
NAC 4.5： ポリシーのインポート、エクスポー
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概要

このドキュメントでは、Cisco NAC リリース 4.5 のポリシー インポート エクスポート（PIE）機
能を設定する方法の段階的な手順について説明します。 この機能の目的は、NAC
Manager（Clean Access Manager）間のデバイス フィルタ、トラフィック/修復ルール、および
ポート プロファイルを同期することです。 この機能について説明すると、ポリシーが定義されて
いる NAC Manager はマスターと呼ばれ、レシーバと呼ばれる 10 の NAC Manager（Clean
Access Manager）のポリシーをプッシュまたは同期できます。 ポリシーはプリセット タイマー
で自動的に同期されるか、手動で同期できます。

前提条件

Cisco NAC Manager（Clean Access Manager）の Web インターフェイスと、通常設定されるポ
リシーについての知識があることが推奨されます。 PIE でのサポート対象とサポート対象外の詳
細については、Cisco NAC リリース 4.5 の『リリース ノート』を参照してください。

要件

『Cisco NAC インストレーションおよび設定ガイド』に従い、NAC Manager およびサービスを
設定してください。 マスターおよびレシーバとしてどの Manager を使用するかどうかを特定す
るには、「NAC Manager のポリシー インポート エクスポートを設定するためのベスト プラクテ
ィスの推奨」を参照してください。 このドキュメントでは、マスターおよびレシーバの NAC
Manager が特定され、ベスト プラクティスの推奨が使用されることを前提としています。

使用するコンポーネント
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このドキュメントの情報は、Cisco NAC ソフトウェア 4.5.0 に基づいています。

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。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

注: 始める前に、マスターとレシーバで実行するバージョンが同じであることを確認します。 ま
た、[Device Management] > [Clean Access] > [Updates] > [Update] の下の [Ruleset Update] 設定
が、マスターとすべてのレシーバで一致していることを確認します。

NAC の設定

この項では、このドキュメントで説明する機能の設定に必要な情報を提供します。

次の手順を実行し、NAC Manager 間のポリシー インポート/エクスポートを設定します。

マスター NAC Manager でのポリシー同期の有効化：マスター NAC Manager で、
[Administration] > [CCA Manager] > [Policy Sync] > [Enable] に移動します。

[Enable Policy Sync] チェックボックスをオンにします。 [Master (Allow policy export)] オプ
ションを選択し、[Update] をクリックします。

1.

プッシュするポリシーの特定：この手順では、マスター CAM とレシーバの間で同期する必
要のあるポリシーを特定します。 この例では、マネージャ間でグローバル トラフィック コ
ントロール ポリシーを同期することを目的としています。 この場合、グローバル IP ベース
のトラフィック ポリシーを選択するには、[User Roles] > [Traffic Control] > [IP] で、
[Temporary Role] および [Untrusted > Trusted] を選択する必要があります。 [Select] をクリ
ックします。 このルールはまだレシーバ上に存在しません。

2.
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IP トラフィック ポリシーの設定方法については、「グローバル IP ベースのトラフィック
ポリシーの追加」を参照してください。[Administration] > [Clean Access Manager] > [Policy
Sync] > [Configure Master] を選択し、次に示すように、[Enable] チェックボックスをオンに
して [Update] をクリックします。

注: トラフィック ポリシーを同期するには、ルール、要件、ロール要件、デバイス フィルタ
(ROLE、CHECK タイプ）およびロールの同期も必要です。
レシーバの追加および特定：マスターに追加できるサポート対象のレシーバは 10 個までで
す。 この例では、マスター NAC Manager に 1 つのレシーバを追加します。[Administration]
> [Clean Access Manager] > [Policy Sync] > [Configure Master] と選択していきます。
[Receiver Host Name/IP] で、ホスト名（マスター NAC Manager がホスト名の DNS を解決
できる）またはレシーバの IP アドレスを追加します。 任意の説明を入力し、[Add] をクリ
ックします。

