort>

<PosturePath>/auth/perfigo_validate.jsp</PosturePath>

<PRAConfig>0</PRAConfig>

<StatusPath>/auth/status</StatusPath>

<BackupServers>skuchere-ise22-1.example.com,skuchere-ise22-3.example.com</BackupServers>

</root>

.

******************************************

テキストウィンドウ5-8

PSN 側からは、初期要求がセッションを所有していないノードから出されたと予期する場合は、
guest.log 内のメッセージに焦点を当てることができます。

2017-02-23 17:59:56,345 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-10][]

cisco.cpm.client.posture.NextGenDiscoveryServlet -::- Got http request from 10.62.145.44 user

agent is: Mozilla/4.0 (compatible; WINDOWS; 1.2.1.6.1.48; AnyConnect Posture Agent v.4.4.00243)

2017-02-23 17:59:56,345 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-10][]

cisco.cpm.client.posture.NextGenDiscoveryServlet -::- mac_list from http request ==>



00:0B:7F:D0:F8:F4,00:0B:7F:D0:F8:F4

2017-02-23 17:59:56,345 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-10][]

cisco.cpm.client.posture.NextGenDiscoveryServlet -::- iplist from http request ==>

172.16.31.12,10.62.145.95

2017-02-23 17:59:56,345 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-10][]

cisco.cpm.client.posture.NextGenDiscoveryServlet -::- Session id from http request -

req.getParameter(sessionId) ==> null

2017-02-23 17:59:56,345 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-10][]

cpm.client.provisioning.utils.ProvisioningUtil -::- the input ipAddress from the list currently

being processed in the for loop ==> 172.16.31.12

2017-02-23 17:59:56,345 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-10][]

cpm.client.provisioning.utils.ProvisioningUtil -::- the input ipAddress from the list currently

being processed in the for loop ==> 10.62.145.95

2017-02-23 17:59:56,368 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-10][]

cisco.cpm.client.posture.NextGenDiscoveryServlet -::- Found Client IP null and corresponding mac

address null

2017-02-23 17:59:56,369 ERROR [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-10][]

cpm.client.provisioning.utils.ProvisioningUtil -::- Session Info is null

2017-02-23 17:59:56,369 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-10][]

cisco.cpm.client.posture.NextGenDiscoveryServlet -::- Not able to find a session for input

values - sessionId : null, Mac addresses : [00:0B:7F:D0:F8:F4, 00:0B:7F:D0:F8:F4], client Ip :

[172.16.31.12, 10.62.145.95]

2017-02-23 17:59:56,369 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-10][]

cisco.cpm.client.posture.NextGenDiscoveryServlet -::- clientMac is null/ empty, will go over the

mac list to query MNT for active session

2017-02-23 17:59:56,369 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-10][]

cisco.cpm.client.posture.NextGenDiscoveryServlet -::- Performing MNT look up for macAddress ==>

00-0B-7F-D0-F8-F4

2017-02-23 17:59:56,539 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-10][]

cisco.cpm.client.posture.NextGenDiscoveryServlet -::- Performed MNT lookup, found session 0 with

session id c0a801010009e00058af0f7b

2017-02-23 17:59:56,539 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-10][]

cpm.client.provisioning.utils.ProvisioningUtil -::- getting NIC name for skuchere-ise22-

cpp.example.com

2017-02-23 17:59:56,541 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-10][]

cpm.client.provisioning.utils.ProvisioningUtil -::- local interface 0 addr 10.48.17.249 name

eth0

2017-02-23 17:59:56,541 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-10][]

cpm.client.provisioning.utils.ProvisioningUtil -::- Nic name for local host: skuchere-ise22-

cpp.example.com is: eth0

2017-02-23 17:59:56,541 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-10][]

cpm.client.provisioning.utils.ProvisioningUtil -::- getting host FQDN or IP for host skuchere-

ise22-2 NIC name eth0

2017-02-23 17:59:56,545 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-10][]

cpm.client.provisioning.utils.ProvisioningUtil -::- hostFQDNOrIP for host skuchere-ise22-2 nic

eth0 is skuchere-ise22-2.example.com

2017-02-23 17:59:56,545 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-10][]

cisco.cpm.client.posture.NextGenDiscoveryServlet -::- PDP with session of 00-0B-7F-D0-F8-F4 is

skuchere-ise22-2, FQDN/IP is: skuchere-ise22-2.example.com

2017-02-23 17:59:56,545 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-10][]

cisco.cpm.client.posture.NextGenDiscoveryServlet -::- Redirecting the request to new URL:

https://skuchere-ise22-2.example.com:8443/auth/status

2017-02-23 17:59:56,545 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-10][]

cisco.cpm.client.posture.NextGenDiscoveryServlet -::- Session info is null. Sent an http

response to 10.62.145.44.

