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Cisco ISE 展開のインラインポスチャノードのロール
インラインポスチャノードは、アクセスポリシーを適用し、許可変更（CoA）要求を処理する
ゲートキーパーです。インラインポスチャノードは、ワイヤレス LANコントローラ（WLC）や
VPNデバイスなど、CoA要求を処理できないネットワーク上のネットワークアクセスデバイス
の背後に配置されます。

クライアントの初期認証（EAP/802.1xとRADIUSプロトコルを使用）の後に、クライアントは引
き続きポスチャ評価を受ける必要があります。ポスチャ評価プロセスは、クライアントのネット

ワークへのフルアクセス権を制限、拒否、または許可するかどうかによって決定されます。クラ

イアントがWLCまたは VPNデバイスを経由してネットワークにアクセスする場合、インライン
ポスチャノードは、これらのデバイスが対応できないポリシー適用と CoAに対応します。
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Cisco ISEリリース 1.3には、インラインポスチャ用の個別の ISOイメージは含まれていませ
ん。展開内の既存のリリース 1.2のインラインポスチャノードを引き続き使用できます。

（注）

インラインポスチャポリシー適用

インラインポスチャは、コントロールプレーンの RADIUSプロキシと URLリダイレクトの機能
を使用してエンドポイントのデータプレーントラフィックを管理します。 RADIUSプロキシと
してのインラインポスチャは、ネットワークアクセスデバイス（NAD）と RADIUSサーバとの
間の RADIUSセッションに介入することができます。 NADは、クライアントトラフィックをす
べて通過させることができます。ただし、インラインポスチャは、クライアントからの限定的な

トラフィックのみを通過させます。帯域幅を制限することにより、クライアントによるエージェ

ントのプロビジョニング、ポスチャ評価、および修復の実行が可能になります。この制限は、特

定のクライアントフローに合わせて調整されるダウンロード可能アクセスコントロールリスト

（DACL）をダウンロードおよびインストールすることで実現されます。

クライアントが準拠している場合、CoAがポリシーサービスノードによってインラインポスチャ
ノードに送信され、準拠したクライアントエンドポイントのインラインポスチャノードによっ

てすべて通過できるようになります。 RADIUSプロキシによってフルアクセス DACLがダウン
ロードされてインストールされ、クライアント IPアドレスが関連付けられます。インストールさ
れた DACLは、多数のユーザグループで共通にできるため、DACLの内容が Cisco ISEサーバで
変更されない限り、重複してダウンロードする必要はありません。

   Cisco Identity Services Engine 管理者ガイドリリース 1.3
2

インラインポスチャの設定

インラインポスチャポリシー適用



インラインポスチャポリシー適用のフロー

次の図は、インラインポスチャポリシー適用のプロセスと、ポリシーサービスノードへのトラ

フィックに対するWLC適用のフローを示しています。アクセスのステップは、VPN Gatewayが
ある場合のインライン展開と同様です。

図 1：インラインポスチャポリシー適用のフロー

1 エンドポイントがワイヤレスネットワークへの .1X接続を開始します。

2 NADであるWLCは、通常はポリシーサービスノードである RADIUSサーバに RADIUS
Access-Requestメッセージを送信します（この図では、RADIUSAccess-Requestメッセージはイ
ンラインポスチャノードに送信されています）。

3 RADIUSプロキシとして機能するインラインポスチャノードが、Access-Requestメッセージを
RADIUSサーバにリレーします。

4 ユーザの認証後に、RADIUSサーバはRADIUSAccess-Acceptメッセージをインラインポスチャ
ノードに返送します。

Access-Acceptメッセージが送信される前に、エンドポイント、WLC、インラインポスチャ
ノード、および Cisco ISE RADIUSサーバの間で、多数の RADIUSトランザクションが発生す
ることがあります。この例で説明するプロセスは、簡潔にするために、ある程度省略していま

す。

5 インラインポスチャノードは、Access-AcceptメッセージをWLCに渡し、これを受けてWLC
は、メッセージに付随しているプロファイルに従ってエンドポイントにアクセスを許可しま

す。
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6 プロキシされた Access-Acceptメッセージがトリガーとなり、インラインポスチャノードが
Authorization-Only要求をポリシーサービスノードに送信し、セッションのプロファイルを取
得します。

7 ポリシーサービスノードから Access-Acceptメッセージが、必要なインラインポスチャノー
ドプロファイルとともに返されます。

8 プロファイルで定義されているアクセスコントロールリスト（ACL）がまだインラインポス
チャノードにない場合、インラインポスチャノードは（Cisco ISE RADIUSサーバへの）
RADIUS要求を使用してポリシーサービスノードからこれをダウンロードします。

9 Cisco ISE RADIUSサーバは、応答として完全な ACLを送信します。これがインラインポス
チャデータプレーンにインストールされ、エンドポイントトラフィックが通過できるように

なります。

完全な ACLがダウンロードされる前、特に、ACLが大きすぎて 1つのトランザクションでは
送信できない場合は、多数のトランザクションが発生することがあります。

10 エンドポイントトラフィックがWLCに到着すると、WLCはセッションの RADIUS
Accounting-Startメッセージをインラインポスチャノードに送信します。

エンドポイントからの実際のデータトラフィックがインラインポスチャノードの非信頼側に

到着した時点では、まだインラインポスチャノードが Accounting-Startメッセージを受信して
いないことがあります。 RADIUS Accounting-Startメッセージを受信すると、インラインポス
チャノードはそのセッションに関与するエンドポイントの IPアドレスを学習し、エンドポイ
ントをこのセッションですでにダウンロードおよびインストールされたACLに関連付けます。
このクライアントエンドポイントの初期プロファイルではアクセスを制限しておき、クライア

ントにフルアクセス権を付与する前にポスチャを確認できます。

11 この制限的なACLで許可されるのが Cisco ISEサーバへのアクセスのみであるとすると、エン
ドポイントに許可されるアクションは、たとえばエージェントのダウンロードやデータプレー

ン上でのポスチャ評価のみとなります。

12 クライアントエンドポイントがポスチャ準拠である（Cisco ISEのサービスとのこれまでの制
限的な通信の一部として）場合は、ポリシーサービスノードによって、新しいプロファイル

で RADIUS（CoA）が開始されます。したがって、インラインポスチャノードでは、新しい
ACLがセッションに適用されます。新しいACLは即座にインストールされて、エンドポイン
トトラフィックに適用されます。

13 これで、エンドポイントは企業ネットワークへのフルアクセスが可能となります。これは、イ
ンラインポスチャノードに新しいプロファイルが適用された結果です。

特定のセッションに対する RADIUS stopメッセージがWLCから発行されると、対応するエン
ドポイントアクセスがインラインポスチャノードにおいてリセットされます。

例に示したような展開においては、ワイヤレスネットワークに追加のエンドポイントが接続され

るときに、これらのエンドポイントは多くの場合、認証と許可が完了してネットワークに接続し

ているユーザが属している IDグループの 1つに分類されます。

たとえば、従業員、役員、ゲストユーザのそれぞれに、これまでに説明したステップを通してア

クセス権が付与されているとします。この状況では、これらの IDグループのそれぞれに対応す
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る限定的またはフルアクセスのプロファイルが、すでにインラインポスチャノードにインストー

