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認証
ここでは、単純な認証ポリシーおよびルールベースの認証ポリシーを設定できる認証ポリシー

ページについて説明します。

簡易認証ポリシーの構成設定

次の表では、簡易認証ポリシーを設定できる、単純認証ポリシーページのフィールドについて説

明します。このページへのナビゲーションパスは、[ポリシー（Policy）] > [認証（Authentication）]
です。

表 1：簡易認証ポリシーの構成設定

使用上のガイドラインフィールド

作成済みの許可されるプロトコルを選択します。ネットワークアクセス

サービス（Network
Access Service）
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使用上のガイドラインフィールド

認証に使用する IDソースを選択します。 IDソース順序が設定済みであ
る場合、これを選択することも可能です。

デフォルトの IDソースを編集して、このルールで定義されたいずれの
IDソースも要求に一致しない場合に Cisco ISEが使用する IDソースを
指定できます。

IDソース（Identity
Source）

認証失敗、ユーザが見つからない、プロセス障害、の各イベントに対す

る今後のアクションのコースを定義します。次のいずれかのオプション

を選択できます。

• [拒否（Reject）]：拒否応答が送信されます。

• [ドロップ（Drop）]：応答は送信されません。

• [続行（Continue）]：Cisco ISEは許可ポリシーの処理を続行しま
す。

オプション（Options）

ルールベースの認証ポリシーの構成設定

次の表では、簡易認証ポリシーを設定できる、ルールベースの認証ポリシーページのフィールド

について説明します。このページへのナビゲーションパスは、[ポリシー（Policy）] > [認証
（Authentication）] > [ルールベース（Rule-Based）]です。

表 2：ルールベースの認証ポリシーの構成設定

使用上のガイドラインフィールド

このポリシーのステータスを選択します。次のいずれかにできます。

• [有効（Enabled）]：このポリシー条件はアクティブです。

• [無効（Disabled）]：このポリシー条件は非アクティブであり、評
価されません。

• [モニタのみ（Monitor Only）]：このポリシー条件は評価されます
が、結果は適用されません。 [ライブログ認証（Live Log
authentication）]ページでこのポリシー条件の結果を照会できます。
ここでは、モニタされる手順と属性を含む詳細レポートを参照して

ください。たとえば、新しいポリシー条件を追加する場合に、条

件がもたらす結果が正しいかどうかを判断できないことがありま

す。この場合、モニタモードでポリシー条件を作成して、結果を

確認できます。結果に問題がない場合はそのポリシー条件を有効化

できます。

ステータス（Status）
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使用上のガイドラインフィールド

このポリシーの名前を入力し、条件および許可されるプロトコルを選択

します。

標準ルール（Standard
Rule）

[条件（Conditions）]固定オーバーレイを拡大するにはプラス（+）記号
をクリックし、固定オーバーレイを閉じるにはマイナス（-）記号また
は固定オーバーレイの外側をクリックします。

• [既存の条件をライブラリから選択（Select Existing Condition from
Library）]または [新しい条件の作成（高度なオプション）（Create
New Condition (Advanced Option)）]を選択します。

• [既存の条件をライブラリから選択（Select Existing Condition from
Library）]：ポリシー要素ライブラリからシスコによって事前定義
された条件を選択して、式を定義できます。

• [新しい条件の作成（高度なオプション）（Create New Condition
(AdvancedOption)）]：さまざまなシステム定義またはユーザ定義の
ディクショナリから属性を選択することによって、式を定義できま

す。

条件（Conditions）

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイドリリース 1.3    
3

ポリシーのユーザインターフェイスのリファレンス

ルールベースの認証ポリシーの構成設定



使用上のガイドラインフィールド

次を実行できます。

1 事前定義された条件からポリシー要素の認証用に定義する条件を選

択し、AND演算子または OR演算子を使用して複数の条件を追加で
きます。

次のディクショナリまたは属性を含む、事前定義された特定の条件

を選択することはできません。

•ディクショナリ「Certificate」、および任意の属性

•ディクショナリ「Network Access」、および次の属性：

◦ Device IP Address

◦ ISE Host Name

◦ NetworkDeviceName

◦ Protocol

◦ UseCase

このような条件が使用できる場合、選択ボックスの最初のエントリ

は「関連する条件のみ選択可能」です。

2 [操作（Action）]アイコンをクリックして、後続のステップで次を実
行します。

• [属性/値の追加（AddAttribute/Value）]：アドホック属性/値の組
み合わせを追加できます

• [ライブラリから条件を追加（Add Condition from Library）]：シ
スコによって事前定義された条件を追加できます

• [複製（Duplicate）]：選択した条件のコピーを作成します

• [ライブラリに条件を追加（Add Condition to Library）]：作成し
たアドホック属性/値の組み合わせをポリシー要素ライブラリに
保存できます

• [削除（Delete）]：選択した条件を削除します

既存の条件をライブラ

リから選択（Select
Existing Condition from
Library）

   Cisco Identity Services Engine 管理者ガイドリリース 1.3
4

ポリシーのユーザインターフェイスのリファレンス

ルールベースの認証ポリシーの構成設定



使用上のガイドラインフィールド

次を実行できます。

1 式にアドホック属性/値の組み合わせを追加し、ANDまたはOR演算
子を使用すると、複数の条件を追加できます。

2 [操作（Action）]アイコンをクリックして、後続のステップで次を実
行します。

• [属性/値の追加（AddAttribute/Value）]：アドホック属性/値の組
み合わせを追加できます

• [ライブラリから条件を追加（Add Condition from Library）]：シ
スコによって事前定義された条件を追加できます

• [複製（Duplicate）]：選択した条件のコピーを作成します

• [ライブラリに条件を追加（Add Condition to Library）]：作成し
たアドホック属性/値の組み合わせをポリシー要素ライブラリに
保存できます

• [削除（Delete）]：選択した条件を削除します。ここでは、AND
または OR演算子を使用できます

新しい条件の作成（高

度なオプション）

（Create New Condition
(Advance Option)）

許可されるプロトコルまたは RADIUSサーバ順序から選択します。ネットワークアクセス

の選択（SelectNetwork
Access）

IDソース選択条件を定義する場合にクリックします。矢印ボタン（Arrow
Button）

次を実行できます。

1 デフォルトの IDソース行の [操作（action）]アイコンをクリックし、
[新規行を上に挿入（Insert new row above）]をクリックします。

2 作成した IDソースルールの名前を入力します。

3 ボタンをクリックして、選択する IDソースに応じて条件を定義しま
す。

4 IDソース順序または IDソース、および Cisco ISEで実行する操作を
選択します。

IDソース順序（Identity
Source Sequence）
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許可ポリシーの設定
次の表に、許可ポリシーを設定できるようにする許可ポリシーページのフィールドを示します。

このページへのナビゲーションパスは、[ポリシー（Policy）] > [許可（Authorization）]です。

表 3：許可ポリシーの設定

使用上のガイドラインフィールド

ポリシーを適用するには、次のいずれかを選択します。

• [有効（Enabled）]：このポリシー条件はアクティブです。

• [無効（Disabled）]：このポリシー条件は非アクティブであり、評
価されません。

• [モニタのみ（Monitor Only）]：このポリシー条件は評価されます
が、結果は適用されません。 [ライブログ認証（Live Log
authentication）]ページでこのポリシー条件の結果を照会できます。
ここでは、モニタされる手順と属性を含む詳細レポートを参照して

ください。たとえば、新しいポリシー条件を追加する場合に、条

件がもたらす結果が正しいかどうかを判断できないことがありま

す。この場合、モニタモードでポリシー条件を作成して、結果を

確認できます。結果に問題がない場合はそのポリシー条件を有効化

できます。

ステータス（Status）

ルール名に名前を入力します。ルール名（Rule
Name）

最初のドロップダウンから IDグループを選択します。

2番目のドロップダウンから条件を選択します。

既存の条件から選択することも、新しい条件を作成することもできま

す。

条件（Conditions）
（IDグループおよびそ
の他の条件）

[標準（Standard）]カテゴリから許可プロファイルを選択します。権限（Permissions）

エンドポイントプロファイリングポリシーの設定
次の表では、[エンドポイントポリシー（Endpoint Policies）]ページのフィールドについて説明し
ます。このページのナビゲーションパスは、[ポリシー（Policy）]>[プロファイリング（Profiling）]
> [プロファイリングポリシー（Profiling Policies）]です。
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表 4：エンドポイントプロファイリングポリシーの設定

使用上のガイドラインフィールド

作成するエンドポイントプロファイリングポリシーの名前を入力しま

す。

名前（Name）

作成するエンドポイントプロファイリングポリシーの説明を入力しま

す。

説明（Description）

デフォルトでは [ポリシー有効（PolicyEnabled）]チェックボックスはオ
ンになっており、エンドポイントのプロファイリング時に、一致するプ

ロファイリングポリシーが関連付けられます。

オフになっている場合、エンドポイントのプロファイリング時に、エン

ドポイントプロファイリングポリシーは除外されます。

ポリシー有効（Policy
Enabled）

プロファイリングポリシーに関連付ける最小値を入力します。デフォ

ルト値は、10です。
最小確実度計数

（Minimum Certainty
Factor）

プロファイリングポリシー内のルールを定義するときに条件に関連付け

る例外アクションを選択します。

デフォルトは [なし（NONE）]です。例外アクションは、[ポリシー
（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [プ
ロファイリング（Profiling）] > [例外アクション（ExceptionActions）]で
定義されます。

例外アクション

（Exception Action）

必要に応じて、プロファイリングポリシー内のルールを定義するときに

条件に関連付けるネットワークスキャンアクションをリストから選択

します。

デフォルトは [なし（NONE）]です。例外アクションは、[ポリシー
（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [プ
ロファイリング（Profiling）] > [ネットワークスキャンアクション
（Network Scan (NMAP) Actions）]で定義されます。

ネットワークスキャン

（NMAP）アクション
（Network Scan
(NMAP) Action）

エンドポイント IDグループを作成するには、次のオプションのいずれ
かをオンにします。

•はい、一致する IDグループを作成します（Yes, create matching
Identity Group）

•いいえ、既存の IDグループ階層を使用します（No, use existing
Identity Group hierarchy）

ポリシーの IDグルー
プの作成（Create an
Identity Group for the
policy）
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使用上のガイドラインフィールド

既存のプロファイリングポリシーを使用する場合、このオプションを選

択します。

このオプションは、これらのエンドポイントの一致する IDグループを
作成します。エンドポイントプロファイルが既存のプロファイリング

ポリシーと一致した場合に、IDグループは Profiledエンドポイント ID
グループの子になります。

たとえば、ネットワーク上で検出されたエンドポイントがXerox-Device
プロファイルに一致する場合は、[エンドポイント IDグループ（Endpoint
Identity Groups）]ページで Xerox-Deviceエンドポイント IDグループが
作成されます。

