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概要

この資料に Cisco サイバー ビジョン（CCV）プラットフォーム Exchange グリッド v2
（pxGrid）に 3.1.0 で Identity Services Engine （ISE） 2.7 統合を設定し解決する方法を記述され
ています。 CCV はパブリッシャとして pxGrid v2 に登録され、IOTASSET 辞書のための ISE に
エンドポイント属性の情報を配布します。

前提条件

要件

Cisco では、次の項目について基本的な知識があることを推奨しています。

ISE●

Cisco サイバー ビジョン●

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 2.7 パッチ 1●

Cisco サイバー視野バージョン 3.1.0●

s/w 15.2(6)E の産業イーサネット スイッチ IE-4000-4TC4G-E●

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。

設定

高レベル流れ図



この ISE 配備は設定で使用されます。

ISE 2.7-1ek はプライマリ Adamin ノード（PAN）ノードおよび pxGrid ノードです。

ISE 2.7-2ek は有効に なる pxGrid プローブのポリシー Service Node （PSN）です。

以前に述べられたダイアグラムに対応するステップはここにあります。

1. pxGrid バージョン 2.対応するログによる ISE の assetTopic への CCV 登録からの CCV:

注: pxGrid を検討することは CCV を発行します次のコマンド journalctl を- u pxgrid エージ
ェント ログオンします。

root@center:~# journalctl -u pxgrid-agent -f

Jun 24 13:31:03 center pxgrid-agent-start.sh[1310]: pxgrid-agent RPC server listening to:

'/tmp/pxgrid-agent.sock' [caller=main.go:102]

Jun 24 13:31:03 center pxgrid-agent-start.sh[1310]: pxgrid-agent Request

path=/pxgrid/control/AccountActivate body={}

[caller=control.go:127]

Jun 24 13:31:03 center pxgrid-agent-start.sh[1310]: pxgrid-agent Account activated

[caller=pxgrid.go:76]

Jun 24 13:31:03 center pxgrid-agent-start.sh[1310]: pxgrid-agent Request

path=/pxgrid/control/ServiceRegister

body={"name":"com.cisco.endpoint.asset","properties":{"assetTopic":"/topic/com.cisco.endpoint.as



set

Jun 24 13:31:03 center pxgrid-agent-start.sh[1310]: pxgrid-agent Service registered, ID:

4b9af94b-9255-46df-b5ef-24bdbba99f3a

[caller=pxgrid.go:94]

Jun 24 13:31:03 center pxgrid-agent-start.sh[1310]: pxgrid-agent Request

path=/pxgrid/control/ServiceLookup

body={"name":"com.cisco.ise.pubsub"} [caller=control.go:127]

Jun 24 13:31:03 center pxgrid-agent-start.sh[1310]: pxgrid-agent Request

path=/pxgrid/control/AccessSecret

body={"peerNodeName":"com.cisco.ise.pubsub"} [caller=control.go:127]

Jun 24 13:31:03 center pxgrid-agent-start.sh[1310]: pxgrid-agent Websocket connect

url=wss://ISE27-1ek.example.com:8910/pxgrid/ise/pubsub [caller=endpoint.go:102]

Jun 24 13:31:03 center pxgrid-agent-start.sh[1310]: pxgrid-agent STOMP CONNECT host=10.48.17.86

[caller=endpoint.go:111]

Jun 24 13:33:27 center pxgrid-agent-start.sh[1310]: pxgrid-agent API: getSyncStatus

[caller=sync_status.go:34]

Jun 24 13:33:28 center pxgrid-agent-start.sh[1310]: pxgrid-agent Cyber Vision is in sync with

ISE [caller=assets.go:67]

Jun 24 13:36:03 center pxgrid-agent-start.sh[1310]: pxgrid-agent Request

path=/pxgrid/control/ServiceReregister

body={"id":"4b9af94b-9255-46df-b5ef-24bdbba99f3a"} [caller=control.go:127]

2. 有効に なる pxGrid プローブの ISE PSN は既存の pxGrid アセット（profiler.log）のバルク ダ
ウンロードをします:

2020-06-24 13:41:37,091 DEBUG [ProfilerINDSubscriberPoller-56-thread-1][]

cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::::- Looking for new publishers ...

2020-06-24 13:41:37,104 DEBUG [ProfilerINDSubscriberPoller-56-thread-1][]

cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::::- Existing services are:

[Service [name=com.cisco.endpoint.asset, nodeName=cv-jens,

properties={assetTopic=/topic/com.cisco.endpoint.asset,

restBaseUrl=https://Center:8910/pxgrid/ind/asset/,

wsPubsubService=com.cisco.ise.pubsub}]]

2020-06-24 13:41:37,104 INFO [ProfilerINDSubscriberPoller-56-thread-1][]

cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::::- New services are: []

2020-06-24 13:41:37,114 INFO [ProfilerINDSubscriberPoller-56-thread-1][]

cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::::- NODENAME:cv-jens

2020-06-24 13:41:37,114 INFO [ProfilerINDSubscriberPoller-56-thread-1][]

cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::::- REQUEST

BODY{"offset":"0","limit":"500"}

2020-06-24 13:41:37,158 INFO [ProfilerINDSubscriberPoller-56-thread-1][]

cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::::- Response status={}200