ルされています。それ以降のエンドポイントの認証と許可では、インラインポスチャノードに

存在するインストール済みプロファイルが使用されます。ただし、元のプロファイルが Cisco ISE
ポリシーの設定中に変更されている場合を除きます。後者のケースでは、変更済みのプロファイ

ルと ACLがダウンロードされてインラインポスチャノードにインストールされ、前のバージョ
ンが置き換えられます。

信頼/非信頼インターフェイス
次の用語は、インラインポスチャ展開において重要な役割を果たします。

•信頼：Cisco ISEネットワークの内側にあるポリシーサービスノードやその他の信頼できる
デバイスと通信するインターフェイス。信頼インターフェイスの名前は常に Eth0インター
フェイスとなります。

•非信頼：Cisco ISEネットワークの外側にあるWLC、VPN、その他のデバイスと通信するイ
ンターフェイス。非信頼インターフェイスの名前は常にEth1インターフェイスとなります。

インラインポスチャに必要な専用ノード

他のペルソナとは異なり、インラインポスチャはノードを他のサービスと共有できません。ノー

ドを共有できないため、インラインポスチャは、ネットワーク上のプライマリ管理ノードに専用

ノードとして登録されていることが必要になります。

Cisco ISEでは、ハイアベイラビリティを実現するために、最大 2つのインラインポスチャノー
ドをアクティブ/スタンバイペアとして設定できます。

Cisco ISE 展開のスタンドアロンインラインポスチャノード
スタンドアロンのインラインポスチャノードとは、単独でサービスを実行するインラインポス

チャノードであり、他のすべてのノードからは独立して動作します。単一のスタンドアロンイ

ンラインポスチャノードの展開を選択するのは、ネットワークが小規模であり、冗長性が大きな

問題にならない場合です。

インラインポスチャのハイアベイラビリティ

インラインポスチャのハイアベイラビリティ展開は、1つのアクティブ/スタンバイペアとして
設定された 2つのインラインポスチャノードから成ります。アクティブノードは RADIUSプロ
キシとして機能し、障害が発生するまですべてのネットワークパケットを転送します。障害発生

後はスタンバイノードが引き継ぎます。アクティブノードが正しく機能している間は、スタン

バイノードはパッシブのままです。ただし、アクティブノードに問題が生じた場合は、スタン

バイノードがインラインポスチャ機能の実行を引き継ぎます。
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「プライマリ」と「セカンダリ」という用語の意味は、インラインポスチャのハイアベイラビリ

ティに関する場合と Cisco ISEノード関連の場合とで異なります。インラインポスチャのハイア
ベイラビリティの場合、プライマリとセカンダリは、アクティブ状態を引き継ぐデバイスと、競

合が発生した場合（たとえば、両方のノードが同時に起動したとき）にスタンバイの役割を担う

デバイスを指します。アクティブとスタンバイという用語は、ハイアベイラビリティの状態を表

します。プライマリまたはセカンダリのインラインポスチャノードは、アクティブとスタンバ

イのどちらの状態にもなることができます。セカンダリのインラインポスチャノードは読み取

り専用であり、どのような種類の設定にも（ハイアベイラビリティであっても）使用することは

できません。

インラインポスチャのハイアベイラビリティペアを設定する場合、プライマリノードには編集

可能な多くのオプションがあります。設定の変更はすべて、プライマリノードで行われるからで

す。プライマリノードに対して行われた設定変更は自動的に、セカンダリノードに反映されま

す。このような理由から、セカンダリノードは読み取り専用となっています。

インラインポスチャのハイアベイラビリティペアは、1つのクラスタとして構成される、2つの
物理的インラインポスチャノードから成ります。これらのノードのeth2およびeth3インターフェ
イスにはハートビートリンクがあり、ノードは専用ケーブルで接続されます。

両方のノードの eth2および eth3インターフェイスは、ハートビートプロトコル交換で通信して、
ノードの状態を確認します。各インラインポスチャノードの、信頼と非信頼のイーサネットイ

ンターフェイスそれぞれに専用の物理 IPアドレスがありますが、それとは別のサービス IPアド
レスをクラスタ全体に割り当てる必要があります。

サービス IPアドレス（仮想 IPアドレスと呼ばれることもあります）は、RADIUS認証に必要
になります。サービス IPアドレスは、アクティブ/スタンバイペアの両ノードの、信頼と非信
頼の両方のインターフェイスに割り当てます。したがって、サービス IPアドレスがクラスタ
のアドレスとなり、このクラスタをネットワークの他の部分に対して、1つのエンティティと
して表すことができます。

（注）

インラインポスチャノードでの自動フェールオーバー

インラインポスチャのステートレスハイアベイラビリティ展開には、1つのアクティブ/スタン
バイペアノード設定があります。スタンバイノードはバックアップユニットとして機能し、イ

ンターフェイス間のパケット転送は行いません。ステートレスとは、アクティブノードにより認

証および許可されたセッションがフェールオーバーの発生後に再び自動的に許可されることを意

味します。

スタンバイノードは、ハートビートプロトコルを使用してアクティブノードをモニタリングし

ます（eth2と eth3のインターフェイスを使用）。このプロトコルは、2つのノード間でメッセー
ジが一定の間隔で送信されることを必要とします。ハートビートが停止するか、割り当てられた

時間内に応答がない場合は、フェールオーバーが発生し、復元アクションが実行されます。

ハートビートとは、インラインポスチャのハイアベイラビリティペアの一方のノードから他方

のノードに、一定の間隔で送信されるメッセージです。ハートビートが受信されない状態が長時

間にわたる場合（通常はハートビート間隔の数個分）は、ハートビートを送信しているはずのノー
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ドで障害が発生したと見なされます。障害が発生したのがプライマリのインラインポスチャノー

ドの場合は、セカンダリノードに引き継がれるので、サービスの中断は発生しません。

ハートビートが両方のインラインポスチャのハイアベイラビリティノードで同時に停止した場

合は、その結果としてパーティショニング状態となることがあります。パーティショニング状態

とは、両方のノードが他方を完全に停止しているものと見なし、両方がアクティブコントロール

を引き継ごうとしている状態です。

ハートビートのモニタリングに加えて、リンク検証メカニズムを使用することもできます（使用

することを強く推奨します）。このメカニズムが使用されているときは、インラインポスチャの

信頼と非信頼のインターフェイスそれぞれが、外部 IPアドレスに対して pingを実行します。両
方のノードが外部 IPアドレスに対してpingを実行できない場合は、フェールオーバーが発生しま
す。ただし、ノードの一方が到達不可能になった場合は、機能している方のノードが自動的にア

クティブノードになります。

フェールオーバーが発生した場合:

1 スタンバイのインラインポスチャノードが、サービス IPアドレスを引き継ぎます。

2 管理者は障害が発生したノードを修正し、必要に応じて以前の設定に戻します。

障害が発生したノードがオンラインに戻ったら、手動同期操作を実行してノードに最新の情報

を反映する必要があります。

3 アクティブセッションは自動的に再認証および許可されます。

インラインポスチャの動作モード

選択するインラインポスチャ動作モードは、主に既存のネットワークのアーキテクチャによって

決まります。 Cisco ISEは次の動作モードをサポートしています。

インラインポスチャルーテッドモード

インラインポスチャルーテッドモードは、レイヤ 3の「hop in the wire」として動作し、選択的
にパケットを指定のアドレスに転送します。このモードを使用すると、ネットワークトラフィッ

クを分離できるので、選択した宛先アドレスに対するアクセス権を持つユーザを指定できるよう

になります。

ルーテッドモードでは、インラインポスチャノードはレイヤ3ルータとして動作し、非信頼ネッ
トワークとその管理対象クライアントのデフォルトゲートウェイとして機能します。非信頼ネッ

トワークと信頼ネットワーク間のすべてのトラフィックは、インラインポスチャノードを通過し

ます。インラインポスチャノードは、IPフィルタリングルール、アクセスポリシー、および設
定されたその他のトラフィック処理メカニズムを適用します。

インラインポスチャをルーテッドモードで設定する場合は、次の 2つのインターフェイスの IP
アドレスを指定する必要があります。

•信頼できる（Eth0）

•信頼できない（Eth1）
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信頼できるアドレスと信頼できないアドレスは、異なるサブネットに属する必要があります。イ

ンラインポスチャは、1つまたは複数のサブネットを管理でき、非信頼インターフェイスは管理
対象サブネットのゲートウェイとして機能します。

次の図に、インラインポスチャルーテッドモードの設定を示します。この例では、インライン

ポスチャは、ルート上のVPNGateway（GW）からポリシーサービスノードへのクライアントト
ラフィックのホップです。他のルータと同様に、インラインポスチャも、サブネット10.20.80.0/24
および 10.20.90.0/24に対して、VPN Gatewayへのスタティックルートが設定済みであることを必
要とします。ネットワークの信頼側にある企業ルータも、同じサブネットに対して、インライン

ポスチャノードへのスタティックルートが設定済みであることを必要とします。

図 2：インラインポスチャルーテッドモードの設定

インラインポスチャブリッジモード

インラインポスチャブリッジモードは、レイヤ 2の「bump in the wire」として動作し、パケット
を宛先アドレスにかかわらず転送します。

ブリッジモードでは、インラインポスチャノードは標準のイーサネットブリッジとして動作し

ます。通常、この設定は、非信頼ネットワーク内にゲートウェイがすでに配置されていて、既存

の設定を変更したくない場合に使用します。

次の図に、WLCから Cisco ISEネットワーク（ポリシーサービスノードによって管理される）へ
のレイヤ2クライアントトラフィックに対してブリッジとして動作するインラインポスチャノー
ドを示します。この設定では、インラインポスチャは、アドレス解決プロトコル（ARP）ブロー
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ドキャストに応答し、ARPブロードキャストを適切なVLANに送信できる、サブネット10.20.80.0/24
と 10.20.90.0/24に対応するサブネットエントリを必要とします。

図 3：インラインポスチャブリッジモードの設定

インラインポスチャノードがブリッジモードのときは、次のことが当てはまります。

•インラインポスチャ eth0と eth1インターフェイスの IPアドレスを同一にすることができま
す。

•ブリッジドサブネットのすべてのエンドデバイスは、非信頼ネットワーク上に配置する必
要があります。

インラインポスチャメンテナンスモード

インラインポスチャメンテナンスモードではノードがオフラインになるので、管理手順を実行

できます。このモードは、ノードが初めてネットワークに接続され、他の設定がまだ行われてい

ないときのデフォルトモードでもあります。

ルーテッドモードとブリッジモードのインラインポスチャのハイアベイラビリティ

次の図に、インラインポスチャのハイアベイラビリティのルーテッドモード設定の例を示しま

す。 2つのノードの eth2と eth3のインターフェイスを接続する専用ケーブルは、アクティブノー
ドの障害の有無を調べるハートビート通信のためのものです。
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この例では、インラインポスチャ 1の非信頼 IPアドレスを 10.20.70.101にし、インラインポス
チャ 2の非信頼 IPアドレスを 10.20.70.102にすることができます。ただし、ネットワークの非信
頼側の両方のノードのサービス IPアドレスは 10.20.70.100です。ペアのうち、アクティブインラ
インポスチャノードは、どの時点でも、ネットワークの非信頼側のサービス IPアドレスを担当
しています。同じことが、ネットワークの信頼側にも当てはまります。

図 4：インラインポスチャのハイアベイラビリティのルーテッドモード設定

ブリッジモードでは、インラインポスチャ eth0および eth1インターフェイスで、同じサブネッ
ト上の IPアドレスを持っている必要があります。 IPアドレスを同一にすることを推奨します。
ネットワークの信頼側にあるデバイスの IPアドレスが属するサブネットが、ブリッジモードのイ
ンラインポスチャによって管理されている場合は、明示的なスタティックルートがインライン

ポスチャノードにおいて設定されている必要があります。この設定が必要になるのは、デフォル

トではインラインポスチャが管理するサブネット（ユーザインターフェイスの [管理対象サブネッ
ト（Managed Subnets）]ページで設定されます）全体がネットワークの非信頼側にあると見なさ
れるからです。

インラインポスチャ展開のベストプラクティス
ここに示すベストプラクティスに従って、インラインポスチャの展開を効率的に管理することが

できます。

フィルタを使用してアクセス権限を定義する

インラインポスチャのフィルタを設定するときは、次のことを考慮してください。
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•一般的な実装では、インラインポスチャは、ネットワークにアクセスしようとしているエン
ドポイントに認証要件を適用します。デバイスとサブネットのフィルタは、WLCやVPNの
デバイスを許可するか拒否するかを決定するのに使用されます。

•特定のデバイスでは、認証、ポスチャ評価、ロール割り当てのうち 1つ以上をバイパスした
い場合があります。バイパスするデバイスのタイプの一般的な例としては、プリンタ、IP
Phone、サーバ、非クライアントマシン、ネットワークデバイスがあります。

インラインポスチャによって、MACアドレス、MACと IPアドレス、またはサブネットア
ドレスが照合され、デバイスに対してバイパス機能が有効になっているかどうかが判断され

ます。管理者は、ポリシー適用をバイパスするか、強制的にアクセスをブロックするかを選

択できます。

直接接続された ASA VPNデバイスのMACアドレスをMACフィルタで設定
するときは、必ず IPアドレスも入力してください。任意の IPアドレスが追
加されていない場合は、VPNクライアントがポリシー適用をバイパスできて
しまいます。このようにバイパスできるのは、VPNがクライアントにとって
はレイヤ 3のホップであり、デバイスは自身のMACアドレスを送信元アドレ
スとして使用して、インラインポスチャノードに向けてパケットをネット

