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概要

この資料は方法の例を AnyConnect IKEv2 および EAP メッセージ ダイジェスト 5 （EAP-
MD5）認証方式を使用してポスチャでリモート アクセスのための IOS XE ヘッドエンドを設定す
る提供したものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

IOS XE の FlexVPN リモート アクセス（RA） VPN 設定●

AnyConnect （AC）クライアント confiugration●

識別サービス エンジン（ISE）のポスチャ フロー 2.2 および以降●

ISE のポスチャ コンポーネントの設定●

Windows サーバ 2008 R2 の DNS サーバの設定●



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。

IOS XE 16.8 [富士]実行する Cisco CSR1000V●

Windows 7 で動作する AnyConnect クライアントバージョン 4.5.03040●

Cisco ISE 2.3●

Windows 2008 R2 サーバ●

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

課されたネットワーク セキュリティ安全対策が関連し、有効に残ることを確認するために、
Cisco ISE はそのあらゆるクライアントマシンのセキュリティ機能を検証し、維持することをア
クセス保護されたネットワーク可能にします。 最新 セキュリティ設定かアプリケーションはクラ
イアントマシンで利用できることを確認するように設計されているポスチャ ポリシーを用いるこ
とによって、Cisco ISE 管理者はエンタープライズ ネットワーク アクセスのための定義されたセ
キュリティ規格 アクセス したどのクライアントマシンでもネットワーク会い、会い続けるように
することができます。 ポスチャ 準拠性レポートはユーザ ログインの時にクライアントマシンの
準拠性レベルのスナップショットを定期的な再査定が発生する Cisco ISE に、また与えます。

ポスチャは 3 つの主要な要素によって表すことができます:

ポリシー構成ディストリビューションおよび決定点として ISE。 ISE の管理者観点からどの
ようなデバイスかポスチャ ポリシー（団体対応としてデバイスをマークするためにどんな
正確な状態が満たす必要があるか）、クライアント提供方針（どんなエージェントソフトウ
ェアがで必要があるかインストールする）承認ポリシー（どのような権限に割り当てられる
べきであるか依存しますポスチャ ステータスに設定し、）。

1.

Policy Enforcement Point としてネットワーク アクセス デバイス（NAD）。 NAD 側面実際
の許可で制限はユーザ認証の時間に適用します。 ポリシー ポイントとして ISE は Access
Control List （ACL）のような許可 パラメータを提供します。従来エンドポイントのポスチ
ャ ステータスが判別された後、起こるポスチャのために NADs が許可（CoA）の変更をサ
ポートするためにユーザを再認証する必要となります。 ISE 2.2 NADs から始まってリダイ
レクションをサポートするために必要とされません。
注: IOS XE を実行しているルータはリダイレクションをサポートしません。注: IOS XE ソ
フトウェアは完全に機能した ISE の CoA を持つ次の問題のための修正がなければなりませ
ん:
CSCve16269 IKEv2 CoA は ISE を使用しません
CSCvi90729 IKEv2 CoA は ISE （本当の代りの coa-push=TRUE）を使用しません

2.

エンドユーザとのデータ収集および相互対話のポイントとしてエージェントソフトウェア。
エージェントは ISE からポスチャ必要条件についての情報を受け取り、requirments ステー
タスに関する ISE にレポートを提供します。 この資料はリダイレクションなしでポスチャ
をフルサポートする唯一のものである Anyconnect ISE ポスチャ モジュールに基づいていま
す。

3.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve16269/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvi90729/?reffering_site=dumpcr


リダイレクションのないポスチャ フローは ISE 2.2" の技術情報「前にのための ISE ポスチャ形
式比較およびポスト 2.2"、セクション「ポスチャ フローで非常によく文書化されています。

 FlexVPN の Anyconnect ISE ポスチャ モジュール プロビジョニングは 2 つのさまざまな方法に
よってすることができます:

手動-モジュールは Ciscoソフトウェア ダウンロード ポータルで利用可能な Anyconnect パッ
ケージからクライアントの worksation で手動でインストールされています:
https://software.cisco.com/download/home/283000185。

●

次の条件は手動 ISE ポスチャ モジュール プロビジョニングを使用しますポスチャのために
満足する必要があります:

1. Domain Name Server （DNS）はポリシー Service Node （PSN）に完全修飾ドメイン名
（FQDN） enroll.cisco.com を IP 解決する必要があります。 最初の接続の試みの間にポスチ
ャ モジュールに利用可能な PSN についての情報がありません。 それは availabe PSN を見
つけるためにディスカバリ プローブを送信 して います。 FQDN enroll.cisco.com はこれらの
プローブの 1 つで使用されます。

2. TCPポートは PSN IP のために 8905 許可する必要があります。 ポスチャはこのシナリオ
の TCPポート 8905 によって行っています。

3. PSN ノードの Admin 証明書は SAN フィールドの enroll.cisco.com がなければなりません
。 TCP 8905 による VPN ユーザと PSN ノード間の接続は Admin 証明書によって保護され、
PSN ノードの Admin 証明書のそのような名前「enroll.cisco.com」がない場合ユーザは証明
書警告を得ます。

注: RFC6125 証明書に従って CN は規定 される SAN 値がある場合無視する必要があります
。 それはまた SAN フィールドの Admin 証明書の CN を追加する必要があることを意味し
ます。

クライアント提供ポータル（CPP）による自動プロビジョニングは ISE から門脈 FQDN によ
って CPP に直接アクセスすることによって-モジュール downloded、インストールされます
。

●

次の条件は自動 ISE ポスチャ モジュール プロビジョニングを使用しますポスチャのために
満足する必要があります:

1. DNS はポリシー Service Node （PSN）に CPP の FQDN を IP 解決する必要があります。

2. CPP （8443 デフォルトで）の TCP ポート 80、443 およびポートは PSN IP のために許可
する必要があります。 クライアントは HTTP （HTTPS にリダイレクトされます）または
HTTPS によって CPP FQDN を直接開く必要がありますこの要求は CPP （8443 のポートに
）デフォルトでリダイレクトされ、それからポスチャはそのポートによって行っています。

3. PSN ノードの Admin および CPP 証明書は SAN フィールドの CPP FQDN がなければな
りません。 TCP 443 による VPN ユーザと PSN ノード間の接続は Admin 証明書によって保
護され、CPP ポートの接続は CPP 証明書によって保護されます。