はい、一致する IDグ
ループを作成します

（Yes, create matching
Identity Group）

プロファイリングポリシーおよび IDグループの階層構造を使用して、
一致する親エンドポイント IDグループにエンドポイントを割り当てる
には、このチェックボックスをオンにします。

このオプションを使用すると、エンドポイントプロファイリングポリ

シー階層を利用することができ、エンドポイントはいずれかの一致する

親エンドポイント IDグループ、さらに、親 IDグループに関連付けられ
たエンドポイント IDグループに割り当てられます。

たとえば、既存のプロファイルに一致するエンドポイントは、適切な親

エンドポイント IDグループの下にグループ化されます。ここで、不明
プロファイルに一致するエンドポイントは、[不明（Unknown）]の下に
グループ化され、既存のプロファイルに一致するエンドポイントは、プ

ロファイリングされたエンドポイント IDグループの下にグループ化さ
れます。次に例を示します。

•エンドポイントがCisco-IP-Phoneプロファイルに一致する場合、こ
れらのエンドポイントは Cisco-IP-Phoneエンドポイント IDグルー
プの下でグループ化されます。

•エンドポイントがWorkstationプロファイルに一致する場合、これ
らのエンドポイントは、Workstationエンドポイント IDグループの
下でグループ化されます。

Cisco-IP-PhoneおよびWorkstationエンドポイント IDグループは、
システム内の Profiledエンドポイント IDグループに関連付けられ
ます。

いいえ、既存の IDグ
ループ階層を使用しま

す（No, use existing
Identity Group
hierarchy）

新しいエンドポイントプロファイリングポリシーを関連付ける、シス

テムで定義されている親プロファイリングポリシーを選択します。

子にルールと条件を継承できる親プロファイリングポリシーを選択でき

ます。

親ポリシー（Parent
Policy）
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使用上のガイドラインフィールド

エンドポイントプロファイリングポリシーと関連付ける次のいずれか

の CoAタイプを選択します。

• CoAなし（No CoA）

•ポートバウンス（Port Bounce）

•再認証（Reauth）

• [グローバル設定（Global Settings）]：[管理（Administration）] > [シ
ステム（System）] > [設定（Settings）] > [プロファイリング
（Profiling）]で設定されたプロファイラ設定から適用されます。

関連 CoAタイプ
（Associated CoA
Type）

エンドポイントプロファイリングポリシーで定義された1つ以上のルー
ルにより、エンドポイントの一致するプロファイリングポリシーが決定

されます。これにより、プロファイルに応じたエンドポイントのグルー

プ化が可能になります。

ポリシー要素ライブラリからの1つ以上のプロファイリング条件がルー
ルに使用され、エンドポイント属性およびその値が、全体的な分類用に

検証されます。

ルール（Rule）
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使用上のガイドラインフィールド

プラス（+）記号をクリックして、条件の固定オーバーレイを展開しま
す。マイナス（-）記号をクリックするか、固定オーバーレイの外側を
クリックして条件を閉じます。

[既存の条件をライブラリから選択（Select Existing Condition from
Library）]または [新しい条件の作成（高度なオプション）（Create New
Condition (Advanced Option)）]をクリックします。

[既存の条件をライブラリから選択（Select Existing Condition from
Library）]：ポリシー要素ライブラリからシスコによって事前定義され
た条件を選択して、式を定義できます。

[新しい条件の作成（高度なオプション）（CreateNewCondition (Advanced
Option)）]：さまざまなシステム辞書またはユーザ定義辞書から属性を
選択して、式を定義できます。

プロファイリング条件と次のいずれかとを関連付けることができます。

•各条件の確実度係数の整数値

•その条件の例外アクションまたはネットワークスキャンアクショ
ン

プロファイリング条件と関連付ける、次のいずれかの定義済み設定を選

択します。

• [確実度計数が増加する（Certainty Factor Increases）]：各ルールの
確実度値を入力します。この値は、全体的な分類に関するすべての

一致ルールに対して追加されます。

• [例外の操作を行う（TakeExceptionAction）]：このエンドポイント
プロファイリングポリシーの [例外アクション（ExceptionAction）]
フィールドで設定された例外アクションがトリガーされます。

• [ネットワークスキャンを行う（Take Network Scan Action）]：この
エンドポイントプロファイリングポリシーの [ネットワークスキャ
ン（NMAP）アクション（Network Scan (NMAP)Action）]フィール
ドで設定されたネットワークスキャンアクションがトリガーされ

ます。

条件（Conditions）
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使用上のガイドラインフィールド

次を実行できます。

•ポリシー要素ライブラリに存在するシスコによって事前定義された
条件を選択できます。ANDまたは OR演算子を使用して複数の条
件を追加できます。

• [操作（Action）]アイコンをクリックして、後続のステップで次を
実行します。

◦ [属性/値の追加（Add Attribute/Value）]：アドホック属性/値の
組み合わせを追加できます

◦ [ライブラリから条件を追加（Add Condition from Library）]：
シスコによって事前定義された条件を追加できます

◦ [複製（Duplicate）]：選択した条件のコピーを作成します

◦ [ライブラリに条件を追加（Add Condition to Library）]：作成
したアドホック属性/値の組み合わせをポリシー要素ライブラ
リに保存できます

◦ [削除（Delete）]：選択した条件を削除します

既存の条件をライブラ

リから選択（Select
Existing Condition from
Library）

次を実行できます。

•式にアドホック属性/値の組み合わせを追加し、ANDまたは OR演
算子を使用すると、複数の条件を追加できます。

• [操作（Action）]アイコンをクリックして、後続のステップで次を
実行します。

◦ [属性/値の追加（Add Attribute/Value）]：アドホック属性/値の
組み合わせを追加できます

◦ [ライブラリから条件を追加（Add Condition from Library）]：
シスコによって事前定義された条件を追加できます

◦ [複製（Duplicate）]：選択した条件のコピーを作成します

◦ [ライブラリに条件を追加（Add Condition to Library）]：作成
したアドホック属性/値の組み合わせをポリシー要素ライブラ
リに保存できます

◦ [削除（Delete）]：選択した条件を削除します。ここでは、
ANDまたは OR演算子を使用できます

新しい条件の作成（高

度なオプション）

（Create New Condition
(Advance Option)）
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ディクショナリ
ここでは、Cisco ISEで使用される RADIUSベンダーのディクショナリについて説明します。

次の表に、RADIUSベンダーのディクショナリ属性を設定できるようにする RADIUSベンダーの
[ディクショナリ（Dictionary）]ページのフィールドを示します。このページへのナビゲーション
パスは、[ポリシー（Policy）]> [ポリシー要素（PolicyElements）]> [ディクショナリ（Dictionaries）]
> [システム（System）] > [RADIUS > [RADIUSベンダー（RADIUS Vendors）]です。

表 5：RADIUS ベンダーディクショナリ属性の設定

使用上のガイドラインフィールド

選択した RADIUSベンダーのベンダー固有属性名を入力します。属性名（Attribute
Name）

ベンダー固有属性のオプションの説明を入力します。説明（Description）

内部のデータベースで表されるベンダー固有属性の名前を入力します。内部名（Internal
Name）

ベンダー固有属性に対して、次のデータ型のいずれかを選択します。

• STRING

• OCTET_STRING

• UNIT32

• UNIT64

• IPV4

データ型（DataType）

MACアドレスとしての RADIUS属性の比較を有効にするには、この
チェックボックスをオンにします。デフォルトで、RADIUS属性
Calling-Station-IDに対して、このオプションは有効とマークされ、無効
にできません。 RADIUSベンダーディクショナリ内の別のディクショ
ナリ属性（文字列型）の場合は、このオプションを有効または無効にで

きます。

このオプションを有効にした場合、認証および許可条件の設定中に、テ

キストオプションを選択して比較をクリアな文字列にするか、または

MACアドレスオプションを選択して比較をMACアドレスにするかを
定義できます。

MACを有効にするオ
プション（EnableMAC
option）

RADIUSメッセージに適用するいずれかのオプションを選択します。方向（Direction）

ベンダー属性 IDを入力します。有効な範囲は 0～ 255です。ID
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使用上のガイドラインフィールド

このチェックボックスをオンにします。タギングの許可

（Allow Tagging）

プロファイルでこのRADIUSベンダー固有属性の複数のインスタンスが
必要な場合は、このチェックボックスをオンにします。

プロファイルでこの属

性の複数のインスタン

スを許可する（Allow
multiple instances of this
attribute in a profile）

条件
ここでは、エンドポイント、ポスチャクライアントのプロファイリングに使用され、Cisco ISEリ
ソースへのアクセス権を制限または拡張するためのポリシー条件について説明します。

プロファイラ条件の設定

次の表では、[プロファイラ条件（Profiler Condition）]ページのフィールドについて説明します。
このページへのナビゲーションパスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（PolicyElements）]
> [条件（Conditions）] > [プロファイリング（Profiling）]です。

表 6：プロファイラ条件の設定

使用上のガイドラインフィールド

プロファイラ条件の名前。名前（Name）

プロファイラ条件の説明。説明（Description）

事前定義済みタイプのいずれかを選択します。タイプ（Type）

プロファイラ条件が基づく属性を選択します。属性名（Attribute
Name）

演算子を選択します。演算子（Operator）

選択した属性の値を入力します。事前定義された属性値を含む属性名の

場合、事前定義された値のドロップダウンリストが表示され、値を選択

できます。

属性値（Attribute
Value）
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使用上のガイドラインフィールド

プロファイリング条件は、次のいずれかのタイプになります。

• [シスコ提供（CiscoProvided）]：シスコ提供として識別され、展開
時にCisco ISEによって提供されるプロファイリング条件。システ
ムから編集したり削除したりすることはできません。

• [管理者作成（Administrator Created）]：管理者作成として識別さ
れ、Cisco ISEの管理者として作成したプロファイリング条件。

システムタイプ

（System Type）

ポスチャ条件の設定

ここでは、ポスチャに使用される単純条件および複合条件について説明します。

ファイル条件の設定

次の表では、[ファイル条件（File Conditions）]ページのフィールドについて説明します。この
ページのナビゲーションパスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条
件（Conditions）] > [ポスチャ（Posture）] > [ファイル条件（File Condition）]です。