2020-06-24 13:41:37,159 INFO [ProfilerINDSubscriberPoller-56-thread-1][]

cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::::- Content: {OUT_OF_SYNC}

2020-06-24 13:41:37,159 INFO [ProfilerINDSubscriberPoller-56-thread-1][]

cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::::- Status is :{OUT_OF_SYNC}

2020-06-24 13:41:37,159 DEBUG [ProfilerINDSubscriberPoller-56-thread-1][]

cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::::-

Static set after adding new services: [Service [name=com.cisco.endpoint.asset,

nodeName=cv-jens, properties={assetTopic=/topic/com.cisco.endpoint.asset,

restBaseUrl=https://Center:8910/pxgrid/ind/asset/, wsPubsubService=com.cisco.ise.pubsub}]]

2020-06-24 13:41:37,169 INFO [ProfilerINDSubscriberBulkRequestPool-77-thread-1][]

cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::::- NODENAME:cv-jens

2020-06-24 13:41:37,169 INFO [ProfilerINDSubscriberBulkRequestPool-77-thread-1][]

cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::::- REQUEST

BODY{"offset":"0","limit":"500"}

2020-06-24 13:41:37,600 INFO [ProfilerINDSubscriberBulkRequestPool-77-thread-1][]

cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::::- Response status={}200

2020-06-24 13:41:37,604 INFO [ProfilerINDSubscriberBulkRequestPool-77-thread-1][]

cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::::- Content:

{"assets":[{"assetId":"88666e21-6eba-5c1e-b6a9-930c6076119d","assetName":"Xerox

0:0:0","assetIpAddress":"",



"assetMacAddress":"00:00:00:00:00:00","assetVendor":"XEROX

3. エンドポイントは有効に なる pxGrid プローブの PSN に追加され、PSN 送信はイベントこれ
らのエンドポイント（profiler.log）を保存する PAN に持続します。 ISE で作成されるエンドポイ
ントはコンテキスト表示の下のエンドポイント 詳細で表示することができます。

2020-06-24 13:41:37,677 DEBUG [ProfilerINDSubscriberBulkRequestPool-77-thread-1][]

cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::::- mac address is :28:63:36:1e:10:05ip

address is :192.168.105.150

2020-06-24 13:41:37,677 DEBUG [ProfilerINDSubscriberBulkRequestPool-77-thread-1][]

cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::::- sending endpoint to

forwarder{"assetId":

"01c8f9dd-8538-5eac-a924-d6382ce3df2d","assetName":"Siemens

192.168.105.150","assetIpAddress":"192.168.105.150",

"assetMacAddress":"28:63:36:1e:10:05","assetVendor":"Siemens

AG","assetProductId":"","assetSerialNumber":"",

"assetDeviceType":"","assetSwRevision":"","assetHwRevision":"","assetProtocol":"ARP,

S7Plus","assetCustomAttributes":[],

"assetConnectedLinks":[]}

2020-06-24 13:41:37,677 INFO [ProfilerINDSubscriberBulkRequestPool-77-thread-1][]

cisco.profiler.infrastructure.probemgr.Forwarder -::::- Forwarder Mac 28:63:36:1E:10:05

MessageCode null epSource pxGrid Probe

2020-06-24 13:41:37,677 DEBUG [ProfilerINDSubscriberBulkRequestPool-77-thread-1][]

cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::::- Endpoint is

proccessedEndPoint[id=<null>,name=<null>]

MAC: 28:63:36:1E:10:05

Attribute:BYODRegistration value:Unknown

Attribute:DeviceRegistrationStatus value:NotRegistered

Attribute:EndPointPolicy value:Unknown

Attribute:EndPointPolicyID value:

Attribute:EndPointSource value:pxGrid Probe

Attribute:MACAddress value:28:63:36:1E:10:05

Attribute:MatchedPolicy value:Unknown

Attribute:MatchedPolicyID value:

Attribute:NmapSubnetScanID value:0

Attribute:OUI value:Siemens AG

Attribute:PolicyVersion value:0

Attribute:PortalUser value:

Attribute:PostureApplicable value:Yes

Attribute:StaticAssignment value:false

Attribute:StaticGroupAssignment value:false

Attribute:Total Certainty Factor value:0

Attribute:assetDeviceType value:

Attribute:assetHwRevision value:

Attribute:assetId value:01c8f9dd-8538-5eac-a924-d6382ce3df2d

Attribute:assetIpAddress value:192.168.105.150

Attribute:assetMacAddress value:28:63:36:1e:10:05

Attribute:assetName value:Siemens 192.168.105.150

Attribute:assetProductId value:

Attribute:assetProtocol value:ARP, S7Plus

Attribute:assetSerialNumber value:

Attribute:assetSwRevision value:

Attribute:assetVendor value:Siemens AG

Attribute:ip value:192.168.105.150

Attribute:SkipProfiling value:false

4. グループにエンドポイントを置いた後、CCV 送信はメッセージ カスタム属性のグループ デー
タのエンドポイントをアップデートするポート 8910 によってずかずかと歩きます。 対応するロ
グからの CCV:

root@center:~# journalctl -u pxgrid-agent -f



Jun 24 14:32:04 center pxgrid-agent-start.sh[1216]: pxgrid-agent STOMP SEND

destination=/topic/com.cisco.endpoint.asset

body={"opType":"UPDATE","asset":{"assetId":"ce01ade2-eb6f-53c8-a646-9661b10c976e",

