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このマニュアルについて

ここで説明する内容は次のとおりです。

 • 「対象読者」

 • 「目的」

 • 「資料の編成」

 • 「表記法」

 • 「このリリースの新機能」

 • 「関連資料」

 • 「マニュアルの更新」

 • 「マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン」

対象読者
このマニュアルは、ネットワークを管理して保護するために Cisco NAC アプライアンス ソリューショ

ンを導入するネットワーク管理者を対象としています。Cisco NAC アプライアンスは、Clean Access 
Manager（CAM）管理アプライアンス、Clean Access Server（CAS）強制アプライアンス、および 
Clean Access Agent と Cisco NAC Web Agent エンドユーザ クライアント ソフトウェアで構成されて

います。Cisco NAC アプライアンスのインストールや管理を行う際には、この資料と併せて、『Cisco 
NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration Guide Release 4.5(1)』も参照して

ください。

目的
『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration Guide Release 4.5（1）』 
では、Clean Access Manager NAC アプライアンスをインストールおよび設定する方法について説明し

ます。Clean Access Manager（CAM）およびその Web ベースの管理コンソールを使用することによ

り、複数の Clean Access Server（CAS）を一括して管理できます。エンド ユーザは Web ログイン、

Clean Access Agent、または Cisco NAC Web Agent により、Clean Access Server からネットワークに

接続します。このマニュアルでは、CAM Web 管理コンソールを使用して Cisco NAC アプライアンス

のほとんどの機能を設定する方法について説明します。また、ハイ アベイラビリティの実現方法など 
Clean Access Manager に固有の事項についても説明します。Cisco NAC アプライアンスのドキュメン

ト セットの詳細は、「関連資料」を参照してください。
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このマニュアルについて
資料の編成

表 1 資料の編成

章 説明

第 1 章「はじめに」 Cisco NAC アプライアンス ソリューションの概

要を説明します。

第 2 章「Clean Access Manager のインストール」 Clean Access Manager のインストール方法につい

て説明します。

第 3 章「デバイス管理：Clean Access Server の追

加、フィルタの追加」

Clean Access Manager から Clean Access Server 
の追加と管理を行う方法と、デバイスやサブネッ

トのフィルタの設定方法を説明します。

第 4 章「スイッチ管理：アウトオブバンド配置の

設定」

アウトオブバンド（OOB）配置の Cisco NAC ア
プライアンスの設定方法を説明します。

第 5 章「Wireless LAN コントローラの管理：ワ

イヤレス アウトオブバンド配置の設定」

ワイヤレス アウトオブバンド（ワイヤレス OOB）

配置の Cisco NAC アプライアンスの設定方法を

説明します。

第 6 章「ユーザ ログイン ページとゲスト アクセ

スの設定」

すべてのユーザが認証に必要とするデフォルト ロ
グイン ページの追加方法、Web ログイン ユーザ

用のログイン ページのカスタマイズ方法、および

ゲスト ユーザのログイン用に Cisco NAC アプラ

イアンスを設定する方法を説明します。

第 7 章「ユーザ管理：ユーザ ロールとローカル 
ユーザの設定」

ユーザ ロールと新しいユーザ プロファイルの作

成方法を説明します。

第 8 章「ユーザ管理：認証サーバの設定」 外部認証ソースのセットアップ方法、Active 
Directory Single Sign-On（SSO）、VLAN ID ま
たは属性ベースの認証サーバ マッピング ルール、

および RADIUS アカウンティングのセットアッ

プ方法について説明します。

第 9 章「ユーザ管理：トラフィック制御、帯域

幅、スケジュール」

ロールベースのトラフィック制御ポリシー、帯域

幅管理、セッションおよびハートビート タイマー

の設定方法について説明します。

第 10 章「Clean Access の設定概要」 Cisco NAC アプライアンスの Clean Access の設

定の概要について説明します。

第 11 章「Agent の配布」 クライアント マシンに Clean Access Agent と 
Cisco NAC Web Agent を配布するために、Clean 
Access Manager および Clean Access Server で配

布、インストール、および自動アップグレードの

オプションをイネーブルにして、設定する方法に

ついて説明します。

第 12 章「エージェント要件の設定」 Clean Access Agent と Cisco NAC Web Agent が
クライアント マシンでポスチャ評価と修復を実行

できるように、Clean Access Manager で条件を設

定する方法について説明します。
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このマニュアルについて
表記法

第 13 章「Cisco NAC アプライアンス エージェン

ト」

Cisco NAC アプライアンス エージェント

（Windows Clean Access Agent、Mac OS X Clean 
Access Agent、および Cisco NAC Web Agent） の
概要、ログイン フロー、およびセッション終了ダ

イアログについて説明します。

第 14 章「ネットワーク スキャンの設定」 Cisco NAC アプライアンスのネットワーク ス
キャンのセットアップ方法について説明します。

第 15 章「オンライン ユーザとイベント ログのモ

ニタリング」

オンライン ユーザ、イベント ログ、および 
SNMP 情報を含め、Cisco NAC アプライアンス

の Monitoring モジュールについて説明します。

第 16 章「CAM の管理」 Clean Access Manager の管理ページについて説明

します。

第 17 章「ハイ アベイラビリティ（HA）の設定」 ハイ アベイラビリティを実現するために、Clean 
Access Manager マシン ペアをセットアップする

方法について説明します。

付録 A「エラーおよびイベント ログ メッセージ」 共通する Cisco NAC アプライアンスの一部のエ

ラー メッセージとイベント ログ エントリについ

て説明します。

付録 B「API サポート」 Clean Access Manager の API サポートについて

説明します。

付録 C「Windows クライアント レジストリ設定」 Windows クライアント マシンのレジストリ設定

を使用してさまざまな Clean Access Agent の機能

を設定およびイネーブルにする方法について説明

します。

付録 D「オープン ソース ライセンス通知」 シスコ製品のオープン ソース ライセンス情報が

記載されています。

表 2 表記法

項目 表記法

コマンドラインの出力 Screen フォント

ユーザが入力する情報 太字の screen フォント

ユーザが値を指定する変数 イタリック体の screen フォント

Web 管理コンソールのモジュール、メニュー、タブ、リンク、サ

ブメニュー リンク 
太字フォント

選択する必要のあるメニュー項目 [Administration] >[User Pages]

表 1 資料の編成

章 説明
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このマニュアルについて
このリリースの新機能
このリリースで紹介する新機能および拡張の要約については、「マニュアルの更新」と、『Release 
Notes for Cisco NAC Appliance Version 4.5(1)』の「New and Changed Information」の項を参照してく

ださい。

関連資料
表 3 に、Cisco NAC アプライアンスについて Cisco.com から入手可能な関連資料を示します。次の 
URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/tsd_products_support_series_home.html 

ヒント このマニュアルで参照する外部 URL にアクセスするには、Adobe Acrobat でリンクを右クリックして 
[Open in Weblink in Browser] を選択します。

表 3 Cisco NAC アプライアンスのドキュメント セット

参照先 調べたい情報

『Cisco NAC Appliance Service 
Contract/Licensing Support』

 • 製品ライセンスの取得とインストール

 • サービス契約、発注、および RMA に関する情

報

『Supported Hardware and System Requirements 
for Cisco NAC Appliance (Cisco Clean Access)』

 • どのサーバ ハードウェアがどのバージョンの 
CAM/CAS ソフトウェアをサポートしているか

（独自のサーバ ハードウェアを使用している場

合）

 • CAM/CAS/Agent のシステム要件

 • NIC カードのトラブルシューティング

『Switch Support for Cisco NAC Appliance』  • OOB 配置をサポートするスイッチおよび NME

 • スイッチおよび WLC の既知の問題 /トラブル

シューティング

『Getting Started with Cisco NAC Network 
Modules in Cisco Access Routers』

 • Cisco NAC ネットワーク モジュール

（NME-NAC-K9）での Clean Access Server
（CAS）ソフトウェアのインストールまたは

アップグレード

『Connecting Cisco Network Admission Control 
Network Modules』

 • サービス統合型ルータでの Cisco NAC ネット

ワーク モジュール（NME-NAC-K9）への接続

『Release Notes for Cisco NAC Appliance 
Version 4.5(1)』

新の 4.5 リリースには、次の情報が含まれます。

 • 新機能および拡張

 • 修正された警告

 • アップグレード手順

 • サポートされている AV/AS 製品チャート

 • CAM/CAS/Agent の互換性およびバージョン情

報
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このマニュアルについて
『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager 
Installation and Configuration Guide Release 
4.5(1)』

CAM の詳細情報

 • CAM ソフトウェアのインストール方法

 • Cisco NAC アプライアンスの主要なコンセプ

トおよび機能の概要

 • CAM Web コンソールを使用して Cisco NAC 
アプライアンスのグローバル コンフィギュ

レーションを実行する方法（構成内のすべての 
CAS に適用）

 • ハイ アベイラビリティを実現するように CAM 
ペアを構成する方法

『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server 
Installation and Configuration Guide Release 
4.5(1)』

CAS 固有の詳細情報

 • CAS ソフトウェアのインストール方法

 • ネットワーク上で CAS を配置する場所（一般

情報） 

 • CAM Web コンソールまたは CAS ダイレクト 
アクセス コンソールの CAS 管理ページを使用

して、ローカル コンフィギュレーション

（CAS 固有）を実行する方法

 • ハイ アベイラビリティを実現するように CAS 
ペアを構成する方法

表 3 Cisco NAC アプライアンスのドキュメント セット

参照先 調べたい情報
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このマニュアルについて
マニュアルの更新

表 4 『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Administration 
Guide Release 4.5(1)』に対する更新

日付 説明

09/02/25  • 新しい API 機能が追加されました。「checkmac」（P.B-4）、「getmaclist」（P.B-5）

 • Agent の新しい登録オプションが追加されました。「表 C-2Clean Access Agent 
Taskbar メニューの DisableExit」（P.C-2）

 • 「インストール要件」（P.1-7）を更新しました。

 • 「NAC-3310 ベースのアプライアンスでのブート設定」（P.2-6） と参照の注を追加し

ました。

 • 「デバイスおよびサブネットのグローバル フィルタリング」（P.3-10） に CAS フォー

ルバックの注を追加しました。

 • 4.5(1) バージョンの変更について全体的にマイナーな更新を行いました。

解決されたマニュアルのバグ：

 • CSCsu31573：「Logoff Clean Access Agent users from network on their machine 
logoff or shutdown」に関する注を P.10-21 の表 10-1 に追加しました。

 • CSCsx81758（「HA CAM のアクティブ /スタンバイ実行時ステータスの確認」

（P.17-16））

 • CSCsv44424（P.C-3 の表 C-4）

 • CSCsw94295（「サポート ログ」（P.16-43））

 • CSCsw75437（「設定例」（P.12-47））

 • CSCsq45943（「RADIUS」（P.8-6） と 「RADIUS アカウンティング」（P.8-32）の 
NAS-IP-Address エントリ）

リリース 4.5(1) の機能拡張については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server 
Installation and Configuration Guide Release 4.5(1)』も参照してください。

08/11/10  • 「RADIUS」（P.8-6） と 「RADIUS アカウンティング」（P.8-32）で、HA ペアにイ

ンストールされた CAM についての RADIUS アカウンティングの要件を明確化しま

した。

 • 「CAM イベント ログ メッセージ」（P.A-5）の 後のエラー メッセージに、CDL で
のクライアント マシンに関する注を追加しました。

08/11/05 「コンフィギュレーション ユーティリティ スクリプト」（P.2-10）でインストール手順を

更新しました。

08/11/03 警告 CSCsu64133、CSCsq45943、CSCsr71673、CSCsq61154、CSCsu68720、および 
CSCsq44710 に対処するためにさまざまな項を更新しました。
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このマニュアルについて
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュ
リティ ガイドライン

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、マニュアルに関するフィードバックの提供、セキュリ

ティ ガイドライン、および推奨エイリアスや一般的なシスコのマニュアルについては、次の URL で、

毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お

よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

08/10/21 リリース 4.5(0)

前の Cisco NAC アプライアンス リリースからのこのマニュアルに対する主な更新は、

次のとおりです。

 • 第 5 章「Wireless LAN コントローラの管理：ワイヤレス アウトオブバンド配置の

設定」

 • 「ポリシーのインポート /エクスポート」（P.16-28）

 • 「Mac OS X Agent 要件の作成」（P.12-71）と 「Mac OS X Clean Access Agent」
（P.13-21）

 • 「CAM SSL 証明書の管理」（P.16-6）（許可を含む）

 • 「サポート ログ」（P.16-43）

 • 「管理ユーザの追加」（P.16-50）（外部の Kerberos、LDAP、および RADIUS 認証

サーバから管理者ユーザを認証できるようになりました）

追加の更新は、次のとおりです。

 • OOB Management（以前のSwitch Management）メニューとサブメニュー項目が

更新され、スイッチとワイヤレス LAN コントローラ デバイス エントリが一緒に提

供されるようになりました。

 • 管理者は、ポート プロファイルで VLAN 割り当ての動作を指定できるようになり

ました（「ポート プロファイルの設定」（P.4-29）を参照してください）。

 • レイヤ 2 とレイヤ 3 クライアント マシンについて 説明したセクションを 「インバン

ドおよびアウトオブバンド デバイス フィルタの動作の比較」（P.3-16）に追加しま

した。

 • リリース 4.5 CD インストール スクリプトには、インストールのための新しいオプ

ションが含まれています（「初期設定の実行」（P.2-9）を参照してください）。

 • Cisco NAC アプライアンスでは、管理者ユーザについて設定可能な「プレログイン 
バナー」が強制されます（P.2-16 の図 2-4を参照してください）。