表 7：ファイル条件の設定

使用上のガイドラインフィールド

ファイル条件の名前を入力します。名前（Name）

ファイル条件の説明を入力します。説明

（Description）

   Cisco Identity Services Engine 管理者ガイドリリース 1.3
14

ポリシーのユーザインターフェイスのリファレンス

ポスチャ条件の設定



使用上のガイドラインフィールド

次のいずれか 1つの事前定義済み設定を選択します。

• ABSOLUTE_PATH：ファイルの完全修飾パスのファイルをチェックし
ます。例：C:\<directory>\file name。その他の設定では、ファイル名の
みを入力します。

• SYSTEM_32：C:\WINDOWS\system32ディレクトリ内のファイルをチェッ
クします。ファイル名を入力します。

• SYSTEM_DRIVE：C:\ドライブ内のファイルをチェックします。ファ
イル名を入力します。

• SYTEM_PROGRAMS：C:\Program Files内のファイルをチェックしま
す。ファイル名を入力します。

• SYSTEM_ROOT：Windowsシステムのルートパス内のファイルをチェッ
クします。ファイル名を入力します。

ファイルパス

（File Path）

次のいずれか 1つの事前定義済み設定を選択します。

• FileExistence：システムにファイルが存在するかどうかを調べます。

• FileDate：特定のファイル作成日またはファイル更新日のファイルがシ
ステムに存在するかどうかをチェックします。

• FileVersion：特定のバージョンのファイルがシステムに存在するかどう
かを調べます。

ファイルタイプ

（File Type）

ファイルタイプとしてFileDateを選択した場合に限り使用可能）ファイルの
日付タイプを選択します。

ファイル日付タイ

プ（File Date
Type）
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使用上のガイドラインフィールド

[ファイル演算子（File Operator）]オプションは、[ファイルタイプ（File
Type）]で選択した設定に応じて変化します。次の設定を適切に選択しま
す。

FileExistence

• Exists

• DoesNotExist

FileDate

• EarlierThan

• LaterThan

• EqualTo

FileVersion

• EarlierThan

• LaterThan

• EqualTo

ファイル演算子/演
算子（File
Operator/Operator）

（ファイルタイプとしてFileDateを選択した場合に限り使用可能）クライア
ントシステムの日付と時刻を、mm/dd/yyyyおよび hh:mm:ss形式で入力しま
す。

日付および時刻

（Date and Time）

（ファイルタイプとしてFileVersionを選択した場合に限り使用可能）チェッ
クされるファイルのバージョンを入力します。

ファイルバージョ

ン（File Version）

ファイル条件が適用されるオペレーティングシステムを選択します。オペレーティング

システム

（Operating
System）

レジストリ条件の設定

次の表では、[レジストリ条件（Registry Conditions）]ページのフィールドについて説明します。
このページへのナビゲーションパスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（PolicyElements）]
> [条件（Conditions）] > [ポスチャ（Posture）] > [レジストリ条件（Registry Condition）]です。

表 8：レジストリ条件の設定

使用上のガイドラインフィールド

レジストリ条件の名前を入力します。名前（Name）
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使用上のガイドラインフィールド

レジストリ条件の説明を入力します。説明

（Description）

レジストリタイプとして事前定義済み設定の 1つを選択します。レジストリタイプ

（Registry Type）

レジストリルートキーとして事前定義済み設定の 1つを選択します。レジストリルート

キー（Registry
Root Key）

レジストリルートキーに指定されたパスのレジストリキーをチェックする

には、バックスラッシュ（「\」）なしでサブキーを入力します。

たとえば、SOFTWARE\Symantec\Norton AntiVirus\versionによって、次のパ
スのキーがチェックされます。

HKLM\SOFTWARE\Symantec\NortonAntiVirus\version

サブキー（Sub
Key）

（[レジストリタイプ（Registry Type）]として [RegistryValue]または
[RegistryValueDefault]を選択した場合にのみ使用可能）[RegistryValue]を
チェックするレジストリキー値の名前を入力します。

これは [RegistryValueDefault]のデフォルトフィールドです。

値の名前（Value
Name）

（[レジストリタイプ（Registry Type）]として [RegistryValue]または
[RegistryValueDefault]を選択した場合にのみ使用可能）次の設定の 1つを選
択します。

• [未指定（Unspecified）]：レジストリキー値があるかどうかをチェック
します。このオプションは、[RegistryValue]の場合にのみ使用できま
す。

• [数字（Number）]：レジストリキー値の指定された数字をチェックし
ます。

• [文字列（String）]：レジストリキー値の文字列をチェックします

• [バージョン（Version）]：レジストリキー値のバージョンをチェック
します。

値データ型（Value
Data Type）

設定を適切に選択します。値演算子（Value
Operator）

（[レジストリタイプ（Registry Type）]として [RegistryValue]または
[RegistryValueDefault]を選択した場合にのみ使用可能）[値データ型（Value
Data Type）]で選択したデータ型に応じてレジストリキーの値を入力しま
す。

値データ（Value
Data）
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使用上のガイドラインフィールド

レジストリ条件を適用する必要のあるオペレーティングシステムを選択し

ます。

オペレーティング

システム

（Operating
System）

アプリケーション条件の設定

次の表に、[アプリケーション条件（ApplicationConditions）]ページのフィールドを示します。こ
のページへのナビゲーションパスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）]
> [条件（Conditions）] > [ポスチャ（Posture）] > [アプリケーション条件（ApplicationConditions）]
です。

表 9：アプリケーション条件の設定

使用上のガイドラインフィールド

アプリケーションの条件の名前を入力します。名前（Name）

アプリケーションの状態の説明を入力します。説明

（Description）

調べるアプリケーションの名前を入力します。プロセス名

（Process Name）

調べるステータスを選択します。アプリケーション

演算子

（Application
Operator）

アプリケーション条件が適用されるオペレーティングシステムを選択しま

す。

オペレーティング

システム

（Operating
System）

サービス条件の設定

次の表では、[サービス条件（Service Conditions）]ページのフィールドについて説明します。こ
のページへのナビゲーションパスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）]
> [条件（Conditions）] > [ポスチャ（Posture）] > [サービス条件（Service Condition）]です。
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表 10：サービス条件の設定

使用上のガイドラインフィールド

サービス条件の名前を入力します。名前（Name）

サービス条件の説明を入力します。説明

（Description）

チェックするサービスの名前を入力します。サービス名

（Service Name）

調べるステータスを選択します。サービスオペレー

タ（Service
Operator）

サービス条件を適用する必要のあるオペレーティングシステムを選択しま

す。

オペレーティング

システム

（Operating
System）

ポスチャ複合条件の設定

次の表では、[複合条件（Compound Conditions）]ページのフィールドについて説明します。この
ページへのナビゲーションパスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] >
[条件（Conditions）] > [ポスチャ（Posture）] > [複合条件（Compound Condition）]です。

表 11：ポスチャ複合条件の設定

使用上のガイドラインフィールド

作成する複合条件の名前を入力します。名前（Name）

作成する複合条件の説明を入力します。説明（Description）

1つ以上のWindowsオペレーティングシステムを選択します。
これにより、条件が適用されるWindowsオペレーティングシス
テムを関連付けることができます。

オペレーティングシステム

（Operating System）

ファイル、レジストリ、アプリケーション、サービス条件という

単純な条件タイプから2つの単純条件を組み合わせるには、カッ
コをクリックします。

カッコ ( )（Parentheses ( )）
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使用上のガイドラインフィールド

複合条件内には AND演算子（アンパサンド（&））を使用でき
ます。たとえば、Condition1 & Condition2と入力します。

（&）：AND演算子（AND
演算子には「&」を使用しま
す）

複合条件内には OR演算子（縦線「|」）を使用できます。たと
えば、Condition1 & Condition2と入力します。

（|）：OR演算子（OR演算子
には「|」を使用します）

複合条件内にはNOT演算子（感嘆符（!））を使用できます。た
とえば、Condition1 & Condition2と入力します。

（ !）：NOT演算子（NOT演
算子には「!」を使用します）

ファイル、レジストリ、アプリケーション、サービス条件という

単純条件のリストから選択します。

また、オブジェクトセレクタからファイル、レジストリ、アプ

リケーション、サービス条件という単純条件を作成できます。

ファイル、レジストリ、アプリケーション、サービス条件という

単純条件を作成するには、[操作（Action）]ボタンのクイック
ピッカー（下向き矢印）をクリックします。

単純条件

アンチウイルス複合条件の設定

次の表に、[AV複合条件（AV Compound Conditions）]ページのフィールドを示します。このペー
ジへのナビゲーションパスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件
（Conditions）] > [ポスチャ（Posture）] > [AV複合条件（AV Compound Condition）]です。

表 12：アンチウイルス複合条件の設定

使用上のガイドラインフィールド

作成するアンチウイルス複合条件の名前を入力します。名前（Name）

作成するアンチウイルス複合条件の説明を入力します。説明（Description）

オペレーティングシステムを選択して、クライアント上のアンチ

ウイルスプログラムのインストールをチェックするか、または条

件が適用される最新のアンチウイルス定義ファイルの更新をチェッ

クします。

オペレーティングシステム

（Operating System）

ドロップダウンリストからベンダーを選択します。ベンダーを選

択すると、アンチウイルス製品およびバージョンが取得され、[選
択したベンダーの製品（Products for Selected Vendor）]テーブルに
表示されます。

ベンダー（Vendor）
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使用上のガイドラインフィールド

クライアント上でインストールをチェックするか、または最新の

定義ファイルの更新をチェックするかを選択します。

チェックタイプ（Check
Type）

クライアント上のアンチウイルスプログラムのインストールのみ

をチェックする場合に選択します。

インストール（Installation）

クライアント上のアンチウイルス製品の、最新の定義ファイルの

更新のみをチェックする場合に選択します。

定義（Definition）

（[定義（Definition）]チェックタイプを選択した場合にのみ使用
可能）クライアントのアンチウイルス定義ファイルのバージョン

をチェックする場合に選択します。Cisco ISEでのポスチャ更新の
結果として、最新のアンチウイルス定義ファイルのバージョンを

使用できるときには、そのバージョンに対するチェックが行われ

ます。それ以外の場合、このオプションを使用すると、クライア

ント上の定義ファイルの日付を、Cisco ISEの最新の定義ファイル
の日付に対してチェックできます。

最新の AV定義ファイルの
バージョンに対してチェッ

クします（使用可能な場

合）。（Check against latest
AV definition file version, if
available.）（それ以外の場
合は、最新の定義ファイル

の日付に対してチェックし

ます）。

（定義チェックタイプを選択した場合のみ使用可能）アンチウイ

ルス定義ファイルのバージョンと、クライアント上の最新のアン

チウイルス定義ファイルの日付をチェックする場合に選択します。

最新の定義ファイルの日付が、製品の最新のアンチウイルス定義

ファイルの日付または現在のシステム日付から、次のフィールド

（[より古い日数（days older than）]フィールド）で定義した日数
よりも古いことは許容されません。

オフにした場合、[最新の AV定義ファイルのバージョンに対して
チェックします（使用可能な場合）。（Check against latest AV
definition file version, if available.）]オプションを使用してアンチウ
イルス定義ファイルのバージョンのみをチェックすることができ