注: RFC6125 証明書に従って CN は規定 される SAN 値がある場合無視する必要があります
。 それはまた対応した 証明書の SAN フィールドの Admin および CPP 証明書の CN を追
加する必要があることを意味します。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/identity-services-engine-22/210523-ISE-posture-style-comparison-for-pre-and.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/identity-services-engine-22/210523-ISE-posture-style-comparison-for-pre-and.html
https://software.cisco.com/download/home/283000185
https://tools.ietf.org/html/rfc6125
https://tools.ietf.org/html/rfc6125


注: ISE ソフトウェアが CSCvj76466 のための修正が含まれない場合ポーズをとらせれば
posure またはクライアント プロビジョニングがクライアントが認証された同じ PSN でさ
れるときだけクライアント プロビジョニングははたらきます。

FlexVPN のポスチャの場合にはフローはこれらのステップが含まれています:

1. ユーザは Anyconnect クライアントを使用して FlexVPN にハブを接続します。

2. ACL の名前の FlexVPN ハブへの ISE 送信 Access-Accept は制限アクセスを適用される必
要があります。

3a. 手動プロビジョニングの最初接続- ISE ポスチャ モジュールは TCPポート 8905 によって
enroll.cisco.com にプローブを送信 する ポリシー サーバを検出し始めます。 正常な結果がポ
スチャ モジュール ダウンロード ポスチャ プロファイルを設定し、クライアント側の準拠性
モジュールをアップデートするように。

次の接続の試みの間に ISE ポスチャ モジュールはまたポリシー サーバ 検出のためにポスチ
ャ プロファイルの Call Home リストで規定 された名前および IP を使用します。

3b. 自動プロビジョニングの最初接続-クライアントは FQDN によって CPP を開きます。 正
常な結果ネットワークが設定したのでアシスタントはクライアントのワークステーションで
ダウンロードされ、次に ISE ポスチャ モジュール、ISE 準拠性モジュールおよびポスチャ プ
ロファイルをダウンロードし、インストールします。

次の接続の試みの間に ISE ポスチャ モジュールはポリシー サーバ 検出のためにポスチャ プ
ロファイルの Call Home リストで規定 された名前および IP を使用します。

4. モジュールを開始し、準拠性のチェックを ISE に送りますチェックした結果をポーズをと
らせて下さい。

5. クライアントのステータスが対応なら ACL の名前の FlexVPN ハブへの ISE 送信 Access-
Accept は対応クライアントを適用される必要があります。

6 つは、クライアント ネットワークへのアクセスを得ます。

資料で前にのための ISE ポスチャ形式比較およびポスト 2.2" 「見つけることができるポスチャ
プロセスについてのより多くの詳細。

設定

ネットワーク図

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj76466
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/identity-services-engine-22/210523-ISE-posture-style-comparison-for-pre-and.html


VPN ユーザは彼は対応ステータスがあるときだけサーバへのアクセスを得ます（10.0.0.10）。

DNS サーバコンフィギュレーション

このドキュメント ウィンドウ サーバで 2008 R2 は DNS サーバとして使用されます。

ステップ 1. PSN の IP を指す enroll.cisco.com のためのホスト（a）レコードを追加して下さい:



ステップ 2. PSN の IP を指す CPP FQDN （この例で使用される cpp.example.com）のためのホ
スト（a）レコードを追加して下さい:

IOS XE 初期構成

設定識別証明書

ルータは Anyconnect クライアントにそれ自身を認証するために証明書を使用します。 ルータ認
証はユーザのオペレーティング システムによって接続確立フェーズの間に証明書警告を避けるた
めに信頼するはずです。

識別証明書は次のいずれかの方法で提供することができます:

注: 自己署名証明書を使用する IKEv2 FlexVPN でサポートされません。

オプション 1 -ルータの設定 Certification Authority （CA） サーバ

注: CA サーバは同じ IOS ルータか別のルータで作成することができます。 この技術情報で
CA は同一ルータで作成されます。

注: CA サーバが有効に することができる前に NTP サーバに時間を同期する必要があります
。

注: ユーザがこの証明書の信頼性を確認できないことに注目して下さい従って CA 認証が接
続を確立する前にユーザのマシンに手動で確認されなく、インポートされればユーザのデー
タはマン イン ザ ミドル不正侵入から保護されません。

ステップ 1. CA サーバのための生成する RSA キー:



FlexVPN-HUB(config)# crypto key generate rsa label ROOT-CA modulus 2048

ステップ 2.識別証明書のための生成する RSA キー:

FlexVPN-HUB(config)# crypto key generate rsa label FLEX-1 modulus 2048

確認：

FlexVPN-HUB# show crypto key mypubkey rsa

 ---- output truncated -----

Key name: ROOT-CA

Key type: RSA KEYS

 Storage Device: private-config

 Usage: General Purpose Key

 Key is not exportable. Redundancy enabled.

 Key Data:

 30820122 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 82010F00 3082010A 02820101

 00C01F04 E0AF3AB8 97CED516 3B31152A 5C3678A0 829A0D0D 2F46D86C 2CBC9175

----- output truncated ------ ----- output truncated ------ Key name: FLEX-1

Key type: RSA KEYS

 Storage Device: private-config

 Usage: General Purpose Key

 Key is not exportable. Redundancy enabled.