ワークで送信するからです。

注意

管理対象サブネットおよびスタティックルートの設定

インラインポスチャの管理対象サブネットを設定するときは、次のことを考慮してください。

•インラインポスチャの管理対象サブネットを設定します。管理対象サブネットを設定する
と、非信頼インターフェイス上のクライアントデバイスに対する適切な VLAN IDを指定し
て、インラインポスチャノードからアドレス解決プロトコル（ARP）クエリーを送信できる
ようになります。非信頼（認証）VLANを、管理対象サブネットの [VLAN ID]フィールド
で設定してください。

•エンドポイント用の管理対象サブネットは、インラインポスチャノードに近接するレイヤ
2で設定します。たとえば、インラインポスチャノードの非信頼インターフェイスにパケッ
トを直接配信するWLCなどです。

• IPアドレスを設定し、サブネットアドレスは設定しないでください。このようにすれば、
インラインポスチャから送信される ARP要求の送信元 IPアドレスが正しく設定されます。

•インラインポスチャノードの信頼側のサブネットは、非信頼側のサブネットとは異なるも
のにします。

•管理ノード、ポリシーサービスノード、およびモニタリングノードがインラインポスチャ
ノードと同じサブネット上に存在していないことを確認します。ただし、スタティックルー

トを定義済みの場合を除きます。

インラインポスチャのスタティックルートを設定するときは、次のことを考慮してください。
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•インラインポスチャノードからの距離が 1ホップよりも大きい（レイヤ 3）エンドポイント
に対しては、スタティックルートを設定します。

• VPNアドレスプールによく見られるすべてのダウンストリームホストネットワークには、
スタティックルートを設定します。

ハイアベイラビリティペアの設定

ハイアベイラビリティを実現するためにインラインポスチャを設定するときは、次のことを考慮

してください。

•サービス IPアドレス（仮想 IPと呼ばれることもあります）を、インラインポスチャの両側
のインターフェイス、つまり信頼側（eth0）と非信頼側（eth1）のそれぞれに割り当てます。

•リンク検出 IPアドレスを、信頼（eth0）と非信頼（eth1）それぞれのインターフェイスに対
して指定します。リンク検出は、任意設定としてユーザインターフェイスに表示されます

が、設定することを強く推奨します。

インラインポスチャノードのガイドライン
分散展開でのインラインポスチャノードを設定する前に、次の内容を読み、理解してください。

1 インラインポスチャノードは、Cisco ISE-3300シリーズおよび SNS-3415アプライアンスでの
みサポートされています。また、現在 Cisco SNS-3495アプライアンス上で、または仮想アプ
ライアンスとしてはサポートされていません。

2 インラインポスチャは、管理、ポリシーサービス、またはモニタリングのペルソナと同時に

実行することはできないため、専用ノードとなります。

3 インラインポスチャノードは、ネットワークのプライマリ管理ノードに登録する必要があり

ます。

4 インラインポスチャノードの各展開インスタンスでは、スタンドアロンノードまたはアクティ

ブ/スタンバイペアを展開できます。

5 ASAを使用した VPNヘッドエンドまたは HAクラスタ内の ASAなどのネットワークエント
リポイントで、最大 2個のインラインポスチャノードを、高可用性のためのアクティブ/スタ
ンバイペアとして展開できます。 1つの展開内に複数の HAペアを設定できます。

6 インラインポスチャノードは、機能面では Cisco ISEノードから見たネットワークアクセス
デバイス（NAD）に似ています。インラインポスチャノードは、スイッチ、ワイヤレスLAN
コントローラ、および VPNデバイスなどの複数の NADとして機能できます。展開のニーズ
に基づいて、インラインポスチャノードの複数インスタンスを配置できます。展開インスタ

ンスの最大数を決定するために、アクセスデバイスとしてインラインポスチャノードを扱い

ます。

7 インラインポスチャの高可用性を実現するために、2つのノードがアクティブ/スタンバイペ
アとして設定されます。一方のノードがプライマリとして指定され、他方のノードがセカンダ
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リノードとして指定されます。両方のノードが同時に稼働された場合は、プライマリノード

がアクティブになります。

8 インラインポスチャのアクティブ/スタンバイペアを設定するために、すべての設定は ISE管
理ユーザインターフェイスから適用される必要があります。スタンバイノード構成は ISE管
理ユーザインターフェイスから見たときに基本テーブルだけを表示します。

9 インラインポスチャのアクティブノード設定をピアスタンバイノードに同期させる処理は、

アクティブノードの [フェールオーバー（Failover）]タブから実行できます。詳細について
は、インラインポスチャノードの同期, （23ページ）を参照してください。

WLC認証、許可、アカウンティング（AAA）サーバ（Cisco 2100または 4400シリーズワイヤ
レス LANコントローラ）がネットワーク上にある場合は、RADIUS認証サーバのタイムアウ
ト値を 30秒以上に設定する必要があります。この最小値以上であれば、RADIUSフェール
オーバーが、インラインポスチャと組み合わせたときに確実に動作します。詳細については、

WLCサーバハードウェアのマニュアルを参照してください。

（注）

10 インラインポスチャノードが登録されると、システムが再起動します。高可用性の変更およ
び、eth1 IPアドレスやインラインポスチャモードなどのインフラストラクチャ設定への変更
は、システムの再起動を必要とします。再起動は自動的に行われます。ただし、CLIから手
動でノードを再起動するには、application stop iseコマンドと application start iseコマンドを使用
してください。

11 インラインポスチャノードを管理ノードに登録した後は、eth0（信頼）IPアドレスを管理者
ポータルから変更することはできません。これは、登録済みインラインポスチャノードの

eth0 IPアドレスを変更すると、管理ノードと通信できなくなるからです。インラインポスチャ
ノードと管理ノードとの間で通信しようとしても失敗し、その結果、例外が発生する可能性が

あります。

Cisco ISEネットワークに登録された後は、CLIからインラインポスチャノードの IPアドレス
を変更しないことを強く推奨します。

（注）

インラインポスチャノードの非信頼インターフェイスは、インラインポスチャノードが構成

されている場合に切断する必要があります。インラインポスチャノードの信頼および非信頼

インターフェイスが、初期設定時に同じ VLANに接続され、インラインポスチャノードがペ
ルソナの変更後に最初に起動された場合、マルチキャストパケットトラフィックが非信頼イ

ンターフェイスから大量に流出します。このマルチキャストストームにより、同じサブネッ

トまたは VLANに接続されたデバイスがダウンする可能性があります。この時点で、インラ
インポスチャノードはメンテナンスモードになります。

注意
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インラインポスチャノードの許可
次の図は、インラインポスチャノードの遅延フェッチ機能を使用したクライアント許可フロー、

およびセッションの復元について説明します。

インラインポスチャノードのクライアント許可フロー

遅延フェッチ機能を使用したインラインポスチャノードセッションの復元

クライアントの切断によるインラインポスチャノードセッションの削除
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ワイヤレスクライアントがWLC制御を離れるときには、WLCは VPNゲートウェイと同様の
RADIUSアカウンティング停止を送信して、インラインポスチャノードがクライアントに対応す
るセッションを確実にクリーンアップするようにする必要があります。