2017-02-23 17:59:56,545 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-10][]

cpm.client.provisioning.utils.ProvisioningUtil -::- header X-ISE-PDP-WITH-SESSION value is

skuchere-ise22-2.example.com

2017-02-23 17:59:56,545 DEBUG [http-bio-10.48.17.249-8443-exec-10][]

cpm.client.provisioning.utils.ProvisioningUtil -::- header Location value is https://skuchere-

ise22-2.example.com:8443/auth/status
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ここでは、PSN はまずローカルにセッションを検出しようとしており、失敗後に IP および MAC
リストを使用してセッション オーナーを見つけるための MNT に対する要求を開始することが示
されています。

少し後に、正しい PSN のクライアントからの要求が表示されます。

2017-02-23 17:59:56,790 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureRuntimeFactory -::::- looking for session using session ID:

null, IP addrs: [172.16.31.12, 10.62.145.95], mac Addrs [00:0B:7F:D0:F8:F4, 00:0B:7F:D0:F8:F4]

2017-02-23 17:59:56,790 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureRuntimeFactory -::::- looking for session using IP 172.16.31.12

2017-02-23 17:59:56,791 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureRuntimeFactory -::::- nasPortType = 5

2017-02-23 17:59:56,792 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureRuntimeFactory -::::- nasPortType equal to 5 ( 5 is virtual

NAS_PORT_TYPE for VPN ). Found a VPN session null using ip address 172.16.31.12

2017-02-23 17:59:56,792 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureRuntimeFactory -::::- Found session c0a801010009e00058af0f7b

using ipAddr 172.16.31.12
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次のステップとして、PSN はこのセッションのクライアント プロビジョニング ポリシー ルック
アップを実行します。

2017-02-23 17:59:56,793 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

com.cisco.cpm.swiss.SwissServer -::::- null or empty value for hostport obtained from

SwissServer : getHostNameBySession()

2017-02-23 17:59:56,793 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureRuntimeFactory -::::- looking for Radius session with input

values : sessionId: c0a801010009e00058af0f7b, MacAddr: 00-0b-7f-d0-f8-f4, ipAddr: 172.16.31.12

2017-02-23 17:59:56,793 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureRuntimeFactory -::::- looking for session using session ID:

c0a801010009e00058af0f7b, IP addrs: [172.16.31.12], mac Addrs [00-0b-7f-d0-f8-f4]

2017-02-23 17:59:56,793 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureRuntimeFactory -::::- Found session using sessionId

c0a801010009e00058af0f7b

2017-02-23 17:59:56,795 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PosturePolicyUtil -::::- User user1 belongs to groups NAC

Group:NAC:IdentityGroups:Endpoint Identity Groups:Profiled:Workstation,NAC

Group:NAC:IdentityGroups:Any

2017-02-23 17:59:58,203 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

com.cisco.cpm.swiss.SwissServer -::::- null or empty value for hostport obtained from

SwissServer : getHPortNumberBySession()

2017-02-23 17:59:58,907 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-10][]

cisco.cpm.posture.util.AgentUtil -::::- Increase MnT counter at

CP:ClientProvisioning.ProvisionedResource.AC-44-Posture
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次のステップで、ポスチャ要件選択のプロセスを確認できます。ステップの最後に、要件のリス
トが準備され、エージェントに返されます。

2017-02-23 18:00:00,372 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:user1:::- About to query posture policy for user

user1 with endpoint mac 00-0b-7f-d0-f8-f4

2017-02-23 18:00:00,423 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:user1:::- agentCMVersion=4.2.508.0,

agentType=AnyConnect Posture Agent, groupName=OESIS_V4_Agents -> found agent group with



displayName=4.x or later

2017-02-23 18:00:00,423 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PosturePolicyUtil -:user1:::- User user1 belongs to groups NAC

Group:NAC:IdentityGroups:Endpoint Identity Groups:Profiled:Workstation,NAC

Group:NAC:IdentityGroups:Any

2017-02-23 18:00:00,423 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PosturePolicyUtil -:user1:::- About to retrieve posture policy

resources for os 7 Professional, agent group 4.x or later and identity groups [NAC

Group:NAC:IdentityGroups:Endpoint Identity Groups:Profiled:Workstation, NAC

Group:NAC:IdentityGroups:Any]

2017-02-23 18:00:00,432 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PosturePolicyUtil -:user1:::- Evaluate resourceId NAC