 Key Data:

 30820122 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 82010F00 3082010A 02820101

 009091AE 4185DC96 4F561F7E 506D56E8 240606D0 CC16CC5E E4E24EEB 1664E42C ----- output truncated

------

ステップ 3. CA を設定して下さい:

ip http server

crypto pki server ROOT-CA

 issuer-name cn=ROOT-CA.example.com

 hash sha256

 lifetime certificate 1095

 lifetime ca-certificate 3650

 eku server-auth

 no shutdown

確認：

FlexVPN-HUB# show crypto pki server

Certificate Server ROOT-CA:

   Status: enabled

   State: enabled

   Server's configuration is locked  (enter "shut" to unlock it)

   Issuer name: cn=ROOT-CA.example.com

   CA cert fingerprint: A5522AAB 1410E645 667F0D70 49AADA45

   Granting mode is: auto

   Last certificate issued serial number (hex): 3

   CA certificate expiration timer: 18:12:07 UTC Mar 26 2021

   CRL NextUpdate timer: 21:52:55 UTC May 21 2018

   Current primary storage dir: nvram:

   Database Level: Minimum - no cert data written to storage

ステップ 4.トラストポイントを設定して下さい:



interface loopback 0

ip address 10.10.10.10 255.255.255.255

crypto pki trustpoint FLEX-TP-1

 enrollment url http://10.10.10.10:80

 fqdn none

 subject-name cn=flexvpn-hub.example.com

 revocation-check none

 rsakeypair FLEX-1

ステップ 5. CA を認証して下さい:

FlexVPN-HUB(config)#crypto pki authenticate FLEX-TP-1

Certificate has the following attributes:

      Fingerprint MD5: A5522AAB 1410E645 667F0D70 49AADA45

     Fingerprint SHA1: F52EAB1A D39642E7 D8EAB804 0EB30973 7647A860

% Do you accept this certificate? [yes/no]: yes

Trustpoint CA certificate accepted.

ステップ 6. CA にルータを登録して下さい:

FlexVPN-HUB(config)#crypto pki enroll FLEX-TP-1

%

% Start certificate enrollment ..

% Create a challenge password. You will need to verbally provide this

  password to the CA Administrator in order to revoke your certificate.

  For security reasons your password will not be saved in the configuration.

  Please make a note of it.

Password:

Re-enter password:

% The subject name in the certificate will include: cn=flexvpn-hub.example.com

% The fully-qualified domain name will not be included in the certificate

% Include the router serial number in the subject name? [yes/no]: no

% Include an IP address in the subject name? [no]: no

Request certificate from CA? [yes/no]: yes

% Certificate request sent to Certificate Authority

% The 'show crypto pki certificate verbose FLEX-TP-1' commandwill show the fingerprint.

May 21 16:16:55.922: CRYPTO_PKI:  Certificate Request Fingerprint MD5: 80B1FAFD 35346D0F

D23F6648 F83F039B

May 21 16:16:55.924: CRYPTO_PKI:  Certificate Request Fingerprint SHA1: A8401EDE 35EE4AF8

46C4D619 8D653BFD 079C44F7

CA の Certificate 要求迄チェックし、フィンガープリントが一致することを確認して下さい:

FlexVPN-HUB#show crypto pki server ROOT-CA requests

Enrollment Request Database:

Subordinate CA certificate requests:

ReqID  State      Fingerprint                      SubjectName

--------------------------------------------------------------

RA certificate requests:

ReqID  State      Fingerprint                      SubjectName

--------------------------------------------------------------

Router certificates requests:



ReqID  State      Fingerprint                      SubjectName

--------------------------------------------------------------

1      pending    80B1FAFD35346D0FD23F6648F83F039B cn=flexvpn-hub.example.com

                                                                                                                                                

ステップ 7.グラント適切な ReqID を使用する証明書:

FlexVPN-HUB#crypto pki server ROOT-CA grant 1

証明書をルータ要求まで再度待ちます（この設定に従って分毎に 10 回を一度チェックします
）。 syslog メッセージを探して下さい:

May 21 16:18:56.375: %PKI-6-CERTRET: Certificate received from Certificate Authority

証明書がインストールされていることを確認して下さい:

FlexVPN-HUB#show crypto pki certificates FLEX-TP-1                           

Certificate

 Status: Available

 Certificate Serial Number (hex): 04

 Certificate Usage: General Purpose

 Issuer:

   cn=ROOT-CA.example.com

 Subject:

   Name: flexvpn-hub.example.com

   cn=flexvpn-hub.example.com

 Validity Date:

   start date: 16:18:16 UTC May 21 2018

   end   date: 18:12:07 UTC Mar 26 2021

 Associated Trustpoints: FLEX-TP-1

CA Certificate

 Status: Available

 Certificate Serial Number (hex): 01

 Certificate Usage: Signature

 Issuer:

   cn=ROOT-CA.example.com

 Subject:

   cn=ROOT-CA.example.com

 Validity Date:

   start date: 18:12:07 UTC Mar 27 2018

   end   date: 18:12:07 UTC Mar 26 2021

 Associated Trustpoints: FLEX-TP-1 ROOT-CA

 Storage: nvram:ROOT-CAexamp#1CA.cer

オプション 2 -インポート外部に署名された certficate

FlexVPN-HUB(config)# crypto pki import FLEX-TP-2 pkcs12 ftp://cisco:cisco@10.48.30.130/ password

cisco123

% Importing pkcs12...

Address or name of remote host [10.48.30.130]?

Source filename [FLEX-TP-2]? flexvpn-hub.example.com.p12

Reading file from ftp://cisco@10.48.30.130/flexvpn-hub.example.com.p12!

[OK - 4416/4096 bytes]

% The CA cert is not self-signed.

% Do you also want to create trustpoints for CAs higher in

% the hierarchy? [yes/no]:

May 21 16:55:26.344: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named FLEX-TP-2 has been generated or

imported



yes

CRYPTO_PKI: Imported PKCS12 file successfully.

FlexVPN-HUB(config)#

May 21 16:55:34.396: %PKI-6-PKCS12IMPORT_SUCCESS: PKCS #12 Successfully Imported.

FlexVPN-HUB(config)#

IKEv2 の設定

ステップ 1.設定 RADIUSサーバおよび CoA:

aaa group server radius FlexVPN-AuthC-Server-Group-1

 server-private 10.48.30.127 key Cisco123

server-private 10.48.30.128 key Cisco123

aaa server radius dynamic-author

 client 10.48.30.127 server-key Cisco123

client 10.48.30.128 server-key Cisco123

 server-key Cisco123

 auth-type any

ステップ 2.設定 認証 および 権限リスト:

aaa new-model

aaa authentication login FlexVPN-AuthC-List-1 group FlexVPN-AuthC-Server-Group-1

aaa authorization network FlexVPN-AuthZ-List-1 local

aaa accounting update newinfo

aaa accounting network FlexVPN-Accounting-List-1 start-stop group FlexVPN-AuthC-Server-Group-1