 • Cisco NAC アプライアンスでは、root 管理者ユーザには強力なパスワードが強制さ

れます（「システム パスワードの管理」（P.16-53）を参照してください）。

 • CAM と CAS の両方の Web コンソールからの Web アップグレードは、リリース 
4.5 より削除されました。

表 4 『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Administration 
Guide Release 4.5(1)』に対する更新

日付 説明
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このマニュアルについて
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー 
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま

す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
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Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager イ
OL-16410-01-J
C H A P T E R 1

はじめに

この章では、Cisco NAC アプライアンス ソリューションの概要を説明します。この章の内容は次のと

おりです。

 • 「Cisco NAC アプライアンスとは」（P.1-1）

 • 「Cisco NAC アプライアンス コンポーネント」（P.1-2）

 • 「ユーザの管理」（P.1-6）

 • 「インストール要件」（P.1-7）

 • 「Web 管理コンソールの要素の概要」（P.1-9）

 • 「Clean Access Server（CAS）管理ページ」（P.1-10）

 • 「管理コンソールの要約」（P.1-13）

Cisco NAC アプライアンスとは
Cisco Network Admission Control（NAC）アプライアンスは Cisco Clean Access とも呼ばれており、

使いやすく強力なアドミッション制御 /適合性強制ソリューションです。包括的なセキュリティ機能、

インバンドまたはアウトオブバンドの配置オプション、ユーザ認証ツール、帯域およびトラフィックの

フィルタリング制御機能を備えた Cisco NAC アプライアンスは、ネットワークを制御して保護するた

めの完全なソリューションです。Cisco NAC アプライアンスは、ネットワークの集中アクセス管理ポ

イントとして、セキュリティ、アクセス、適合性のポリシーを一箇所で導入できるため、ネットワーク

を通じて多くのデバイスにポリシーを伝播する必要はありません。

Cisco NAC アプライアンスには、ユーザ認証、ポリシーベースのトラフィック フィルタリング、Clean 
Access ポスチャ評価、修復などのセキュリティ機能があります。Clean Access は、ウイルスやワーム

をネットワークのエッジで食い止めます。また、リモート システムやローカル システムの検査によっ

て、指定条件を満たしていないユーザ デバイスは、Clean Access でネットワークにアクセスできない

ようにします。

Cisco NAC アプライアンスは、Clean Access Manager（CAM）管理サーバの Web コンソールから管

理し、Clean Access Server（CAS）および Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent を通じて実行す

る統合ネットワーク ソリューションです。Cisco NAC アプライアンスはネットワークの必要性に応じ、

適な設定で使用できます。Clean Access Server は、単純なルーティング機能、高度な DHCP サービ

ス、およびその他のサービスを提供するエッジ デバイスの第 1 ホップ ゲートウェイとして使用できま

す。または、ネットワーク内の要素がすでにこのサービスを提供している場合は、

「Bump-In-The-Wire」方式で導入することにより、既存のネットワークを変更せずに、これらの要素

と CAS を共存させることが可能です。
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第 1 章      はじめに        

Cisco NAC アプライアンス コンポーネント
そのほかにも、Cisco NAC アプライアンスには、主に次のような機能があります。

 • 標準ベースのアーキテクチャ：HTTP、HTTPS、XML、Java Management Extensions（JMX）を

使用します。

 • ユーザ認証：Kerberos、LDAP、RADIUS、Windows NT ドメインなど、既存のバックエンド認証

サーバと統合します。

 • VPN コンセントレータとの統合：Cisco VPN コンセントレータ（VPN 3000、ASA など）と統合

し、シングルサインオン（SSO）を実現できます。

 • Active Directory SSO：Windows サーバの Active Directory と統合して、Clean Access Agent ユー

ザが Windows システムにシングル サインオンでログインできるようにします （Cisco NAC Web 
Agent では SSO はサポートされません）。

 • Clean Access 適合性ポリシー：Clean Access Agent または Nessus ベースのネットワーク ポート 
スキャンを使用することで、クライアントのポスチャ評価および修復の設定が可能です。Cisco 
NAC Web Agent によって、ポスチャ評価が実行されますが、修復のための手段は提供されません。

ユーザは、クライアント マシンを手動で訂正または更新して、Web Agent のポスチャ評価要件を

満たすために「再スキャン」する必要があります。

 • L2 または L3 配置のオプション：Clean Access Server は、ユーザの L2 近接内に配置することも、

ユーザから複数ホップ離して配置することもできます。1 つの CAS を L3 と L2 の両方のユーザに

使用できます。

 • インバンド（IB）またはアウトオブバンド（OOB）配置オプション：Cisco NAC アプライアンス

はユーザ トラフィックを処理するようにインラインで配置することも、アウトオブバンドで配置

して、クライアントがポスチャ評価および修復の処理中にだけ Clean Access ネットワークを経由

し、認証（ポスチャ評価）後に回避できるようにすることができます。

 • トラフィック フィルタリング ポリシー：ロールベース IP およびホストベース ポリシーにより、イ

ンバンド ネットワーク トラフィックを細かく柔軟に制御できます。

 • 帯域幅管理制御：ダウンロードまたはアップロードの帯域幅を制限できます。

 • ハイ アベイラビリティ：アクティブ /パッシブなフェールオーバー（2 つのサーバが必要）により、

予期せぬシャットダウンが発生してもサービスを続行できます。Clean Access Manager（CAM）

マシンまたは CAS マシンのペアをハイ アベイラビリ モードで構成できます。

（注） Cisco サービス統合型ルータ（ISR）にインストールされている Cisco NAC ネットワーク 
モジュールは、ハイ アベイラビリティをサポートしていません。

Cisco NAC アプライアンス コンポーネント
Cisco NAC アプライアンスは、Clean Access Manager Web コンソールから管理し、Clean Access 
Server およびオプションの Clean Access Agent または Cisco NAC Web Agent を通じて実行する統合

ネットワーク ソリューションです。Cisco NAC アプライアンスは、クライアント システムの検査、

ネットワーク要求の強制、パッチやアンチウイルス ソフトウェアの配布を実行するとともに、脆弱な

クライアントや感染したクライアントをネットワーク アクセス前に隔離し、修復します。Cisco NAC 
アプライアンスは、次のコンポーネントで構成されています（図 1-1を参照）。

 • Clean Access Manager（CAM）：Clean Access を配置するための管理サーバ。Clean Access 
Manager のセキュアな Web コンソールを通じ、1 ヶ所で配置内の 大 20 の Clean Access Server 
を管理できます（SuperCAM をインストールする場合は 40 の CAS）。アウトオブバンド（OOB）

配置の場合、Web 管理コンソールで SNMP を使用してスイッチおよびユーザ ポートの VLAN 割
り当てを制御できます。
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（注） CAM Web 管理コンソールでは、Internet Explorer 6.0 以上だけがサポートされ、高度暗号

化（64 ビットまたは 128 ビット）が必要です。高度暗号化はクライアント ブラウザの 
Web ログインおよび Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent の認証にも必要です。

 • Clean Access Server（CAS）：非信頼（管理対象）ネットワークと信頼ネットワークの間の強制

サーバ。CAS は、ネットワーク アクセス権限、認証条件、帯域幅の制限、Clean Access システム

の条件など、ユーザが CAM Web 管理コンソールで定義したポリシーを強制します。

CAS は、スタンドアロン アプライアンス（Cisco NAC-3300 シリーズなど）または Cisco ISR 
シャーシ内のネットワーク モジュール（Cisco NME-NAC-K9）のいずれかとしてインストールし

て、インバンド（常にユーザ トラフィックを処理する）またはアウトオブバンド（認証 /ポスチャ

評価中にだけユーザ トラフィックを処理する）で配置できます。CAS は、レイヤ 2 モード（ユー

ザは CAS に L2 隣接）またはレイヤ 3 モード（ユーザは CAS から複数 L3 ホップ離れる）で配置

することもできます。

異なるネットワーク セグメントのニーズを満たすために、さまざまなサイズ /容量の CAS をいく

つか配置することもできます。たとえば、数千ものユーザを処理して 1 つ以上の Cisco NAC ネッ

トワーク モジュールを ISR プラットフォームに同時にインストールして、サテライト オフィスに

いる小さいユーザ グループに対応するために、Cisco NAC-3300 シリーズ アプライアンスを本社

のコアにインストールできます。

 • Clean Access Agent（CAA）：Windows クライアントに常駐するオプションの読み取り専用エー

ジェント。Clean Access Agent は、アプリケーション、ファイル、サービス、またはレジストリ 
キーを検査し、ネットワークへのアクセス権を付与する前に、指定されたネットワーク条件および

ソフトウェア条件にクライアントが適合していることを確認します。

（注） Clean Access Agent のポスチャ評価には、クライアント側ファイアウォールによる制約は

ありません。このエージェントは、パーソナル ファイアウォールがインストールされ、稼

動していても、クライアントのレジストリ、サービス、アプリケーションを検査できます。

 • Cisco NAC Web Agent：Cisco NAC Web Agent には、クライアント マシン用の時間のポスチャ

評価が用意されています。ユーザは、Cisco NAC Web Agent の実行可能ファイルを起動します。

このファイルは、ActiveX コントロールまたは Java アプレットを使用してクライアント マシンの

一時ディレクトリに Web Agent ファイルをインストールします。ユーザが Web Agent セッション

を終了すると、Web Agent はネットワークからユーザをログオフし、ユーザ ID は Online Users リ
ストに表示されなくなります。

 • Clean Access Policy Updates：事前に作成されたひとまとまりのポリシーまたはルールの定期更

新ツール。これらのポリシーまたはルールは、オペレーティング システム、アンチウイルス

（AV）、アンチスパイウェア（AS）、およびその他のクライアント ソフトウェアの 新の状態を検

査するために使用できます。24 の AV ベンダーおよび 17 の AS ベンダーに対するビルトイン サ
ポートを提供しています。
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図 1-1 Cisco NAC アプライアンスの配置（L2 インバンド例）

Clean Access Manager（CAM）

Clean Access Manager（CAM）は、導入された Cisco NAC アプライアンスのすべての Clean Access 
Server、ユーザ、ポリシーの設定およびモニタリングを集中管理するサーバであり、またデータベース

でもあります。1 つの CAM で最大 20 の Clean Access Server を管理できます。Clean Access Manager 
の Web 管理コンソールは、ブラウザベースのセキュアな管理インターフェイスです（図 1-2を参照）。

Web コンソールのモジュールに関する概要は、「管理コンソールの要約」（P.1-13）を参照してくださ

い。アウトオブバンド（OOB）配置で利用する場合、Web 管理コンソールは、[OOB Management] モ
ジュールとなり、Clean Access Manager のドメイン内でスイッチの追加や制御およびスイッチ ポート

の構成を行います。
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図 1-2 CAM Web 管理コンソール

Clean Access Server（CAS） 
Clean Access Server（CAS）は、非信頼ネットワークと信頼ネットワークの間のゲートウェイとして

機能します。Clean Access Server は次のいずれかのインバンド（IB）モードまたはアウトオブバンド

（OOB）モードで動作できます。

 • IB Virtual Gateway（L2 トランスペアレント ブリッジ モード） 
 • IB Real-IP Gateway 

 • IB NAT Gateway（NAT サービス付きの IP ルータ /デフォルト ゲートウェイ）

 • OOB Virtual Gateway 

 • OOB Real-IP Gateway 

 • OOB NAT Gateway

（注） NAT Gateway（IB と OOB）は、実動環境ではサポートされていません。

このマニュアルでは、Clean Access Manager Web 管理コンソールを使用した Clean Access Server およ

び Cisco NAC アプライアンス配置のグローバル コンフィギュレーションと管理について説明します。
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ユーザの管理
CAS 動作モードの要約については、「管理ドメインへの Clean Access Server の追加」（P.3-2）を参照

してください。CAS 構成の詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation 
and Configuration Guide Release 4.5(1)』を参照してください。

OOB の実装および設定の詳細は、第 4 章「スイッチ管理：アウトオブバンド配置の設定」を参照して

ください。

DHCP 設定、Cisco VPN コンセントレータの統合、CAS ハイ アベイラビリティの実装、またはローカ

ル トラフィック ポリシーなど、CAS でローカルに設定されたオプションの詳細については、『Cisco 
NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration Guide Release 4.5(1)』を参照して

ください。

Clean Access Agent
Cisco NAC アプライアンスを配置すると、ネットワークにアクセスするコンピュータが指定のシステ

ム条件に適合していることを Clean Access Agent で確認できます。Clean Access Agent は、ユーザの 
Windows マシンにインストールされる軽くて使いやすい読み取り専用プログラムです。Clean Access 
Agent は、ユーザがネットワークへのアクセスを試行すると、クライアント システムを検査して、必

要なソフトウェアがあるかどうかを確認し、足りないアップデートまたはソフトウェアがあればユーザ

がそれを取得できるように支援します。

設定されたシステム検査に合格しない Agent ユーザは、Clean Access Agent Temporary ロールに割り

当てられます。このロールのユーザには、限定的なアクセス権が付与され、Clean Access の条件を満

たすために必要なリソースだけにネットワーク アクセスが制限されます。クライアント システムが要

件を満たせば、「クリーン」であると見なされ、ネットワーク アクセスが許可されます。

ユーザの管理 
Clean Access Manager を使用すると、既存の認証メカニズムをネットワーク上のユーザに簡単に適用

できます（図 1-3を参照）。ユーザ ロールをカスタマイズしてグループ化して、特定のユーザ グループ

用のトラフィック ポリシー、帯域幅制限、セッション期間、Clean Access ポスチャ評価、および 
Cisco Clean Access 内のその他のポリシーを定義できます。その後、ロールマッピングを使用して、外