Group:NAC:Posture:PosturePolicies:WinDefend by agent group with FQN NAC

Group:NAC:AgentGroupRoot:ALL:OESIS_V4_Agents

2017-02-23 18:00:00,433 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PosturePolicyUtil -:user1:::- The evaluation result by agent group for

resourceId NAC Group:NAC:Posture:PosturePolicies:WinDefend is Permit

2017-02-23 18:00:00,433 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PosturePolicyUtil -:user1:::- Evaluate resourceId NAC

Group:NAC:Posture:PosturePolicies:WinDefend by OS group with FQN NAC

Group:NAC:OsGroupRoot:ALL:WINDOWS_ALL:WINDOWS_7_ALL:WINDOWS_7_PROFESSIONAL_ALL

2017-02-23 18:00:00,438 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PosturePolicyUtil -:user1:::- stealth mode is 0

2017-02-23 18:00:00,438 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PosturePolicyUtil -:user1:::- The evaluation result by os group for

resourceId NAC Group:NAC:Posture:PosturePolicies:WinDefend is Permit

2017-02-23 18:00:00,438 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PosturePolicyUtil -:user1:::- Evaluate resourceId NAC

Group:NAC:Posture:PosturePolicies:WinDefend by Stealth mode NSF group with FQN NAC

Group:NAC:StealthModeStandard

2017-02-23 18:00:00,439 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PosturePolicyUtil -:user1:::- Procesing obligation with posture policy

resource with id NAC Group:NAC:Posture:PosturePolicies:WinDefend

2017-02-23 18:00:00,439 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PosturePolicyUtil -:user1:::- Found obligation id

urn:cisco:cepm:3.3:xacml:response-qualifier for posture policy resource with id NAC

Group:NAC:Posture:PosturePolicies:WinDefend

2017-02-23 18:00:00,439 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PosturePolicyUtil -:user1:::- Found obligation id PostureReqs for

posture policy resource with id NAC Group:NAC:Posture:PosturePolicies:WinDefend

2017-02-23 18:00:00,439 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PosturePolicyUtil -:user1:::- Posture policy resource id WinDefend has

following associated requirements []

2017-02-23 18:00:03,884 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cpm.posture.runtime.agent.AgentXmlGenerator -:user1:::- policy enforcemnt is 0

2017-02-23 18:00:03,904 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cpm.posture.runtime.agent.AgentXmlGenerator -:user1:::- simple condition: [Name=WinDefend,

Descriptionnull, Service Name=WinDefend, Service Operator=Running, Operating Systems=[Windows

All], Service Type=Daemon, Exit code=0]

2017-02-23 18:00:03,904 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cpm.posture.runtime.agent.AgentXmlGenerator -:user1:::- check type is Service

2017-02-23 18:00:04,069 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:user1:::- NAC agent xml <?xml version="1.0"

encoding="UTF-8"?><cleanmachines>

<version>ISE: 2.2.0.470</version>

<encryption>0</encryption>

<package>

<id>10</id>



 WinDefend



</package>

</cleanmachines> 
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後で、ポスチャ レポートが PSN により受け取られたことを確認できます。

2017-02-23 18:00:04,231 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -::::- UDID is

8afb76ad11e60531de1d3e7d2345dbba5f11a96d for end point 00-0b-7f-d0-f8-f4

2017-02-23 18:00:04,231 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -::::- Received posture request [parameters:

reqtype=report, userip=10.62.145.44, clientmac=00-0b-7f-d0-f8-f4, os=WINDOWS,

osVerison=1.2.1.6.1.48, architecture=9, provider=Device Filter, state=, userAgent=Mozilla/4.0

(compatible; WINDOWS; 1.2.1.6.1.48; AnyConnect Posture Agent v.4.4.00243),

session_id=c0a801010009e00058af0f7b
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フローの終わりに、ISE はエンドポイントを準拠としてマークし、COA を開始します。

2017-02-23 18:00:04,272 INFO [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:user1:::- Posture state is compliant for endpoint

with mac 00-0b-7f-d0-f8-f4

2017-02-23 18:00:04,272 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureCoA -:user1:::- entering triggerPostureCoA for session

c0a801010009e00058af0f7b

2017-02-23 18:00:04,272 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureCoA -:user1:::- Posture CoA is scheduled for session id

[c0a801010009e00058af0f7b]

2017-02-23 18:00:04,272 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureCoA -:user1:::- Posture status for session id

c0a801010009e00058af0f7b is Compliant

2017-02-23 18:00:04,273 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureCoA -:user1:::- Issue CoA on active session with sessionID

c0a801010009e00058af0f7b

2017-02-23 18:00:04,273 DEBUG [http-bio-10.48.30.41-8443-exec-8][]

cisco.cpm.posture.runtime.PostureCoA -:user1:::- Posture CoA is scheduled for session id

[c0a801010009e00058af0f7b] 
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