ます。

ウイルス定義ファイルを

（有効）にすることを許可

する（Allow virus definition
file to be (Enabled)）

クライアント上の最新のアンチウイルス定義ファイルの日付が、

製品の最新のアンチウイルス定義ファイルの日付または現在のシ

ステム日付よりも何日古いことが許容されるかを定義します。デ

フォルト値は 0です。

より古い日数（days older
than）

[より古い日数（days older than）]クライアント上のアンチウイル
ス定義ファイルの日付をチェックすることを選択します。この日

付は、フィールドで定義した日数だけ古いことが許容されます。

日数をデフォルト値（0）に設定する場合、クライアント上のアン
チウイルス定義ファイルの日付が、製品の最新のアンチウイルス

定義ファイルの日付よりも古いことは許容されません。

最新のファイルの日付

（latest file date）
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使用上のガイドラインフィールド

[より古い日数（days older than）]クライアント上のアンチウイル
ス定義ファイルの日付をチェックすることを選択します。この日

付は、フィールドで定義した日数だけ古いことが許容されます。

日数をデフォルト値（0）に設定する場合、クライアント上のアン
チウイルス定義ファイルの日付が、現在のシステム日付よりも古

いことは許容されません。

現在のシステム日付（current
system date）

テーブルからアンチウイルス製品を選択します。[新しいアンチウ
イルス複合条件（NewAnti-virus CompoundCondition）]ページで選
択したベンダーに基づいて、テーブルは、アンチウイルス製品お

よびバージョン、提供する修復のサポート、最新の定義ファイル

の日付とバージョンに関する情報を取得します。

テーブルから製品を選択すると、アンチウイルスプログラムのイ

ンストールをチェックしたり、最新のアンチウイルス定義ファイ

ルの日付および最新バージョンをチェックしたりできます。

選択したベンダーの製品

（Products for Selected
Vendor）

アンチスパイウェア複合条件の設定

次の表に、[AS複合条件（AS Compound Conditions）]ページのフィールドを示します。このペー
ジへのナビゲーションパスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件
（Conditions）] > [AS複合条件（AS Compound Condition）]です。

表 13：アンチスパイウェア複合条件の設定

使用上のガイドラインフィールド

作成するアンチスパイウェア複合条件の名前を入力します。名前（Name）

作成するアンチスパイウェア複合条件の説明を入力します。説明（Description）

オペレーティングシステムを選択すると、クライアント上のアン

チスパイウェアプログラムのインストールをチェックするか、ま

たは条件が適用される最新のアンチスパイウェア定義ファイルの

更新をチェックすることができます。

オペレーティングシステム

（Operating System）

ドロップダウンリストからベンダーを選択します。ベンダーを選

択すると、アンチスパイウェア製品およびバージョンが取得され、

[選択したベンダーの製品（Products for Selected Vendor）]テーブル
に表示されます。

ベンダー（Vendor）
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使用上のガイドラインフィールド

クライアント上でインストールをチェックするか、または最新の

定義ファイルの更新をチェックするか、いずれかのタイプを選択

します。

チェックタイプ（Check
Type）

クライアント上のアンチスパイウェアプログラムのインストール

のみをチェックする場合に選択します。

インストール（Installation）

クライアント上のアンチスパイウェア製品の、最新の定義ファイ

ルの更新のみをチェックする場合に選択します。

定義（Definition）

このチェックボックスは、アンチスパイウェア定義チェックタイ

プを作成するときはオンにし、アンチスパイウェアインストール

チェックタイプを作成するときはオフにします。

オンにすると、その選択により、クライアント上のアンチスパイ

ウェア定義ファイルのバージョンおよび最新のアンチスパイウェ

ア定義ファイルの日付をチェックできます。最新の定義ファイル

の日付が、現在のシステム日付から、[より古い日数（days older
than）]フィールドで定義した日数より古いことは許容されません。

オフの場合、その選択により、[ウイルス定義ファイルを（有効）
にすることを許可する（Allow virus definition file to be (Enabled)）]
チェックボックスがオフのときに、アンチスパイウェア定義ファ

イルのバージョンのみをチェックすることができます。

ウイルス定義ファイルを（有

効）にすることを許可する

（Allow virus definition file to
be (Enabled)）

クライアント上の最新のアンチスパイウェア定義ファイルの日付

が、現在のシステム日付よりも何日古いことが許容されるかを定

義します。デフォルト値は 0です。

より古い日数（days older
than）

[より古い日数（days older than）]クライアント上のアンチスパイ
ウェア定義ファイルの日付をチェックすることを選択します。こ

の日付は、フィールドで定義した日数だけ古いことが許容されま

す。

日数をデフォルト値（0）に設定する場合、クライアント上のアン
チスパイウェア定義ファイルの日付が、現在のシステム日付より

も古いことは許容されません。

現在のシステム日付（current
system date）
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使用上のガイドラインフィールド

テーブルからアンチスパイウェア製品を選択します。 [新しいアン
チスパイウェア複合条件（NewAnti-spywareCompoundCondition）]
ページで選択したベンダーに基づいて、テーブルは、アンチスパ

イウェア製品およびバージョン、提供する修復のサポート、最新

の定義ファイルの日付とバージョンに関する情報を取得します。

テーブルから製品を選択すると、アンチスパイウェアプログラム

のインストールをチェックしたり、最新のアンチスパイウェア定

義ファイルの日付および最新バージョンをチェックしたりできま

す。

選択したベンダーの製品

（Products for Selected
Vendor）

ディクショナリ単純条件の設定

次の表に、[ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple Conditions）]ページのフィールドを示し
ます。このページへのナビゲーションパスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy
Elements）] > [条件（Conditions）] > [ポスチャ（Posture）] > [ディクショナリ単純条件（Dictionary
Simple Conditions）]です。

表 14：ディクショナリ単純条件の設定

使用上のガイドラインフィールド

作成するディクショナリ単純条件の名前を入力します。名前

（Name）

作成するディクショナリ単純条件の説明を入力します。説明

（Description）

ディクショナリから属性を選択します。属性

（Attribute）

選択した属性に値を関連付ける演算子を選択します。演算子

（Operator）

ディクショナリ属性に関連付ける値を入力するか、またはドロップダウンリスト

から事前定義済みの値を選択します。

値

（Value）

ディクショナリ複合条件の設定

次の表に、[ディクショナリ複合条件（DictionaryCompoundConditions）]のページのフィールドを
示します。このページへのナビゲーションパスは、[ポリシー（Policy）]> [ポリシー要素（Policy
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Elements）] > [条件（Conditions）] > [ポスチャ（Posture）] > [ディクショナリ複合条件（Dictionary
Compound Conditions）]です。

表 15：ディクショナリ複合条件の設定

使用上のガイドラインフィールド

作成するディクショナリ複合条件の名前を入力します。名前（Name）

作成するディクショナリ複合条件の説明を入力します。説明（Description）

ポリシー要素ライブラリから事前定義済みの条件を選択して式を定義す

るか、または後のステップでアドホック属性/値のペアを式に追加しま
す。

既存の条件をライブ

ラリから選択（Select
Existing Condition from
Library）

ポリシー要素ライブラリからすでに作成しているディクショナリ単純条

件を選択します。

条件名（Condition
Name）

[条件名（Condition Name）]ドロップダウンリストでの選択に基づいて
式が更新されます。

式（Expression）

ライブラリから追加できるディクショナリ単純条件を論理的に組み合わ

せるには、ANDまたは OR演算子を選択します。

次の操作を行うには、[操作（Action）]アイコンをクリックします。

•属性/値の追加（Add Attribute/Value）

•ライブラリから条件を追加（Add Condition from Library）

•削除（Delete）

ANDまたは OR演算
子（AND or OR
operator）

さまざまなシステムディクショナリまたはユーザ定義ディクショナリか

ら属性を選択します。

後のステップで事前定義された条件をポリシー要素ライブラリから追加

することもできます。

新しい条件の作成

（高度なオプショ

ン）（Create New
Condition (Advance
Option)）

すでに作成したディクショナリ単純条件を選択します。条件名（Condition
Name）

[式（Expression）]ドロップダウンリストから、ディクショナリ単純条件
を作成できます。

式（Expression）

属性に値を関連付ける演算子を選択します。演算子（Operator）
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使用上のガイドラインフィールド

ディクショナリ属性に関連付ける値を入力するか、またはドロップダウ

ンリストから値を選択します。

値（Value）

時刻と日付の条件の設定

次の表では、[時刻と日付の条件（Time and Date Conditions）]ページのフィールドについて説明し
ます。このページへのナビゲーションパスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy
Elements）] > [条件（Conditions）] > [共通（Common）] > [時刻と日付（Time and Date）]です。

表 16：時刻と日付の条件の設定

使用上のガイドラインフィールド

時刻と日付の条件の名前を入力します。条件名（Condition
Name）

時刻と日付の条件の説明を入力します。説明（Description）

標準設定（Standard Settings）

（デフォルト）全日用に設定します。終日（All Day）

時間、分、および AM/PMを設定して、時間範囲を設定します。特定の時間（Specific
Hours）

（デフォルト）毎日用に設定します。毎日（Every Day）

1つ以上の特定の曜日を設定します。特定の曜日（Specific
Days）

（デフォルト）開始または終了日なしで設定します。開始日と終了日なし

（No Start and End
Dates）

月、日、および年を設定して日付範囲を設定します。特定の日付範囲

（Specific Date
Range）

特定の月、日、年を設定します。特定の日付（Specific
Date）

例外（Exceptions）
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使用上のガイドラインフィールド

時間、分、および AM/PMを設定して、時間範囲を設定します。時間範囲（Time
Range）

1つ以上の特定の曜日を設定します。曜日（Week Days）

次の 2つのいずれかのオプションを選択します。

• [特定の日付範囲（SpecificDateRange）]：月、日、および年で特定の
日付範囲を設定するために使用できるドロップダウンリストが提供

されます。

• [特定の日付（Specific Date）]：特定の月、日、および年を設定する
ために使用できるドロップダウンリストが提供されます。

日付の範囲（Date
Range）

結果
ここでは、Cisco ISEサービスの要件について説明します。

許可されるプロトコルサービスの設定

次の表に、認証中に使用するプロトコルを設定できるようにする [許可されるプロトコルサービ
ス（Allowed Protocols Services）]ページのフィールドを示します。このページへのナビゲーショ
ンパスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [認証
（Authentication）] > [許可されるプロトコル（Allowed Protocols）]です。