部認証ソースから渡された VLAN ID または属性に基づいてユーザをこれらのポリシーにマップできま

す。

Clean Access Server は、非信頼ネットワークから HTTP 要求を受信すると、その要求が認証済みの

ユーザからのものかどうかを確認します。認証済みのユーザからの要求でない場合は、そのユーザにカ

スタマイズ可能な安全な Web ログイン ページが提示されます。Web ログイン ページを介して安全に送

信されたユーザの証明書は、CAM 自身（ローカル ユーザの検査の場合）によって、または LDAP、
RADIUS、Kerberos、Windows NT など、外部認証サーバで実行できます。Clean Access Agent また

は Cisco NAC Web Agent を配布する場合、ユーザは 初に Web にログインした後で、Agent をダウン

ロードおよびインストールし、その後ログイン /ポスチャ評価に Agent を使用します。
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インストール要件
図 1-3 認証パス 

Web 管理コンソールの Clean Access モジュールを使用して Clean Access Agent やネットワーク ポー

ト スキャンの条件を設定すると、Clean Access のポスチャ評価と修復を設定して、認証済みユーザに

適用できます。

（注） Cisco NAC Web Agent によって、ポスチャ評価が実行されますが、修復のための手段は提供されませ

ん。ユーザは、クライアント マシンを手動で訂正または更新して、Web Agent のポスチャ評価要件を

満たすために「再スキャン」する必要があります。

IP ベースおよびホストベースのトラフィック ポリシーによって、認証前、ポスチャ評価の実行中、お

よびユーザ デバイスが「クリーン」と証明された後に、ユーザのネットワーク アクセスを制御できま

す。

IP ベース、ホストベース、および（Virtual Gateway 構成の場合）レイヤ 2 イーサネットのトラフィッ

ク ポリシーによって、認証前、ポスチャ評価の実行中、およびユーザ デバイスが「クリーン」と証明

された後に、ユーザのネットワーク アクセスを制御できます。

（注） レイヤ 2 イーサネット トラフィック制御は、バーチャル ゲートウェイ モードで動作する Clean Access 
Server にだけ適用されます。

さらに、Online Users ページ（L2 および L3 配置の場合）や Certified Devices List（L2 配置の場合だ

け）を通じて、Web コンソールからユーザの活動を監視できます。

インストール要件 
ここでは、次の項目について説明します。

 • 製品ライセンスおよびサービス契約のサポート

 • ソフトウェアのアップグレード

 • Cisco NAC アプライアンスのハードウェア プラットフォーム

Clean Access
Server

Clean Access
Manager

jsmits
xxxxxxx

eth1
LDAP Kerberos 

 

 
jjacobi
jrahim
klane

tableUsers
jamir

jdornan
jsmits

18
34

68

eth0
1-7
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド         

OL-16410-01-J



 

第 1 章      はじめに        
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 • 重要なリリース情報

製品ライセンスおよびサービス契約のサポート 

（注） 製品ライセンスの入手およびインストール手順、および Cisco NAC アプライアンスのサービス契約サ

ポートの取得手順に関する詳細については、『Cisco NAC Appliance Service Contract / Licensing 
Support』を参照してください。

初期 CAM ライセンスを追加すると、CAM Web コンソールの上部にインストールされた Clean Access 
Manager ライセンスのタイプが表示されます。

 • Cisco Clean Access Lite Manager では、 3 つの Clean Access Server がサポートされます。

 • Cisco Clean Access Standard Manager では、 20 の Clean Access Server がサポートされます。

 • Cisco Clean Access Super Manager では、40 の Clean Access Server 
 がサポートされます（SuperCAM は NAC-3390 プラットフォームでだけ実行されます）。

また、ライセンスの追加後、[Administration] > [CCA Manager] > [Licensing] ページに現在存在するラ

イセンス タイプが表示されます。詳細については、「ライセンス」（P.16-26）を参照してください。

ソフトウェアのアップグレード

CAM/CAS を 新のソフトウェア リリースにアップグレードする手順の詳細については、『Release 
Notes for Cisco NAC Appliance Version 4.5(1)』の「Upgrading to 4.5」を参照してください。

Cisco NAC アプライアンスのハードウェア プラットフォーム

Cisco NAC アプライアンス リリース 4.5 から、Cisco NAC アプライアンス ソフトウェアでは、次の 
Cisco NAC アプライアンス プラットフォームだけがサポートされ、これらのプラットフォームにだけ

インストール可能です。

 • Cisco CCA-3140 

 • Cisco NAC-3310 

 • Cisco NAC-3350 

 • Cisco NAC-3390 

 • Cisco NAC ネットワーク モジュール（NME-NAC-K9） 

（注） リリース 4.5 におけるハードウェア互換性の詳細については、『Release Notes for Cisco NAC Appliance 
Version 4.5(1)』を参照してください。

Cisco NAC アプライアンス 3300 シリーズは、CAM（MANAGER）または CAS（SERVER）のいず

れかのアプリケーションとともにプリインストールされる Linux ベースのネットワーク ハードウェア 
アプライアンス、オペレーティング システム、および関連するすべてのコンポーネントを 1 台の専用

サーバ マシンに提供します。
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Web 管理コンソールの要素の概要 
Cisco NAC ネットワーク モジュールは、Cisco 2800 および 3800 シリーズ ISR シャーシにインストー

ルできる CAS です。Cisco NAC ネットワーク モジュールではハイ アベイラビリティがサポートされ

ないという 1 つの例外を除き、スタンドアロン CAS アプライアンスと同じ機能をすべて備えています。

（注） Cisco NAC ネットワーク モジュールの詳細については、『Getting Started with NAC Network 
Modules in Cisco Access Routers』と『Installing Cisco Network Modules in Cisco Access 
Routers』を参照してください。

Cisco NAC アプライアンスのオペレーティング システムは、Fedora Core をベースにした Hardened 
Linux カーネルで構成されています。Cisco NAC アプライアンスは、その他のパッケージまたはアプ

リケーションの CAM または CAS 専用マシンへのインストールはサポートしていません。

（注） Cisco NAC アプライアンス 3100 シリーズには、Cisco Clean Access 3140（CCA-3140-H1）NAC ア
プライアンス（EOL）が含まれます。CCA-3140-H1 では Clean Access Server または Clean Access 
Manager ソフトウェアのいずれかの CD インストールが必要です。

Cisco NAC アプライアンス 3300 シリーズ アプライアンスの詳細については、『 Cisco NAC Appliance 
Hardware Installation Quick Start Guide Release 4.5』を参照してください。

重要なリリース情報

4.5 ソフトウェア リリースの追加情報および 新情報については、『Release Notes for Cisco NAC 
Appliance Version 4.5(1)』を参照してください。

Web 管理コンソールの要素の概要
ライセンスによって Cisco NAC アプライアンス ソフトウェアが使用可能になると、CAM の Web 管理

コンソールで、Cisco NAC アプライアンスを管理するための簡単に使用できるインターフェイスが提

供されます。Web コンソールの左側のパネルには、主なモジュールとサブモジュールが表示されます。

Web コンソール上部のナビゲーション パスを見れば、今、このインターフェイス内のどのモジュール

およびサブモジュールが表示されているのかがわかります。サブモジュールをクリックすると、そのイ

ンターフェイスのタブが開くか、あるいは直接、設定のページまたはフォームが表示されます。設定

ページではアクションを実行でき、設定フォームではフィールドに情報を入力できます。Web 管理コ

ンソールのページは、次の要素で構成されています（P.1-10 の図 1-4を参照）。
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Clean Access Server（CAS）管理ページ
図 1-4 Web 管理コンソールのページの要素

（注） このマニュアルでは、管理コンソールのナビゲーション リンクに次の表記方法を使用します。 

[<モジュール>] > [<サブモジュール>] > [<タブ>] > [<タブ リンク>] > [<サブタブ リンク>]（該当

する場合） 

Clean Access Server（CAS）管理ページ
Clean Access Server を Web 管理コンソールから管理できるようにするには、その Server を Clean 
Access Manager ドメインに追加する必要があります。第 3 章「デバイス管理：Clean Access Server の
追加、フィルタの追加」に、手順が説明されています。ドメインに追加した Clean Access Server に管

理コンソールからアクセスするには、次の手順を使用します。このマニュアルで「CAS 管理ページ」

と記述されている場合、図 1-6 に示されている一連のページ、タブ、フォームを表します。

1. [Device Management]モジュールの [CCA Servers] リンクをクリックします。デフォルトでは、

[List of Servers] タブが表示されます。
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Clean Access Server（CAS）管理ページ  
図 1-5 CAS List of Servers ページ

2. アクセスする Clean Access Server の IP アドレスの [Manage] ボタンをクリックします。

（注） ハイ アベイラビリティ構成の Clean Access Server では、 初にサービス IP が自動的に表示され、現

在アクティブな CAS の IP アドレスはカッコ内に表示されます。

3. Clean Access Server 用の CAS 管理ページは、図 1-6のように表示されます。
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Clean Access Server（CAS）管理ページ
図 1-6 CAS 管理ページ
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管理コンソールの要約
管理コンソールの要約
表 1-1 に、Web 管理コンソールの各モジュールの主な機能をまとめて示します。

表 1-1 Clean Access Manager Web 管理コンソールのモジュールの要約 

モジュール モジュールの説明

[Device Management]モジュールでは、次のことができます。

 • CAS 管理ページ（図 1-6）を使用した Clean Access Server でのソフトウェア アップグレードを

追加、設定、管理、実行します。 

第 3 章「デバイス管理：Clean Access Server の追加、フィルタの追加」を参照してください。 

AD SSO、DHCP、Cisco VPN コンセントレータの統合、CAS ハイ アベイラビリティ（フェー

ルオーバー）など、ローカル CAS の設定については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access 
Server Installation and Configuration Guide Release 4.5(1)』を参照してください。 

アップグレード情報については、『Release Notes for Cisco NAC Appliance Version 4.5(1)』の

「Upgrading to a New Software Release」の項を参照してください。

 • 非信頼側にあるデバイスが認証とポスチャ評価を回避できるようにデバイスまたはサブネットの

フィルタを設定します。詳細については、「デバイスおよびサブネットのグローバル フィルタリ

ング」（P.3-10）を参照してください。

 • ユーザ ロールおよび OS 単位で Clean Access（ネットワーク スキャン /Clean Access 
Agent/Cisco NAC Web Agent）のポスチャ評価や修復を設定します。次の章を参照してくださ

い。

 – 第 10 章「Clean Access の設定概要」

 – 第 14 章「ネットワーク スキャンの設定」 

 – 第 12 章「エージェント要件の設定」

（注） ユーザ セッションは、MAC アドレス（該当する場合）または IP アドレスと、ユーザが指定

したユーザ ロールで管理されます。ユーザ ロールは、[User Management ]モジュールで設

定します。

Cisco NAC アプライアンスのアウトオブバンド配置には、[OOB Management] モジュールを使用し

ます。このモジュールでは次のことができます。

 • アウトオブバンドのグループ、スイッチ、WLC、ポートのプロファイル、および Clean Access 
Manager の SNMP Receiver の設定 

 • サポート対象のアウトオブバンド スイッチの追加、送信する SNMP トラップの設定、[Ports]
（[Port Profile]）ページを通じた個々のスイッチ ポートの管理、検出されたクライアントのリス

トの監視 

第 4 章「スイッチ管理：アウトオブバンド配置の設定」を参照してください。
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管理コンソールの要約
[User Management]モジュールでは、次のことができます。

 • 正常ログイン ユーザのロールを作成します。ユーザ グループを認証パラメータ、トラフィック

制御ポリシー、セッション タイムアウト、帯域幅制限に関連付けることができます。OOB ポー

ト プロファイルにロールベースの設定を使用している場合は、ユーザ ロールを使用してアクセ

ス VLAN を設定できます。

 • IP およびホストベースのトラフィック制御ポリシーを追加して、すべてのユーザ ロールのネッ

トワーク アクセスを設定します。Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent Temporary ロール

と Quarantine ロールのトラフィック ポリシー /セッション タイムアウトの設定。クライアント 
デバイスが条件を満たしていない場合またはネットワーク スキャンで脆弱性が発見された場合、

そのデバイスのネットワーク アクセスを制限できます。

 • CAM に認証サーバを追加します（ネットワーク上の外部認証ソースの設定） 。

 • CAS に AD SSO または Cisco VPN コンセントレータ統合が設定されている場合、Active 
Directory SSO や Cisco VPN SSO などの認証ソースを追加して SSO をイネーブルにします。

 • 複雑なマッピング ルールの作成。LDAP もしくは RADIUS の属性、または VLAN ID に基づい

てユーザをユーザ ロールに対応付けることができます。

 • RADIUS アカウンティングを実行します。

 • CAM によって内部認証されたローカル ユーザを作成します（試用）。 

詳細については、次の項目を参照してください。

 – 第 7 章「ユーザ管理：ユーザ ロールとローカル ユーザの設定」 

 – 第 8 章「ユーザ管理：認証サーバの設定」

 – 第 9 章「ユーザ管理：トラフィック制御、帯域幅、スケジュール」

Cisco VPN コンセントレータの統合に関する詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access 
Server Installation and Configuration Guide Release 4.5(1)』を参照してください。

[Monitoring] モジュールでは、次のことができます。

 • 配置のステータス要約の表示

 • インバンドおよびアウトオブバンドのオンライン ユーザの管理

 • Clean Access Manager イベント ログの表示、検索、リダイレクト

 • Clean Access Manager 用の基本的な SNMP ポーリングおよび警告の設定 

第 15 章「オンライン ユーザとイベント ログのモニタリング」を参照してください。

表 1-1 Clean Access Manager Web 管理コンソールのモジュールの要約 （続き）

モジュール モジュールの説明
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管理コンソールの要約
[Administration] モジュールでは、次のことができます。