ステップ 3. ikev2 承認ポリシーを作成して下さい:

crypto ikev2 authorization policy FlexVPN-Local-Policy-1

 pool FlexVPN-Pool-1

 dns 10.48.30.104

 netmask 255.255.255.0

 def-domain example.com

ステップ 4. IKEv2 プロファイルを作成して下さい:

crypto ikev2 profile FlexVPN-IKEv2-Profile-1

 match identity remote key-id example.com

 identity local dn

 authentication local rsa-sig

 authentication remote eap query-identity

 pki trustpoint FLEX-TP-2

 dpd 60 2 on-demand

 aaa authentication eap FlexVPN-AuthC-List-1

 aaa authorization group eap list FlexVPN-AuthZ-List-1 FlexVPN-Local-Policy-1

 aaa authorization user eap cached

 aaa accounting eap FlexVPN-Accounting-List-1

 virtual-template 10

ステップ 5.設定 される トランスフォームおよび ipsec プロファイルを作成して下さい:

crypto ipsec transform-set FlexVPN-TS-1 esp-aes esp-sha-hmac

 mode tunnel

crypto ipsec profile FlexVPN-IPsec-Profile-1

 set transform-set FlexVPN-TS-1



 set ikev2-profile FlexVPN-IKEv2-Profile-1

ステップ 6.バーチャル テンプレート インターフェイスを作成して下さい:

interface Virtual-Template10 type tunnel

 ip unnumbered GigabitEthernet3

 tunnel mode ipsec ipv4

 tunnel protection ipsec profile FlexVPN-IPsec-Profile-1

ステップ 7.ローカル プールを作成して下さい:

ip local pool FlexVPN-Pool-1 10.20.30.100 10.20.30.200

ステップ 8.不適合なクライアントのためのアクセスを制限するために ACL を作成して下さい。
未知ポスチャ状態の間に少なくともそれらの権限は提供する必要があります:

DNS トラフィック●

ポート 80、443 および 8905 による ISE PSN へのトラフィック●

CPP が門脈 FQDN 指摘する ISE PSN へのトラフィック●

治療サーバへのトラフィックもし必要なら●

これは治療サーバなしに ACL の例、ネットワークが表示用に追加される 10.0.0.0/24 のための明
示的 な拒否、ACL のついに存在 する暗示「deny ip any any」です: 

ip access-list extended DENY_SERVER

 permit udp any any eq domain

 permit tcp any host 10.48.30.127 eq 80

 permit tcp any host 10.48.30.127 eq 443

 permit tcp any host 10.48.30.127 eq 8443

 permit tcp any host 10.48.30.127 eq 8905

 permit tcp any host 10.48.30.128 eq 80

 permit tcp any host 10.48.30.128 eq 443

 permit tcp any host 10.48.30.128 eq 8443

 permit tcp any host 10.48.30.128 eq 8905

 deny   ip any 10.0.0.0 0.0.0.255

ステップ 9.対応クライアントのための割り当てアクセスに ACL を作成して下さい:

ip access-list extended PERMIT_ALL

 permit ip any any

ステップ 10.スプリットトンネル 設定（オプションの）

デフォルトで、すべてのトラフィックは VPN に送信されます。 特定のネットワークへのだけト
ンネルトラフィック、ikev2 承認ポリシー セクションでそれらを規定できます。 複数のステート
メントを追加するか、または標準アクセス リストを使用することは可能性のあるです。

crypto ikev2 authorization policy FlexVPN-Local-Policy-1

     route set remote ipv4 10.0.0.0 255.0.0.0

ステップ 11.リモートクライアント（オプションの）のためのインターネット アクセス

リモートアクセスクライアントからのルータのグローバル な IP アドレスにネットワークアドレ
ス交換されるべきインターネットのホストへの発信接続のために NAT 変換を設定して下さい:

ip access-list extended NAT

 permit ip 10.20.30.0 0.0.0.255 any



ip nat inside source list NAT interface GigabitEthernet1 overload extended

interface GigabitEthernet1

ip nat outside

interface Virtual-Template 10

ip nat inside

Anyconnect クライアント プロファイル 設定

AnyConnect プロファイル エディタを使用してクライアント プロファイルを設定して下さい。
Windows 7 および 10 の Anyconnect セキュリティ Mobile Client のプロファイルは
%ProgramData% \ Cisco \ Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアント\プロファイルで
保存されます。

ステップ 1.無効捕虜門脈検出 機能。 HTTP サーバが FlexVPN ハブで無効に ならない場合、
AnyConnect 捕虜門脈検出 機能により接続は失敗します。 以下の事項に注意して下さい: CA サー
バは HTTP サーバなしでははたらきません。

ステップ 2.設定 Server リスト:



表示名を入力して下さい。●

FlexVPN ハブの FQDN か IP アドレスを入力して下さい。●

プライマリ プロトコルとして『IPSec』 を選択 して下さい。●

「ASA ゲートウェイ」チェックボックスのチェックを外し、Auth 方式として EAP-MD5 を規
定 して下さい。 IKE 識別を同じ次 FlexVPN ハブの IKEv2 プロファイル 設定丁度入力して下
さい（この例で識別リモート キー ID example.com」一致するために IKEv2 プロファイルは
「コマンドで設定されます、従って IKE 識別として example.com を使用する必要があります
）。

●

ステップ 3.プロファイルを %ProgramData% \ Cisco \ Cisco AnyConnect セキュア モビリティ ク
ライアント\プロファイルに保存し、AC を再起動して下さい。

プロファイルの XML 等量:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<AnyConnectProfile xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/ AnyConnectProfile.xsd">

   <ClientInitialization>

       <UseStartBeforeLogon UserControllable="true">false</UseStartBeforeLogon>

       <AutomaticCertSelection UserControllable="true">true</AutomaticCertSelection>

       <ShowPreConnectMessage>false</ShowPreConnectMessage>



       <CertificateStore>All</CertificateStore>

       <CertificateStoreMac>All</CertificateStoreMac>

       <CertificateStoreOverride>false</CertificateStoreOverride>

       <ProxySettings>Native</ProxySettings>

       <AllowLocalProxyConnections>false</AllowLocalProxyConnections>

       <AuthenticationTimeout>12</AuthenticationTimeout>

       <AutoConnectOnStart UserControllable="true">false</AutoConnectOnStart>

       <MinimizeOnConnect UserControllable="true">true</MinimizeOnConnect>

       <LocalLanAccess UserControllable="true">false</LocalLanAccess>

       <DisableCaptivePortalDetection

UserControllable="false">true</DisableCaptivePortalDetection>

       <ClearSmartcardPin UserControllable="true">false</ClearSmartcardPin>

       <IPProtocolSupport>IPv4,IPv6</IPProtocolSupport>

       <AutoReconnect UserControllable="false">true

           <AutoReconnectBehavior

UserControllable="false">ReconnectAfterResume</AutoReconnectBehavior>

       </AutoReconnect>

       <AutoUpdate UserControllable="false">true</AutoUpdate>

       <RSASecurIDIntegration UserControllable="false">Automatic</RSASecurIDIntegration>