追加すると、新しいレシーバが表示されます。 このようにして、複数のレシーバ（最大 10
個まで）を追加できます。 高可用性（HA）のシナリオでは、リストに HA ペアの仮想/共有
ホスト名または仮想/共有 IP アドレスを追加する必要があります。

3.
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レシーバを承認する：レシーバを追加した後、マスターとレシーバの間の通信をセキュリテ
ィ保護する必要があります。 承認されたマスターのみが、レシーバにポリシーをプッシュ
できるようにします。 同様に、マスターは承認されたレシーバとのみ通信するようにしま
す。 また、マスターとレシーバがそれぞれ資格を持つことを確認するための信頼を確立す
る必要があります。 このために SSL が使用されます。 マスターとレシーバは、証明書の
DN 情報を使用して相互に識別できるだけでなく、信頼された証明機関（CA）のアイデンテ
ィティ証明書も持つ必要があります。 つまり、マスターとレシーバは、相互に証明書を信
頼する必要があります。このドキュメントはラボの設定によって生成されるため、この例で
は自己署名証明書を使用します。 ただし、実稼働環境では CA 署名付き証明書を使用する必
要があることに注意してください。 詳細については、「NAC Manager のポリシー インポー
ト エクスポートを設定するためのベスト プラクティスの推奨」を参照してください。レシ
ーバで、[Administration] > [CCA Manager] > [SSL] > [X509 Certificate] に進みます。

CCA Manager 証明書を特定し、ビューの下にあるアイコンをクリックします。 表示される
ウィンドウで、DN 情報を選択してコピー（右クリックしてコピー）します。

[Administration]
> [CCA Manager] > [Policy Sync] > [Configure Master] に移動し、マスター NAC Manager に
戻ります。 下の [List of Authorized Receivers by Certificate Distinguished Name] で、前の手

4.
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順でレシーバからコピーした証明書 DN 情報を貼り付け、[Add] をクリックします。

レシーバ NAC Manager でのポリシー同期の有効化：レシーバ NAC Manager で、
[Administration] > [CCA Manager] > [Policy Sync] > [Enable] に移動します。[Enable Policy
Sync] チェックボックスをオンにします。 [Receiver (Allow policy import)] オプションを選択
し、[Update] をクリックします。注: 上部のバナーが赤に変わり、NAC Manager がレシーバ
に対して有効になったことを確認します。

5.

マスターを承認する：マスターで、[Administration] > [CCA Manager] > [SSL] > [X509
Certificate] に進みます。

CCA Manager 証明書を特定し、ビューの下にあるアイコンをクリックします。 表示される
ウィンドウで、DN 情報を選択してコピー（右クリックしてコピー）します。

6.



[Administration]
> [CCA Manager] > [Policy Sync] > [Configure Receiver] で、レシーバ NAC Manager に戻り
ます。 [Authorized Master] の横に、前の手順でマスターからコピーした証明書 DN 情報を貼
り付け、[Update] をクリックします。

自動同期の設定（オプション）:ポリシー同期は手動で設定するか、自動化されます。 手動
同期は必要に応じて実行できますが、自動同期タイマーを設定すると、x 日ごと（最小は 1
日ごと）に、事前に決定した時刻で NAC Manager 間のポリシー同期を自動で実行するよう
設定できます。 手動で同期を実行し、同期が正常に機能することを確認してから、NAC
Manager 間の自動同期を有効にすることを強くお勧めします。 PIE 関連の問題のトラブル
シューティングのために手動同期の使用方法を理解するには、「トラブルシューティング」
を参照してください。自動同期を有効にするには、マスター NAC Manager で、
[Administration] > [CCA Manager] > [Policy Sync] > [Auto Sync] に移動します。
[Automatically sync starting from ___ (hh: mm: ss) every ___ day(s)] チェックボックスをオン
にします。自動同期を実行する同期の時刻（この例では 1:00 AM）およびその頻度（この例
では 15 日ごと）を入力します。[Auto] の下のボックスをオンにし、定期的にポリシーを自
動受信するレシーバを選択し、[Update] をクリックします。

7.