 • Clean Access Manager ネットワークおよびハイアベイラビリィティ（フェールオーバー）の設

定。 

第 17 章「ハイ アベイラビリティ（HA）の設定」を参照してください。

 • CAM SSL 証明書、システム時間、CAM/CAS プロダクト ライセンスの設定、CAM データベー

ス バックアップ スナップショットの作成と復元、テクニカル サポート ログのダウンロード。 

第 16 章「CAM の管理」を参照してください。

 • CAM でのソフトウェア アップグレードの実行。 

『Release Notes for Cisco NAC Appliance Version 4.5(1)』の「Upgrading to a New Software 
Release」の項を参照してください。

 • デフォルト ログイン ページ（すべてのユーザ認証に必須）の追加、および Web ログイン ユーザ

用の Web ログイン ページのカスタマイズ。  
第 6 章「ユーザ ログイン ページとゲスト アクセスの設定」を参照してください。

 • 複数の管理者グループおよびアクセス権限の設定。  
「管理ユーザ」（P.16-46）を参照してください。

表 1-1 Clean Access Manager Web 管理コンソールのモジュールの要約 （続き）

モジュール モジュールの説明
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管理コンソールの要約
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C H A P T E R 2

Clean Access Manager のインストール

この章では、Clean Access Manager をインストールする方法について説明します。この章の内容は次

のとおりです。

 • 「概要」（P.2-1）

 • 「新しいインストールの手順要約」（P.2-2）

 • 「Clean Access Manager の接続」（P.2-3）

 • 「CD-ROM からの Clean Access Manager ソフトウェアのインストール」（P.2-7）

 • 「初期設定の実行」（P.2-9）

 • 「CAM Web コンソールへのアクセス」（P.2-14）

 • 「CAM CLI コマンド」（P.2-19）

 • 「ネットワーク カード ドライバ サポート問題のトラブルシューティング」（P.2-20）

 • 「ファイアウォール経由の Cisco NAC アプライアンス接続」（P.2-20）

概要
Cisco NAC アプライアンス 3300 シリーズ ハードウェア プラットフォームは Linux ベースのネット

ワーク ハードウェア アプライアンスです。これは専用のサーバ マシンに CAM（マネージャ）または 
CAS（サーバ）アプリケーションのどちらか、OS、および該当するすべてのコンポーネントとともに

事前にインストールされています。OS は、Fedora Core をベースにした Hardened Linux カーネルで構

成されています。Cisco NAC アプライアンスは、その他のパッケージまたはアプリケーションの Clean 
Access Manager（CAM）または Clean Access Server（CAS） 専用マシンへのインストールはサポート

していません。

新しい Cisco NAC アプライアンスを受け取ったら、アプライアンスに接続し、初期設定を行わなけれ

ばなりません。

アプライアンスに同梱されているのとは違うバージョンのソフトウェアをインストールする場合は、

初に CD を使用してソフトウェア インストールを行います。Cisco NAC アプライアンス 3300 シリーズ 
プラットフォームでサポートされているソフトウェアのバージョンについては、『Supported Hardware 
and System Requirements for Cisco NAC Appliance（Cisco Clean Access）』を参照してください。

ヒント 『Cisco NAC Appliance Hardware Installation Quick Start Guide』に新しい Cisco NAC Appliance アプ

ライアンスの電源をオンにするために必要なすべての指示が記載してあります。
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新しいインストールの手順要約
この章では、Clean Access Manager の CD ソフトウェア インストールと初期設定を行う方法について

説明します。

CD を使用して Cisco NAC アプライアンス ソフトウェアをインストールするときは、Clean Access 
Manager または Clean Access Server アプリケーションのどちらをインストールするか選択しなければ

なりません。専用アプライアンス（アプリケーション、OS、該当するコンポーネント）に CAM また

は CAS をインストールしてしまうと、他のパッケージまたはアプリケーションの CAM または CAS へ
のインストールはサポートされません。

注意 Cisco NAC アプライアンス リリース 4.5 は、次の Cisco NAC アプライアンス プラットフォームだ

けをサポートし、次のプラットフォームにだけインストールできます。Cisco CCA-3140、Cisco 
NAC-3310、Cisco NAC-3350、Cisco NAC-3390、Cisco NAC ネットワーク モジュール

（NME-NAC-K9）。リリース 4.5 は他のどのプラットフォームにもインストールできません。

（注） 固定 IP アドレスを CAM/CAS インターフェイス用に設定しなければなりません。DHCP モードは、こ

れらのインターフェイスの設定用にはサポートされていません。

（注） • NAC-3300 シリーズ アプライアンスのインストールの詳細については、『 Cisco NAC Appliance 
Hardware Installation Quick Start Guide』を参照してください。

 • Clean Access Server のインストールの詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access 
Server Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』を参照してください。

 • Cisco NAC ネットワーク モジュール（ネットワーク モジュール上の CAS）のインストールの詳細

については、『 Getting Started with Cisco NAC Network Modules in Cisco Access Routers』を参照

してください。

新しいインストールの手順要約

（注） 必要な場合は、「Web コンソールからの手動バックアップ」（P.16-58）の説明にしたがって、ローカル 
コンピュータに現在の Clean Access Manager 設定をバックアップし、スナップショットを保存してく

ださい。

ステップ 1 ウェルカム レターの指示に従って、ご自分のインストールに有効なライセンス ファイルを取得してく

ださい。詳細については、『Cisco NAC Appliance Service Contract/Licensing Support』を参照してくだ

さい（Cisco Clean Access を評価している場合は、http://www.cisco.com/go/license/public を参照して

評価ライセンスを入手してください）。

ステップ 2 新バージョンのソフトウェアのブート可能 CD を入手します。Cisco Secure Software にログインし、

http://www.cisco.com/pcgi-bin/apps/tblbld/tablebuild.pl?topic=279515766 から 新の 4.5 .ISO image 
をダウンロードできます。または、こちらの Cisco NAC アプライアンス サポート ページ で

「Download Software」リンクをクリックし、それをブート可能ディスクとして CD-R に焼き付けるこ

ともできます。
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Clean Access Manager の接続   
（注） 10x 以下の速度で .ISO イメージを CD-R に焼き付けることを推奨します。もっと高速で焼き付

けると、インストール CD が破損またはブート不可能になる可能性があります。

ステップ 3 「Clean Access Manager の接続」（P.2-3）の説明にしたがって、CAM をネットワークに接続します。

ステップ 4 「Clean Access Manager の接続」（P.2-3）の説明にしたがって、モニタとキーボードを CAM に接続す

るか、またはシリアル ケーブルを使用してワークステーションを CAM に接続します。

ステップ 5 「CD-ROM からの Clean Access Manager ソフトウェアのインストール」（P.2-7） の説明にしたがって、

ソフトウェアをインストールします。

（注） NAC-3310 アプライアンスが CD ROM ドライブのソフトウェアを読み込まず、代わりにハー

ドディスクから起動しようとする場合は、作業を進める前に、「NAC-3310 ベースのアプライ

アンスでのブート設定」（P.2-6）の説明にしたがって、アプライアンス設定を CD ROM から起

動するよう変更する必要があります。

ステップ 6 「初期設定の実行」（P.2-9）の説明にしたがって、CAM の初期設定を行ってください。

（注） High Availability（ハイ アベイラビリティ）モードでは、HA を設定する前に、まず各 CAM をインス

トールし、初期設定します。詳細については、第 17 章「ハイ アベイラビリティ（HA）の設定」を参

照してください。 
 

CAM または CAS の HA ペアを設定するために、同一のアプライアンス（たとえば、NAC-3350 と 
NAC-3350）を使用する必要があります。

ステップ 7 「CAM Web コンソールへのアクセス」（P.2-14）の説明にしたがって、CAM Web コンソールにアクセ

スし、Clean Access Manager 用の有効な FlexLM ライセンス ファイルをインストールします。

ステップ 8 「ライセンス」（P.16-26）の説明にしたがって、Web コンソールで [Administration] > [CCA Manager] 
> [Licensing] に移動し、Clean Access Server 用に追加の FlexLM ライセンス ファイルをインストール

します。

ステップ 9 「管理ドメインへの Clean Access Server の追加」（P.3-2）の説明にしたがって、Clean Access Server を 
Clean Access Manager に追加します。

Clean Access Manager の接続
Clean Access Manager ソフトウェアを CD-ROM からインストールし、初期設定を行うためには、

ターゲット マシンを接続し、CAM のコマンドラインにアクセスする必要があります。

ステップ 1 Clean Access Manager では、eth0 ネットワーク インターフェイス用に 2 つの 10/100/1000BASE-TX 
インターフェイス コネクタのうちの 1 つが CAM の背面パネル上に必要です。ターゲット マシンの 
NIC1 ネットワーク インターフェイスを CAT5 イーサネット ケーブルを使用して LAN（ローカル エリ

ア ネットワーク）に接続します。

必要な場合は、「Cisco NAC Appliance Hardware Summary」（『Cisco NAC Appliance Hardware 
Installation Quick Start Guide』）、または CAM に付属の資料を参照して、シリアル コネクタとイーサ

ネット コネクタを見つけてください。
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ステップ 2 AC 電源コードの一端をマシンの背面に差し込み、他端を電源コンセントに差し込んでください。

ステップ 3 マシンの前面にある電源ボタンを押して、CAM の電源をオンにします。LED 診断テストの実行中、診

断 LED が数回点滅します。CAM が起動すると、コンソールにステータス メッセージが表示されます。

ステップ 4 CAM のコマンドには次のいずれかの方法でアクセスします。

 • 背面パネルのキーボード コネクタとビデオ モニタ /コンソール コネクタを使用して、モニタと

キーボードを CAM に直接に接続します。

 • 「CAM へのシリアル接続」（P.2-4）の説明にしたがって、シリアル ケーブルで外部ワークステー

ション（PCまたはラップトップ）を CAM に接続し、外部ワークステーションの端末エミュレー

ション ソフトウェア（HyperTerminal、SecureCRT など）を使用して、シリアル接続を開始しま

す。

（注） CAM の eth1 インターフェイス（NIC2）が必要なのは、HA CAM ペアを接続するときだけです。詳細

については、「Configuring Additional NIC Cards」（『Cisco NAC Appliance Hardware Installation 
Quick Start Guide』）を参照してください。

（注） 固定 IP アドレスを CAM/CAS インターフェイス用に設定しなければなりません。DHCP モードは、こ

れらのインターフェイスの設定用にはサポートされていません。

CAM へのシリアル接続

ここでは、シリアル接続を使用して CAM コマンドラインにアクセスする方法について説明します。

ステップ 1 シリアル ケーブルを使用して、管理コンピュータのシリアル ポートを CAM の利用できるシリアル 
ポートに接続します。

（注） CAM がHA（フェールオーバー）用に設定済みの場合、シリアル接続の 1 つはピア ハートビート接続

に使用されている可能性があります。このような場合、シリアル接続を通じて CAM を管理するために

は、少なくとも 2 つのシリアル ポートが必要です。シリアル ポートが 2 つない場合、ピア接続にイー

サネット ポートを使用するという方法もあります。詳細については、第 17 章「ハイ アベイラビリティ

（HA）の設定」を参照してください。

ステップ 2 ワークステーションを CAM に物理的に接続してから、端末エミュレーション ソフトウェアを使用し

て、シリアル接続インターフェイスにアクセスします。次の手順では、Microsoft の HyperTerminal を
使用して接続を行います。他のソフトウェアを使用する場合は、手順が異なることがあります。

HyperTerminal 接続の設定

ステップ 3 [スタート ] > [プログラム ] > [アクセサリ ] > [通信 ] > [ハイパーターミナル ] の順にクリックして、[
ハイパーターミナル ] ウィンドウを開きます。

ステップ 4 セッションの名前を入力し、[OK] をクリックします。
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ステップ 5 [接続方法 ] リストで、シリアル ケーブルが接続されているワークステーションの COM ポート（通常

は COM1 または COM2）を選択し、[OK] をクリックします。

ステップ 6 [ポートの設定 ] を次のように設定します。

 • ビット /秒：9600

 • データビット：8

 • パリティ：None

 • ストップビット：1

 • フロー制御：None

ステップ 7 [ファイル ] > [プロパティ ] に進み、セッション用に [プロパティ ] ダイアログを開き、[エミュレー

ション ] 設定を [VT100] に変更します。

ステップ 8 これで、CAM のコマンド インターフェイスにアクセスできるようになります。次の作業に進んでくだ

さい。

 • 「CD-ROM からの Clean Access Manager ソフトウェアのインストール」（P.2-7） 

 • 「初期設定の実行」（P.2-9） 
2-5
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド         

OL-16410-01-J



 

第 2 章      Clean Access Manager のインストール           

Clean Access Manager の接続
NAC-3310 ベースのアプライアンスでのブート設定

NAC-3310 アプライアンスが CD ROM ドライブのソフトウェアを読み込まず、代わりにハードディス

クから起動しようとする場合は、次の手順を行って、CD からアプライアンスのイメージを再作成した

り、アプライアンスをアップグレードしたりしようとする前に、CD ROM から起動するようアプライ

アンスを設定します。

ステップ 1 システムの起動中に F10 キーを押します。

ステップ 2 [Boot] メニューに移動します（図 2-1）。

図 2-1 [Boot] メニュー

ステップ 3 CD ROM から起動するよう設定を変更するには、メニューで [CD-ROM Drive] を選択し、プラス（+）
キーを押します（図 2-2）。
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CD-ROM からの Clean Access Manager ソフトウェアのインストール     
図 2-2 CD-ROM ドライブからの起動 

ステップ 4 F10 キーを押し、Save and Exit します。

CD-ROM からの Clean Access Manager ソフトウェアの
インストール

CAM のコマンドラインに接続し（「Clean Access Manager の接続」（P.2-3）を参照）、次の手順を行っ

て、CD-ROM から Clean Access Manager ソフトウェアをインストールします。

注意 Cisco NAC アプライアンス ソフトウェアは、ターゲット マシン上で他のソフトウェアまたはデー

タと共存することを想定した設計ではありません。インストール プロセスによってターゲット ハー

ド ドライブはフォーマットおよび分割され、ドライブ上のデータまたはソフトウェアはすべて破棄

されます。インストールを開始する前に、保持する必要があるデータやアプリケーションがター

ゲット マシンに格納されていないことを確認してください。

CD からのインストール手順

「初期設定の実行」（P.2-9）に記載されている設定手順も含めて、インストール プロセス全体には約 15 
分の時間がかかります。

ステップ 1 Clean Access Manager.ISO ファイルが入っている CD-ROM を、ご使用のターゲット マシン の
CD-ROM ドライブに入れます。

ステップ 2 マシンを再起動します。マシンの再起動後、次のように、Cisco Clean Access Installer の初期画面が表

示されます。
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CD-ROM からの Clean Access Manager ソフトウェアのインストール
Cisco Clean Access 4.5-1 Installer (C) 2009 Cisco Systems, Inc.

