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概要

このドキュメントでは、Cisco Network Admission Control（NAC）アプライアンス（旧 Cisco
Clean Access）での Antivirus（AV）Definition Update 要件の設定方法とトラブルシューティング
方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントでは、Clean Access Manager（CAM）と Clean Access Server（CAS）の両方
を含む Cisco Clean Access がインストールされ、正常に動作していることを前提とします。



使用するコンポーネント

このドキュメント内の情報は、Cisco Clean Access 3.4 以降に基づくものです。

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。

AV Definition Update 要件の設定

AV Definition Update 要件タイプは、サポートされているウイルス対策製品のクライアント上の定
義ファイルを更新するために使用できます。 クライアントが AV 要件を満たさない場合、Clean
Access Agent はクライアントにインストールされたウイルス対策ソフトウェアと直接通信して、
Agent ダイアログの [Update] ボタンがクリックされたときに、定義ファイルを自動的に更新しま
す。

AV 規則には、24 のウイルス対策ベンダー向けの豊富なロジックが組み込まれており、AV
Definition Update 要件に関連付けられています。 AV Definition Update 要件については、チェッ
クを設定する必要がないことを除いて、設定がカスタム要件の設定に似ています。 AV Definition
Update 要件と 1 つ以上の AV 規則、ユーザ ロール、およびオペレーティング システムを関連付
けたうえで、ユーザが AV 要件に違反したかどうかを確認するための [Clean Access Agent] ダイ
アログの手順を設定します。

注: 可能な場合は、クライアント上のウイルス対策ソフトウェアを確認するときに、AV Definition
Update 要件にマップされた AV 規則を使用することをお勧めします。 サポートされていない AV
製品の場合や AV 製品またはバージョンが AV 規則を介して使用できない場合は、いつでもシス
コから提供されるウイルス対策ベンダー向けの pc_checks と pr_rules を使用したり、[Device
Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] から独自のカスタム チェック、規則、お
よび要件を作成したりすることができます。 [New Check]、[New Rule]、および [New
File/Link/Local Check Requirement] を使用します。

次の図は、クライアントが AV Definition Update 要件を満たさない場合に表示される [Clean
Access Agent] ダイアログを示しています。

AV 規則

AV 規則は、Supported AV Product List に掲載されている製品とベンダーのマトリックスにマッ
プされた設定済みの規則タイプです。 このタイプの規則を含むチェックを設定する必要はありま
せん。

AV 規則には 2 つの基本タイプがあります。

インストール AV 規則：この規則は、選択されたウイルス対策ソフトウェアがクライアント
OS にインストールされているかどうかをチェックします。

●

ウイルス定義 AV 規則：この規則は、クライアント上のウイルス定義ファイルが最新である●
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かどうかをチェックします。 ウイルス定義 AV 規則は AV Definition Update 要件にマップす
ることができるため、要件に違反したユーザが Agent の [Update] ボタンをクリックして自動
的に更新を実行することができます。

AV 規則は、通常、AV Definition Update 要件に関連付けられます。 AV Definition Update 要件を
作成するためには、次の手順が必要です。

AV サポート情報の確認1.
AV 規則の作成2.
AV Definition Update 要件の作成3.
規則への要件のマッピング4.
ロールへの要件の適用5.
要件の検証6.

AV サポート情報の確認

Cisco NAC アプライアンスを使用すれば、複数のバージョンの Clean Access Agent をネットワ
ーク上で使用することができます。 Agent に対する新しい更新は、リリース時点で最新のウイル
ス対策製品のサポートが追加されます。 使用可能な AV 製品と Agent のバージョンに基づいて
AV 定義チェックを実行するために、システムが最適な方法（Def Date または Def Version）を選
択します。 [AV Support Info] ページには、CAM にダウンロードされた最新の Supported AV
Product List と Agent の互換性が詳細に表示されます。 また、AVS 製品ごとの定義ファイルの最
新バージョンや日付、および製品サポートに必要な Agent のベースライン バージョンも表示され
ます。 クライアントの AV 情報を [AV Support Info] ページと比較することにより、クライアント
上の定義ファイルが最新であることを確認できます。 ネットワークで複数のバージョンの Agent
が稼働している場合、このページを使用すると、特定の製品をサポートするために実行しなけれ
ばならないバージョンを決定することができます。

Agent サポートの詳細を表示するには、次の手順を実行します。

[Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Rules] > [AV/AS Support
Info] の順に選択します。

1.