"assetName":"Cisco

a0:3a:59","assetIpAddress":"","assetMacAddress":"00:f2:8b:a0:3a:59","assetVendor":"Cisco

Systems, Inc",

"assetProductId":"","assetSerialNumber":"","assetDeviceType":"","assetSwRevision":"","assetHwRev

ision":"","assetProtocol":"",

"assetCustomAttributes":[{"key":"assetGroup","value":"Group1"},{"key":"assetCCVGrp","value":"Gro

up1"}],

"assetConnectedLinks":[]}} [caller=endpoint.go:118]

5. PxGrid ノードはずかずかと歩き、すべてのサブスクライバに転送しますこのメッセージを、そ
れ含まれています有効に なる pxGrid プローブの PSN が受け取りますアップデート。 pxGrid ノ
ードの pxgrid-server.log。

2020-06-24 14:40:13,765 TRACE [Thread-1631][] cpm.pxgridwebapp.ws.pubsub.StompPubsubEndpoint -

:::::-

stomp=SEND:{content-length=453, destination=/topic/com.cisco.endpoint.asset}

2020-06-24 14:40:13,766 TRACE [Thread-1631][] cpm.pxgridwebapp.ws.pubsub.StompPubsubEndpoint -

:::::-

session [2b,cv-jens,OPEN] is permitted (cached) to send to

topic=/topic/com.cisco.endpoint.asset:

2020-06-24 14:40:13,766 TRACE [Thread-1631][]

cpm.pxgridwebapp.ws.pubsub.SubscriptionThreadedDistributor -:::::-

Distributing stomp frame from=[2b,cv-jens,OPEN], topic=/topic/com.cisco.endpoint.asset,

true:true

2020-06-24 14:40:13,766 TRACE [Thread-1631][]

cpm.pxgridwebapp.ws.pubsub.SubscriptionThreadedDistributor -:::::-

Distributing stomp frame from=[2b,cv-jens,OPEN],

topic=/topic/com.cisco.endpoint.asset,to=[19,ise-admin-ise27-2ek,OPEN]

2020-06-24 14:40:13,766 TRACE [Thread-1631][]

cpm.pxgridwebapp.ws.pubsub.SubscriptionThreadedDistributor -:::::-

Distributing stomp frame from=[2b,cv-jens,OPEN], topic=/topic/wildcard,to=[2a,ise-fanout-ise27-

1ek,OPEN]

6. 有効に なる pxGrid ノードから pxGrid プローブの PSN はアセット トピックのサブスクライバ
でメッセージを受け取り、エンドポイント（profiler.log）をアップデートします。 ISE の更新済
エンドポイントはコンテキスト表示の下のエンドポイント 詳細で表示することができます。

2020-06-24 14:40:13,767 DEBUG [Grizzly(2)][]

cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::::-

Parsing push notification response: {"opType":"UPDATE","asset":{"assetId":"ce01ade2-eb6f-53c8-

a646-9661b10c976e",

"assetName":"Cisco

a0:3a:59","assetIpAddress":"","assetMacAddress":"00:f2:8b:a0:3a:59","assetVendor":"Cisco

Systems, Inc",

"assetProductId":"","assetSerialNumber":"","assetDeviceType":"","assetSwRevision":"","assetHwRev

ision":"",

"assetProtocol":"","assetCustomAttributes":[{"key":"assetGroup","value":"Group1"},{"key":"assetC

CVGrp","value":"Group1"}],

"assetConnectedLinks":[]}}

2020-06-24 14:40:13,767 DEBUG [Grizzly(2)][]

cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::::-

sending endpoint to forwarder{"assetId":"ce01ade2-eb6f-53c8-a646-

9661b10c976e","assetName":"Cisco a0:3a:59","assetIpAddress":"",

"assetMacAddress":"00:f2:8b:a0:3a:59","assetVendor":"Cisco Systems,

Inc","assetProductId":"","assetSerialNumber":"",

"assetDeviceType":"","assetSwRevision":"","assetHwRevision":"","assetProtocol":"",

"assetCustomAttributes":[{"key":"assetGroup","value":"Group1"},{"key":"assetCCVGrp","value":"Gro

up1"}],"assetConnectedLinks":[]}



2020-06-24 14:40:13,768 INFO [Grizzly(2)][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.Forwarder -

::::-

Forwarder Mac 00:F2:8B:A0:3A:59 MessageCode null epSource pxGrid Probe

2020-06-24 14:40:13,768 DEBUG [forwarder-9][]

cisco.profiler.infrastructure.probemgr.ForwarderHelper -:

00:F2:8B:A0:3A:59:87026690-b628-11ea-bdb7-82edacd9a457:ProfilerCollection:- sequencing Radius

message for mac = 00:F2:8B:A0:3A:59

2020-06-24 14:40:13,768 INFO [forwarder-9][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.Forwarder -:

00:F2:8B:A0:3A:59:9d077480-b628-11ea-bdb7-82edacd9a457:ProfilerCollection:-

Processing endpoint:00:F2:8B:A0:3A:59 MessageCode null epSource pxGrid Probe

2020-06-24 14:40:13,768 DEBUG [forwarder-9][] com.cisco.profiler.im.EndPoint -:

00:F2:8B:A0:3A:59:9d077480-b628-11ea-bdb7-82edacd9a457:ProfilerCollection:-

filtered custom attributes are:{assetGroup=Group1, assetCCVGrp=Group1}

2020-06-24 14:40:13,768 DEBUG [forwarder-9][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.Forwarder -

:

00:F2:8B:A0:3A:59:9d077480-b628-11ea-bdb7-82edacd9a457:ProfilerCollection:- Radius

Filtering:00:F2:8B:A0:3A:59

2020-06-24 14:40:13,768 DEBUG [forwarder-9][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.Forwarder -

:

00:F2:8B:A0:3A:59:9d077480-b628-11ea-bdb7-82edacd9a457:ProfilerCollection:- Endpoint

Attributes:EndPoint[id=<null>,name=<null>]

MAC: 00:F2:8B:A0:3A:59

Attribute:2309ae60-693d-11ea-9cbe-02251d8f7c49 value:Group1

Attribute:BYODRegistration value:Unknown

Attribute:DeviceRegistrationStatus value:NotRegistered

Attribute:EndPointProfilerServer value:ISE27-2ek.example.com

Attribute:EndPointSource value:pxGrid Probe

Attribute:MACAddress value:00:F2:8B:A0:3A:59

Attribute:NmapSubnetScanID value:0

Attribute:OUI value:Cisco Systems, Inc

Attribute:PolicyVersion value:0

Attribute:PortalUser value:

Attribute:PostureApplicable value:Yes

Attribute:assetDeviceType value:

Attribute:assetGroup value:Group1

Attribute:assetHwRevision value:

Attribute:assetId value:ce01ade2-eb6f-53c8-a646-9661b10c976e

Attribute:assetIpAddress value:

Attribute:assetMacAddress value:00:f2:8b:a0:3a:59

Attribute:assetName value:Cisco a0:3a:59

Attribute:assetProductId value:

Attribute:assetProtocol value:

Attribute:assetSerialNumber value:

Attribute:assetSwRevision value:

Attribute:assetVendor value:Cisco Systems, Inc

Attribute:SkipProfiling value:false

7. pxGrid プローブによって有効に される再プロファイルの PSN は新しいポリシーとしてエンド
ポイント一致します（profiler.log）。

2020-06-24 14:40:13,773 INFO [forwarder-9][]

cisco.profiler.infrastructure.profiling.ProfilerManager -:

00:F2:8B:A0:3A:59:9d077480-b628-11ea-bdb7-82edacd9a457:Profiling:- Classify Mac

00:F2:8B:A0:3A:59 MessageCode null epSource pxGrid Probe

2020-06-24 14:40:13,777 DEBUG [forwarder-9][]

cisco.profiler.infrastructure.profiling.ProfilerManager -:

00:F2:8B:A0:3A:59:9d077480-b628-11ea-bdb7-82edacd9a457:Profiling:- Policy Cisco-Device matched

00:F2:8B:A0:3A:59 (certainty 10)

2020-06-24 14:40:13,777 DEBUG [forwarder-9][]

cisco.profiler.infrastructure.profiling.ProfilerManager -:

00:F2:8B:A0:3A:59:9d077480-b628-11ea-bdb7-82edacd9a457:Profiling:- Policy ekorneyc_ASSET_Group1

matched 00:F2:8B:A0:3A:59 (certainty 20)

2020-06-24 14:40:13,778 DEBUG [forwarder-9][]



cisco.profiler.infrastructure.profiling.ProfilerManager -:

00:F2:8B:A0:3A:59:9d077480-b628-11ea-bdb7-82edacd9a457:Profiling:- After analyzing policy

hierarchy: Endpoint:

00:F2:8B:A0:3A:59 EndpointPolicy:ekorneyc_ASSET_Group1 for:20 ExceptionRuleMatched:false

2020-06-24 14:40:13,778 DEBUG [forwarder-9][]

cisco.profiler.infrastructure.profiling.ProfilerManager -:

00:F2:8B:A0:3A:59:9d077480-b628-11ea-bdb7-82edacd9a457:Profiling:- Endpoint 00:F2:8B:A0:3A:59

Matched Policy Changed.

2020-06-24 14:40:13,778 DEBUG [forwarder-9][]

cisco.profiler.infrastructure.profiling.ProfilerManager -:

00:F2:8B:A0:3A:59:9d077480-b628-11ea-bdb7-82edacd9a457:Profiling:- Endpoint 00:F2:8B:A0:3A:59

IdentityGroup Changed.