次の表で、PACは Protected Access Credentialsを意味します。

表 17：許可されるプロトコルサービスの設定

使用上のガイドラインフィールド

許可されるプロトコル

たとえばRADIUSService-Typeが 10の場合に [ホストルックアップ（Host Lookup）]
フィールドを処理し、RADIUS Calling-Station-ID属性の System UserName属性を使
用するように ISEを設定するには、このチェックボックスをオンにします。 Cisco
ISEでホストルックアップ要求を無視し、認証に system UserName属性の元の値を
使用するには、このチェックボックスをオフにします。オフにすると、メッセー

ジ処理はプロトコル（たとえば PAP）に従って行われます。

ホストルッ

クアップの

処理

（Process
Host
Lookup）

認証プロトコル（Authentication Protocols）
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使用上のガイドラインフィールド

[PAPをホストルックアップとして検出する（Detect PAP as Host Lookup）]をオン
にして、このタイプの要求を PAPではなくホストルックアップ要求として検出す
るように Cisco ISEを設定するには、このチェックボックスをオンにします。

このオプションによって、PAP/ASCIIが有効になります。 PAPは、平文パスワー
ド（つまり暗号化されていないパスワード）を使用する最も安全性の低い認証プロ

トコルです。

PAP/ASCII
を許可

（Allow
PAP/ASCII）

[CHAPをホストルックアップとして検出する（Detect CHAP as Host Lookup）]を
オンにして、このタイプの要求をホストルックアップ要求として検出するように

Cisco ISEを設定するには、このチェックボックスをオンにします。このオプショ
ンを有効にすると、シスコ以外のデバイスでのMABが ISEによって許可されま
す。

このオプションによって、CHAP認証が有効になります。CHAPは、パスワードの
暗号化とともにチャレンジ/レスポンス方式を使用します。 CHAPは、Microsoft
Active Directoryでは使用できません。

CHAPを許
可（Allow
CHAP）

MS-CHAPv1を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。MS-CHAPv1
を許可

（Allow
MS-CHAPv1）

MS-CHAPv2を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。MS-CHAPv2
を許可

（Allow
MS-CHAPv2）

EAPベースのMD5ハッシュ認証を有効にするには、このチェックボックスをオン
にします。

[EAP-MD5を許可（AllowEAP-MD5）]チェックボックスをオンにすると、[EAP-MD5
をホストルックアップとして検出する（Detect EAP-MD5 as Host Lookup）]チェッ
クボックスをオンにして、このタイプの要求を EAP-MD5ではなくホストルック
アップ要求として検出するように Cisco ISEを設定できます。

EAP-MD5
を許可

（Allow
EAP-MD5）
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使用上のガイドラインフィールド

EAP-TLS認証プロトコルを有効にする場合、および EAP-TLS設定値を設定する場
合は、このチェックボックスをオンにします。エンドユーザクライアントからの

EAP Identity応答で提示されたユーザ IDを Cisco ISEが確認する方法を指定できま
す。ユーザ IDは、エンドユーザクライアントによって提示された証明書の情報に
照らして確認されます。この比較は、Cisco ISEとエンドユーザクライアントとの
間に EAP-TLSトンネルが確立された後に行われます。

EAP-TLSは、証明書ベースの認証プロトコルです。 EAP-TLS認証が行
われるのは、証明書の設定に必要な手順を完了した場合に限られます。

（注）

ユーザによる証明書の更新を許可する場合は、[期限切れ証明書の認証を許可して、
許可ポリシーの証明書の更新を許可する（Allow authentication of expired certificates
to allow certificate renewal in Authorization Policy）]チェックボックスをオンにしま
す。このチェックボックスをオンにすると、要求をさらに処理する前に証明書が

更新されたかどうかをチェックするように適切な許可ポリシールールを設定しま

す。

EAP-TLSを
許可

（Allow
EAP-TLS）

Lightweight Extensible Authentication Protocol（LEAP）認証を有効にするには、この
チェックボックスをオンにします。

LEAPを許
可（Allow
LEAP）
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使用上のガイドラインフィールド

PEAP認証プロトコルおよび PEAP設定値を有効にする場合は、このチェックボッ
クスをオンにします。デフォルトの内部方式は、MS-CHAPv2です。

[PEAPを許可（Allow PEAP）]チェックボックスをオンにすると、次の PEAP内部
方式を設定できます。

• [EAP-MS-CHAPv2を許可（Allow EAP-MS-CHAPv2）]：内部方式として
EAP-MS-CHAPv2を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

◦ [パスワード変更の許可（AllowPasswordChange）]：Cisco ISEでパスワー
ド変更をサポートする場合は、このチェックボックスをオンにします。

◦ [再試行（Retry Attempts）]：Cisco ISEでログイン失敗を返す前にユーザ
クレデンシャルを要求する回数を指定します。有効な値は 1～ 3です。

• [EAP-GTCを許可（AllowEAP-GTC）]：内部方式としてEAP-GTCを使用する
場合は、このチェックボックスをオンにします。

◦ [パスワード変更の許可（AllowPasswordChange）]：Cisco ISEでパスワー
ド変更をサポートする場合は、このチェックボックスをオンにします。

◦ [再試行（Retry Attempts）]：Cisco ISEでログイン失敗を返す前にユーザ
クレデンシャルを要求する回数を指定します。有効な値は 1～ 3です。

• [EAP-TLSを許可（Allow EAP-TLS）]：内部方式として EAP-TLSを使用する
場合は、このチェックボックスをオンにします。

ユーザによる証明書の更新を許可する場合は、[期限切れ証明書の認証を許可
して、許可ポリシーの証明書の更新を許可する（Allowauthenticationof expired
certificates to allow certificate renewal in Authorization Policy）]チェックボックス
をオンにします。このチェックボックスをオンにすると、要求をさらに処理

する前に証明書が更新されたかどうかをチェックするように適切な許可ポリ

シールールを設定します。

• [レガシークライアントにのみ PEAPv0を許可（Allow PEAPv0 only for legacy
clients）]：PEAPサプリカントが PEAPv0を使用してネゴシエーションできる
ようにするには、このチェックボックスをオンにします。一部のレガシーク

ライアントは PEAPv1プロトコル規格に準拠しません。そのような EAPカン
バセーションがドロップされないようにするには、このチェックボックスを

オンにします。

PEAPを許
可（Allow
PEAP）
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使用上のガイドラインフィールド

EAP-FAST
を許可

（Allow
EAP-FAST）
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使用上のガイドラインフィールド

EAP-FAST認証プロトコルおよびEAP-FAST設定を有効にする場合は、このチェッ
クボックスをオンにします。 EAP-FASTプロトコルは、同じサーバ上の複数の内
部プロトコルをサポートできます。デフォルトの内部方式は、MS-CHAPv2です。

[EAP-FASTを許可（Allow EAP-FAST）]チェックボックスをオンにすると、
EAP-FASTを内部方式として設定できます。

• EAP-MS-CHAPv2を許可（Allow EAP-MS-CHAPv2）

◦ [パスワード変更の許可（AllowPasswordChange）]：Cisco ISEでEAP-FAST
のフェーズ 0とフェーズ 2でのパスワード変更をサポートする場合は、
このチェックボックスをオンにします。

◦ [再試行（Retry Attempts）]：Cisco ISEでログイン失敗を返す前にユーザ
クレデンシャルを要求する回数を指定します。有効な値は 1～ 3です。

• EAP-GTCを許可（Allow EAP-GTC）

[パスワード変更の許可（Allow Password Change）]：Cisco ISEで EAP-FAST
のフェーズ 0とフェーズ 2でのパスワード変更をサポートする場合は、この
チェックボックスをオンにします。

[再試行（Retry Attempts）]：Cisco ISEでログイン失敗を返す前にユーザクレ
デンシャルを要求する回数を指定します。有効な値は 1～ 3です。

• [PACの使用（UsePACs）]：EAP-FASTクライアントに認可PACをプロビジョ
ニングするように Cisco ISEを設定する場合にこのオプションを選択します。
追加の PACオプションが表示されます。

• [PACを使用しない（Don’t use PACs）]：トンネルまたはマシン PACを発行し
たり受け入れたりしないで EAP-FASTを使用するように Cisco ISEを設定する
場合にこのオプションを選択します。PACのすべての要求は無視され、Cisco
ISEは PACを含まない Success-TLVで応答します。

このオプションを選択すると、マシン認証を実行するように Cisco ISEを設定
できます。

• [EAP-TLSを許可（Allow EAP-TLS）]：内部方式として EAP-TLSを使用する
場合は、このチェックボックスをオンにします。

ユーザによる証明書の更新を許可する場合は、[期限切れ証明書の認証を許可
して、許可ポリシーの証明書の更新を許可する（Allowauthenticationof expired
certificates to allow certificate renewal in Authorization Policy）]チェックボックス
をオンにします。このチェックボックスをオンにすると、要求をさらに処理

する前に証明書が更新されたかどうかをチェックするように適切な許可ポリ

シールールを設定します。

• [EAPチェーンを有効化（Enable EAPChaining）]：EAPチェーンを有効にする
には、このチェックボックスをオンにします。
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EAPチェーンによって、Cisco ISEはユーザ認証とマシン認証の結果を関連付
け、EAPChainingResult属性を使用して適切な許可ポリシーを適用することが
できます。

EAPチェーンには、クライアントデバイスでEAPチェーンをサポートするサ
プリカントが必要です。 Cisco ISEは、AnyConnect 4.0をサポートします。サ
プリカントで [ユーザ認証およびマシン認証（User andMachineAuthentication）]
オプションを選択します。

EAPチェーンは、EAP-FASTプロトコル（PACベースモードおよび PACレ
スモードの両方）を選択するときに使用できます。

PACベースの認証では、ユーザ認可 PACまたはマシン認可 PACのいずれか
を使用するか、両方を使用して内部方式をスキップすることができます。

証明書ベースの認証では、（許可されるプロトコルサービスの）EAP-FAST
プロトコルに対して [プロビジョニングの受信クライアント証明書（Accept
Client Certificate for Provisioning）]オプションが有効な場合、およびエンドポ
イント（AnyConnect）がトンネル内のユーザ証明書を送信するように設定さ
れている場合、トンネルの確立中に、ISEが証明書を使用してユーザを認証し
（内部方式はスキップされます）、マシン認証は内部方式によって実行され

ます。これらのオプションが設定されていない場合、EAP-TLSが内部方式と
してユーザ認証に使用されます。

EAPチェーンを有効にした後、許可ポリシーを更新し、
NetworkAccess:EapChainingResult属性を使用して条件を追加し、適切な権限を
割り当てます。次に例を示します。