                Welcome to the Cisco Clean Access 4.5-1 Installer!

 -  To install a Cisco Clean Access device, press the <ENTER> key.
 -  To install a Cisco Clean Access device over a serial console, enter serial at the boot 
prompt and press the <ENTER> key.

boot: 

（注） NAC-3310 アプライアンスが CD ROM ドライブのソフトウェアを読み込まず、代わりにハードディス

クから起動しようとする場合は、作業を進める前に、「NAC-3310 ベースのアプライアンスでのブート

設定」（P.2-6）の説明にしたがって、アプライアンス設定を CD ROM から起動するよう変更する必要

があります。

ステップ 3 「boot」 と表示されたら、接続の種類に従って、次のオプションの 1 つを入力します。

 • モニタとキーボードがアプライアンスに直接接続されている場合は、Enter キーを押します。

 • シリアル接続でアプライアンスにアクセスしている場合は、serial と入力して、端末エミュレー

ション コンソールで Enter キーを押します。

ステップ 4 Install 選択オプションが表示され、Cisco NAC アプライアンスの真新しいインストールを行うか、ま

たはインストール プロセスを終了またはキャンセルするよう指示されます。次の指示メッセージに、1 
と入力して、新しいバージョンの Cisco NAC アプライアンスをインストールします。

Checking for existing installations.
Clean Access Manager 4.1.2.1 installation detected.
Please choose one of the following actions:
1) Install.
2) Exit.

ステップ 5 次に、Cisco NAC アプライアンス ソフトウェア インストーラは、Clean Access Manager をインストー

ルしているか、Clean Access Server をインストールしているか問い合せます。次の指示メッセージに

対し、1 と入力し、Clean Access Manager のインストールを実行します。

Please choose one of the following configurations:
1) CCA Manager.
2) CCA Server.

注意 Clean Access Manager または Clean Access Server ソフトウェアのインストールには 1 つの CD し
か使用されず、インストール スクリプトはターゲット マシン用に CAM または CAS インストール

を自動的には検出しません。インストールを行うターゲット マシンについて、適切な種類、CAM 
または CAS のどちらかを選択する必要があります。

ステップ 6 Clean Access Manager Package Installation が実行されます。インストールには数分かかります。完了

すると、インストール スクリプトが次のメッセージを表示し、Enter を押して CAM を再起動し、

Clean Access Manager クイック コンフィギュレーション ユーティリティを開始するよう指示してきま

す。

Installation complete. Press <ENTER> to continue

Enter を押すと、Clean Access Manager クイック コンフィギュレーション ユーティリティの初期画面

が表示されます。この画面に表示される一連の質問に従って初期設定を行います（「コンフィギュレー

ション ユーティリティ スクリプト」（P.2-10）を参照）。
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初期設定の実行
（注） インストールの後、CAM 設定（eth0 IP アドレスなど）をリセットする必要がある場合は、シリアルに

または SSH を使用して CAM マシンに接続し、service perfigo config コマンドを実行します。詳細

については、「CAM CLI コマンド」（P.2-19）を参照してください。その他の設定値のほとんども、後

で Web 管理コンソールから変更できます。

初期設定の実行
CD-ROM から Clean Access Manager をインストールする場合は、ソフトウェア パッケージのインス

トール後に自動的にコンフィギュレーション ユーティリティ スクリプトが表示され、サーバの初期設

定を進めることができます。

（注） コンフィギュレーション ユーティリティ スクリプトは、必要に応じていつでも手動で起動できます。

起動方法は次のとおりです。

1. シリアル接続上で、または CAM で直接操作して、正しいパスワードでユーザ root として CAM 
にログインします。

2. 次のコマンドを入力すると、初期設定のスクリプトが実行します。

service perfigo config

service perfigo config コマンドを実行すると、Web 管理コンソールから到達できなくても、サーバ

の設定を変更できます。CLI コマンドの詳細は、「CAM CLI コマンド」（P.2-19）を参照してください。
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初期設定の実行
コンフィギュレーション ユーティリティ スクリプト

コンフィギュレーション ユーティリティ スクリプトでは、特定のパラメータのデフォルト値が示され

ます。設定する際には、次のように、デフォルト値をそのまま使用するか、または新しい値を入力しま

す。

ステップ 1 CD からソフトウェアがインストールされ、パッケージのインストールが完了すると、次のように、コ

ンフィギュレーション ユーティリティの初期スクリプトが表示されます。

Welcome to the Cisco Clean Access Manager quick configuration utility.

Note that you need to be root to execute this utility.

The utility will now ask you a series of configuration questions.
Please answer them carefully.

Cisco Clean Access Manager, (C) 2009 Cisco Systems, Inc.

ステップ 2 まず、インターフェイス eth0 の IP アドレスを設定するようプロンプトが表示されます。

Configuring the network interface:

Please enter the IP address for the interface eth0 []: 10.201.2.11
You entered 10.201.2.11 Is this correct? (y/n)? [y]

プロンプトに y と入力してデフォルトのアドレスをそのまま使用するか、または n と入力して別の IP 
アドレスを指定します。別のアドレスを指定する場合は、その信頼ネットワーク インターフェイスに

使用するアドレスをドット区切り 10 進表記で入力します。プロンプトに従って値を確認します。

ステップ 3 インターフェイスのサブネット マスクを入力するか、または Enter キーを押してデフォルト値を使用

します。プロンプトに従って値を確認します。

Please enter the netmask for the interface eth0 []: 255.255.255.0
You entered 255.255.255.0, is this correct? (y/n)? [y] y

ステップ 4 Clean Access Manager のデフォルト ゲートウェイのアドレスを指定し、確認します。これは通常、

Clean Access Manager サブネットと Clean Access Server サブネットの間にあるルータの IP アドレス

です。

Please enter the IP address for the default gateway []: 10.201.240.1
You entered 10.201.2.1 Is this correct? (y/n)? [y] y

ステップ 5 Clean Access Manager のホスト名を指定します。ホスト名は、Domain Name System（DNS、ドメイ

ン ネーム システム）サーバ内のインターフェイス アドレスと照合され、ブラウザから Clean Access 
Manager 管理コンソールにアクセスするのに使用できるようになります。デフォルトのホスト名は 
nacmanager です。

Please enter the hostname [nacmanager]: cam1
You entered cam1 Is this correct? (y/n)? [y] y

ステップ 6 ご使用の環境の DNS サーバの IP アドレスを次のように指定します。

Please enter the IP addresses for the name servers: []: 172.10.16.16
You entered 172.10.16.16 Is this correct? (y/n)? [y] y

ステップ 7 1 つの構成内の Clean Access Manager および Clean Access Server は、共有秘密鍵を通じて相互に認証

します。共有秘密鍵は、その構成の内部パスワードとして使用されます。デフォルトの共有秘密鍵は、

cisco123 です。プロンプトに共有秘密鍵を入力し、確認します。

The shared secret used between Clean Access Manager and Clean Access Server is the default 
string: cisco123
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This is highly insecure. It is recommended that you choose a string that is unique to your 
installation.

Please remember to configure all Clean Access Devices with the same string.
Only the first 8 characters supplied will be used.
Please enter the shared secret between Clean Access Server and Clean Access Manager: 

注意 同じ構成内の Clean Access Manager とすべての Clean Access Server に、すべて同じ共有秘密鍵を

設定しなければなりません。共有秘密鍵が異なっていると、相互に通信できません。

ステップ 8 その Clean Access Manager のタイム ゾーンを次のように指定します。

a. 大陸と海洋のリストから該当する地域を選択します。リストの該当地域の横に記載されている数字

（たとえば、アメリカなら 2）を入力し、Enter キーを押します。GST-10 のように Posix TZ フォー

マットでタイム ゾーンを入力する場合は 11 を入力します。

The timezone is currently not set on this system.
Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent or ocean.
 1) Africa
 2) Americas
 3) Antarctica
 4) Arctic Ocean
 5) Asia
 6) Atlantic Ocean
 7) Australia
 8) Europe
 9) Indian Ocean
10) Pacific Ocean
11) none - I want to specify the time zone using the Posix TZ format.

b. 次に、選択した地域の国のリストが表示されます。国のリストから該当する国、米国なら 45 を選

択し、Enter キーを押します。

Please select a country.
 1) Anguilla              18) Ecuador               35) Paraguay
 2) Antigua & Barbuda     19) El Salvador           36) Peru
 3) Argentina             20) French Guiana         37) Puerto Rico
 4) Aruba                 21) Greenland             38) St Kitts & Nevis
 5) Bahamas               22) Grenada               39) St Lucia
 6) Barbados              23) Guadeloupe            40) St Pierre & Miquelon
 7) Belize                24) Guatemala             41) St Vincent
 8) Bolivia               25) Guyana                42) Suriname
 9) Brazil                26) Haiti                 43) Trinidad & Tobago
10) Canada                27) Honduras              44) Turks & Caicos Is
11) Cayman Islands        28) Jamaica               45) United States
12) Chile                 29) Martinique            46) Uruguay
13) Colombia              30) Mexico                47) Venezuela
14) Costa Rica            31) Montserrat            48) Virgin Islands (UK)
15) Cuba                  32) Netherlands Antilles  49) Virgin Islands (US)
16) Dominica              33) Nicaragua
17) Dominican Republic    34) Panama

c. その国に複数のタイム ゾーンがある場合は、その国のタイム ゾーンが表示されます。リストから

該当するタイム ゾーンを選択し（太平洋標準時なら 19）、Enter キーを押します。

Please select one of the following time zone regions.
 1) Eastern Time
 2) Eastern Time - Michigan - most locations
 3) Eastern Time - Kentucky - Louisville area
 4) Eastern Time - Kentucky - Wayne County
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初期設定の実行
 5) Eastern Time - Indiana - most locations
 6) Eastern Time - Indiana - Crawford County
 7) Eastern Time - Indiana - Starke County
 8) Eastern Time - Indiana - Switzerland County
 9) Central Time
10) Central Time - Indiana - Daviess, Dubois, Knox, Martin, Perry & Pulaski Counties
11) Central Time - Indiana - Pike County
12) Central Time - Michigan - Dickinson, Gogebic, Iron & Menominee Counties
13) Central Time - North Dakota - Oliver County
14) Central Time - North Dakota - Morton County (except Mandan area)
15) Mountain Time
16) Mountain Time - south Idaho & east Oregon
17) Mountain Time - Navajo
18) Mountain Standard Time - Arizona
19) Pacific Time
20) Alaska Time
21) Alaska Time - Alaska panhandle
22) Alaska Time - Alaska panhandle neck
23) Alaska Time - west Alaska
24) Aleutian Islands
25) Hawaii

d. 1 を入力して設定を確認します。設定を取り消してやり直す場合は、2 を入力します。

The following information has been given:

        United States
        Pacific Time

Is the above information OK?
1) Yes
2) No

e. 次のプロンプトに対し Enter キーを押して現在の日付と時刻を確認するか、または次のフォーマッ

トに正しい日付と時刻を入力します。プロンプトが表示されたら、値を確認します。

Current date and time hh:mm:ss mm/dd/yy [11:53:12 08/22/08]: 11:53:12 08/22/08
You entered 11:53:12 08/22/08 Is this correct? (y/n)? [y] y

ステップ 9 次に、Clean Access Manager と Web ベースの管理コンソールの間の接続のセキュリティを確保するた

めに SSL 認証を設定します。

a. 証明書を発行する IP アドレスまたはドメイン名を入力します。

（注） これは、Web サーバの応答先の IP アドレスまたはドメイン名でもあります。ドメイン名に 
DNS が設定されていない場合、CAM Web コンソールはロードされません。サーバに 
DNS エントリが作成されていることを確認します。作成されていない場合は、CAM の IP 
アドレスを使用します。

b. 組織単位名には、証明書を管理する組織内のグループを入力します（test または engineering な
ど）。

c. 組織名には、証明書を受領する組織名または会社名（access など）を入力し、Enter キーを押しま

す。

d. その組織の法的所在地となっている市または郡の名前を入力し、Enter キーを押します。

e. その組織の所在地を表す 2 文字の州コード（CA または NY など）を入力し、Enter キーを押します。

f. US など、2 文字の国コードを入力し、Enter キーを押します。
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初期設定の実行
g. 入力した値の要約が表示されます。表示された値で間違いがなければ、Enter キーを押します。設

定し直す場合は、Nを入力します。

You entered the following:
Domain: mydomain.com
Organization unit: test
Organization name: access
City name: My Town
State code: CA
Country code: US
Is this correct? (y/n)? [y] 

ステップ 10 次のようなプロンプトで、プリログイン バナーのサポートを CAM の機能として使用するかどうかを

指定します。

Enable Prelogin Banner Support? (y/n)? [n]

プリログイン バナー機能の詳細と例については、P.2-16 の図 2-4を参照してください。

ステップ 11 インストールした Clean Access Manager の Linux OS 用の root ユーザ パスワードを設定します。root 
ユーザ アカウントは、シリアル接続または SSH を通じてシステムにアクセスするのに使用します。

Cisco NAC アプライアンスは、ルート ユーザ ログインについて強力なパスワードの使用をサポートし

ます。パスワードの長さは少なくとも 8 文字にし、大文字と小文字の英字、数字、その他の文字の組み

合せを使用します。たとえば、パスワード 10-9=One は、各カテゴリの文字が 2 文字使用されていない

ため要件を満たしていませんが、1o-9=OnE は有効なパスワードです。詳細については、「システム パ
スワードの管理」（P.16-53）を参照してください。

For security reasons, it is highly recommended that you change the password for the root 
user.