2020-06-24 14:40:13,778 DEBUG [forwarder-9][]

cisco.profiler.infrastructure.profiling.ProfilerManager -:

00:F2:8B:A0:3A:59:9d077480-b628-11ea-bdb7-82edacd9a457:Profiling:- Setting identity group ID on

endpoint

00:F2:8B:A0:3A:59 - 91b0fd10-a181-11ea-a1a3-fe7d097d8c61

2020-06-24 14:40:13,778 DEBUG [forwarder-9][]

cisco.profiler.infrastructure.profiling.ProfilerManager -:

00:F2:8B:A0:3A:59:9d077480-b628-11ea-bdb7-82edacd9a457:Profiling:- Calling end point cache with

profiled end point

00:F2:8B:A0:3A:59, policy ekorneyc_ASSET_Group1, matched policy ekorneyc_ASSET_Group1

2020-06-24 14:40:13,778 DEBUG [forwarder-9][]

cisco.profiler.infrastructure.profiling.ProfilerManager -:

00:F2:8B:A0:3A:59:9d077480-b628-11ea-bdb7-82edacd9a457:Profiling:- Sending event to persist end

point

00:F2:8B:A0:3A:59, and ep message code = null

2020-06-24 14:40:13,778 DEBUG [forwarder-9][]

cisco.profiler.infrastructure.profiling.ProfilerManager -:

00:F2:8B:A0:3A:59:9d077480-b628-11ea-bdb7-82edacd9a457:Profiling:- Endpoint 00:F2:8B:A0:3A:59

IdentityGroup / Logical Profile Changed. Issuing a Conditional CoA

設定 

注: ステップ 1 - assetGroup のおよびコンテキスト表示のちょうど表示がありたくて 4 が必
要となります。

1. PSN の 1 つの有効 pxGrid プローブ

Administration > システム > 配備に、PSN ペルソナの選定された ISE ノード ナビゲートして下さ
い。 Configuration タブのプロファイルに切り替えて下さい。 pxGrid プローブが有効に なるよう
にして下さい。



2. ISE のエンドポイント カスタム属性を設定して下さい

Administration > アイデンティティ管理 > 設定 > エンドポイント カスタム属性にナビゲートして
下さい。 このイメージに従ってカスタム属性（assetGroup）を設定して下さい。 CCV 3.1.0 サ
ポート カスタム assetGroup アトリビュートだけ。



3. カスタム属性を使用する設定プロファイラー ポリシー

[Work Centers] > [Profiler] > [Profiling Policies] に移動します。 [Add] をクリックします。 このイ
メージと同じようなプロファイラー ポリシーを設定して下さい。 このポリシーで使用される条件
式は CUSTOMATTRIBUTE です: assetGroup は Group1 に匹敵します。



4. 適用をプロファイルするための有効カスタム属性

[Work Centers] > [Profiler] > [Profiling Policies] に移動します。 [Add] をクリックします。 このイ
メージと同じようなプロファイラー ポリシーを設定して下さい。 適用をプロファイルするための
有効カスタム属性を有効に されます確認して下さい。

5. pxGrid クライアントのための自動承認を設定して下さい

Administration > pxGrid に保守します > 設定ナビゲートして下さい。 自動的に承認し、新しい認
証ベース アカウントを『SAVE』 をクリック します選択して下さい。 このステップは一度統合
が行われることを CCV を承認する必要はないようにします。

6. エクスポート CCV 証明書

Admin > pxGrid への移動。 [Download certificate] をクリックします。 この証明書は pxGrid 登録
の間に使用されます、従って ISE はそれを信頼するはずです。



7. ISE によって信頼されるストアへのアップ ロード CCV 識別証明書

Administration > 証明書 > Certificate Management > 信頼できる証明書にナビゲートして下さい。
『Import』 をクリック して下さい。 ステップ 5.から CCV 証明書を『SUBMIT』 をクリック し
ます 『Browse』 をクリック し、選択して下さい。

8. CCV のための証明書を生成して下さい

pxGrid 統合およびアップデートの間に、CCV はクライアント 認証を必要とします。 それは
PxGrid_Certificate_Template を使用して ISE 内部 CA によって、発行する必要があります。

Administration > pxGrid に保守します > 証明書ナビゲートして下さい。 このイメージに従ってフ
ィールドにデータ入力して下さい。 Common Name （CN） フィールドは ISE CA の目的が識別
証明書を発行することであるので必須です。 CN フィールドの値です重要 CCV のホスト名を入
力する必要があります。 ホスト名を- CCV の…チェックするために、hostname コマンドを発行
して下さい。 PKCS12 をように証明書ダウンロード フォーマット選択して下さい。

root@center:~# hostname

center



root@center:~#

9. PKCS12 フォーマットの証明書 チェーンをダウンロードして下さい

PKCS12 フォーマットに証明書をインストールするとき CCV 識別証明書 ISE 内部 CA チェーン
と共に pxGrid コミュニケーションが ISE から、たとえば、pxGrid キープアライブ メッセージ始
められるときで CCV その CCV 信頼 ISE を確認するためにインストールされています。



10. CCV の設定 ISE 統合 詳細

Admin > pxGrid への移動。 Configure ノード名前は ISE に、この名前 Administration > pxGrid の
クライアントネームが > Web クライエント保守するように表示されます。 ISE pxGrid ノードの
ホスト名および IP アドレスを設定して下さい。 CCV が ISE FQDN を解決できるようにして下さ
い。

11. CCV の証明書 チェーンをアップ ロードし、統合を起動させて下さい

Admin > pxGrid にナビゲートして下さい。 証明書を『Change』 をクリック して下さい。 select
certificate ステップからの ISE CA によって 8-9 を発行しました。 パスワードをステップ 8.から
入力し、『OK』 をクリック して下さい。