       <WindowsLogonEnforcement>SingleLocalLogon</WindowsLogonEnforcement>

       <WindowsVPNEstablishment>LocalUsersOnly</WindowsVPNEstablishment>

       <AutomaticVPNPolicy>false</AutomaticVPNPolicy>

       <PPPExclusion UserControllable="false">Automatic

           <PPPExclusionServerIP UserControllable="false"></PPPExclusionServerIP>

       </PPPExclusion>

       <EnableScripting UserControllable="false">false</EnableScripting>

       <EnableAutomaticServerSelection UserControllable="true">false

           <AutoServerSelectionImprovement>20</AutoServerSelectionImprovement>

           <AutoServerSelectionSuspendTime>4</AutoServerSelectionSuspendTime>

       </EnableAutomaticServerSelection>

       <RetainVpnOnLogoff>false

       </RetainVpnOnLogoff>

       <AllowManualHostInput>true</AllowManualHostInput>

   </ClientInitialization>

   <ServerList>

       <HostEntry>

           <HostName>FLEXVPN</HostName>

           <HostAddress>flexvpn-hub.example.com</HostAddress>

           <PrimaryProtocol>IPsec

               <StandardAuthenticationOnly>true

                   <AuthMethodDuringIKENegotiation>EAP-MD5</AuthMethodDuringIKENegotiation>

                   <IKEIdentity>example.com</IKEIdentity>

               </StandardAuthenticationOnly>

           </PrimaryProtocol>

       </HostEntry>

   </ServerList>

</AnyConnectProfile>

ISE 設定

Admin および CPP 証明書 設定

注: Admin 証明書を変更することは証明書が変更されたノードを再起動します。

ステップ 1. - > システム- > 証明書は管理に行きます- > 証明書署名要求は、Certificate Signing
Requests （CSR）を『Generate』 をクリック します:



呼び出します。 使用可能にされたページ選定された必要な PSN ノードで、必要なフィールドを
一杯にし、SAN フィールドのノードのノード、enroll.cisco.com、cpp.example.com および IP ア
ドレスの FQDN を追加し、『Generate』 をクリック して下さい:



注: このステップのマルチユースを選択すればポータルのために同じ証明書をまた使用でき
ます。

現われられたウィンドウではローカル ワークステーションに pem 形式の CSR を保存するために
『Export』 をクリック して下さい:

ステップ 3.信頼された CA の CSR を歌い、CA から証明書ファイル、また CA 証明書の完全なチ
ェーンを得て下さい（ルートおよび中間物）。

ステップ 4. - > システム- > 証明書は管理に行きます- > 信頼できる証明書は、『Import』 をクリ
ック します。 Next 画面クリックで『File』 を選択 し、ルートCA認証ファイルを選択し、もし必
要なら友好的な名前および説明を一杯にし、信頼されるオプションに必要選択し、『SUBMIT』
をクリック して下さい:



ある場合チェーンのすべての中間証明書のためのこのステップを繰り返して下さい。

ステップ 5.管理に- > システム- > 証明書- > 証明書署名要求、選定された必要な CSR 戻り、バイ
ンド証明書をクリックして下さい:

ステップ 6 開かれたページで『File』 を選択 しましたり、選択しましたり CA から届く証明書フ
ァイルをそしてもし必要なら入力しましたり友好的な名前を、そして選択します使用状況をクリ
ックして下さい: Admin （使用: ポータルはまた CSR がマルチユースで）作成され、『
SUBMIT』 をクリック すればここに選択することができます:



ステップ 7 警告ポップアップでインポートを終えるために『Yes』 をクリック して下さい。
Admin 証明書変更から影響を受けたノードは再起動します:

ポータルのために別途の証明書を使用することにした場合 CPP 証明書を変更するためのステッ
プを繰り返して下さい。 ステップ 6 で使用を選択して下さい: ポータルは『SUBMIT』 をクリッ
ク し、:



ISE 配備のすべての PSN のためのステップを繰り返して下さい。

ISE のローカル ユーザを作成して下さい

注: EAP-MD5 方式によって、ローカル ユーザだけ ISE でサポートされます。

ステップ 1. - > Indentity 管理- > 識別は管理に行きます- > Users は、『Add』 をクリック します
。

呼び出します。 開かれたページでユーザー名、パスワードおよび他の必要な情報を入力し、『
SUBMIT』 をクリック して下さい。



RADIUSクライアントとして FlexVPN HUB を追加して下さい

ステップ 1. - > ポスチャ- > ネットワーク デバイスは作業センターに行きましたり、『Add』 を
クリック します。

Ster 2。 開かれたページでデバイス名を、IP アドレス、他の必要な情報入力し、チェックボック
ス「RADIUS認証設定」をチェックし、共用シークレットを入力し、ページの一番下で『
SUBMIT』 をクリック して下さい。





クライアント プロビジョニング 設定

これらは Anyconnect 設定を準備するステップです。

ステップ 1. Anyconnect パッケージ ダウンロード。 Anyconnect パッケージ自体は ISE からの直
接ダウンロード可能で従って始める前に、AC が PC で利用できることを確認します。 このリン
クは AC ダウンロードに- http://cisco.com/go/anyconnect 使用することができます。 この資料
anyconnect-win-4.5.05030-webdeploy-k9.pkg パッケージで使用されます。

ステップ 2. AC パッケージを、移動作業センターに ISE にアップロードするため- > ポスチャ- >
クライアント プロビジョニング- > Resourcesand は『Add』 をクリック します。 ローカル ディ
スクからエージェントのリソースを選択して下さい。 New ウィンドウでは提供しましたりパッケ
ージを、クリックします『File』 を選択 し、選択します PC の AC パッケージを『Cisco』 を選
択 して下さい。