◦ EapChainingResult =ユーザとマシンの両方が成功：フルアクセス

◦ EapChainingResult =ユーザは成功、マシンは失敗：アクセス制限

◦ EapChainingResult =ユーザは失敗、マシンは成功：アクセス制限

◦ EapChainingResult =ユーザとマシンの両方が失敗：認証の失敗。 Cisco
ISEは許可ポリシーを処理せず、アクセス拒否メッセージを送信しませ
ん。

EAP-FAST、PEAP、LEAP、EAP-TLS、および EAP-MD5から任意の優先 EAPプロ
トコルを選択するには、このチェックボックスをオンにします。デフォルトでは、

LEAPは、このフィールドを有効にしない場合に使用する優先プロトコルです。

優先 EAP
プロトコル

（Preferred
EAP
protocol）

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイドリリース 1.3    
33

ポリシーのユーザインターフェイスのリファレンス

許可されるプロトコルサービスの設定



PAC オプション
次の表では、[許可されるプロトコルサービスリスト（Allowed Protocols Services List）]ページで
[PACを使用（Use PAC）]を選択した後のフィールドについて説明します。このページへのナビ
ゲーションパスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）]
> [認証（Authentication）] > [許可されるプロトコル（Allowed Protocols）]です。
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表 18：PAC オプション

使用上のガイドラインフィールド

PACを使用（Use
PAC）
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• [トンネル PACの存続可能時間（Tunnel PAC Time To Live）]：存続可
能時間（TTL）の値によって PACのライフタイムが制限されます。ラ
イフタイム値と単位を指定します。デフォルトは 90日です。範囲は
1～ 1825日です。

• [プロアクティブ PAC更新の条件：<n%>の PAC TTLが残っている場
合（Proactive PAC Update When: <n%> of PAC TTL is Left）]：Update値
により、クライアントに有効な PACが保持されます。 Cisco ISEは、
最初に認証が成功してから TTLによって設定された有効期限までに更
新を開始します。update値は、TTLの残り時間のパーセンテージです。
デフォルトは 90 %です。

• [匿名インバンドPACプロビジョニングを許可（AllowAnonymous In-band
PACProvisioning）]：Cisco ISEでクライアントとのセキュアな匿名TLS
ハンドシェイクを確立し、クライアントに PACをプロビジョニングす
る場合にこのチェックボックスをオンにします。その際、EAP-FAST
のフェーズ 0と EAP-MSCHAPv2が使用されます。匿名 PACプロビ
ジョニングを有効にするには、内部方式として EAP-MSCHAPv2と
EAP-GTCの両方を選択する必要があります。

• [認証付きインバンドPACプロビジョニングを許可（AllowAuthenticated
In-band PAC Provisioning）]：Cisco ISEは SSLサーバ側の認証を使用し
て、EAP-FASTのフェーズ 0中にクライアントに PACをプロビジョニ
ングします。このオプションは匿名プロビジョニングよりもセキュア

ですが、サーバ証明書および信頼できるルート CAが Cisco ISEにイン
ストールされている必要があります。

このオプションをオンにすると、認証された PACプロビジョニングの
成功後に Access-Acceptメッセージをクライアントに返すように Cisco
ISEを設定できます。

◦ [認証されたプロビジョニングの後にサーバから Access-Acceptを
返す（Server Returns Access Accept After Authenticated
Provisioning）]：認証された PACプロビジョニングの後に Cisco
ISEから access-acceptパッケージを返す場合にこのチェックボッ
クスをオンにします。

• [マシン認証を許可（Allow Machine Authentication）]：Cisco ISEでエン
ドユーザクライアントにマシンPACをプロビジョニングし、（マシン
クレデンシャルを持たないエンドユーザクライアントに対して）マシ

ン認証を実行する場合にこのチェックボックスをオンにします。マシ

ン PACは、要求（インバンド）によって、または管理者（アウトオブ
バンド）によって、クライアントにプロビジョニングできます。Cisco
ISEがエンドユーザクライアントから有効なマシン PACを受信する
と、その PACからマシン IDの詳細が抽出され、Cisco ISE外部 IDソー
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スで確認されます。マシン認証の外部 IDソースとして Cisco ISEに
よってサポートされるのは、Active Directoryだけです。その詳細が正
しいことが確認されると、その後の認証は実行されません。

このオプションをオンにすると、マシン PACを使用するために受け入
れることができる期間の値を入力できます。Cisco ISEは、期限切れの
マシンPACを受け取ると、（エンドユーザクライアントからの新規マ
シン PAC要求を待たずに）エンドユーザクライアントに新規マシン
PACを自動的に再プロビジョニングします。

• [ステートレスセッション再開の有効化（Enable Stateless Session
Resume）]：Cisco ISEで EAP-FASTクライアントに認可 PACをプロビ
ジョニングし、常に EAP-FASTのフェーズ 2を実行する場合にこの
チェックボックスをオンにします（デフォルトはオン）。

このチェックボックスは次の場合にオフにします。

◦ Cisco ISEが EAP-FASTクライアントに認可 PACをプロビジョニ
ングしないようにする場合

◦ EAP-FASTのフェーズ 2を常に実行する場合

このオプションをオンにすると、ユーザ認可PACの認可期間を入
力できます。この期間の終了後、PACは期限切れになります。
Cisco ISEは期限切れの認可 PACを受信すると、EAP-FAST認証
のフェーズ 2を実行します。

許可プロファイルの設定

次の表に、[標準許可プロファイル（StandardAuthorization Profiles）]ページのフィールドを示しま
す。このページへのナビゲーションパスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy
Elements）] > [結果（Results）] > [許可（Authorization）] > [許可プロファイル（Authorization
Profiles）]です。

表 19：許可プロファイルの設定

使用上のガイドラインフィールド

新しい許可プロファイルを識別する名前を入力します。名前（Name）

許可プロファイルの説明を入力します。説明（Description）

アクセスタイプオプション（[ACCESS_ACCEPT]または
[ACCESS_REJECT]）を選択します。

アクセスタイプ

（Access Type）
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Cisco ISEで SAnet対応デバイスから接続しているセッションをサポート
できるようにする場合にこのチェックボックスをオンにします。 ISEは、
サービステンプレートを、「サービステンプレート」互換としてマーク

する特別なフラグを含む許可プロファイルとして実行します。このよう

にすると、認可プロファイルでもあるサービステンプレートを 1つのポ
リシーで使用して、SAnetおよび非 SAnetデバイスとの接続をサポートで
きます。

サービステンプレー

ト（Service
Template）

共通タスク（Common Tasks）

チェックボックスをオンにし、使用可能な既存のダウンロード可能 ACL
オプションを選択します（たとえば、Cisco ISEには、ドロップダウンリ
ストに [PERMIT_ALL_TRAFFIC]または [DENY_ALL_TRAFFIC]の 2つの
デフォルト値が用意されています）。リストには、ローカルデータベー

スの、現在のすべての DACLが含まれています。

DACL名（DACL
Name）

チェックボックスをオンにし、作成している新しい許可プロファイルに関

連付ける仮想 LAN（VLAN）IDを識別する属性値を入力します（VLAN
IDには整数値と文字列値の両方がサポートされます）。このエントリの
形式は、Tunnel-Private-Group-ID:VLANnumberです。

VLAN IDを選択しないと、Cisco ISEは、デフォルト値である
VLAN ID = 1を使用します。たとえば、VLAN番号として 123
とのみ入力した場合、[属性詳細（Attributes Details）]ペインは
次の値を反映します。Tunnel-Private-Group-ID = 1:123。

（注）

VLAN

チェックボックスをオンにして「cisco-av-pair」のベンダー固有属性（VSA）
を有効にし、「device-traffic-class=voice」の値と関連付けます。複数ドメ
インの許可モードでは、ネットワークスイッチがこのVSAを受信した場
合、エンドポイントは、許可後に音声ドメインに配置されます。

音声ドメイン権限

（Voice Domain
Permission）

チェックボックスをオンにして Cisco ISEのポスチャ検出に使用されるリ
ダイレクションプロセスを有効にし、この許可プロファイルに関連付け

るデバイスの ACLを入力します。たとえば、入力した値が acl119の場
合、これは [属性詳細（Attributes Details）]ペインで cisco-av-pair =
url-redirect-acl = acl119として反映されます。 [属性詳細（AttributesDetails）]
ペインには、cisco-av-pair =
url-redirect=https://ip:8443/guestportal/gateway?sessionid=
SessionValueIdValue&action=cppも表示されます。

ポスチャ検出

（PostureDiscovery）
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チェックボックスをオンにして、ポスチャ検出と似ているがゲストユー

ザのアクセス要求を Cisco ISEのゲストサーバにリダイレクトするリダイ
レクションプロセスを有効にします。この許可プロファイルに関連付け

るデバイスの ACLを入力し、redirectオプションとして [デフォルト
（Default）]または [手動（Manual）]を選択します。たとえば、入力した
値が acl-999の場合、これは [属性詳細（Attributes Details）]ペインで
cisco-av-pair = url-redirect-acl = acl-99として反映されます。 [属性詳細
（Attributes Details）]ペインには、cisco-av-pair =
url-redirect=https://ip:8443/guestportal/gateway?sessionid=SessionValueIdValue&action=cwa
も表示されます。

ユーザをリダイレクトする正確な IPアドレスまたはホスト名を指定する
には、[スタティック IP/ホスト名（Static IP/Host Name）]チェックボック
スをオンにします。このチェックボックスがオフの場合、ユーザはこの

要求を受信したポリシーサービスノードの FQDNにリダイレクトされま
す。

中央集中Web認証
（Centralized Web
Authentication）

Webリダイレクショ
ン（Web
Redirection）
（CWA、DRW、
MDM、NSP、CPP）

チェックボックスをオンにしてAuto SmartPort機能を有効にし、対応する
イベント名の値をテキストボックスに入力します。これにより、VSA
cisco-av-pairが有効になり、このオプションの値が
「auto-smart-port=event_name」になります。選択は [属性詳細（Attributes
Details）]ペインに反映されます。

Auto SmartPort

チェックボックスをオンにして、テキストボックスで定義した ACL名
（これには自動的に「.in」が付加されます）を送信する RADIUSフィル
タ属性を有効にします。選択は [属性詳細（Attributes Details）]ペインに
反映されます。

フィルタ ID
（Filter-ID）

チェックボックスをオンにし、再認証中に接続を維持するために値を秒単

位で入力します。 [タイマー（Timer）]ドロップダウンリストから属性値
を選択することもできます。デフォルト（値 0）または [RADIUS要求
（RADIUS-Request）]（値 1）を使用すること選択して、再認証中に接続
を維持することを選択します。これを [RADIUS要求（RADIUS-Request）]
値に設定すると、再認証プロセス中に接続が維持されます。