** Please enter a valid password for root user as per the requirements below! **

Changing password for user root.

You can now choose the new password.

A valid password should be a mix of upper and lower case letters,
digits, and other characters. Minimum of 8 characters and maximum
of 16 characters with characters from all of these classes. Minimum
of 2 characters from each of the four character classes is mandatory.
An upper case letter that begins the password and a digit that ends
it do not count towards the number of character classes used.

Enter new password:
Re-type new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.

ステップ 12 次に、CAM 直接アクセス Web コンソールの admin ユーザのパスワードを入力します。

Please enter an appropriately secure password for the web console admin user.

New password for web console admin:
Confirm new password for web console admin:

（注） Web 管理コンソール ユーザのパスワード（デフォルト ユーザの admin を含む）の設定には、Web 管理

コンソールを使用します。詳細については、「システム パスワードの管理」（P.16-53）を参照してくだ

さい。

ステップ 13 CD からインストールした場合、設定完了後に次のようなメッセージが表示されます。

Configuration is complete.
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CAM Web コンソールへのアクセス
Changes require a REBOOT of Clean Access Manager.

設定完了後に、次のコマンドを入力して CAM を再起動します。

# reboot

再起動後は、Web コンソールを通じて CAM にアクセスできるようになります。アクセス方法につい

ては、「CAM Web コンソールへのアクセス」（P.2-14）を参照してください。

 • CAM の停止と起動を手動で行うコマンドについては、「CAM CLI コマンド」（P.2-19）を参照し

てください。

 • ネットワーク カードの設定の問題については、「ネットワーク カード ドライバ サポート問題のト

ラブルシューティング」（P.2-20）を参照してください。

CAM Web コンソールへのアクセス
Clean Access Manager の Web 管理コンソールは、導入された Cisco Clean Access（NAC アプライア

ンス）を管理するための Web インターフェイスです。

警告 CAM/CAS および CAM Web コンソールにアクセスするには、製品ライセンスまたは評価ライセン
スを取得しておく必要があります。製品ライセンスの入手およびインストール法、および Cisco 
NAC アプライアンスのサービス契約サポートの入手法の詳細は、『Cisco NAC Appliance Service 
Contract / Licensing Suppor』を参照してください。

ステップ 1 ネットワークを通じて CAM にアクセス可能なコンピュータから Web ブラウザを起動します。この 
Web コンソールは、Internet Explorer 6.0 または 7.0 をサポートしています。

ステップ 2 URL フィールドに、CAM の IP アドレス（必要なエントリを DNS サーバに作成した場合はホスト名）

を入力します。

ステップ 3 一時 SSL 証明書を使用する場合は、セキュリティの警告プロンプトで [Yes] をクリックし、証明書を

受け入れます（署名つきの証明書を使用している場合、このセキュリティ ダイアログは表示されませ

ん）。

ステップ 4 [Clean Access Manager License Form] が表示され（図 2-3）、CAM FlexLM ライセンス ファイルをイ

ンストールするように要求されます。参照のために、フォームの上端にCAM の eth0 MAC アドレスが

表示されます。
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CAM Web コンソールへのアクセス  
図 2-3 Clean Access Manager License フォーム 

ステップ 5 [Clean Access Manager License File] フィールドで、受信したライセンス ファイルを探し、[Install 
License] ボタンをクリックします。

（注） 製品ライセンスの入手およびインストール法、および Cisco NAC アプライアンスのサービス契約サ

ポートの入手法の詳細は、『Cisco NAC Appliance Service Contract/Licensing Support』を参照してくだ

さい。

注意 大規模かつ継続的なご使用には、永久版ライセンスの取得を推奨します。評価版ライセンスは、試

用を目的としたものであり、有効期間は 30 日です。ライセンスの期限が過ぎると、Cisco NAC ア
プライアンスを起動できなくなります。永久版ライセンスのご購入については、シスコの販売店に

お問い合せください。

ステップ 6 ライセンスが受け入れられると、カスタマイズされた CAM プリログイン バナー（図 2-4）が表示され

るか（CAM の初期設定の間にプリログイン バナーをイネーブルにしていた場合）、Web 管理コンソー

ル ログイン ウィンドウが表示されます（図 2-5）。ユーザ名 admin とWeb 管理ユーザ パスワードを入

力し、[Login] をクリックします。
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CAM Web コンソールへのアクセス
図 2-4 CAM プリログイン バナーの例

プリログイン バナーを使用すると、CAM/CAS で認証証明書を入力する前に、管理ユーザは警告、シ

ステム /ネットワーク ステータス、アクセス要件など、広範囲のメッセージを表示できます。管理者が

プリログイン バナーのテキストを指定するには、アプライアンスでこの機能をイネーブルにし、コマ

ンドライン コンソールにログインし、/root/banner.pre ファイルを編集します。プリログイン バナー

のテキストは、管理ユーザが CAM/CAS にログインするときに、Web コンソール インターフェイスと

コマンドライン インターフェイスの両方に表示されます。

初期の CAM/CAS 設定 CLI セッションの間、および service perfigo config CLI コマンドを使用し

てベース CAM/CAS を変更するときにいつでも、プリログイン バナーをイネーブルまたはディセーブ

ルにできます。

図 2-5 CAM Web 管理コンソールのログイン ページ

ステップ 7 ユーザ名 admin とWeb 管理ユーザ パスワードを入力し、[Login] をクリックします。

[Monitoring summary] ページが表示され、左側にナビゲーション ペインが表示されます（図 2-6）。
Web 管理コンソールのモジュールを通じて、設定ができます。
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CAM Web コンソールへのアクセス  
Web 管理コンソールからログアウトするには、[Logout] ボタンをクリックするか、またはブラウザを

閉じます。Web コンソールのさまざまな管理ユーザ レベルの作成については、「管理ユーザ」

（P.16-46）を参照してください。

SSL 証明書に関する重要事項

 • 一時 SSL 証明書は、CAM のインストール中に作成しなければなりません。そうしないと、エンド 
ユーザとして CAM にアクセスできなくなります。

 • CAM および CAS のインストール後、Certificate Signing Request（CSR）の基礎となる一時証明

書を再生成する前に、Web コンソール インターフェイスを通じて、必ず CAM と CAS の時間を同

期させてください。CAM についての詳細は、以下を参照してください。

 – 「システム時刻の設定」（P.16-5）

 – 「CAM SSL 証明書の管理」（P.16-6）

CAS の詳細は、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration Guide, 
Release 4.5(1)』を参照してください。

 • 実働環境で CAM を使用する前に、サードパーティの認証局から信頼できる証明書を取得し、一時

証明書と取り替えることができます（これによって管理ログインの間に、Web ユーザにセキュリ

ティ警告が表示されるのを防げます）。

（注） CAS に表示される場合は、CAS Web コンソール（図 2-6）に、

「EMAILADDRESS=info@perfigo.com, CN=www.perfigo.com, OU=Product, O="Perfigo, 
Inc.", L=San Francisco, ST=California, C=US」認証局がご使用の CAS および関連付けら

れたクライアント マシンをセキュリティ攻撃に対して脆弱にする可能性があるという警告

が表示されます。この認証局を見つけ、CAS データベースから削除するには、「信頼でき

る認証局の管理」（P.16-16）の指示に従います。
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CAM Web コンソールへのアクセス
図 2-6 信頼できる認証局を取得して、既存の「www.perfigo.com」証明書を削除するよう警告する、

管理者の Web コンソール メッセージ
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CAM CLI コマンド  
CAM CLI コマンド
動作の設定など、Clean Access Manager のほとんどの管理作業を Web コンソールで実行でき、CAM 
の起動や再起動などの操作を実行できます。ただし、ネットワークまたは VLAN の設定に問題があっ

て Web 管理コンソールが使用できない場合など、CAM の設定に直接アクセスしなければならないこ

ともあります。Cisco NAC アプライアンスのコマンドライン インターフェイス（CLI）を使用して、

CAM 上で直接、基本的な動作パラメータを設定できます。

CLI コマンドを実行するには、SSH を使用して CAM にアクセスし、ユーザ root としてログインし、

対応するパスワードを入力します。CAM にシリアルに接続済みの場合は、root としてログインした

後、端末エミュレーション コンソールから CLI コマンドを実行できます（「Clean Access Manager の
接続」（P.2-3）を参照）。コマンドラインからコマンドを入力するには、service perfigo <command> 
というフォーマットを使用します。表 2-1 に、よく使用される Cisco NAC アプライアンス CLI コマン

ドがリストしてあります。

CAM の電源オフ

CAM の電源をオフにする場合は、SSH 接続中に以下のいずれかを実行します。

 • service perfigo stop と入力してから、マシンの電源をオフにします。

 • /sbin/halt と入力してから、マシンの電源をオフにします。

初期設定スクリプトの再起動

設定スクリプトを再起動するには、SSHを通じて接続中に、service perfigo config と入力します。

例： [root@camanager root]# service perfigo config 

CAS と CAM のいずれの場合も、このコマンドを実行すると、設定ユーティリティ スクリプトが起動

されます。このスクリプトでは、CAM のネットワーク設定を構成できます（手順は「初期設定の実

行」（P.2-9）を参照してください）。service perfigo config を実行し、完了したら、必ず service 
perfigo reboot または reboot を使用して、CAM を変更後の設定値にリセットします。

表 2-1 CLI コマンド

コマンド 説明

service perfigo start アプライアンスを起動します。CAM がすでに稼動している場合は、警

告メッセージが表示されます。このコマンドを実行するには、CAM を
停止しなければなりません。

service perfigo stop Cisco NAC アプライアンスのサービスをシャットダウンします。

service perfigo restart Cisco NAC アプライアンスのサービスをシャットダウンし、再起動しま

す。このコマンドは、稼動中のサービスを再起動する場合に使用しま

す。

（注） ハイ アベイラビリティ（フェールオーバー）をテストする際に

は、service perfigo restart は使用しないでください。代わ

りに、フェールオーバーをテストするマシンでは「シャットダ

ウン」または「再起動」を推奨します。CLI コマンドを使用す

る場合は、service perfigo stop と service perfigo start の
使用を推奨します。

service perfigo reboot マシンをシャットダウンし、再起動します。Linux の reboot コマンドも

使用できます。

service perfigo config 設定スクリプトを起動して、CAM 設定を変更できます。service 

perfigo config が完了したら、CAM を再起動する必要があります。

service perfigo time タイム ゾーンの設定を変更するのに使用します。
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ネットワーク カード ドライバ サポート問題のトラブルシューティング
（注） コマンドライン ユーティリティを使用して、自動または手動のバックアップ スナップショットから

データベースを復元する手順は、「データベース回復ツール」（P.16-63）を参照してください。

ネットワーク カード ドライバ サポート問題のトラブル
シューティング 

詳細については、「Troubleshooting Network Card Driver Support Issues」の項（『Supported Hardware 
and System Requirements for Cisco NAC Appliance（Cisco Clean Access）』）を参照してください。

WAN（Wide Area Network）での接続
WAN で CAM/CAS を使用するときは、すべての CAM/CAS トラフィックと SNMP トラフィックにプ

ライオリティを付け、HA ペア用のサービス IP アドレスに加えて、CAM と CAS の eth0/eth1 IP アド

レスを組み入れる必要があります。

ファイアウォール経由の Cisco NAC アプライアンス接続
CAM は、CAS との接続の一部に Java Remote Method Invocation（RMI）を使用します。つまり、動

的に割り当てられたポートを使用して接続します。CAS と CAM の間にファイアウォールがある場合

は、CAS と CAM マシン間の接続を許可するルール、つまり、送信元が CAM で宛先が CAS（その反

対も）であるようなトラフィックを許可するルールをファイアウォールに設定する必要があります。

（注） CAS と CAM の間に NAT ルータがある場合の詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access 
Server Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』のインストールに関する章の

「Configuring the CAS Behind a NAT Firewall」の項も参照してください。

表 2-2に、CAS と CAM 間の通信に必要なポートを示します（Cisco Clean Access のバージョンごと）。

たとえば、SSO 機能では、表 2-3に示すように、Clean Access Agent と Active Directory サーバ間の接

続を可能にするために、別のポートが CAS およびファイアウォール（ある場合）で開かれている必要

があります。表 2-3に、通信デバイス、影響を受けるポート、各ポートの目的の詳細があります。

表 2-2 CAM/CAS のポート接続

Cisco NAC アプ

ライアンスのバー

ジョン 必須のポート 
4.5 
4.1(x) 
4.0(x)

TCP ポート 443、1099、および 8995 ～ 8996

3.6(x) TCP ポート 80、443、1099、および 8995 ～ 8996
3.5(x) TCP ポート 80、443、1099、および 32768 ～ 61000（通常 32768 ～ 32999 で十

分です）
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ファイアウォール経由の Cisco NAC アプライアンス接続   
表 2-3 ポートの使用方法  