インラインポスチャノードの展開
インラインポスチャノードを展開するための最初のプロセスは、スタンドアロンノードの場合

でも、アクティブ/スタンバイペアの場合でも同じです。

インラインポスチャは Cisco ISE 3415、ISE 3315、ISE 3355、および ISE 3395プラットフォー
ム上でサポートされます。

（注）

手順

ステップ 1 インラインポスチャノードを設定します。

ステップ 2 インラインポスチャのダウンロード可能アクセスコントロールリストを作成します。

ステップ 3 インラインポスチャノードプロファイルを作成します。

ステップ 4 インラインポスチャ許可ポリシーを作成します。

インラインポスチャノードの設定

インラインポスチャとは、管理ノードに登録されている専用ノードです。インラインポスチャ

の設定は管理コンソールから行い、その設定内容はインラインポスチャノードに複製されます。

設定のコピーが、ローカルの管理データベースに保存されます。インラインポスチャノードは、

登録された後、再起動されます。

インラインポスチャノードを Cisco ISEネットワークに導入するには、初めにインラインポス
チャノードをプライマリ管理ノードに登録し、インラインポスチャの設定を指定してから、許可

プロファイルとポリシーを作成する必要があります。これによって、インラインポスチャのゲー

トキーピングポリシーが確立します。

インラインポスチャノードは RADIUSプロキシであり、RADIUSサーバとして NADと連携し、
これにより NAD（VPNゲートウェイ、WLC）は RADIUSクライアントとなります。プロキシと
してのインラインポスチャは、クライアントとしてポリシーサービスノードとのインターフェ

イスになり、これにより、ポリシーサービスノードはインラインポスチャの RADIUSサーバに
なります。
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次に示す手順を完了すると、インラインポスチャノードに対応するNADエントリが自動的に
作成されます。スタンドアロンノードの場合、そのノードの IPアドレスが使用されます。ハ
イアベイラビリティペアの場合、アクティブノードのサービス IPアドレスが使用されます。

（注）

はじめる前に

次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

インラインポスチャは Cisco ISE 3495プラットフォームではサポートされません。インラインポ
スチャは、サポートされるプラットフォームである ISE 3315、ISE 3355、ISE 3395、ISE 3415のい
ずれかにインストールします。

インラインポスチャの証明書を設定するためのガイドラインに従い、適用します。詳細について

は、『Cisco Identity Services Engine Hardware Installation Guide, Release 1.2』を参照してください。

プライマリ管理ノードにインラインポスチャノードを登録します。 Cisco ISE分散システムのメ
ンバーとして動作するには、すべてのノードがプライマリ管理ノードに登録されている必要があ

ります。

RADIUS設定は必須です。最低でも 1つのクライアントと 1つのサーバ設定が必要です。この手
順を完了するには、両側の対応する共有秘密情報が必要です。

インストールに必要なすべての設定情報を手元に用意してください。たとえば、信頼と非信頼の

IPアドレス、サービス IPアドレス、他の Cisco ISEノードの IPアドレス、RADIUS設定用の共有
秘密情報、管理 VLAN ID、WLC、VPN IPアドレスなどです。必要な情報の完全なリストは、シ
ステムアーキテクトに確認してください。

直接接続された ASA VPNデバイスのMACアドレスをMACフィルタで設定するときは、必
ず IPアドレスも入力してください。任意の IPアドレスが追加されていない場合は、VPNク
ライアントがポリシー適用をバイパスできてしまいます。このようにアクセスできるのは、

VPNがクライアントにとってはレイヤ 3のホップであり、デバイスは自身のMACアドレスを
送信元アドレスとして使用して、インラインポスチャノードに向けてパケットをネットワー

クで送信するからです。

注意

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）]を選択します。

ステップ 2 [展開ノード（Deployment Nodes）]ページの [インラインポスチャノード（Inline Posture node）]
チェックボックスをオンにし、[編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 3 [全般設定（General Settings）]タブの [インライン PEP（Inline PEP）]チェックボックスをオンに
します。 [管理（Administration）]、[モニタリング（Monitoring）]、および [ポリシーサービス
（Policy Service）]の各チェックボックスは自動的にオフになります。
タブは、[全般設定（General Settings）]、[基本情報（Basic Information）]、[展開モード（Deployment
Modes）]、[フィルタ（Filters）]、[RADIUS設定（RadiusConfig）]、[管理対象サブネット（Managed
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Subnets）]、[スタティックルート（Static Routes）]、[ロギング（Logging）]、および [フェール
オーバー（Failover）]に変化します。

新規登録されたインラインポスチャノードは、デフォルト IPアドレス 192.168.1.100、
サブネットマスク 255.255.255.0、およびデフォルトゲートウェイ 192.168.1.1が設定さ
れています。これらの値は、実際の展開に合わせてステップ 3で変更してください。

（注）

ステップ 4 次の各タブをクリックし、それぞれのタブのフィールドに適切な情報を入力します。

•基本情報（Basic Information）

• [展開ノード（Deployment Nodes）]：新規登録されたインラインポスチャノードは、メンテ
ナンスモードとなっています。実稼働目的の場合は、ルーテッドモードまたはブリッジ

モードを選択する必要があります。

• [フィルタ（Filters）]：クライアントデバイスのサブネットアドレスとサブネットマスクを
入力するか、フィルタリングするデバイスのMACアドレスと IPアドレスを入力します。
MACとサブネットのフィルタを使用すると、ネットワークの非信頼側にある特定のエンド
ポイントやデバイスについて、インラインポスチャ適用をバイパスすることができます。

たとえば、VPNまたはWLCの管理トラフィックがインラインポスチャを通過できるように
する必要がある場合に、その NADを Cisco ISEのポリシー適用対象外とします。その NAD
のMACアドレスと IPアドレスをフィルタで指定しておくと、インラインポスチャ経由で
ユーザインターフェイスや設定ターミナルに、制約なくアクセスできるようになります。

• [RADIUS設定（Radius Config）]：RADIUS設定は必須です。インラインポスチャには、最
低でも 1つのクライアントと 1つのサーバの設定が必要です。

• [管理対象サブネット（Managed Subnets）]：インラインポスチャノードと近接するレイヤ 2
にあるエンドポイントのサブネットについては（たとえばWLC）、管理対象サブネットを設
定する必要があります。このように設定するには、管理対象サブネットと同じサブネットに

ある未使用の IPアドレスが 1つとサブネットの VLAN（ある場合）が必要になります。複
数の管理対象サブネットエントリを指定できます。 IPアドレス、サブネットマスク、VLAN
ID、および説明の値を入力する必要があります。

◦ [スタティックルート（Static Routes）]：サブネットアドレスとサブネットマスクを入
力し、[インターフェイスタイプ（Interface Type）]ドロップダウンリストで [信頼
（Trusted）]または [非信頼（Untrusted）]を選択します。このステップを、実際の設定
に合わせて必要なだけ繰り返します。

Cisco ISEの制御下にあるエンドポイントのサブネットがインラインポスチャノードか
らレイヤ3分離れている場合は、スタティックルートエントリが必要です。たとえば、
VPNゲートウェイデバイス（管理対象サブネットトラフィックをインラインポスチャ
非信頼インターフェイスに送信するデバイス）が2ホップ離れている場合は、そのクラ
イアントサブネットに対してはインラインポスチャのためのスタティックルートが定