、誘発する実際の CCV 『Update』 をクリック して下さい- ISE 統合。

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。



CCV 統合 確認

統合が行われれば、Admin > pxGrid にナビゲートによって成功していますそれを確認できます。
接続が ISE サーバの下にアクティブメッセージであることを見るはずです。

ISE 統合 確認

Administration > pxGrid に保守します > Web クライエント ナビゲートして下さい。 CCV クライ
アント（cv イェンス）のステータスがオンになっていることを確認して下さい。

注: pxGrid v1 ステータスだけ表示するのですべての Clients メニューでオフラインように
CCV pxGrid クライアントのステータスを見ることを期待します。



注: すぐに CCV はそれ /topic/com.cisco.ise.endpoint.asset があることを見ない
CSCvt78208 が原因で最初に送達した上でだけ示されます。

CCV グループ変更を確認して下さい

探索するために > すべてのデータ > コンポーネント リスト ナビゲートして下さい。 コンポーネ
ントの 1 つをクリックし、グループにそれを追加して下さい。

/topic/com.cisco.ise.endpoint.asset が CCV に対するパブリケーションとして今リストされている
ことを確認して下さい。

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt78208


CCV によって割り当てられる Group1 が ISE に反映され、ポリシーをプロファイルしてコンテキ
スト表示 > エンドポイントことをにナビゲートによって実施されたことを確認して下さい。 前の
手順でアップデートされるエンドポイントを選択して下さい。 Attributes タブに切り替えて下さ
い。 カスタム属性 セクションは最近設定されたグループを反映する必要があります。



他の属性セクションは CCV から届く他のアセット属性をすべてリストします。



トラブルシューティング

ここでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報について説明します。

ISE の有効デバッグ

ISE のデバッグを、移動 Administration > システム > ロギング > デバッグ ログ 設定に有効に す
るため。 これらへの一定ログ レベル:

ペルソナ コンポーネント名 ログ レベル チェックするべきファイル
PAN （オプションの） プロファイラー デバッグ profiler.log
有効に なる pxGrid プロー
ブの PSN プロファイラー デバッグ profiler.log

pxGrid pxgrid トレース pxgrid-server.log

CCV の有効デバッグ

デバッグをの有効に するため CCV:



タッチ /data/etc/sbs/pxgrid-agent.conf コマンドでファイル /data/etc/sbs/pxgrid-agent.conf を
作成して下さい

●

VI /data/etc/sbs/pxgrid-agent.conf コマンドで vi エディタの使用の pxgrid-agent.conf ファイ
ルにこの内容を貼り付けて下さい

●

# /data/etc/sbs/pxgrid-agent.conf

base:

loglevel: debug

systemctl 再始動 pxgrid エージェント コマンドの実行によって pxgrid エージェントを再起動
して下さい

●

journalctl が付いているログを- u pxgrid エージェント コマンド調べて下さい●

バルク ダウンロードは失敗します

CCV 発行はダウンロード URL 統合の間にに ISE かさ張ります。 有効に なるこの URL の使用と
pxGrid プローブの ISE PSN はバルク ダウンロードを行います。 次の内容を確認してください。

URL のホスト名は ISE 観点から正しく解決可能です●

ポート 8910 に CCV の PSN からの通信は許可されます●

有効に なる pxGrid プローブの PSN の profiler.log:

INFO [ProfilerINDSubscriberPoller-58-thread-1][]

cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::::- New services are:

[Service [name=com.cisco.endpoint.asset, nodeName=cv-jens4,

properties={assetTopic=/topic/com.cisco.endpoint.asset,

restBaseUrl=https://Center:8910/pxgrid/ind/asset/, wsPubsubService=com.cisco.ise.pubsub}]]

バルク ダウンロードはそれを確認するために ISE の profiler.log のこのエラーを見るはずです
CSCvt75422 が原因で失敗する場合があります。 問題は CCV 3.1.0 で修正されます。

2020-04-09 10:47:22,832 ERROR [ProfilerINDSubscriberBulkRequestPool-212-thread-1][]

cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber

-::::- ProfilerError while sending bulkrequest to cv-jens4:This is not a JSON Object.

java.lang.IllegalStateException: This is not a JSON Object.

at com.google.gson.JsonElement.getAsJsonObject(JsonElement.java:83)

at

com.cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber.parseJsonBulkResponse(INDSubscriber.jav

a:161)

at

com.cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber$BulkRequestWorkerThread.run(INDSubscrib

er.java:532)

at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)

at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)

at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

ISE ですべてのエンドポイントが作成されません

CCV のいくつかのエンドポイントは接続される余りにも多くの属性がある場合がありますそれ故
に ISE データベースはそれを処理できません。 それは ISE の profiler.log のこれらのエラーを見
る場合確認することができます。

2020-05-29 00:01:25,228 ERROR [admin-http-pool1][] com.cisco.profiler.api.EDFEndPointHandler -

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt75422


::::-

Failed to create endpoint 00:06:F6:2A:C4:2B ORA-12899:

value too large for column "CEPM"."EDF_EP_MASTER"."EDF_ENDPOINTIP" (actual:660, maximum: 100)

