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概要

この資料に ISE （Identity Services Engine）と ASAv 間の SXP （セキュリティグループ 交換 プ



ロトコル）接続を記述されています（適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェア
バーチャル）設定する方法を。

SXP は TrustSec デバイスに SGT マッピングに IP を伝搬させるのに TrustSec によって使用され
る SGT （セキュリティグループ タグ）交換 プロトコルです。 SXP は TrustSec 機能があるため
に SGT インライン タギングをサポートしないレガシー Ciscoデバイスまたはサードパーティデ
バイスを含むネットワークを許可するために開発されました。 SXP は Peering Protocol です、1
つのデバイスはリスナーとしてスピーカーおよび他として機能します。 SXP スピーカーは IP-
SGT バインディングを送信 するための responsilbe であり、リスナーはこれらのバインディング
の収集を担当します。 SXP 接続は根本的な転送 プロトコルとして TCPポート 64999 およびメッ
セージ整合性/信頼性のために MD5 を使用します。

SXP は次のリンクの IETF草案ように送達されました:

https://datatracker.ietf.org/doc/draft-smith-kandula-sxp/

前提条件

要件

TrustSec 互換性 マトリックス:

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/solution-overview-listing.html

使用するコンポーネント

ISE 2.3

ASAv 9.8.1

ASDM 7.8.1.150

ネットワーク図

 [IP アドレス（IP Addresses）]

https://datatracker.ietf.org/doc/draft-smith-kandula-sxp/
/content/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/solution-overview-listing.html


ISE： 14.36.143.223

ASAv: 14.36.143.30

初期設定

ISE ネットワークデバイス

ネットワークデバイスとしてレジスタ ASA

WorkCenters > TrutSec > コンポーネント > ネットワークデバイス > Add



帯域（OOB）から PAC （保護されたアクセス クレデンシャル）生成し、ダウンロ
ードして下さい



ASDM AAAサーバコンフィギュレーション

AAA サーバ グループを作成して下さい

設定 > ファイアウォール > 設定される TrustSec > サーバグループによる識別は > 管理します…

AAA サーバ グループ > Add



AAA サーバ グループ: <Group Name>●

イネーブル 動的許可●



サーバグループにサーバを追加して下さい

選択したグループ > Add のサーバ

サーバ名か IP アドレス: <ISE の IP address>●

サーバ認証ポート: 1812●

サーバ アカウンティングポート: 1813●

サーバシークレット キー: Cisc0123●

よくあるパスワード: Cisc0123●



ISE からダウンロードされるインポート PAC

設定 > ファイアウォール > 設定される TrustSec > サーバグループによる識別 > インポート
PAC…

パスワード： Cisc0123●

リフレッシュ環境データ

設定 > ファイアウォール > 設定される TrustSec > サーバグループによる識別 > リフレッシュ環



境データ

確認

ISE ライブ ログ

オペレーション > RADIUS > ライブ ログ







ISE セキュリティグループ

作業センター > TrustSec > コンポーネント > Security グループ



ASDM PAC

モニタリング > Properties > TrustSec > PAC による識別



ASDM 環境データおよびセキュリティグループ

モニタリング > Properties > TrustSec > 環境データによる識別



ASDM SXP 設定

イネーブル SXP



設定 > ファイアウォール > TrustSec > イネーブル SGT 交換 プロトコル（SXP）による識別

デフォルト SXP ソース IP アドレスおよびデフォルト SXP パスワードを設定して
下さい

設定 > ファイアウォール > TrustSec > 接続ピアによる識別

SXP ピアを追加して下さい

設定 > ファイアウォール > TrustSec > 接続 > Add による識別はピアリングします

ピアIP アドレス: <ISE の IP address>●



ISE SXP 設定

グローバル な SXP パスワード設定

WorkCenters > TrustSec > 設定 > SXP 設定

グローバル なパスワード: Cisc0123●

SXP デバイスを追加して下さい

WorkCenters > TrustSec > SXP > SXP Devices > Add



SXP 確認

ISE SXP 確認

WorkCenters > TrustSec > SXP > SXP デバイス

ISE SXP マッピング

WorkCenters > TrustSec > SXP > すべての SXP マッピング



ASDM SXP 確認

モニタリング > Properties > TrustSec > SXP 接続による識別

SGT マッピングへの ASDM 学習される SXP IP

モニタリング > Properties > TrustSec > IP マッピングによる識別



ISE で奪取 される パケットキャプチャ
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