[Category] ドロップダウン メニューから [Antivirus] を選択します。2.
ドロップダウン メニューから [Antivirus Vendor] を選択します。3.
[Operating System] ドロップダウン メニューから [Windows Vista/XP/2K] または [Windows
9x/ME] を選択して、それらのクライアント システムのサポート情報を表示します。 これに
より、次のような表が生成されます。[Minimum Agent Version Required to Support AV
Products]：各 AV 製品のサポートに必要な最小の Agent バージョンを表示します。 たとえ
ば、4.0.0.0 Agent は AOL Safety and Security Center Virus Protection 1.x が必要なロールに
ログインできますが、3.6.0.0 以前の Agent の場合はこのチェックが失敗します。 特定のバ
ージョンの Agent が Def Date と Def Version の両方のチェックをサポートしている場合は
、Def Version チェックが使用されることに注意してください。[Latest Virus Definition
Version/Date for Selected Vendor]：AV 製品の最新バージョンと日付の情報を表示します。
最新のクライアント用の AV ソフトウェアに同じ値が表示される必要があります。

4.

注: Agent がバージョン情報を CAM に送信します。CAM は、必ず、最初に AV チェックにウイ
ルス定義バージョンを使用しようとします。 バージョンを使用できない場合、CAM はウイルス
定義の日付を使用します。

ヒント： [New AV Rule] フォームで AV ベンダーを選択した場合も、最新の定義ファイル バージ
ョンを表示できます。



AV 規則の作成

AV 規則を作成するには、次の手順を実行します。

Supported AV/AS Product List が最新バージョンであることを確認します。1.
[Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Rules] > [New AV Rule]
の順に選択します。

2.

[Rule Name] を入力します。 名前内には数字および下線を使用できますが、スペースは使用
できません。

3.

ドロップダウン メニューから [Antivirus Vendor] を選択します。 これにより、ページ下部に
ある [Checks for Selected Operating Systems] テーブルに、選択された [Operating System]
に対応するこのベンダーのサポート対象製品と製品バージョンが読み込まれます。

4.

[Type] ドロップダウン メニューで、[Installation] または [Virus Definition] を選択します。 こ
れにより、テーブル内の、対応する [Installation] 列または [Virus Definition] 列のチェックボ
ックスが有効になります。

5.

ドロップダウン メニューの [Operating System] で [Windows Vista/XP/2K] または [Windows
ME/98] を選択します。 これにより、このクライアント OS に対してサポートされる製品バ
ージョンがテーブルに表示されます。

6.

オプションの [Rule Description] に入力します。7.
[Checks for Selected Operating Systems] テーブルで、クライアント上でチェックする製品
バージョンを選択します。 これを行うには、対応する [Installation] 列または [Virus
Definition] 列の 1 つ以上のチェックボックスをオンにします。 [ANY] をクリックすると、こ
の AV ベンダーのすべての製品およびバージョンが検索されます。 [Installation] は製品がイ
ンストールされているかどうかをチェックし、[Virus Definition] は指定された製品のクライ
アント上のウイルス定義ファイルが最新かどうかをチェックします。

8.

[Add Rule] をクリックします。 新しい AV 規則が [Rule List] の一番下に指定した名前で追加
されます。

9.

AV Definition Update 要件の作成

次の手順では、関連付けられた AV 規則を使用して特定の AV 製品およびバージョンのクライア
ント システムをチェックする、新しい AV Definition Update 要件を作成する方法を示します。 ク
ライアントのウイルス対策定義ファイルが最新でない場合は、ユーザが Clean Access Agent の
[Update] ボタンをクリックするだけで、Agent に常駐している AV ソフトウェアで独自の更新メ
カニズムが開始されます。 実際のメカニズムは、AV 製品ごとに異なります（ライブ アップデー
トやコマンドライン パラメータなど）。

[Clean Access Agent] タブで、[Requirements] サブメニュー リンクをクリックしてから、
[New Requirement] を選択します。

1.

[Requirement Type] で、[AV Definition Update] を選択します。2.
[Do not enforce requirement] オプションがデフォルトでオンになっており、AV Definition
Update 要件が [optional] として指定されます。注: Windows Update プロセスはバックグラ
ウンドで動作するため、[Do not enforce requirement] がデフォルトで設定されることで、ユ
ーザ エクスペリエンスが最適化されます。 [Automatically download and install] オプション
を選択した場合は、この要件を [optional] のままにすることをお勧めします。 WSUS 強制更
新は、時間がかかる可能性があり、バックグラウンドで起動して実行されます。

3.

クライアントでこの要件を実行する [Priority] を選択します。 1 などの高い優先順位は、他
のすべての要件より優先してこの要件がシステムでチェックされ、その順に Agent ダイアロ

4.



グに表示されることを意味します。 Mandatory 要件が失敗する場合、その要件が成功する
まで Agent は次に進みません。
ドロップダウン メニューから [Antivirus Vendor Name] を選択します。 [Products] テーブル
に、クライアント OS ごとにサポートされているウイルス定義製品のバージョンがすべて表
示されます。

5.