確認

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

マスターの [Administration] > [CCA Manager] > [Policy Sync] > [Manual Sync] に移動します
。

1.

[Sync Description] に同期の名前（オプション）を入力します。2.
同期アクションを実行するレシーバを選択します。 [Selected] の下のボックスをオンにし、
[Sync] をクリックします。 この例では、レシーバは 172.23.117.10 だけのため、これが選
択されています。

3.

この時点で、マスターによってレシーバに対して同期前の健全性チェックが実行されます。
同期前のチェックでは、マスターおよびレシーバ NAC Manager がポリシーのプッシュと受
信のために正しく設定されており、認証情報が正しいことなどを確認します。 設定または
認証エラーがある場合は、同期前チェックが失敗し、該当するエラー メッセージが表示さ
れます。 「トラブルシューティング」のセクションを参照してください。

4.

設定または認証に問題がなければ、マスターに同期前チェックが正常したことが表示されま
す。

5.

[Continue] を押して同期を完了します。6.

レシーバ NAC Manager に移動し、トラフィック ルールが同期していることを確認します。7.



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。

ロギング

同期の概要は、マスターとレシーバの [CCA Manager] > [Policy Sync] > [History] に記録されます
。

マスター NAC Manager：

レシーバ NAC Manager：

[Log] の下の虫めがねアイコンをクリックすると、詳細なトランザクション ログが表示されます
。

*************** Master Log ***************

Starting policy import/export on Policy Sync Master.

Created dump file for policy: User Management -> User Roles -> List of Roles/Schedule



Created dump file for policy: Device Management > Clean Access > Clean Access Agent > Role-

Requirements

Created dump file for policy: Device Management > Filters > Devices

Created dump file for policy: User Management->Traffic Control->IP

Created dump file for policy: User Management->Traffic Control->Host

Created dump file for policy: User Management->Traffic Control->Ethernet

Dump file creation is complete.

Created policy import/export dump file.

Created  policy import/export header file.

Created policy import/export tar file.

*************** Receiver Log ***************

Starting policy import on Policy Sync Receiver.

Hash value is a match.

Policy Sync Master and Receiver CAM versions match.

All SQL statements successfully executed

All requirements are valid.

All rules are valid.

Role tables integrity check is successful.

ポリシー インポート/エクスポートがポリシー同期レシーバで完了しています。

問題点

レシーバがアクセスを拒否する。 この CAM はレシーバ上でポリシー同期マスターとして承
認されていない。

このエラーは通常、レシーバ NAC Manager でのマスター DN 情報の設定に誤りがあるため
、レシーバでポリシー同期が拒否されていることを意味します。 レシーバで
[Administration] > [CCA Manager] > [Policy Sync] > [Configure Receiver] を選択し、
[Authorized Master] 情報が正しく設定されているかどうかを確認します。

1.

このレシーバが承認されない。

このメッセージは通常、認証に対してレシーバが設定されていない、またはマスター NAS
Manager で設定されている認証パラメータ（レシーバの DN 情報）が正しくないことを意味
します。 マスターで [Administration] > [CCA Manager] > [Policy Sync] > [Configure Master]

2.



   

を選択し、レシーバの証明書の DN 情報が [List of Authorized Receivers by Certificate
Distinguished Name] にあり、正しく設定されていることを確認します。
このホストがポリシー同期レシーバとして設定されていない。

このメッセージは通常、マスターがポリシー同期に対応していないホスト、またはレシーバ
として設定されていないホストと同期しようとしていることを示しています。 レシーバと
して選択されている NAC Manager で [Administration] > [CCA Manager] > [Policy Sync] >
[Settings] に移動し、[Policy Sync Enabled] ボックスがオンになっており、ラジオ ボタンが
[Receiver]（ポリシー インポートを許可）に設定されていることを確認します。

3.

関連情報

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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