インポートを終えるために『SUBMIT』 をクリック して下さい。 pacage のハッシュを確認し、
確認します押して下さい。

ステップ 3.準拠性モジュールは ISE にアップロードされなければなりません。 同じページ（作業
センター- > ポスチャ- > クライアント プロビジョニング- > リソース）で Cisco サイトからエー
ジェントのリソースを『Add』 をクリック し、選択して下さい。 リソースリストで準拠性モジ
ュールをチェックし、『SAVE』 をクリック する必要があります。 この資料
AnyConnectComplianceModuleWindows 4.3.50.0 準拠性モジュールに関しては使用されます。

http://www.cisco.com/go/anyconnect


ステップ 4 この場合 AC ポスチャ プロファイルは作成されなければなりません。 NAC エージェ
ントまたは Anyconnect ポスチャ プロファイルを『Add』 をクリック し、選択して下さい。

プロファイルの『Type』 を選択 して下さい。 もしこのシナリオのために使用されれば
AnyConnect。 

●

プロファイル名を規定 して下さい。 プロファイルのプロトコル セクションをポーズをとら
せるためにナビゲートして下さい

●



サーバ名ルールを、このフィールド空である場合もありません規定 して下さい。 フィールド
は適切な名前空間から PSN への AC ポスチャ モジュール接続を制限するワイルドカードと
の FQDN が含まれている場合があります。 どの FQDN でも許可される場合置かれたスター
。

●

ここに規定 される名前および IP はポスチャ ディスカバリのステージ 2 の間に使用中です
（「ISE 2.2" セクションのポスチャ フローのステップ 14 を参照して下さい）。 コロンを使
用して FQDN/IP の後で昏睡状態同様にポート番号ことができます追加する名前を分けること
ができます。

●

ステップ 5.Create AC 設定。 作業センターに- > ポスチャ- > クライアント プロビジョニング- >
リソース ナビゲートし、『Add』 をクリック し、そして AnyConnect 設定を選択して下さい。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/identity-services-engine-22/210523-ISE-posture-style-comparison-for-pre-and.html#anc9
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/identity-services-engine-22/210523-ISE-posture-style-comparison-for-pre-and.html#anc9


AC パッケージを選択して下さい。●

AC 設定名をつけて下さい。●

準拠性モジュール バージョンを選択して下さい。●

ドロップダウン リストから AC ポスチャ 構成プロファイルを選択して下さい。●

ステップ 6.設定クライアント提供方針。 作業センターへの移動- > ポスチャ- > クライアント プ
ロビジョニング。 初期構成の場合にはデフォルトで示されるポリシーの空の値を一杯にできます
。 あなたでは再使用され、上で重複を選択するか、または下記に複写できるポリシーに既存のポ
スチャ 設定にポリシーを、移動追加する必要があって下さい。 真新しいポリシーはまた作成する
ことができます。

これは資料で使用されるポリシーの例です。



結果セクションの AC 設定を選択して下さい。

ポリシーおよび状態をポーズをとらせて下さい

簡単なポスチャ チェックは使用されます。 ISE は端デバイス側のファイル C:\TEST.txt のプロシ
ージャをチェックするために設定されます。 実際のシナリオははるかに複雑である場合もありま
すが、一般のコンフィギュレーションのステップは同じです。

ステップ 1.ポスチャ状態を作成して下さい。 ポスチャ状態は作業センターに- > ポスチャ- > ポリ
シー要素- > 状態あります。 ポスチャ状態の『Type』 を選択 し、『Add』 をクリック して下さ
い。 必要な情報を規定 し、『SAVE』 をクリック して下さい。 あなたの下でかどうかファイル
C:\TEST.txt 存在確認する必要があるサービス状態の例を見つけることができます。

ステップ 2.Posture 必要条件設定。 作業センターへの移動- > ポスチャ- > ポリシー要素- > 必要条
件。 これはファイル TEST.txt プロシージャのための例です:



新しい要件のポスチャ状態を選択し、治療操作を規定 して下さい。

ステップ 3.ポスチャ ポリシー構成。 作業センターへの移動- > ポスチャ- > ポスチャ ポリシー。
あなたの下でポリシーの例をこの資料のために使用されて見つけることができます。 ポリシーに
必須として割り当てられる「ファイル プロシージャ」要件があり、割り当てられる他のどの条件
もありません。 

設定クライアント提供ポータル

リダイレクションのないポスチャに関しては、クライアント提供ポータルの設定は書き換えられ
なければなりません。 作業センターに- > ポスチャ- > クライアント プロビジョニング- > 門脈デ
フォルトを使用するか、またはあなた専有物を作成できるクライアント提供ポータル ナビゲート
して下さい。

それらの設定は非リダイレクション シナリオのための門脈設定で編集する必要があります:



認証では、SSO がユーザ向けのセッションを見つけることができない場合使用する必要があ
る識別出典 シーケンスを規定 して下さい。

●

利用可能なグループの『Identity』 を選択 された 出典 シーケンス リストに従って読み込まれ
ます。 この時点で『Groups』 を選択 する必要があります門脈ログオンのために承認される
。

●

クライアント提供ポータルの FQDN は規定 されなければなりません。 この FQDN は ISE
PSN IP に解決可能であるはずです。 ユーザは最初接続の試みの間に Webブラウザの FQDN
を規定 することを学ぶ必要があります。

●

設定 許可プロファイルおよびポリシー

ポスチャ ステータスが制限 される利用可能ではない必要ではない場合のクライアントのための最
初のアクセス。 これは複数の方法で実現できます:

Radius フィルタid、ローカルで NAD で定義される ACL は未知ポスチャ ステータスのユーザ
に-このアトリビュートと…割り当てることができます。 これが標準 RFC アトリビュートで
あるので、このアプローチはすべての NAD ベンダー用のうまく作動する必要があります。

●

Cisco: cisco-av-pair = IP: インターフェイス構成-非常にローカルで NAD で定義される
Radius フィルタid と、ACL は未知ポスチャ ステータスのユーザに割り当てることができま
す同じような。 設定の例:

●

cisco-av-pair = IP: interface-config=ip アクセスグループ DENY_SERVER

ステップ 1.設定 許可 プロファイル。

いつも通りポスチャのために 2 つの許可プロファイルが必要となります。 最初 1 つは種類のネッ
トワーク アクセス制限が含まれているはずです。 このプロファイルはポスチャ ステータスが対
応と等しくない認証に適用することができます。 第 2 許可 プロファイルはちょうど割り当て
acces が含まれているかもしれないし、対応にポスチャ ステータス等号とのセッションに適用し
ます。

許可 プロファイル移動を作業センターに作成するため- > ポスチャ- > ポリシー要素- > 許可プロ
ファイル。

Radius フィルタid の制限された アクセス プロファイルの例:



cisco-av-pair の制限された アクセス プロファイルの例:



Radius フィルタid の無制限アクセス プロファイルの例:



cisco-av-pair の無制限アクセス プロファイルの例:



ステップ 2.設定承認ポリシー。 このステップ 2 承認ポリシーの間に作成されるべきです。 正常
なポスチャ プロセスの後でフル アクセスを割り当てる未知ポスチャ ステータスの最初の認証要
求を一致する 1 つおよび第 2 1。

それはこのケースのための簡単な承認ポリシーの例です:

認証 ポリシーの設定はこの資料の一部ではないですが、承認ポリシー処理が開始される前に認証
が正常である必要があることに留意する必要があります。

確認



フローの基本検査は 3 主要な手順で構成されるかもしれません:

ステップ 1. FlexVPN HUB の RA VPN セッション 確認:

show crypto session username vpnuser detail

Crypto session current status

Code: C - IKE Configuration mode, D - Dead Peer Detection     

K - Keepalives, N - NAT-traversal, T - cTCP encapsulation     

X - IKE Extended Authentication, F - IKE Fragmentation

R - IKE Auto Reconnect, U - IKE Dynamic Route Update

Interface: Virtual-Access1

Profile: FlexVPN-IKEv2-Profile-1

Uptime: 00:04:40

Session status: UP-ACTIVE     

Peer: 7.7.7.7 port 60644 fvrf: (none) ivrf: (none)

     Phase1_id: example.com

     Desc: (none)

 Session ID: 20  

 IKEv2 SA: local 5.5.5.5/4500 remote 7.7.7.7/60644 Active

         Capabilities:DNX connid:1 lifetime:23:55:20

 IPSEC FLOW: permit ip 0.0.0.0/0.0.0.0 host 10.20.30.107

       Active SAs: 2, origin: crypto map

       Inbound:  #pkts dec'ed 499 drop 0 life (KB/Sec) 4607933/3320

       Outbound: #pkts enc'ed 185 drop 0 life (KB/Sec) 4607945/3320

show crypto ikev2 sa detail

 IPv4 Crypto IKEv2  SA

Tunnel-id Local                 Remote                fvrf/ivrf            Status

1         5.5.5.5/4500          7.7.7.7/60644         none/none            READY  

     Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA512, Hash: SHA512, DH Grp:5, Auth sign: RSA, Auth

verify: EAP

     Life/Active Time: 86400/393 sec

     CE id: 1010, Session-id: 8

     Status Description: Negotiation done

     Local spi: 54EC006180B502D8       Remote spi: C3B92D79A86B0DF8

     Local id: cn=flexvpn-hub.example.com

     Remote id: example.com

     Remote EAP id: vpnuser

     Local req msg id:  0              Remote req msg id:  19        

     Local next msg id: 0              Remote next msg id: 19        

     Local req queued:  0              Remote req queued:  19        

     Local window:      5              Remote window:      1         

     DPD configured for 60 seconds, retry 2

     Fragmentation not  configured.

     Dynamic Route Update: disabled

     Extended Authentication configured.

     NAT-T is detected  outside

     Cisco Trust Security SGT is disabled

     Assigned host addr: 10.20.30.107

     Initiator of SA : No

 IPv6 Crypto IKEv2  SA

ステップ 2.認証フロー 確認（Radius ライブ ログ
）:



最初の認証。 このステップに関しては許可 プロファイルが適用された有効性確認に興味が
あるかもしれません。 予想外許可 プロファイルが適用されたら詳しい認証レポートを調査
して下さい。 Details カラムの拡大鏡をクリックしてこのレポートを開くことができます。
一致する期待する承認ポリシーの条件で詳しい認証レポートの属性を比較できます。

1.

セッションデータは NotApplicable から対応にこの特定のセッション状態例で、変更しまし
た変更します。

2.

ネットワーク アクセス デバイスへの COA。 この COA は ISE 側の NAD 側面および新しい
承認ポリシー割り当てからの新しい認証を押すために正常であるはずです。 COA が失敗し
た理由を調査するために Detailed レポートを開くことができます。 COA においてのほとん
どのよくある 問題は次のとおりである場合もあります: COA タイムアウト 要求を送信 した
どちらかの PSN は-そのようなケースで…要求が方法でどこかに廃棄された COA か NAD
側の COA クライアントで、設定されません。COA 負 ACK - COA が NAD によって受け取
られたいくつかの理由 COA オペレーションが原因で確認することができないことを示して
下さい。 このシナリオ Detailed レポートに関しては詳細な説明が含まれているべきです。

3.

IOS XE が基づいていたのでルータはユーザ向けにこの例のために NAD として、それに続く認証
要求を見ない場合があります使用されました。 これは ISE が VPN サービス interuption を避ける
IOS XE のために COA プッシュを使用するというファクトが原因で起こります。 そのようなシ
ナリオでは、COA 自体は新しい許可 パラメータが含まれています、従って再認証は必要ではな
いです。

ステップ 3.Posture レポート確認-エンドポイントによってオペレーションに- > レポート- > レポ
ート- > エンドポイントおよびユーザ- > ポスチャ アセスメント ナビゲートして下さい。

チェックすることができるどのセッションID が正確なポスチャ要件が各要件にエンドポイントお
よびまたステータスに ISE によって選択されたこのレポートによってが属するか各々の特定のイ
ベントがたとえばようににここからの Detailed レポートを開くことができます。

