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概要

この資料はリダイレクション ベースのポスチャの複数のユース ケースを当たるいくつかのベース
ライン設定を説明したものです。 これらの設定ではクライアントは対応に残りますが、リダイレ
クト状態にあるのでネットワーク アクセス デバイス（NAD）はアクセスを制限します。

制約事項

この資料の設定は Cisco NADs のために、サード パーティ NADs に必ずしも勤めています。

ポスチャ クライアント動作

ポスチャ クライアントはこれらの時にプローブを誘発します:

最初のログオン●

レイヤ3 （L3）変更/Network Interface Cards （NIC）変更（新しい IP アドレス、NIC ステー
トの変化）

●

使用例

使用例 1 -クライアント再認証は新しいセッションID を生成するために NAD を強
制します。

この使用例では、クライアントはまだ対応ですが、再認証が理由で、NAD はリダイレクト状態
（リダイレクト URL およびアクセス リスト）にあります。



デフォルトで、Identity Services Engine （ISE）はネットワークに接続する各々の新しいセッシ
ョンのためのポスチャ アセスメントを毎回行うために、すなわち設定されます。

この設定は作業センター > ポスチャ > 設定 > ポスチャ全般設定の下で行われます。

再認証で新しいセッションID を生成することから NAD を守るために、許可 プロファイルのこれ
らの再認証値を設定して下さい。 表示される再認証 タイマーは接続タイプに（ワイヤレス/配線
される）基づいて配備ごとに標準推奨事項、再認証 タイマー考慮する必要があります設計
（loadbalancer の永続性ルールはであるか何）、等ではないです。

ポリシー > ポリシー要素は > > 許可 > 許可プロファイル生じます



スイッチで、各 ISE から再認証 タイマーを得るためにインターフェイス、かテンプレートを設定
する必要があります。 

authentication timer reauthenticate server

注: 負荷つりあい機がある場合、永続性が再認証がオリジナル ポリシー サービス
（PSN）に戻る方法で設定されることを確かめる必要があります。

使用例 2 -スイッチは順序 MAB DOT1X および優先順位 DOT1X MAB で設定されま
す（配線される）。

この場合再認証は MAC 認証バイパス（MAB）が再認証の間に試みられる場合 802.1X セッショ
ンのためのアカウンティング停止が送信 されるので、終わります。

認証を失敗するとき MAB プロセスのために送信 されるアカウンティング停止はクライアン
トのためのユーザー名が 802.1X ユーザー名から MAB ユーザー名に変更するので、正しいで
す。

●

アカウンティング停止の方式 ID として Dot1x は dot1x 正しかった承認方式はまた。●

Dot1x 方式が成功するとき、dot1x として方式 ID からアカウンティングを開始します送信 し
ます。 ここに同様に、この動作は予想通りあります。

●

この問題を解決するために、cisco-av-pair を設定して下さい: エンドポイントが対応である時終了
処理修飾子 = 使用される authZ プロファイルの 1。 この attribute-value （AV）ペアは NAD が設
定 された 順序に関係なくオリジナル認証で選択される方式を再使用する必要があること規定 し
ます。



使用例 3 -無線クライアントはローミングし、異なる AP のための認証は異なるコ
ントローラに行っています。

この状況に関しては、無線ネットワークはようにローミング使用のための他の AP への範囲内の
アクセス ポイント（AP）同じアクティブ コントローラ設計されている必要があります。 1 つの
例はワイヤレス LAN コントローラ（WLC） Stateful Switchover （SSO） フェールオーバーです
。 WLC のための SSO 高可用性（HA）のに関する詳細については、高可用性の（SSO）配備ガ
イドを参照して下さい。

使用例 4 -負荷つりあい機（前に 2.6 パッチ 6、2.7 パッチ P2、および 3.0）を搭載
する配備。

含まれる負荷つりあい機を搭載する配備では前のユース ケースの変更を行なった後、セッション
は同じ PSN に行き続けることを確かめることは重要です。 このステップのためにリストされて
いるバージョン/パッチ前にポスチャ ステータスは軽いデータ Dirstribution によってノードの間で
複製されません（旧はセッション ディレクトリを点灯します）。 このような理由で、異なる
PSN が異なるポスチャ ステータス結果を返すことは可能性のあるです。

永続性が正しく設定されない場合、セッションは最初に使用されたものより別の PSN に再認証
する行く可能性があります。 これが起こる場合、新しい PSN は未知数としてセッション 準拠 ス
テータスを示し、リダイレクト Access Control List （ACL） /URL と authZ 結果を渡し、エンド
ポイント アクセスを制限する可能性があります。 再度、NAD のこの変更はポスチャ モジュール
によって認識されなかったし、プローブは誘発されません。

負荷つりあい機を設定する方法に関する詳細については Cisco 及び F5 配備ガイドを参照して下
さい: BIG-IP を使用する ISE ロード バランシング。 それは負荷によってバランスをとられる環境
の ISE 配備に最良の方法設計の高レベル外観および F5 特定の設定を提供します。