デバイス 通信デバイス 開くポート 目的

ファイア

ウォール

（ある場合）

CAM と CAS TCP 8995、8996
TCP 1099

事前接続および接続メッセージなど、CAM と CAS 間の Java 
Management Extension（JMX）接続。

TCP 443 Agent によるエンド ユーザ マシンの修復など、Agent/CAS/CAM 
間の HTTP over SSL 接続。

TCP 80（バージョ

ン 3.6.x 以前）

Agent/CAS/CAM 間の HTTP 通信。Agent を CAM からエンド 
ユーザ マシンにダウンロードします。

CAS と Agent UDP 8905、8906 SWISS、Agent で CAS の UDP 検出に使用される独自の 
CAS-Agent 接続プロトコル。UDP 8905 はレイヤ 2 検出に使用さ

れ、8906 はレイヤ 3 検出に使用されます。

詳細については、「Connecting to the CAS Using the SWISS 
Protocol」の項（『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server 
Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』）を参照し

てください。

TCP 443 Web ログイン ページへのユーザのリダイレクションなど、

Agent/CAS/CAM 間の HTTP over SSL 接続。

TCP 80（バージョ

ン 3.6.x 以前）

Agent/CAS/CAM 間の HTTP 通信。Agent を CAM からエンド 
ユーザ マシンにダウンロードします。
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ファイアウォール経由の Cisco NAC アプライアンス接続
CAS とファイ

アウォール

（ある場合）

Agent
（Windows OS）
と AD（Active 
Directory）サー

バ 

TCP 88、135、
389、445、1025、
1026

UDP 88、389

AD SSO では次のポートが開かれている必要があります。

 • TCP 88（Kerberos） 

 • TCP 135（RPC） 

 • TCP 389（LDAP）または TCP 636（SSL を使用する LDAP） 

（注） LDAP を使用して AD サーバに接続する場合は、デフォ

ルト ポート 389 ではなく、TCP/UDP ポート 3268（デ

フォルトの Microsoft グローバル カタログ ポート）を使

用することを推奨します。こうすると、単一ドメイン環境

と複数ドメイン環境の両方ですべてのディレクトリ パー

ティションの検索を効率的にできます。

 • TCP 445（Microsoft-SMB; たとえば、DC から PC へのパス

ワード変更通知に必要）

 • TCP 1025（RPC）：非標準 

 • TCP 1026（RPC）：非標準

AD サーバが Kerberos を使用しているかどうかがわからない場合

は、次の UDP ポートを開く必要があります。

 • UDP 88（Kerberos） 

 • UDP 389（LDAP）または UDP 636（SSL 使用する LDAP）

（注） LDAP を使用して AD サーバに接続する場合は、デフォ

ルト ポート 389 ではなく、TCP/UDP ポート 3268（デ

フォルトの Microsoft グローバル カタログ ポート）を使

用することを推奨します。これによって、単一ドメイン環

境と複数ドメイン環境の両方ですべてのディレクトリ 
パーティションを効率的に検索できます。 
 

LDAP サービスが必要な場合は、TCP/UDP 389（プレー

ン テキスト）の代わりに、TCP/UDP 636（SSL 暗号化を

使用した LDAP)を使用してください。

AD SSO の詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean 
Access Server Installation and Configuration Guide, Release 
4.5(1)』を参照してください。

表 2-3 ポートの使用方法  （続き）

デバイス 通信デバイス 開くポート 目的
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デバイス管理：Clean Access Server の
追加、フィルタの追加

この章では、Clean Access Manager から Clean Access Server の追加や管理を行う方法と、デバイスま

たはサブネットのフィルタの設定方法を説明します。この章の内容は、次のとおりです。

 • 「Clean Access Server との連携」（P.3-2）

 • 「グローバルおよびローカルの管理設定値」（P.3-9）

 • 「デバイスおよびサブネットのグローバル フィルタリング」（P.3-10）

Cisco NAC アプライアンスの導入作業として 初に行うのは、Clean Access Manager（CAM）の管理

ドメインでデバイスを設定することです。Clean Access Server を Web コンソールで直接管理するため

には、CAS を CAM に追加する必要があります。

デフォルトでは、Cisco NAC アプライアンスは、CAS の非信頼側にあるユーザ デバイスに対し、ネッ

トワークへのアクセス試行時に認証を強制します。

非信頼ネットワークのユーザに対して、次の章に説明されているとおりに、ユーザ ロール、ユーザ認

証、ユーザ Web ページ、インバンド ユーザ トラフィックのトラフィック ポリシーを設定する必要が

あります。

 • 第 7 章「ユーザ管理：ユーザ ロールとローカル ユーザの設定」

 • 第 8 章「ユーザ管理：認証サーバの設定」

 • 第 9 章「ユーザ管理：トラフィック制御、帯域幅、スケジュール」

アウトオブバンド配置の Cisco NAC アプライアンスを設定する場合は、CAM を第 4 章「スイッチ管

理：アウトオブバンド配置の設定」に説明されているとおりに設定する必要もあります。

Cisco NAC アプライアンスをネットワークの非信頼側のユーザ トラフィックに設定した後で、非信頼

側のデバイスが認証および Clean Access ポスチャ評価を回避することを許可する必要があります（プ

リンタまたは VPN コンセントレータなど）。この種のデバイスに対して Clean Access Manager でフィ

ルタを設定する方法については、「デバイスおよびサブネットのグローバル フィルタリング」（P.3-10）
を参照してください。
3-1
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Clean Access Server との連携 
Clean Access Server はランタイム パラメータを Clean Access Manager から取得するため、CAM のド

メインに追加されるまで動作できません。CAS がインストールされ、CAM に追加されれば、CAS に
ローカル パラメータを設定し、Web 管理コンソールを通じてその CAS を監視できます。

ここでは、次の項目について説明します。

 • 管理ドメインへの Clean Access Server の追加

 • Clean Access Server の管理

 • Clean Access Manager から Clean Access Server への許可の設定

 • Clean Access Server の状態確認

 • Clean Access Server の切断

 • Clean Access Server のリブート

 • 管理ドメインからの Clean Access Server の削除

 • Clean Access Server 追加時のトラブルシューティング

ローカル CAS 固有の設定の詳細は、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and 
Configuration Guide Release 4.5(1)』を参照してください。

管理ドメインへの Clean Access Server の追加

Clean Access Server を Clean Access Manager に追加するには、CAS が稼動している必要があります。

（注） Clean Access Server を Virtual Gateway モード（IB または OOB）で設定する場合は、Web 管理コン

ソールで CAM への CAS の追加が完了するまで、その CAS の非信頼インターフェイス（eth1）をディ

セーブルにするか、ケーブルを外しておく必要があります。eh1 インターフェイスが接続された状態の

まま Virtual Gateway モードの CAS のインストールと初期設定を行うと、ネットワークの接続に問題

が生じることがあります。 

Virtual Gateway モードで VLAN マッピングを使用する場合（インバンドまたは OOB）は、[Device 
Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [VLAN Mapping] で、VLAN 
マッピングの適切な設定が完了するまで、CAS の非信頼インターフェイス（eth1）をスイッチに接続

しないでください。 
 

詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration Guide 
Release 4.5(1)』を参照してください。

Clean Access Server の追加手順

ステップ 1 [Device Management] から、ナビゲーション メニューの [CCA Servers] リンクをクリックします。

ステップ 2 [New Server] タブをクリックします。
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Clean Access Server との連携   
図 3-1 新しいサーバの追加

ステップ 3 [Server IP address] フィールドに、Clean Access Server の信頼側インターフェイス（eth0）の IP アド

レスを入力します。

（注） CAS の IP アドレス（eth0）は、管理 IP アドレスと同じです。

ステップ 4 （任意）[Server Location] フィールドに、Clean Access Server の所在地の説明またはその他の識別情報

を入力します。

ステップ 5 インバンド動作の場合は、[Server Type] リストから、その Clean Access Server の動作モードとして次

のいずれかを選択します。

 • [Virtual Gateway]：L2 トランスペアレント ブリッジとして動作し、IPSec、フィルタリング、ウ

イルス保護、その他のサービスを提供します。

 • [Real-IP Gateway]：非信頼ネットワークのデフォルト ゲートウェイとして機能します。

 • [NAT Gateway]：IP ルータ /デフォルト ゲートウェイとして機能し、非信頼ネットワークの NAT
（ネットワーク アドレス変換）サービスも提供します。

（注） NAT Gateway モードは、テストの簡易化を主目的としているため、 低限のネットワーク設定だけで、

簡単に初期セットアップが可能です。ただし、NAT Gateway は、処理できる接続数が限られているた

め、実動環境では NAT Gateway モード（インバンドでもアウトオブバンドでも）はサポートされてい

ません。Cisco NAC アプライアンス バージョン 4.5/4.1/4.0/3.6 では、NAT Gateway モード用にポート 
20000-65535（45536 接続）が使用されます。

ステップ 6 アウトオブバンド動作の場合は、次に示すアウトオブバンド動作タイプのいずれかを選択する必要があ

ります。

 • [Out-of-Band Virtual Gateway]：認証および証明の処理中は Virtual Gateway として動作します。

その後、そのユーザはアウトオブバンドに切り替わります（つまり、アクセス ネットワークに直

接接続されます）。

 • [Out-of-Band Real-IP Gateway]：認証および証明の処理中は Real-IP Gateway として動作します。

その後、そのユーザはアウトオブバンドに切り替わります（つまり、アクセス ネットワークに直

接接続されます）。

 • [Out-of-Band NAT Gateway]：認証および証明の処理中は NAT Gateway として動作します。その

後、そのユーザはアウトオブバンドに切り替わります（つまり、アクセス ネットワークに直接接

続されます）。
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（注） 実動環境では、NAT Gateway（インバンドもアウトオブバンドも）はサポートされていません。

CAM は、そのドメイン内のインバンド Clean Access Server とアウトオブバンド CAS の両方を制御で

きます。ただし、CAS 自体は、インバンドとアウトオブバンドのいずれか一方に設定しなければなり

ません。

アウトオブバンド配置に関する詳細は、第 4 章「スイッチ管理：アウトオブバンド配置の設定」を参照

してください。

CAS の動作モードと NAT ゲートウェイの NAT session throttling の詳細については、『Cisco NAC 
Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration Guide Release 4.5(1)』を参照してくだ

さい。

ステップ 7 [Add Clean Access Server] をクリックします。Clean Access Manager は、ネットワーク上でその 
Clean Access Server を検索し、管理対象サーバのリスト（図 3-2）に追加します。これで、Clean 
Access Server は Clean Access Manager の管理ドメインに追加されました。

Clean Access Server の管理

Clean Access Server の追加が完了したのち、VLAN マッピングや DHCP 設定など、CAS 固有の設定

を行うことができます。トラフィック制御ポリシーなどの一部のパラメータについては、CAS での設

定により CAM のグローバル設定を上書きできます。

Clean Access Manager に CAS を追加すると、[List of Servers] タブに、その CAS が管理対象サーバの 
1 つとして表示されます（図 3-2）。

図 3-2 List of Servers タブ
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Clean Access Server との連携   
各 Clean Access Server エントリには、IP アドレス、サーバ タイプ、場所、その CAS の接続状態が表

示されます。さらに、[Manage]、[Disconnect]、[Reboot]、[Delete] という 4 つの管理制御アイコンが

表示されます。

Clean Access Server の管理を行うには、[Manage] アイコンをクリックします。

（注） Clean Access Server の設定（DHCP またはハイ アベイラビリティなど）の詳細については、『Cisco 
NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration Guide Release 4.5(1)』を参照して

ください。

Clean Access Manager から Clean Access Server への許可の設定

Clean Access Server を CAM に追加する場合は、ネットワーク セキュリティを強化するために、アプ

ライアンス間の相互許可をイネーブルにすることもできます。

管理者は、CAM の Authorization Web コンソール ページを使用して、CAM と CAS との間のセキュア

な通信を確保するために、1 つ以上の CAS の識別名（DN）を入力できます。許可機能をイネーブルに

して、1 つ以上の CAS を Authorized CCA Servers リストに追加すると、CAM では、リストにない 
CAS からの通信は受け入れられなくなります。そのため、ネットワーク内でこの機能を採用してイ

ネーブルにすることを選択した場合は、ネットワーク内のすべての CAS について CAM と CAS 間の接

続が維持されるように、管理対象の「すべての」 CAS を Authorized CCA Servers リストに追加する必

要があります。

同様に、CAM/CAS 間の双方向の許可を確立するために、ネットワーク内のすべての CAS でこの機能

をイネーブルにして CAM DN を指定する必要もあります。

HA 環境で CAM/CAS を配置した場合は、HA-Primary アプライアンスだけの DN を指定することに

よって、HA ペアの HA-Primary と HA-Secondary の両方のマシンについて許可をイネーブルにできま

す。たとえば、CAM で CAS HA ペアを管理する場合は、CAM の [Authorization] ページには 
HA-Primary CAS だけをリストする必要があります。同様に、CAM HA ペアによって管理される CAS 
でこの機能をイネーブルにする場合は、CAS の [Authorization] ページにリストする必要があるのは、

HA-Primary CAM だけです。

Clean Access Manager から Clean Access Server への許可を設定する手順の要約

ステップ 1 CAM Web コンソールの [Device Management] > [Clean Access Servers] > [Authorization] で CAS 
Authorization を設定します（「許可のイネーブル化および許可された Clean Access Server の指定」

（P.3-6）を参照してください）。

ステップ 2 CAS Web コンソールの [Administration] > [Authorization] で CAM Authorization を設定します

（『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration Guide Release 4.5(1)』の
「Enable Authorization and Specify the Authorized Clean Access Manager」の項を参照してください）。

ステップ 3 実動環境に配置する前に、CAM と CAS の信頼できる CA 署名付き証明書を入手して、

[Administration] > [SSL] > [Trusted Certificate Authorities]（CAM の場合）および [Administration] > 
[SSL] > [Trusted Certificate Authorities]（CAS の場合）を選択してこれらの証明書を CAM/CAS にイ