義されている必要があります。信頼側のネットワークは、トラフィックをインライン

ポスチャ信頼インターフェイスに送信すべきということを認識している必要がありま

す。

◦ [ロギング（Logging）]：[ロギング（Logging）]タブをクリックし、ロギングサーバ（一
般的にはモニタリングノード）の IPアドレスとポート番号を入力します。
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インラインポスチャのイベントをログに記録するための IPアドレスとポート（デフォ
ルト 20514）は必須です。この要件が守られていれば、インラインポスチャノードの
動作ステータスが Cisco ISEダッシュボードの [システム概要（System Summary）]ダッ
シュレットに表示されるようになり、そのノードに関するその他のログ情報も利用でき

るようになります。

◦ [フェールオーバー（Failover）]：このタブは、インラインポスチャのハイアベイラビ
リティ設定用です。

ステップ 5 [Save（保存）]をクリックします。インラインポスチャノードが自動的に再起動します。

ステップ 6 自動生成されたインラインポスチャNADリスティングを確認するには、[管理（Administration）]
> [ネットワークリソース（Network Resources）] > [デフォルトデバイス（Default Device）]に移
動します。

スタンドアロンノードの場合、そのノードの IPアドレスが使用されます。ハイアベイラビリティ
ペアの場合、アクティブノードのサービス IPアドレスが使用されます。

次の作業

インラインポスチャノードの展開を完了するには、DACL、許可プロファイル、および許可ポリ
シールール（不明、準拠、非準拠）を作成します。

適切なダウンロード可能アクセスコントロールリスト（DACL）を、対応するプロファイル
に関連付けることが重要です。たとえば、不明 DACLには不明許可プロファイルを関連付け
ます。

（注）

インラインポスチャのダウンロード可能アクセスコントロールリス

トの作成

ダウンロード可能アクセスコントロールリスト（DACL）とは、許可プロファイルの構築ブロッ
クであり、プロファイルはこのリストで定められたルールに従うことになります。アクセスコン

トロールリスト（ACL）は、望ましくないトラフィックがネットワークに入るのを防ぐためのも
のであり、具体的には送信元と宛先の IPアドレス、トランスポートプロトコル、およびその他の
変数を、RADIUSプロトコルを使用してフィルタリングします。

名前付き権限オブジェクトとして作成した DACLを許可プロファイルに追加します。その後、こ
れらの許可プロファイルを許可ポリシーの結果として指定します。

はじめる前に

次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
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手順

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [許可
（Authorization）] > [ダウンロード可能 ACL（Downloadable ACLs）]を選択します。

ステップ 2 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 3 DACLの名前と説明を入力します。

ステップ 4 次の DACLを作成します。

• ipn-compliant（すべて許可）：構文 permit ip any anyを使用します。

• ipn-noncompliant（すべて拒否）：構文 deny ip any anyを使用します。

• ipn-unknown（ポスチャ前）：1つ以上の ACLを使用して、サプリカントとポリシーサービ
スノードに、ポスチャ評価のための相互アクセスを許可します。このDACLを使用すると、
認証を通過していないユーザをブロックまたは隔離することができます。次に、構文例を示

します。

deny tcp any any eq 80

deny tcp any any eq 443

permit ip any 10.1.2.4 0.0.0.0

permit udp any any eq 53

deny ip any any

ステップ 5 DACLを保存します。

次の作業

インラインポスチャノードプロファイルを作成します。

インラインポスチャノードプロファイルの作成

インラインポスチャ許可プロファイルを 3つ作成し、さらに NAD用の許可プロファイルを 1つ
作成する必要があります。

すべてのインラインポスチャインバウンドプロファイルは自動的に、cisco-av-pair=ipep-authz=true
に設定されます。これで、インラインポスチャノードによってそのルールが適用されるようにな

ります（プロキシとしてそのまま NADにプロキシするのではなく）。 URLリダイレクトはクラ
イアントプロビジョニングに欠かせないものであり、エージェント検出リダイレクションにも必

要です。

はじめる前に

次のタスクを実行するには、スーパー管理者、システム管理者、またはポリシー管理者である必

要があります。
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手順

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [許可
（Authorization）] > [インラインポスチャノードプロファイル（Inline Posture Node Profiles）]を
選択します。

ステップ 2 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 3 許可プロファイルの名前および説明を入力します。 [名前（name）]フィールドでサポートされる
文字は次のとおりです：スペース、! # $ % & ‘ ( ) * + , - . / ; = ? @ _ {。

RADIUS応答メッセージ = NADプロファイルと設定すると、NADプロファイルがイン
ラインポスチャの RADIUSログメッセージに表示されるようになります。この設定
は、後でトラブルシューティングするときに役立つ可能性があります。

（注）

ステップ 4 作成した DACLに対応する、インラインポスチャの次の許可プロファイルを作成します。次の
許可プロファイルのそれぞれについて、適切な DACLを指定します。

• IPN-Unknown-Compliant（ポスチャ前）：このプロファイルには、URLリダイレクトを入力
する必要があります。これを行うには、[URLリダイレクト（URL Redirect）]チェックボッ
クスをオンにします。

この URLリダイレクトは、[属性詳細（Attributes Details）]フィールドに表示されます。

ユーザは、エージェントをダウンロードしてインストールするためのWebページにリダイレ
クトされます。このエージェントが、ユーザのシステムをスキャンします。システムが合

格の場合、ユーザにはフルアクセス権が自動的に付与されます。システムが不合格の場合

は、ユーザはアクセスを拒否されます。

• IPN-Compliant（すべて許可）

• IPN-Noncompliant（すべて拒否）

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。

次の作業

インラインポスチャ許可ポリシーを作成します。

インラインポスチャ許可ポリシーの作成

許可ポリシーは、ネットワークおよびそのリソースに対するアクセスを制御する手段となります。

Cisco ISEでは、許可ポリシーを作成する際のルールの数を定義することができます。

許可ポリシーを定義する要素は、ポリシールールを作成するときに参照されます。選択した条件

と属性によって、許可プロファイルが定義されます。

はじめる前に

次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
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手順

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [許可（Authorization）]を選択します。

ステップ 2 デフォルトルールはそのままにします。

ステップ 3 不明ポスチャステータスルールを次のとおりに作成します。

• [IDグループ（Identity Group）]：[任意（Any）]

• [条件（Condition）]：[Session:PostureStatus] [等しい（EQUALS）] = [不明（Unknown）]

• [権限（Permissions）]：IPN-Unknown-Compliant + nad-authorization-profile

ステップ 4 準拠ポスチャルールを次のとおりに作成します。

• [IDグループ（Identity Group）]：[任意（Any）]

• [条件（Condition）]：[Session:PostureStatus] [等しい（EQUALS）] = [準拠（Compliant）]

• [権限（Permissions）]：IPN-Compliant + nad-authorization-profile

ステップ 5 非準拠ポスチャルールを次のとおりに作成します。

• [IDグループ（Identity Group）]：[任意（Any）]

• [条件（Condition）]：[Session:PostureStatus] [等しい（EQUALS）] = [非準拠（Noncompliant）]