2020-05-29 00:01:25,229 ERROR [admin-http-pool1][] com.cisco.profiler.api.EDFEndPointHandler -

::::-

Unable to create the endpoint.:ORA-12899:

value too large for column "CEPM"."EDF_EP_MASTER"."EDF_ENDPOINTIP" (actual: 660, maximum: 100)

com.cisco.epm.edf2.exceptions.EDF2SQLException: ORA-12899:

value too large for column "CEPM"."EDF_EP_MASTER"."EDF_ENDPOINTIP" (actual: 660, maximum: 100)

AssetGroup は ISE で利用できません

AssetGroup が ISE で利用できない場合、最もおそらくプロファイル ポリシーはカスタム属性を
使用して設定されません（ステップを 2-4 参照して下さい。 資料の設定部品）。 コンテキスト表
示のために、ちょうどグループ属性を表示するために、ステップからのポリシーおよび他の設定
をプロファイルして 2-4 は必須です。

エンドポイント グループ更新は ISE に反映されません

CSCvu80175 が原因で、CCV は CCV 統合の直後にリブートまでの ISE にエンドポイント更新を
送達しません。 統合が回避策として行われれば CCV をリブートできます。

CCV からグループを取除くことは ISE からそれを取除かないことです

この問題は CCV CCV 期待された形式と別を持っていることからのグループ削除の間に送信され
る CSCvu47880.The pxGrid アップデートの既知問題が見られた原因ですそれ故にグループは取
除かれません。

CCV Web クライエントから廃棄します

この問題はクライアントが Web クライエントからの完全な削除に先行している OFF 状態に移行
する ISE CSCvu47880 の既知問題が見られた原因です。 問題は 2.6 パッチで 7 および 2.7 修正
します ISE の 2 つを解決されます。

ISE の pxgrid-server.log のこれらのエラーを見る場合それを確認できます:

2020-06-26 09:42:28,772 DEBUG [Pxgrid-SessionManager-LookupAccountsTask][]

cpm.pxgridwebapp.ws.pubsub.StompPubsubEndpoint -:::::-

onClose: session=[14f,CLOSED], sessionInfo=WSSessionInfo [id=336, nodeName=cv-jens,

addr=10.48.43.241, sessionID=14f, status=OFF,

creationTime=2020-06-26 08:19:28.726, closeTime=2020-06-26 09:42:28.772,

reason=VIOLATED_POLICY:Did not receive a pong: too slow ...,

subscriptions=[], publications=[/topic/com.cisco.endpoint.asset]]

CCV TrustSec 使用例の ISE 統合

この設定は TrustSec が時 CCV の ISE 統合がエンドツーエンド セキュリティにどのように寄与
できるか示します。 これは統合が行われれば統合がどのようにの使用することができるか例のち
ょうど 1 つです。

注: TrustSec スイッチ設定説明はこの技術情報のスコープの外にありますが、それは付録で
見つけることができます。

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvu80175
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvu80175
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvu47880
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvu47880


トポロジーおよびフロー

設定

1. 設定 ISE の拡張が容易なグループ タグ

以前に述べられる使用例を実現させるために TrustSec タグの IOT_Group1_Asset および
IOT_Group2_Asset はそれぞれ Group2 からの Group1 CCV アセットを区別するために手動で設
定されます。 作業センター > TrustSec > コンポーネント > Security にグループ ナビゲートして
下さい。 [Add] をクリックします。 イメージに示すように SGT を挙げて下さい。

2. グループ 2 のためのカスタム属性でプロファイラー ポリシーを設定して下さい



注: グループ 1 のための設定をプロファイルすることは資料の最初の一部のステップ 3.でさ
れました。

[Work Centers] > [Profiler] > [Profiling Policies] に移動します。 [Add] をクリックします。 このイ
メージと同じようなプロファイラー ポリシーを設定して下さい。 このポリシーで使用される条件
式は CUSTOMATTRIBUTE です: assetGroup は Group2 に匹敵します。

3. ISE のエンドポイント識別グループに基づく SGT を割り当てる設定承認ポリシー

ポリシー > ポリシー セットへの移動。 ポリシー セットを選択し、このイメージによって承認ポ
リシーを設定して下さい。 その結果、ステップ 1.で設定される SGT が割り当てられることに注
目して下さい。

ルール名 条件 Profiles セキュリティグループ

CCV グループ 1 ポリシー

IdentityGroup·名前はエン
ドポイント識別
Groups:Profiled:ekorneyc_
ASSET_Group1 に匹敵し
ます

PermitAccess IOT_Group1_Asset

CCV グループ 2 ポリシー

IdentityGroup·名前はエン
ドポイント識別
Groups:Profiled:ekorneyc_
ASSET_Group2 に匹敵し
ます

PermitAccess IOT_Group2_Asset



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。

1. エンドポイントは CCV グループ 1 に基づいて認証します

スイッチで、環境 データが SGT の両方 16-54:IOT_Group1_Asset および 17-
54:IOT_Group2_Asset が含まれていることがわかります。

KJK_IE4000_10#show cts environment-data

CTS Environment Data

====================

Current state = COMPLETE

Last status = Successful

Local Device SGT:

SGT tag = 0-00:Unknown

Server List Info:

Installed list: CTSServerList1-0001, 1 server(s):