再認証

（Reauthentication）
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チェックボックスをオンにして、MACSec対応クライアントが Cisco ISE
に接続したときに必ずMACSec暗号化ポリシーを有効にし、次の 3つの
オプションのいずれかを選択します。[must-secure]、[should-secure]、また
は [must-not-secure]。たとえば、選択肢は [属性詳細（Attributes Details）]
ペインに cisco-av-pair = linksec-policy=must-secureとして反映されます。

MACSecポリシー
（MACSec Policy）

チェックボックスをオンにして、ネットワーク間の ID認識を拡張する機
能であるネットワークエッジアクセストポロジ（NEAT）を有効にしま
す。このチェックボックスをオンにすると、[属性詳細（AttributesDetails）]
ペインに、cisco-av-pair = device-traffic-class=switchという値が表示されま
す。

NEAT

チェックボックスをオンにしてこの許可プロファイルのローカルWeb認
証を有効にします。この値では、Cisco ISEが DACLとともに VSAを送
信することによってWeb認証の許可をスイッチが認識できます。VSAは
cisco-av-pair = priv-lvl=15で、これは [属性詳細（Attributes Details）]ペイ
ンで反映されます。

Web認証（ローカル
Web認証）（Web
Authentication (Local
Web Auth)）

チェックボックスをオンにし、テキストフィールドにACL名を入力しま
す。この値は、必須の [Airespace VSA]で使用され、ローカルで定義され
た ACLのWLC上の接続への追加を許可します。たとえば、rsa-1188と
入力した場合、これは [属性詳細（Attributes Details）]ペインに
Airespace-ACL-Name = rsa-1188として反映されます。

ワイヤレスLANコン
トローラ（WLC）
（Wireless LAN
Controller (WLC)）

チェックボックスをオンにして、適応型セキュリティアプライアンス

（ASA）VPNグループポリシーを有効にします。 [属性（Attribute）]リ
ストから値を選択してこの設定を行います。

ASA VPN

高度な属性設定（Advanced Attributes Settings）

下矢印アイコンをクリックし、[ディクショナリ（Dictionaries）]ウィンド
ウに選択可能なオプションを表示します。目的のディクショナリおよび

属性をクリックして選択し、最初のフィールドで設定します。

ディクショナリ

（Dictionaries）
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下矢印アイコンをクリックし、[属性値（Attribute Values）]ウィンドウに
選択可能なオプションを表示します。2番目のフィールドに目的の属性グ
ループおよび属性値をクリックして選択します。この値は、最初のフィー

ルドで選択した値と一致します。設定する [高度な属性（Advanced
Attributes）]設定が [属性詳細（AttributeDetails）]パネルに表示されます。

[属性詳細（Attributes Details）]ペインに表示された読み取り専
用値を変更または削除するには、対応する[共通タスク（Common
Tasks）]フィールドまたは [高度な属性設定（AdvancedAttributes
Settings）]ペインの [属性値（Attribute Values）]テキストボッ
クスで選択した属性でこれらの値を変更または削除する必要が

あります。

（注）

属性値（Attribute
Values）

このペインは、[共通タスク（Common Tasks）]および [高度な属性
（Advanced Attributes）]に設定した設定済みの属性値を表示します。

[属性詳細（Attributes Details）]ペインに表示される値は読み取
り専用で、このペインでは編集または削除できません。

（注）

属性詳細（Attributes
Details）

プロファイリング例外アクションの設定

次の表では、[新規プロファイラ例外アクション（New Profiler Exception Action）]ページのフィー
ルドについて説明します。このページへのナビゲーションパスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリ
シー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [プロファイリング（Profiling）] > [例外アク
ション（Exception Actions）]です。

表 20：例外アクションの作成

使用上のガイドラインフィールド

作成する例外アクションの名前を入力します。名前（Name）

作成する例外アクションの説明を入力します。説明（Description）

CoAを適用するには、[CoAアクション（CoA Action）]チェックボック
スをオンにします。

エンドポイントプロファイリングポリシーで例外アクションを関連付け

て CoAを適用する場合は、Cisco ISEで CoAをグローバルに設定する必
要があります。これは、[管理（Administration）] > [システム（System）]
> [設定（Settings）] > [プロファイリング（Profiling）]で実行できます。

CoAを適用する CoA
アクション（CoA
Action to enforce
CoA）
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[ポリシー割り当て（PolicyAssignment）]ドロップダウンリストをクリッ
クしてCisco ISEに設定されたエンドポイントプロファイリングポリシー
を表示し、例外アクションがトリガーされると一致した値に関係なくエ

ンドポイントがプロファイリングされるプロファイリングポリシーを選

択します。

ポリシー割り当て

（Policy Assignment）

例外アクションのタイプは次のいずれかになります。

• [シスコ提供（Cisco Provided）]：AuthorizationChange、EndpointDelete
および FirstTimeProfileが含まれます。

• [管理者作成（Administrator Created）]：Cisco ISEの管理者として作
成されたものが含まれます。

システムタイプ

（System Type）

ファイル修復

次の表では、[ファイル修復（File Remediation）]ページのフィールドについて説明します。この
ページのナビゲーションパスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結
果（Results）] > [ポスチャ（Posture）] > [修復アクション（Remediation Actions）] > [ファイル修復
（File Remediation）]です。

表 21：ファイル修復

使用上のガイドラインフィールド

ファイル修復の名前を入力します。作成して保存した後は、ファイ

ル修復名を編集できません。

ファイルの修復名（File
Remediation Name）

ファイル修復の説明を入力します。ファイル修復の説明（File
Remediation Description）

ファイルバージョンを入力します。バージョン（Version）

[参照（Browse）]をクリックして、Cisco ISEサーバにアップロード
するファイル名を特定します。これは、ファイル修復アクションが

トリガーされたときにクライアントにダウンロードされるファイルで

す。

アップロードするファイ

ル（File to upload）
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リンク修復

次の表では、[リンク修復（Link Remediation）]ページのフィールドについて説明します。ナビ
ゲーションパスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）]
> [ポスチャ（Posture）] > [修復アクション（Remediation Actions）] > [リンク修復（Link
Remediation）]です。

表 22：リンク修復

使用上のガイドラインフィールド

リンク修復の名前を入力します。リンク修復名（Link
Remediation Name）

リンク修復の説明を入力します。リンク修復の説明（Link
Remediation Description）

次のいずれかを選択します。

• [自動（Automatic）]：選択されている場合、[間隔（Interval）]お
よび [再試行回数（Retry Count）]の値を入力する必要がありま
す。

• [手動（Manual）]：選択されていると、[再試行回数（Retry
Count）]および [間隔（Interval）]フィールドは編集できません。

修復タイプ（Remediation
Type）

クライアントがリンクからの修復を試行できる回数を入力します。再試行回数（Retry
Count）

クライアントが前回の試行後にリンクからの修復を試行できる時間間

隔を秒単位で入力します。

間隔（秒単位）（Interval
(in seconds)）

修復のページまたはリソースへの有効な URLを入力します。URL

アンチウイルス修復

次の表に、[AV修復（AV Remediation）]ページのフィールドを示します。ナビゲーションパス
は、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [ポスチャ
（Posture）] > [修復アクション（Remediation Actions）] > [AV修復（AV Remediation）]です。
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表 23：アンチウイルス修復

使用上のガイドラインフィールド

アンチウイルス修復の名前を入力します。名前（Name）

アンチウイルス修復の説明を入力します。説明

（Description）

次のいずれかを選択します。

• [自動（Automatic）]：選択されている場合、[間隔（Interval）]および
[再試行回数（Retry Count）]の値を入力する必要があります。

• [手動（Manual）]：選択されていると、[再試行回数（Retry Count）]お
よび [間隔（Interval）]フィールドは編集できません。

修復タイプ

（Remediation
Type）

クライアントが修復を試行した後で次回の試行ができるようになるまでの時

間間隔を秒単位で入力します。

間隔（秒単位）

（Interval (in
seconds)）

クライアントがアンチウイルス定義の更新を試行できる回数を入力します。再試行回数（Retry
Count）

次のいずれかを選択します。

• Windows

• Macintosh：選択されていると、[修復タイプ（RemediationType）]フィー
ルド、[間隔（Interval）]フィールド、および [再試行回数（RetryCount）]
フィールドは編集できません

オペレーティング

システム

（Operating
System）

アンチウイルスベンダーを選択します。AVベンダー名
（AV Vendor
Name）

アンチスパイウェア修復

次の表に、[AS修復（AS Remediation）]ページのフィールドを示します。ナビゲーションパス
は、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [ポスチャ
（Posture）] > [修復アクション（Remediation Actions）] > [AS修復（AS Remediation）]です。
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表 24：アンチスパイウェア修復

使用上のガイドラインフィールド

アンチスパイウェア修復の名前を入力します。名前（Name）

アンチスパイウェア修復の説明を入力します。説明（Description）

次のいずれかを選択します。

• [自動（Automatic）]：選択されている場合、[間隔（Interval）]および
[再試行回数（Retry Count）]の値を入力する必要があります。

• [手動（Manual）]：選択されていると、[再試行回数（Retry Count）]
および [間隔（Interval）]フィールドは編集できません。

修復タイプ

（Remediation
Type）

クライアントが修復を試行した後で次回の試行ができるようになるまでの

時間間隔を秒単位で入力します。

間隔（秒単位）

（Interval (in
seconds)）

クライアントがアンチスパイウェア定義の更新を試行できる試行回数を入

力します。

再試行回数（Retry
Count）

次のいずれかを選択します。

• Windows

• Macintosh：選択した場合、[修復タイプ（Remediation Type）]、[間隔
（Interval）]、および [再試行回数（Retry Count）]フィールドは編集
できません。

オペレーティング

システム（Operating
System）

アンチスパイウェアベンダーを選択します。ASのベンダー名
（ASVendorName）

プログラム修復起動

次の表では、[プログラム修復起動（Launch Program Remediation）]ページのフィールドについて
説明します。ナビゲーションパスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）]
> [結果（Results）] > [ポスチャ（Posture）] > [修復アクション（Remediation Actions）] > [プログ
ラム修復起動（Launch Program Remediation）]です。
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表 25：プログラム修復起動

使用上のガイドラインフィールド

プログラム修復起動の名前を入力します。名前（Name）

ユーザが作成するプログラム修復起動の説明を入力します。説明

（Description）

次のいずれかを選択します。

• [自動（Automatic）]：選択した場合、[再試行回数（RetryCount）]およ
び [間隔（Interval）]オプションに入力する必要があります。