• [権限（Permissions）]：IPN-Noncompliant + nad-authorization-profile

ステップ 6 ポリシーを保存します。インラインポスチャノードの展開は、これで完了です。

次の作業

管理ノードで RADIUSクライアントとしてインラインポスチャノードを設定します。

ハイアベイラビリティペアの設定
ハイアベイラビリティのために 2つのインラインポスチャノードを設定した場合は、1つのノー
ドをそのペアのプライマリユニットとして指定します。それがデフォルトでアクティブノードに

なります。他方がセカンダリノードとなり、デフォルトでスタンバイユニットとなります。

ハイアベイラビリティノードのフェールオーバーが発生すると、スタンバイノードがサービス

IPアドレスを引き継ぎます。このプロセスが発生した後で、管理者は障害が発生したインライン
ポスチャノードを修復する必要があります。必要に応じて、以前の設定に戻します。ハイアベ

イラビリティフェールオーバーはステートレスであるため、フェールオーバーの発生後、すべて

のアクティブセッションが自動的に再許可されます。
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ここに示す例では、ブリッジモードのハイアベイラビリティペアに使用されるサービス IPアド
レスは、インラインポスチャノードの物理 IPアドレスとは異なるものであり、実質的にクラス
タが作成されます。このクラスタは1つのユニットとして、サービス IPアドレスを使用してWLC
と相互作用します。このような理由から、サービス IPは信頼と非信頼それぞれのネットワークに
対して定義されます。

ハイアベイラビリティペアの両方のノードが、同一のモード（ブリッジまたはルータ）を使

用する必要があります。混合モードは、インラインポスチャのハイアベイラビリティペアで

はサポートされません。

（注）

はじめる前に

•次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

•インラインポスチャノード 2つが正常に設定され、Cisco ISEネットワーク上で登録されて
いる必要があります。

•インラインポスチャハイアベイラビリティペアの両方のノード（プライマリとセカンダ
リ）の eth2インターフェイスおよび eth3インターフェイスは、ハートビートプロトコル交
換と通信してノードの健全性を判別します。ハートビートを機能させるには、イーサネット

ケーブルを使用してセカンダリノードの eth2インターフェイスにプライマリインラインポ
スチャノードの eth2インターフェイスを接続する必要があります。同様に、プライマリイ
ンラインポスチャノードの eth3インターフェイスをイーサネットケーブルを使用してセカ
ンダリノードの eth3インターフェイスに接続する必要があります。

• RADIUS用に、サービス IPアドレスが必要です。このアドレスは、この手順の中で、インラ
インポスチャアクティブ/スタンバイクラスタの信頼と非信頼の両方のインターフェイスに
割り当てるためのものです。

•インストールに必要なすべてのネットワーク設定情報を手元に用意してください。必要な情
報の完全なリストは、システムアーキテクトに確認してください。
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手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）]を選択します。

ステップ 2 プライマリノードとして指定するインラインポスチャノードの隣にあるチェックボックスをオ

ンにして [編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 3 [全般設定（General Settings）]タブで、ノード名を確認し、[インラインPEP（InlinePEP）]チェッ
クボックスがオンであることを確認してから、[HA役割（HA Role）]ドロップダウンリストで
[アクティブ（Active）]を選択します。

ステップ 4 [フェールオーバー（Failover）]タブをクリックし、[HA有効（HA Enabled）]チェックボックス
をオンにします。

ステップ 5 フィールドに適切な情報を入力します。

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。両方のインラインポスチャノードが再起動します。ノード
が再び起動したときは、指定された設定に応じて、プライマリおよびセカンダリとして設定され

た状態になっています。

ステップ 7 ノードステータスの隣にあるチェックボックスをオンにし、[フェールオーバー（Failover）]タブ
をクリックして、ノードステータスを確認します。プライマリとセカンダリのインラインポス

チャノードが正しく設定されていることを確認します。

次の作業

管理ノードで RADIUSクライアントとしてインラインポスチャノードを設定します。

インラインポスチャノードの同期

ハイアベイラビリティペアのノードの 1つが停止しているときに、ただ 1つのアクティブなノー
ドに対して設定変更が行われた場合に、停止していたノードが起動したときに新しい設定を自動

的に反映するメカニズムはありません。アクティブノードでのインラインポスチャのハイアベ

イラビリティユーザインターフェイスにある [ピアノードを同期（Sync-up Peer Node）]ボタンを
使用すると、スタンバイノードを、アクティブノードからの最新のインラインポスチャデータ

ベースと手動で同期できます。

はじめる前に

•スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

• 2つのインラインポスチャノードを設定する必要があります。

• 2つのノード間の関係を確立する必要があります。
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手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）]を選択します。

ステップ 2 他のノード（通常はアクティブノード）と同期するインラインポスチャノードの横にあるチェッ

クボックスをオンにし、[編集（Edit）]アイコンをクリックします。

ステップ 3 [フェールオーバー（Failover）]タブをクリックします。

ステップ 4 [ピアノードを同期（Sync Peer Node）]をクリックします。選択したノードからのデータが自動
的に、ピアノードに転送されます。

管理ノードでの RADIUS クライアントとしてのインライ
ンポスチャノードの設定

RADIUSプロキシとして機能するインラインポスチャノードは、管理ノードでRADIUSクライア
ントとして追加する必要があります。

はじめる前に

•スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

• Cisco ISE展開でインラインポスチャを展開する必要があります。

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ネットワークリソース（Network Resources）] > [ネットワークデバイ
ス（Network Devices）]を選択します。

ステップ 2 [ネットワークデバイス（Network Devices）]ナビゲーションパネルの [ネットワークデバイス
（Network Devices）]をクリックします。

ステップ 3 デバイスの名前と説明（任意）を入力します。

ステップ 4 インラインポスチャノードの IPアドレスを入力します。

•スタンドアロンインラインポスチャノードの場合は、信頼インターフェイスの IPアドレス
を入力します。

•ハイアベイラビリティペアの場合は、信頼インターフェイスのサービス IPアドレスを入力
します。
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ステップ 5 必要に応じて [モデル名（Model Name）]と [ソフトウェアバージョン（Software Version）]に入
力します。

ステップ 6 [ネットワークデバイスグループ（Network Device Group）]では、[ロケーション（Location）]と
[デバイスタイプ（Device Type）]を必要に応じて指定します。