*Server: 10.48.17.86, port 1812, A-ID 11A2F46141F0DC8F082EFBC4C49D217E

Status = ALIVE

auto-test = TRUE, keywrap-enable = FALSE, idle-time = 60 mins, deadtime = 20 secs

Multicast Group SGT Table:

Security Group Name Table:

0-54:Unknown

2-54:TrustSec_Devices

3-54:Network_Services

4-54:Employees

5-54:Contractors

6-54:Guests

7-54:Production_Users

8-54:Developers

9-54:Auditors

10-54:Point_of_Sale_Systems

11-54:Production_Servers

12-54:Development_Servers

13-54:Test_Servers

14-54:PCI_Servers

15-54:BYOD

   16-54:IOT_Group1_Asset

   17-54:IOT_Group2_Asset

255-54:Quarantined_Systems

Environment Data Lifetime = 86400 secs

Last update time = 16:39:44 UTC Wed Jun 13 2035

Env-data expires in 0:23:59:53 (dd:hr:mm:sec)

Env-data refreshes in 0:23:59:53 (dd:hr:mm:sec)

Cache data applied = NONE

State Machine is running



KJK_IE4000_10#

エンドポイントは認証し、その結果、CCV グループ 1 ポリシーは、SGT IOT_Group1_Asset 割
り当てられます一致します。

スイッチ show authentication セッション インターフェイス fa1/7 詳細は Access-Accept データ
を正常に適用されました確認します。

KJK_IE4000_10#show authentication sessions interface fa1/7 detail

Interface: FastEthernet1/7

MAC Address: 00f2.8ba0.3a59

IPv6 Address: Unknown

IPv4 Address: 172.16.0.100

User-Name: 00-F2-8B-A0-3A-59

Status: Authorized

Domain: DATA

Oper host mode: single-host

Oper control dir: both

Session timeout: N/A

Restart timeout: N/A

Periodic Acct timeout: N/A

Session Uptime: 128s

Common Session ID: 0A302BFD0000001B02BE1E9C

Acct Session ID: 0x00000010

Handle: 0x58000003

Current Policy: POLICY_Fa1/7

Local Policies:

Service Template: DEFAULT_LINKSEC_POLICY_SHOULD_SECURE (priority 150)

Security Policy: Should Secure

Security Status: Link Unsecure

Server Policies:

  SGT Value: 16

Method status list:

Method State

mab Authc Success

KJK_IE4000_10#

2. 管理者はグループを変更します

検索するべき移動。 エンドポイントの MAC アドレスを貼り付け、クリックし、グループ 2.に追
加して下さい。

注: CCV で、1 から 1 の 2 に行きますグループを変更できません。 それ故に、グループか
らエンドポイントを最初に取除き、グループ 2 を次に割り当てる必要があります。



3-6. CCV のエンドポイント グループ変更の効果

ステップ 4.、5.および 6.はこのイメージに反映されます。 プロファイルのおかげでは ISE がスイ
ッチ（ステップ 5）および最終的にエンドポイントに CoA を再認証（ステップ 6）送りましたス
テップ 4.で見られた ekorneyc_ASSET_Group2 に、エンドポイント識別グループを変更しました
。

スイッチ show authentication セッション インターフェイス fa1/7 詳細は新しい SGT が割り当て
られることを確認します。

KJK_IE4000_10#show authentication sessions interface fa1/7 detail

Interface: FastEthernet1/7

MAC Address: 00f2.8ba0.3a59

IPv6 Address: Unknown

IPv4 Address: 172.16.0.100

User-Name: 00-F2-8B-A0-3A-59

Status: Authorized

Domain: DATA

Oper host mode: single-host

Oper control dir: both

Session timeout: N/A

Restart timeout: N/A

Periodic Acct timeout: N/A

Session Uptime: 664s

Common Session ID: 0A302BFD0000001B02BE1E9C

Acct Session ID: 0x00000010

Handle: 0x58000003

Current Policy: POLICY_Fa1/7

Local Policies:

Service Template: DEFAULT_LINKSEC_POLICY_SHOULD_SECURE (priority 150)



Security Policy: Should Secure

Security Status: Link Unsecure

Server Policies:

  SGT Value: 17

Method status list:

Method State

mab Authc Success

KJK_IE4000_10#

付録

TrustSec 関連するコンフィギュレーションを切り替えて下さい

注: Cts 資格情報は running-config の一部でし、特権 exec モードの cts 資格情報 ID <id> パ
スワード <password> コマンドの使用で設定する必要があります。

aaa new-model

!

aaa group server radius ISE

server name ISE-1

!

aaa authentication dot1x default group ISE

aaa authorization network default group ISE

aaa authorization network ISE group ISE

aaa accounting dot1x default start-stop group ISE

!

dot1x system-auth-control

!

aaa server radius dynamic-author

client 10.48.17.86

server-key cisco

!

aaa session-id common

!

cts authorization list ISE

cts role-based enforcement

!

interface FastEthernet1/7

description --- ekorneyc TEST machine ---

switchport access vlan 10

switchport mode access

authentication port-control auto

mab

!

radius server ISE-1

address ipv4 10.48.17.86 auth-port 1645 acct-port 1646

pac key cisco

!

end

KJK_IE4000_10#
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