• [手動（Manual）]：選択されている場合、[間隔（Interval）]および [再
試行回数（Retry Count）]フィールドは編集できません。

修復タイプ

（Remediation
Type）

クライアントが修復を試行した後で次回の試行ができるようになるまでの時

間間隔を秒単位で入力します。

間隔（秒単位）

（Interval (in
seconds)）

必要なプログラムを起動するためにクライアントが試行できる回数を入力し

ます。

再試行回数（Retry
Count）

ドロップダウンリストから、修復プログラムがインストールされるパスを

選択します。

• ABSOLUTE_PATH：修復プログラムは、ファイルの完全修飾パスにイ
ンストールされます。例：C:\<directory>\

• SYSTEM_32：修復プログラムは C:\WINDOWS\system32ディレクトリ
にインストールされます。

• SYSTEM_DRIVE：修復プログラムは C:\ドライブにインストールされ
ます。

• SYSTEM_PROGRAMS：修復プログラムは C:\Program Filesファイルに
インストールされます。

• SYSTEM_ROOT：修復プログラムはWindowsシステムのルートパスに
インストールされます。

プログラムのイン

ストールパス

（Program
Installation Path）

修復プログラムの実行ファイルまたはインストールファイルの名前を入力

します。

プログラム実行

ファイル（Program
Executable）
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使用上のガイドラインフィールド

修復プログラムに必要なパラメータを入力します。プログラムパラ

メータ（Program
Parameters）

既存プログラムテーブルは修復プログラムのインストールパス、名前、お

よびパラメータ（存在する場合）を表示します。

•既存プログラムリストに修復プログラムを追加するには、[追加（Add）]
をクリックします。

•リストから修復プログラムを削除するには、削除アイコンをクリック
します。

既存プログラム

（Existing
Programs）

Windows Update 修復
次の表では、[Windows Update修復（Windows Update Remediation）]ページのフィールドについて
説明します。ナビゲーションパスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）]
> [結果（Results）] > [ポスチャ（Posture）] > [修復アクション（Remediation Actions）] > [Windows
Update修復（Windows Update Remediation）]です。

表 26：Windows Update 修復

使用上のガイドラインフィールド

Windows Update修復の名前を入力します。名前（Name）

Windows Update修復の説明を入力します。説明（Description）

次のいずれかを選択します。

• [自動（Automatic）]：選択した場合、[再試行回数（Retry
Count）]および [間隔（Interval）]オプションに入力する必要
があります。

• [手動（Manual）]：選択されている場合、[間隔（Interval）]
および [再試行回数（Retry Count）]フィールドは編集できま
せん。

修復タイプ（Remediation
Type）

クライアントが修復を試行した後で次回の試行ができるようにな

るまでの時間間隔を秒単位で入力します。

間隔（秒単位）（Interval (in
seconds)）

WindowsクライアントがWindowsUpdateを試行できる回数を入力
します。

再試行回数（Retry Count）
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使用上のガイドラインフィールド

次のオプションから選択します。

• [設定を変更しない（Do not change setting）]：Windows自動
更新のクライアント設定は、WindowsUpdate修復中または実
行後に変更されません。

• [ダウンロードおよびインストールを通知（Notify to download
and install）]：Windowsによってクライアントへの通知のみ
が行われ、ダウンロードやインストールは自動的には行われ

ません。

• [自動的にダウンロードし、インストールを通知（Automatically
download and notify to install）]：Windowsによってクライアン
トに更新プログラムがダウンロードされ、WindowsUpdateを
インストールするようにクライアントに通知されます。

• [自動的にダウンロードしてインストール（Automatically
download and install）]：Windowsによって自動的にWindows
Updateがダウンロードされてインストールされます。これ
は、Windowsクライアントに対して強く推奨される設定で
す。

Windows Update設定
（Windows Update Setting）

Windows Update修復の実行中および実行後に、管理者がWindows
自動更新に対して指定した設定をすべてのクライアントマシンに

適用するには、このチェックボックスをチェックします。

このチェックボックスをオフにすると、次の設定が適用されます。

•管理者が指定した設定（Windowsクライアントで自動更新が
無効になっている場合のみ）。

• Windowsクライアントが指定した設定（クライアントで
Windows自動更新が有効になっている場合のみ）。

Windows Update設定を管理
者の設定でオーバーライド

（Override User’s Windows
Update setting with
administrator’s）

Windows Server Update Services 修復
次の表では、[Windows Update修復（Windows Update Remediation）]ページのフィールドについて
説明します。ナビゲーションパスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）]
> [結果（Results）] > [ポスチャ（Posture）] > [修復アクション（Remediation Actions）] > [Windows
Update修復（Windows Update Remediation）]です。
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表 27：WSUS 修復

使用上のガイドラインフィールド

WSUS修復の名前を入力します。名前（Name）

WSUS修復の説明を入力します。説明（Description）

次のオプションから選択します。

• [自動（Automatic）]：NAC Agentは、Windowsクライアントを
最新のWSUS更新で更新します。

• [手動（Manual）]：選択すると、[間隔（Interval）]フィールドと
[再試行回数（Retry Count）]フィールドを編集できなくなりま
す。ユーザは、コンプライアンスのために、Microsoftで管理さ
れているWSUSサーバまたはローカルに管理されているWSUS
サーバからの最新のWSUS更新を使用して、Windowsクライア
ントを手動で更新します。

修復タイプ（Remediation
Type）

NAC AgentとWeb Agentが前回の試行後に再試行を試みるまでに
WSUS更新を遅延させる間隔を秒単位で入力します（デフォルトの間
隔は 0です）。

間隔（秒単位）（Interval
(in seconds)）

NAC AgentとWeb AgentがWSUS更新を使用してWindowsクライア
ントの更新を再試行する回数を入力します。

再試行回数（Retry
Count）

次のオプションから選択します。

• [シスコルール（CiscoRules）]：このオプションを選択すると、
ポスチャ要件の条件としてカスタムルールまたは事前設定済み

ルールを選択できます。

• [重大度レベル（Severity Level）]：このオプションを選択する
と、ポスチャ要件の条件としてカスタムルールまたは事前設定

済みルールを選択できますが、いずれも使用されません。この

ため、WSUS修復を指定するポスチャ要件内にはプレースホル
ダ条件（ダミー条件）として pr_WSUSRuleを使用できます。

Windows Updateの検証方
法（Validate Windows
updates using）
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使用上のガイドラインフィールド

重大度レベルを選択します。

• [緊急（Critical）]：緊急のWindows Updateのみをインストール
します。

• [至急（Express）]：重要かつ重大なWindowsUpdateをインストー
ルします。

• [中（Medium）]：重大度および重要性が中程度のすべての
Windows Updateをインストールします。

• [すべて（All）]：重大度および重要性が中程度および低程度の
すべてのWindows Updateをインストールします。

重大度レベルオプションを使用してポスチャ要件に

WSUS修復アクションを関連付けてWindows Update
を検証する場合は、ポスチャ要件にpr_WSUSRule（ダ
ミー複合条件）複合条件を選択する必要があります。

ポスチャ要件が失敗すると、NAC Agentは、WSUS修
復で定義した重大度レベルに基づいて修復アクション

（Windows Update）を適用します。

（注）

Windows Update重大度レ
ベル（Windows Updates
Severity Level）

クライアントのオペレーティングシステムで使用できる最新のサー

ビスパックをWSUS修復が自動的にインストールできるようにする
には、このチェックボックスをオンにします。

オペレーティングシステムのサービスパックは、WSUS修
復で選択されている [中（Medium）]および [すべて（All）]
の重大度レベルオプションに関係なく、自動的に更新され

ます。

（注）

最新の OSサービスパッ
クに更新（Update to latest
OS Service Pack）

WindowsクライアントにWSUS更新をインストールするソースを指
定します。

• [Microsoftサーバ（Microsoft server）]：Microsoftで管理されてい
るWSUSサーバ

• [管理対象サーバ（Managed server）]：ローカルに管理されてい
るWSUSサーバ

Windows Updateインス
トールソース（Windows
Updates Installation
Source）
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使用上のガイドラインフィールド

WSUS更新中にクライアントにインストールウィザードを表示でき
るようにします。

• [UIを表示（ShowUI）]：WindowsクライアントでWindowsUpdate
インストールウィザードを表示します。ユーザは、クライアン

トに対してWSUS更新中にインストールウィザードを表示する
ための管理者権限を持っている必要があります。

• [UIなし（No UI）]：WindowsクライアントでWindows Update
インストールウィザードを非表示にします。

インストールウィザード

インターフェイス設定

（Installation Wizard
Interface Setting）

クライアントのポスチャ要件

次の表に、[ポスチャ要件（PostureRequirements）]ページのフィールドを示します。ナビゲーショ
ンパスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [ポス
チャ（Posture）] > [要件（Requirements）]です。

表 28：ポスチャ要件

使用上のガイドラインフィールド

要件の名前を入力します。名前（Name）

オペレーティングシステムを選択します。

プラス記号 [+]をクリックして、複数のオペレーティングシステムをポリ
シーに関連付けます。

マイナス記号 [-]をクリックして、ポリシーからオペレーティングシステム
を削除します。

オペレーティング

システム

（Operating
Systems）
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使用上のガイドラインフィールド

リストから条件を選択します。

[操作（Action）]アイコンをクリックして、ユーザ定義の条件を作成して、
要件に関連付けることもできます。ユーザ定義の条件を作成中に関連する

親オペレーティングシステムは編集できません。

pr_WSUSRuleは、Windows Server Update Services（WSUS）修復が関連付け
られているポスチャ要件で使用される、ダミーの複合条件です。関連WSUS
修復アクションは、重大度レベルオプションを使用してWindowsUpdatesを
検証するように設定する必要があります。この要件が失敗すると、Windows
クライアントにインストールされている NAC Agentは、WSUS修復で定義
した重大度レベルに基づいてWSUS修復アクションを適用します。

pr_WSUSRuleは複合条件のリストページには表示できません。条件ウィ
ジェットからのみ pr_WSUSRuleを選択できます。

条件（Conditions）

リストから修復を選択します。

修復アクションを作成して、要件に関連付けることもできます。

Agentユーザとの通信に使用できるすべての修復タイプのテキストボックス
があります。修復アクションに加えて、クライアントの非準拠に関してメッ

セージで Agentユーザと通信することができます。

[メッセージテキストのみ（Message Text Only）]オプションでAgentユーザ
に非準拠について通知します。また、詳細情報を得るためにヘルプデスク

に連絡したり、クライアントを手動で修復したりするオプションの手順が

ユーザに提供されています。このシナリオでは、NACAgentは修復アクショ
ンをトリガーしません。

修復アクション

（Remediation
Actions）
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