[Requirement Name] に、Agent 内でこの AS 定義ファイル要件を識別する一意の名前を入
力します。 この名前は、Clean Access Agent ダイアログでユーザに表示されます。

6.

[Description] フィールドに、要件の説明、および要件を満たさないユーザの指針となる手順
を入力します。 AV Definition Update 要件の場合は、ユーザが [Update] ボタンをクリックし
てシステムを更新するための手順を追加する必要があります。 次の情報を考慮してくださ
い。AV Definition Update では、Agent に [Update] ボタンが表示されます。AS Definition
Update では、Agent に [Update] ボタンが表示されます。Windows Update では、Agent に
[Update] ボタンが表示されます。

7.

要件に対応する [Operating Systems] を設定するには、次のチェックボックスの 1 つ以上を
オンにします。Windows AllWindows 2000Windows MEWindows 98Windows XP (All) or one
or more of the specific Windows XP operating systemsWindows Vista (All) or one or more of
the specific Windows Vista operating systems

8.

[Add Requirement] をクリックして、[Requirement List] に要件を追加します。9.

規則への要件のマッピング

要件を作成し、対処法へのリンクおよび手順を指定したら、特定の規則または一連の規則に要件
をマップします。 要件と規則のマッピングは、クライアント システムが要件を満たすかどうかを
調べる規則セットと、クライアント システムを適合させるために必要なユーザ対処法（Agent ボ
タン、手順、リンク）をマップします。

[Clean Access Agent] タブで、[Requirements] サブメニューをクリックしてから、
[Requirement-Rules] フォームを開きます。

1.

[Requirement Name] メニューで、マップする要件を選択します。2.
[Operating System] メニューで、要件に対応するオペレーティング システムを確認します。
[Rules for Selected Operating System] リストに、選択された OS で使用可能なすべての規
則が読み込まれます。

3.

AV Virus Definition Rules（背景が黄色）の場合は、オプションで、[Updates] から入手可能
なものより数日古いクライアント上の定義ファイルを許可するように CAM を設定すること
ができます。 最新の製品ファイルの日付については、[Rules] > [AV-AS Support Info] を参照
してください。 このように設定すると、新しいウイルス定義ファイルが製品ベンダーから
リリースされない場合も、クライアントが要件をパスできるように、要件の柔軟性を高める
ことができます。 このためには、次の手順を実行します。[AV Virus Definition rules, allow
definition file to be x days older than] チェックボックスをオンにします。テキスト ボックス
に数値を入力します。 デフォルトは「0」です。これは、定義日をファイル/システム日付よ
り古くできないことを示します。次のいずれかのオプションを選択します。[Latest file
date]：CAM 上の最新のウイルス定義日より指定された日数だけ古いクライアント定義ファ
イルが許可されます。[Current system date]：最後に [Update] が実行された時点の CAM の
システム日付より指定された日数だけ古いクライアント定義ファイルが許可されます。

4.

ページをスクロールダウンして、要件に関連付ける各規則の横にある [Select] チェックボッ
クスをオンにします。 このテーブルに記載されているように、規則は優先順位順に適用さ
れます。

5.

[Requirements met if] で、次のオプションのいずれかを選択します。[All selected rules6.



succeed]：クライアントが要件に適合していると見なすための条件が、すべての規則を満た
すことである場合[Any selected rule succeeds]：クライアントが要件に適合していると見な
すための条件が、選択された規則を 1 つ以上満たすことである場合[No selected rule
succeeds]：クライアントが要件に適合していると見なすための条件が、選択されたすべて
の規則に違反することである場合クライアントが要件に適合しない場合は、要件に関連付け
られたソフトウェアをインストールするか、必要な手順を実行する必要があります。
[Update] をクリックします。7.

ロールへの要件の適用

要件を作成し、対処法を設定し、規則を対応付けたら、要件をユーザ ロールに対応付ける必要が
あります。 このステップでは、要件をシステム内のユーザ グループに適用します。

注: 正常なログイン ユーザ ロールが作成されていることを確認してください。

[Clean Access Agent] タブで、[Role-Requirements] サブメニュー リンクをクリックします
。

1.

[Role Type] メニューで、設定するロールのタイプを選択します。 ほとんどのケースで、
[Normal Login Role] を選択します。

2.

[User Role] メニューで、ロールの名前を選択します。3.
ロール内でユーザに適用する各要件に対応する [Select] チェックボックスをオンにします。4.
[Update] をクリックします。5.
終了する前に、ロール内のユーザが Clean Access Agent を使用する必要があるかどうかを
確認してください。

6.