ステップ 7 [認証設定（Authentication Settings）]チェックボックスをオンにして、RADIUS共有秘密情報を入
力します。

ステップ 8 [保存（Save）]をクリックします。

展開からのインラインポスチャノードの削除
インラインポスチャノードを展開から削除するには、初めにその展開をメンテナンスモードに

変更してから登録を解除する必要があります。メンテナンスモードとはニュートラル状態であ

り、そのノードをスムーズにネットワークに、または展開から移動することができます。

はじめる前に

次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）]を選択します。

ステップ 2 展開から削除するインラインポスチャノードの横にあるチェックボックスをオンにし、[編集
（Edit）]をクリックします。

ステップ 3 [展開モード（Deployment Modes）]タブをクリックします。

ステップ 4 [メンテナンスモード（MaintenanceMode）]オプションボタンをクリックしてから [保存（Save）]
をクリックします。

ステップ 5 左側のペインの [展開（Deployment）]をクリックし、展開から削除するインラインポスチャノー
ドの横のチェックボックスをオンにします。

ステップ 6 [登録解除（Deregister）]をクリックします。

ステップ 7 [OK]をクリックします。

インラインポスチャノードの状態
展開済みのインラインポスチャノードの健全性のモニタリングは、管理ノードで実行されている

Cisco ISEダッシュボードから行うことができます。インラインポスチャノードは、[システム概
要（System Summary）]ダッシュレットに表示されます。チェックマーク付きの緑色のアイコン
は、システムが正常に動作していることを示します。黄色のアイコンは警告を示し、赤色のアイ
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コンは深刻なシステム障害を示します。スパークラインは、CPUとメモリの使用率および遅延の
経時変化を示します。データ表示範囲は、過去 24時間と過去 60分から選択できます。

健全性のアイコンにマウスカーソルを合わせると、クイックビューダイアログに、システム健

全性の詳細情報が表示されます。

図 5：システム概要のステータスクイックビュー

リモートアクセス VPN の使用例
ここでは、インラインポスチャノードを Cisco ISEネットワーク内の VPNデバイス（たとえば
ASA）とともに使用する方法を説明します。次の図は、インラインポスチャノードをリモート
VPNアクセス用に使用する Cisco ISE展開を示しています。この図の iPEPという用語はインライ
ンポスチャノードを指し、PDPはポリシーサービスノードを指します。VPNゲートウェイから
のトラフィックはすべて、インラインポスチャノードを通過する必要があります。確実に Cisco
ISEによってポリシーを適用し、ネットワークのセキュリティを保護するためです。

図 6：インラインポスチャノードを使用する Cisco ISE 展開

プロセスフロー

1 リモートユーザは VPNゲートウェイ（ASA）に対する認証を、RADIUSプロトコルを使用し
て行います。

2 RADIUSクライアントであるASAは、認証要求をAAAサーバ（インラインポスチャノード）
に送信します。

3 RADIUSプロキシであるインラインポスチャノードは、この RADIUS認証要求を、RADIUS
サーバの役割を持つ Cisco ISEノード（ポリシーサービスノード）にリレーします。

4 Cisco ISEポリシーサービスノードは、設定済みの IDストアを使用してリモートユーザの認
証を行い、RADIUS応答をインラインポスチャノードに返します。この応答は、ASA（ネッ
トワークアクセスデバイス（NAD））にリレーされます。
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5 ユーザに適用される許可ポリシーに基づいて、ポリシーサービスノードは該当する属性をイ

ンラインポスチャノードに返します。さらに、ASAに返すこともできます。

6 インラインポスチャノードプロファイルとNAD（標準許可プロファイル）のどちらについて
も、許可ポリシールールエントリごとに別の許可プロファイルを参照することができます。

インラインポスチャノードプロファイル：インラインポスチャノードに適用されるRADIUS
属性を指定します。たとえば、クライアントプロビジョニングサービスへのリダイレクショ

ン用のURLや、インラインポスチャノードによるポリシー適用のためのダウンロード可能ア
クセスコントロールリスト（DACL）です。

標準許可プロファイル：NAD（この例ではASA）のための任意のRADIUS属性を指定します。

7 許可ポリシーによる判定の結果、エンドポイントがポスチャポリシーに非準拠である場合や、

ポスチャステータスが不明の場合は、ポリシーサービスノードからURLリダイレクト属性値
がインラインポスチャノードに返されます。このときに、許可されるトラフィックを指定す

る DACLも返されます。 DACLによって拒否された HTTP/HTTPSトラフィックはすべて、指
定の URLにリダイレクトされます。

8 ポスチャが準拠になると、再許可が行われてポリシーサービスノードから新しい DACLがイ
ンラインポスチャノードに送信されます。これで、内部ネットワークへのユーザ特権アクセ

スができるようになります。

VPN デバイスでのインラインポスチャノードの設定

はじめる前に

インラインポスチャノードやそのダウンストリームネットワークとの間で送受信されるトラ

フィックが正しくルーティングまたはスイッチングされるように、ネットワークインフラストラ

クチャが設定されていることを確認します。
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手順

ステップ 1 スタンドアロンの Cisco ISEノードを設定します。

ステップ 2 このスタンドアロン Cisco ISEノードをインラインポスチャノードとして、既存のプライマリ管
理ノードに登録し、インラインポスチャノードの設定をプライマリ管理ノードから行います。

ステップ 3 必要に応じて、もう 1つのインラインポスチャノードを設定し、アクティブ/スタンバイペアを
設定します。

ステップ 4 ポリシーサービスノードがインラインポスチャノードの RADIUSサーバとなるように設定しま
す。インラインポスチャノードで設定されているものと同一の RADIUS共有秘密を、ポリシー
サービスノードでも設定します。

ステップ 5 インラインポスチャノードによって使用される許可プロファイル（インラインポスチャノード

プロファイル）を設定します。

ステップ 6 （任意）NADに使用するための標準許可プロファイルを設定することもできます。

ステップ 7 アイデンティティとポスチャステータスに基づいてインラインポスチャノードプロファイルを

リモート VPNユーザに適用するための許可ポリシーを設定します。

ステップ 8 VPNゲートウェイの内部 IPアドレスを RADIUSクライアントとして、インラインポスチャノー
ドの RADIUS設定に、NAD（この例では ASA）の RADIUS共有秘密とともに追加します。

ステップ 9 RADIUSサーバとして設定済みのインラインポスチャノードとの間でRADIUS認証および許可を
行うための、VPNゲートウェイ（ASA）を設定します。手順は次のとおりです。
a) [ポリシー（Policy）] > [認証（Authentication）]を選択します。
b) ユーザレコードに記録されている IDソースに対してユーザを認証するように、デフォルト
ルールが設定されていることを確認します。

c) [保存（Save）]をクリックします。

インラインポスチャノードのログの収集
インラインポスチャノードの CLIから、backup-logsコマンドを使用するとすべてのログをアー
カイブおよび収集できます。

PEP/admin# config terminal
PEP/admin# repository remoteloc
PEP/admin# url ftp://myremoteserver/store
PEP/admin# user <myremoteuser> password plain <myremotepasswd>
PEP/admin# end
PEP/admin# backup-logs myipeplogs repository remoteloc
% Creating log backup with timestamped filename: myipeplogs-110317-1836.tar.gz

プライマリ管理UIからインラインポスチャノードのログをリモートで収集することはサポー
トされていません。

（注）
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インラインポスチャノードの Kclick プロセス
kclickと呼ばれるクリックカーネルモジュールプロセスは、インラインポスチャノードの CPU
のスケジューリングを担当します。 Kclickは、CPUサイクルを要求する他のプロセスに CPUサ
イクルを提供します。これにより、インラインポスチャノードの「トップ」出力は、アイドル

状態のサイクルを含むシステムのすべての CPUサイクルを使用している kclickを表示します。
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