使用例 5 -ステージ 2 ディスカバリ プローブは異なるサーバーによってにクライア
ントがと認証されるより responsed （前に 2.6 は 6 つを、2.7 パッチ 2 および 3.0
修正します）。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/wireless/controller/technotes/7-5/High_Availability_DG.html#pgfId-23144
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/wireless/controller/technotes/7-5/High_Availability_DG.html#pgfId-23144
https://community.cisco.com/t5/security-documents/how-to-cisco-amp-f5-deployment-guide-ise-load-balancing-using/ta-p/3631159
https://community.cisco.com/t5/security-documents/how-to-cisco-amp-f5-deployment-guide-ise-load-balancing-using/ta-p/3631159


このダイアグラムのレッド ボックス内のプローブの見てみて下さい。

PSN は origninal PSN にクライアントがそのノードともはや認証を受けなくても 5 日間セッショ
ンデータを、時々まだそう「対応」セッションのためのセッションデータ住んでいます保存しま
す。 PSN によってにレッド ボックスで囲まれているプローブが応答されれば現在 セッションを
認証する PSN が以前対応このエンドポイントを所有し、示し、もの以外場合それはエンドポイ
ントのポスチャ モジュールのポスチャ ステータスと現在の認証 PSN 間のミスマッチなど可能性
のあるです。

このミスマッチが発生する場合があるところに少数の一般的なシナリオはここにあります:

アカウンティング停止はエンドポイントのためにネットワークから切り離すとき受け取られ
ません。

●

1 PSN から別のものに失敗される NAD。●

負荷つりあい機は同じエンドポイントのための異なる PSN に認証を転送します。●

この動作から保護するために、ISE は特定のエンドポイントからのディスカバリ プローブが現在
認証する PSN に達するためにだけ設定することができます。 これを実現させるために、配備の
各 PSN のための別の承認ポリシーを設定して下さい。 これらのポリシーでは、別の authZ プロ
ファイルを参照して下さい authZ 状態で規定 される PSN にだけプローブを可能にするダウンロ
ード可能アクセス・コントロール・リスト（DACL）が含まれている。 この例を参照して下さい::

各 PSN に未知ポスチャ ステータスのためのルールがあります:



各々の個々のプロファイルは異なる DACL を参照します。

注: ワイヤレスに関しては、Airespace ACL を使用して下さい。

各 DACL は認証を処理する PSN へのプローブ アクセスだけを許可します。



前の例では、10.10.10.1 は PSN 1.の IP アドレスです。 参照される DACL は必要に応じてあらゆ
る付加サービス/IP のために変えることができますが認証を処理する PSN だけへのアクセスを制
限する必要があります。

動作変更ポスト 2.6 パッチ 6 は、2.7 2 つおよび 3.0 を修正しま
す

ポスチャ ステータスは軽いデータの分布フレームワークによって RADIUS セッション ディレク
トリに追加されました。 ポスチャ ステータスアップデートはあらゆる PSN で受信されるたびに
、配備のすべての PSN に複製されます。 この変更が有効になれば、異なる認証の異なる PSN に
達するプローブまたは認証の影響はおよびおよびあらゆる PSN に関係なく答えられますはずで
す現在認証されるすべてのエンドポイントに取除かれます。

この資料の 5 つのユース ケースでは、これらの動作を考慮して下さい:

使用例 1 -クライアント再認証は新しいセッションID を生成するために NAD を強制します。 ク
ライアントはまだ対応ですが、再認証が理由で、NAD はリダイレクト状態（リダイレクト URL
およびアクセス リスト）にあります。

-この動作は変化しないし、この設定はまだ ISE および NADs で設定する必要があります。

使用例 2 -スイッチは順序 MAB DOT1X および優先順位 DOT1X MAB で設定されます（配線され
る）。

-この動作は変化しないし、この設定はまだ ISE および NADs で設定する必要があります。

使用例 3 -無線クライアントはローミングし、異なる AP のための認証は異なるコントローラに行
っています。

-この動作は変化しないし、この設定はまだ ISE および NADs で設定する必要があります。

使用例 4 -負荷つりあい機を搭載する配備。

-ロード バランシング ガイドで定義される最良の方法はまだクライアントに認証が負荷つりあい
機によって異なる PSN に転送されれば、正しいポスチャ ステータス戻る必要があります続く必
要があります。

使用例 5 -ステージ 2 ディスカバリ プローブは異なるサーバーによってにクライアントがと認証
されるより responsed

-これは新しい behvaior においての問題でなく、毎 PSN 許可 プロファイルは必要ではないはず
です。

同じ SessionID の管理場合の考慮事項

この資料でリストされているメソッドを使用するとき、ネットワークに接続されたままになるユ
ーザは可能性としては時間の長い時間の間対応にある可能性があります。 彼らが再認証するのに
、sessionID は変更しないし、従って ISE は対応ステータスと一致するルールのための AuthZ 結
果を渡し続けます。



このイベントでは、定期的な再査定はポスチャがエンドポイントは定義された間隔でで団体ポリ
シーと対応に残ることを確かめるために必要となるように設定される必要があります。

これは作業センター > ポスチャ > 設定 > Ressessment 設定の下で設定することができます。
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