トラブルシューティング

このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を提供します。



 ヘッドエンドから集まるべき IKEv2 デバッグ:

show crypto session username vpnuser detail

Crypto session current status

Code: C - IKE Configuration mode, D - Dead Peer Detection     

K - Keepalives, N - NAT-traversal, T - cTCP encapsulation     

X - IKE Extended Authentication, F - IKE Fragmentation

R - IKE Auto Reconnect, U - IKE Dynamic Route Update

Interface: Virtual-Access1

Profile: FlexVPN-IKEv2-Profile-1

Uptime: 00:04:40

Session status: UP-ACTIVE     

Peer: 7.7.7.7 port 60644 fvrf: (none) ivrf: (none)

     Phase1_id: example.com

     Desc: (none)

 Session ID: 20  

 IKEv2 SA: local 5.5.5.5/4500 remote 7.7.7.7/60644 Active

         Capabilities:DNX connid:1 lifetime:23:55:20

 IPSEC FLOW: permit ip 0.0.0.0/0.0.0.0 host 10.20.30.107

       Active SAs: 2, origin: crypto map

       Inbound:  #pkts dec'ed 499 drop 0 life (KB/Sec) 4607933/3320

       Outbound: #pkts enc'ed 185 drop 0 life (KB/Sec) 4607945/3320

show crypto ikev2 sa detail

 IPv4 Crypto IKEv2  SA

Tunnel-id Local                 Remote                fvrf/ivrf            Status

1         5.5.5.5/4500          7.7.7.7/60644         none/none            READY  

     Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA512, Hash: SHA512, DH Grp:5, Auth sign: RSA, Auth

verify: EAP

     Life/Active Time: 86400/393 sec

     CE id: 1010, Session-id: 8

     Status Description: Negotiation done

     Local spi: 54EC006180B502D8       Remote spi: C3B92D79A86B0DF8

     Local id: cn=flexvpn-hub.example.com

     Remote id: example.com

     Remote EAP id: vpnuser

     Local req msg id:  0              Remote req msg id:  19        

     Local next msg id: 0              Remote next msg id: 19        

     Local req queued:  0              Remote req queued:  19        

     Local window:      5              Remote window:      1         

     DPD configured for 60 seconds, retry 2

     Fragmentation not  configured.

     Dynamic Route Update: disabled

     Extended Authentication configured.

     NAT-T is detected  outside

     Cisco Trust Security SGT is disabled

     Assigned host addr: 10.20.30.107

     Initiator of SA : No

 IPv6 Crypto IKEv2  SA

1.

 ローカルや遠隔属性の割り当てを見る AAA デバッグ:

show crypto session username vpnuser detail

Crypto session current status

Code: C - IKE Configuration mode, D - Dead Peer Detection     

K - Keepalives, N - NAT-traversal, T - cTCP encapsulation     

2.



X - IKE Extended Authentication, F - IKE Fragmentation

R - IKE Auto Reconnect, U - IKE Dynamic Route Update

Interface: Virtual-Access1

Profile: FlexVPN-IKEv2-Profile-1

Uptime: 00:04:40

Session status: UP-ACTIVE     

Peer: 7.7.7.7 port 60644 fvrf: (none) ivrf: (none)

     Phase1_id: example.com

     Desc: (none)

 Session ID: 20  

 IKEv2 SA: local 5.5.5.5/4500 remote 7.7.7.7/60644 Active

         Capabilities:DNX connid:1 lifetime:23:55:20

 IPSEC FLOW: permit ip 0.0.0.0/0.0.0.0 host 10.20.30.107

       Active SAs: 2, origin: crypto map

       Inbound:  #pkts dec'ed 499 drop 0 life (KB/Sec) 4607933/3320

       Outbound: #pkts enc'ed 185 drop 0 life (KB/Sec) 4607945/3320

show crypto ikev2 sa detail

 IPv4 Crypto IKEv2  SA

Tunnel-id Local                 Remote                fvrf/ivrf            Status

1         5.5.5.5/4500          7.7.7.7/60644         none/none            READY  

     Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA512, Hash: SHA512, DH Grp:5, Auth sign: RSA, Auth

verify: EAP

     Life/Active Time: 86400/393 sec

     CE id: 1010, Session-id: 8

     Status Description: Negotiation done

     Local spi: 54EC006180B502D8       Remote spi: C3B92D79A86B0DF8

     Local id: cn=flexvpn-hub.example.com

     Remote id: example.com

     Remote EAP id: vpnuser

     Local req msg id:  0              Remote req msg id:  19        

     Local next msg id: 0              Remote next msg id: 19        

     Local req queued:  0              Remote req queued:  19        

     Local window:      5              Remote window:      1         

     DPD configured for 60 seconds, retry 2

     Fragmentation not  configured.

     Dynamic Route Update: disabled

     Extended Authentication configured.

     NAT-T is detected  outside

     Cisco Trust Security SGT is disabled

     Assigned host addr: 10.20.30.107

     Initiator of SA : No

 IPv6 Crypto IKEv2  SA

AnyConnect クライアントからの投げ矢。3.
解決するポスチャ プロセスに関してはそれらの ISE コンポーネントはポスチャ プロセスが
起こる場合がある ISE ノードのデバッグで有効に ならなければなりません:クライアント
webapp -エージェント プロビジョニングに責任があるコンポーネント。 ターゲット ログ フ
ァイル guest.log および ise-psc.log。guestacess - （要求が間違った PSN に来る場合の）門
脈コンポーネントおよびセッション オーナー ルックアップを提供しているクライアントに
責任があるコンポーネント。 ターゲット ログ ファイル- guest.log。提供-クライアント提供
方針処理する役割があるコンポーネント。 ターゲット ログ ファイル- guest.log。ポスチャ-
すべてポスチャ 関連するイベント。 ターゲット ログ ファイル- ise-psc.log

4.

クライアント側の場合解決することは使用できます:AnyConnect.txt -このファイルは投げ矢
バンドルで見つけられ、VPN トラブルシューティングに使用することができます。
acisensa.log -クライアント側のクライアント プロビジョニング失敗の場合でこのファイル
は NSA がダウンロードされた同じフォルダで作成されます（普通 Windows のためのダウン

5.



ロード ディレクトリ）、AnyConnect_ISEPosture.txt -このファイルはディレクトリ Cisco
AnyConnect ISE ポスチャ モジュールの投げ矢バンドルで見つけることができます。 ISE
PSN ディスカバリについてのすべての情報およびポスチャ フローの一般的な手順はこのフ
ァイルに記録 されます。
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