要件の検証

CAM は作成された要件および規則を自動的に検証します。 次の図のように、[Device
Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Requirements] > [Requirement List] に
[Validity] 列が表示されます。

：要件は有効です。●

：要件は無効です。 この要件の検証ステータス メッセージを表示するには、マウスでこのア
イコンを強調表示します。 ステータス メッセージには、次の形式で、要件を無効にする規則
とチェックが表示されます。
Invalid rule [rulename] in package [requirementname] (Rule verification error:

Invalid check [checkname] in rule expression)

●

要件を訂正、検証してから、使用する必要があります。 通常、オペレーティング システムが一致
しない場合は、要件と規則が無効になります。

無効な要件を修正するには、次の手順を実行します。

[Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Requirements] >
[Requirement-Rules] の順に選択します。

1.

無効な規則またはチェックをすべて修正します。2.
ドロップダウン メニューから、無効な [Requirement Name] を選択します。3.
[Operating System] を選択します。4.
Requirement met if: 式が正しく設定されていることを確認します。5.
要件に対して選択された規則が有効であることを確認します。有効な場合は、[Validity] 列に6.



青色のチェックマークが表示されます。

シスコ規則

規則は、1 つ以上のチェックで構成される条件文です。 1 つの規則で複数のチェックを論理演算
子で連結して、クライアント システムの複数の機能をテスト可能なブール文を形成することがで
きます。

Cisco NAC アプライアンスは、[Updates] リンクを通して、設定済みの規則とチェックのセット
を提供します。 設定済みの規則では、pr_AutoUpdateCheck_Rule のように、その名前に pr とい
うプレフィクスが付けられます。 詳細については、シスコ設定済みの規則（"pr_"）を参照してく
ださい。

シスコ チェック

チェックは、ファイル、レジストリ キー、サービス、アプリケーションなど、クライアント シス
テムの機能を調べる条件文です。 設定済みチェックでは、pc_Hotfix828035 のように、その名前
に pc というプレフィクスが付けられます。 次の表に、使用可能なカスタム チェックのタイプと
それらのテスト対象を示します。

チェックのカテゴ
リ チェック タイプ（Check Type）

レジストリ チェ
ック

レジストリ キーの有無●

レジストリ キーの値●

ファイル チェッ
ク

ファイルの有無●

変更日または作成日●

ファイル バージョン●

サービス チェッ
ク サービスが動作しているかどうか●

アプリケーション
チェック

アプリケーションが動作している
かどうか

●

シスコの設定済み規則（"pr_"）

Cisco NAC アプライアンスは、CAM Web コンソールの [Updates] ページ（[Device Management]
> [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Updates]）経由で CAM にダウンロードされる設定済
み規則とチェックのセットを提供します。

設定済み規則では、pr_XP_Hotfixes のようにその名前に pr というプレフィックスが付けられ、テ
ンプレートとして使用するためにコピーできますが、編集または削除することはできません。 任
意の pr_ 規則の [Edit] ボタンをクリックすれば、その規則を定義する規則の式を表示できます。
設定済み規則の規則式は、pc_Hotfix835732 のように、設定済みチェックと、ブール演算子で構
成されます。 設定済み規則の規則式は、Cisco Updates 経由で更新されます。 たとえば、
Windows XP の新しい Critical Windows OS ホットフィックスがリリースされた場合は、
pr_XP_Hotfixes 規則が関連したホットフィックス チェックで更新されます。

設定済みの規則は、[Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Rules] >
[Rule List] に表示されます。 設定済みチェックは、名前に pc というプレフィックスが付けられ
て、[Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Rules] > [Check List] に表
示されます。



   

注: シスコ設定済み規則の目的は、Critical Windows OS ホットフィックスに対するサポートのみ
を提供することです。

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。

Cisco Clean Access がクライアントの AV 定義を更新しない

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

CAM で、[Device Management] > [Clean Access] > [Requirements] > [Requirement-Rules]
の順に選択します。

1.

もしあれば、設定済みの規則（pr_）を選択解除します。2.
該当する AV 規則を選択します。3.

CCA が AV を検出できない

CCA が特定の AV チェックを検出または認識しないと思われる場合は、クライアントの OESIS
診断ツールを実行する必要があります。

次の手順を実行します。

ロギングをイネーブルにします。クライアントでデバッグ ロギングを有効にする方法につ
いては、Clean Access Agent 上でのデバッグ ロギングの有効化を参照してください。

1.

ログインを試みます。2.
OESIS 診断ツールを実行します。3.
ロギングを無効にします。4.

注: AV 製品からのレジストリ キー構造（通常は HKLM\Software\<av_vendor> に配置されている
）のエクスポートを入手できる場合は、それも役に立ちます。

関連情報

Cisco NAC アプライアンス（Clean Access）に関するサポート ページ●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

//www.cisco.com/en/US/docs/security/nac/appliance/release_notes/40/4rn.html#wp184364
//www.cisco.com/en/US/products/ps6128/tsd_products_support_series_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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