ンポートします。

警告 前の配置で不完全であるか、適切ではない SSL 証明書のチェーンを使用している場合は、リ
リース 4.5 へのアップグレード後に CAM/CAS 通信が失敗することがあります。リリース 
4.5 に正常にアップグレードするには、証明書チェーンを訂正する必要があります。リリース 
3-5
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド         

OL-16410-01-J

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html


 

第 3 章      デバイス管理：Clean Access Server の追加、フィルタの追加           

Clean Access Server との連携
4.5 へのアップグレード後に CAM/CAS で証明書エラーを訂正する方法の詳細については、
トラブルシューティング テクニカル ノートの『How to Fix Certificate Errors on the 
CAM/CAS After Upgrade』を参照してください。

ステップ 4 Cisco NAC アプライアンスのリリースをアップグレードする場合は、CAM の [Administration] > 
[CCA Manager] > [SSL] > [Trusted Certificate Authorities] と、CAS の [Administration] > [SSL] > 
[Trusted Certificate Authorities] で Trusted Certificate Authorities をクリーンアップしてください（そ

れぞれ、「信頼できる認証局の管理」（P.16-16）と、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server 
Installation and Configuration Guide Release 4.5(1)』の「View and Remove Trusted Certificate 
Authorities」の項を参照してください）。

（注） CAM HA ペアで許可機能を使用する場合は、「CAM/CAS 許可設定のバックアップと復元」（P.16-59）
のガイドラインに従って、1 つの CAM の許可設定が正確にハイ アベイラビリティ CAM に複製され

るようにしてください。

許可のイネーブル化および許可された Clean Access Server の指定

許可をイネーブルにして、CAM との通信が許可された CAS を指定するための手順を実行してくださ

い。

ステップ 1 [Device Management] > [Clean Access Servers] > [Authorization] に移動します（図 3-3を参照）。

図 3-3 [Device Management] > [Clean Access Servers] > [Authorization]

ステップ 2 [Enable CCA Server Authorization] をクリックして、Cisco NAC アプライアンスの許可機能をオンに

します。
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警告 CAM との安全な通信を許可する CAS の完全識別名を 1 つ以上入力せずに、[Enable CCA 
Server Authorization] オプションをクリックしないでください。この機能をイネーブルに
する場合に、CAS 識別名を何も指定しないと、ネットワーク内のどの CAS とも通信できま
せん。

ステップ 3 プラス アイコン「+」をクリックして、CAM との安全な通信を許可する CAS の完全識別名を入力し

てください。たとえば、「CN=110.21.5.123, OU=cca, O=cisco, L=sj, ST=ca, C=us」のようなテキスト

文字列を [Distinguished Name] フィールドに入力します。

（注） 識別名の構文は正確である必要があります。そのため、CAM で CAS の正確な名前を指定できるよう、

[Administration] > [SSL] > [X509 Certificate] CAS Web コンソール ページのエントリ リストの上部か

ら CAS DN をコピーして、CAM の [Authorization] ページに貼り付けることをお勧めします。

ステップ 4 CAM がネットワーク内の CAS を許可して接続できるかどうかを 初にテストするには、[Test CCA 
Server Authorization] をクリックして、Authorized CCA Servers リストに含める CAS との接続をテス

トします。CAM によって、SSL 接続のログ メッセージが生成されます。これは、ステップ 5 で 
[Update] をクリックした後で、CAM の [Monitoring] > [Event Logs] Web コンソール ページに表示で

きます。

ステップ 5 [Update] をクリックして、追加した CAS が、CAM との相互通信が許可されているサーバ グループに

含まれたことを確認します。

[Update] をクリックすると、CAM によって、CAM と、Authorized CCA Server リスト内の CAS すべ

ての間のサービスが再起動されます。これにより、Cisco NAC アプライアンス システムにログインし

ているユーザのネットワークが短時間中断されることがあります。

 • [Test CCA Server Authorization] オプションをイネーブルにした場合、CAM が接続できない 
Clean Access Server が 1 つ以上 [Authorized CCA Server] リストにあると、イベント ログに警告

（黄色のフラグ）メッセージが表示されます。

 • [Test CCA Server Authorization] オプションをイネーブルにしなかった場合、CAM が接続できな

い Clean Access Server が 1 つ以上 [Authorized CCA Server] リストにあると、イベント ログにエ

ラー（赤いフラグ）メッセージが表示されます。

詳細については、「ログの表示」（P.15-12）を参照してください。

Clean Access Server の状態確認

各 Clean Access Server の動作状態は、[Status] カラムに表示されます。

 • [Connected]：CAM は CAS に正常に到達できます。

 • [Not connected]：CAS はリブート中であるか、CAM と CAS の間のネットワーク接続が切断され

ています。

意図せずに Clean Access Server の状態が [Not connected] になっている場合（つまり、定期メンテナン

スなどによる停止ではない場合）は、[Manage] ボタンをクリックして、強制的に接続を試行します。

正常に接続されれば、状態表示は [Connected] に変わります。状態表示が変わらない場合は、CAM と
その CAS の間の接続に問題がないか調べ、CAS が稼動していることを確認します。必要な場合は、

CAS の再起動を試行します。
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Clean Access Server との連携
（注） Clean Access Manager は、設定済みのすべての Clean Access Server の接続状況を監視します。CAM 
は、未接続の CAS への接続試行を 3 分間隔で試行します。

Clean Access Server の切断 
Clean Access Server が切断されると、その CAS の状態は [Not Connected] と表示されますが、Clean 
Access Manager ドメイン内にそのまま残されています。[Manage] をクリックすれば、いつでもその 
CAS を接続状態にして設定できます。

さらに、いずれかの時点で Clean Access Server が Clean Access Manager との同期から外れた場合、そ

の Clean Access Server を切断してから再接続できます。再接続すると、Clean Access Manager はその 
Clean Access Server に設定されたデータを再度発行し、その CAS との同期を維持します。

これとは対照的に、Clean Access Server を削除すると、セカンダリ コンフィギュレーションの設定値

はすべて失われます。

Clean Access Server のリブート 
[List of Servers] タブの [Reboot] ボタンをクリックすると、Clean Access Server のグレースフル リ
ブートを実行できます。グレースフル リブートでは、Clean Access Server はロギング データのディス

クへの書き込みなど、正常なシャットダウン手順すべてを再起動前に実行します。

管理ドメインからの Clean Access Server の削除

[List of Servers] タブの Clean Access Server を削除すると、サーバのリストおよびシステムから、その 
CAS が除外されます。Clean Access Server を削除するには、その CAS の横にある [Delete] ボタンを

クリックします。削除した Clean Access Server を再利用するには、その CAS を再度 Clean Access 
Manager に追加する必要があります。

Clean Access Server を削除すると、その CAS に固有のセカンダリ コンフィギュレーションの設定値は

すべて削除されることに注意してください。セカンダリ設定値は、インストール時や service perfigo 
config スクリプトを通じて設定された値「ではありません」。セカンダリ設定値には、ポリシー フィ

ルタ、トラフィック ルーティング、暗号化パラメータなどがあります。

インターフェイス アドレスなど、インストール時に「設定された」値は、Clean Access Server 上に保

存されているため、その CAS が CAM の管理ドメインに後から再度追加されると、復元されます。

アクティブな CAS を削除した場合、削除時にその CAS を通じてネットワークにアクセスしている

ユーザに次のような影響が生じます。

 • CAS を削除した時点でその CAS と CAM が接続されていた場合、アクティブ ユーザのネットワー

ク接続は即座に切断されます。ユーザはネットワークにアクセスできなくなります （これは、

CAM がその CAS の設定を即座に削除できるため、アクティブ ユーザに割り当てられた IP アドレ

スが CAS に適用されるセキュリティ ポリシーとの関連で無効になるからです）。新しいユーザは、

ネットワークにログインできなくなります。

 • CAS を削除した時点でその CAS と CAM の接続が切断されていた場合、アクティブ ユーザは接続

が再確立するまで、ネットワークへのアクセスを継続できます。これは、CAM がその CAS の設

定をすぐに削除できないためです。新しいユーザはネットワークにログインできなくなります。
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グローバルおよびローカルの管理設定値
Clean Access Server 追加時のトラブルシューティング

トラブルシューティングの詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation 
and Configuration Guide Release 4.5(1)』の「Troubleshooting when Adding the Clean Access Server」
を参照してください。

グローバルおよびローカルの管理設定値 
CAM の Web 管理コンソールには、次のような種類の設定値があります。

 • Clean Access Manager 管理設定値は、CAM 自体だけに関連する設定値です。これらの値には、

IP アドレスとホスト名、SSL 証明書情報、ハイ アベイラビリティ（フェールオーバー）の設定値

などがあります。

 • グローバル管理設定値は Clean Access Manager で設定され、CAM からすべての Clean Access 
Server に送信されます。これらの値には、認証サーバ情報、グローバル デバイス /サブネット 
フィルタ ポリシー、ユーザ ロール、Clean Access 設定などがあります。

 • ローカル管理設定値は、CAS 管理ページで 1 つの Clean Access Server に対して設定され、その 
CAS だけに適用されます。これらの値には、CAS ネットワークの設定値、SSL 証明書、DHCP お
よび 1: 1 NAT 設定、VPN コンセントレータ設定、IPSec キー変更、ローカル トラフィック制御ポ

リシー、ローカル デバイス /サブネット フィルタ ポリシーなどがあります。

設定値のグローバルまたはローカルの範囲は、図 3-4 のように、Web 管理コンソールの [Clean Access 
Server] カラムに表示されます。

図 3-4 設定値の範囲

 • [GLOBAL]：CAM Web 管理コンソールからグローバル形式で作成されたエントリです。この 
CAM のドメイン内のすべての Clean Access Server に適用されます。

 • [<IP アドレス>]：CAS 管理ページからローカル形式で作成されたエントリです。この IP アドレス

を持つ CAS だけに適用されます。

通常、グローバル設定値（GLOBAL の表記）が表示されているページには、使いやすくするために

ローカル設定値（CAS の IP アドレスで表記）も表示されています。これらのローカル設定値はたいて

いグローバル ページから編集または削除できますが、ローカル設定値の追加は、特定の Clean Access 
Server 用のローカル CAS 管理ページからしか実行できません。

グローバルおよびローカルの設定値

多くの場合、1 つの CAS に、グローバル設定値（すべての CAS 用に CAM で定義された値）とローカ

ル設定値（CAS 固有の値）の両方があります。グローバル設定値とローカル設定値が競合している場

合は、ローカル設定値がグローバル設定値よりも優先されるか、ポリシーのプライオリティによって、

グローバルとローカルのどちらのポリシーが強制されるかが決まります。
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デバイスおよびサブネットのグローバル フィルタリング
 • MAC アドレスとトラフィック制御ポリシーの「範囲」に影響するデバイス フィルタ ポリシーで

は、ポリシーのプライオリティ（[Device Management] > [Filters] > [Devices] > [Order] の高また

は低）によって、グローバルとローカルのどちらのポリシーが強制されるかが決まります。個々の 
MAC アドレスを含むアドレスの「範囲」について、個々の MAC アドレスのデバイス フィルタ ポ
リシーはどれも、フィルタ ポリシー（グローバルまたはローカルのいずれか）より優先されます。

 • 1 つのサブネット フィルタによって、より広範囲のサブネット フィルタでアドレス範囲のサブ

セットが指定されるサブネット フィルタ ポリシーでは、CAM により、サブネット アドレス範囲

のサイズに基づいてフィルタのプライオリティが決まります。サブネットが小さくなるほど（/30 
または /28 のサブネット マスクなど）、サブネット フィルタ階層でのプライオリティは高くなりま

す。

 • 一部の機能は、CAS で（CAS 管理ページで）イネーブルにして CAM コンソールで設定する必要

があります。たとえば、次のような機能が該当します。

 – L 3 サポート（マルチホップ L3 配置用）は CAS ごとにイネーブルになっていますが、CAM 
のログイン ページ /Agent 設定が必要なことがあります。

 – 帯域幅管理は CAS ごとにイネーブルになっていますが、CAM のすべてのロールに設定でき

ます。

 – Active Directory SSO は CAS ごとに設定されますが、CAM の認証プロバイダーが必要です。

 – Cisco VPN コンセントレータ SSO は CAS ごとに設定されますが、CAM の認証プロバイダー

が必要です。

 • Clean Access の要件およびネットワーク スキャン プラグインは、CAM からグローバルに設定さ

れ、すべての CAS に適用されます。

デバイスおよびサブネットのグローバル フィルタリング
ここでは、次の項目について説明します。

 • 概要

 • デバイス フィルタとライセンスのユーザ数制限

 • 複数エントリの追加

 • MAC アドレスによる企業資産の認証とポスチャ評価

 • インバンド配置のデバイス フィルタ

 • アウトオブバンド配置のデバイス フィルタ

 • IP 電話を使用するアウトオブバンド配置のデバイス フィルタ

 • インバンドおよびアウトオブバンド デバイス フィルタの動作の比較

 • デバイス フィルタとゲーム ポート

 • グローバルとローカル（CAS 固有）のフィルタ

 • Cisco NAC Profiler のグローバル デバイス フィルタ リスト

 • デバイス フィルタの設定

 • サブネット フィルタの設定
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デバイスおよびサブネットのグローバル フィルタリング 
概要

デフォルトでは、Cisco NAC アプライアンスは、CAS の非信頼側にあるユーザ デバイスに対し、ネッ

トワークへのアクセス試行時に認証（ログイン）を強制します。

非信頼側にあるデバイスによる認証を回避できる必要がある場合は、デバイスまたはサブネットのフィ

ルタを設定します。

フィルタ リスト（[Device Management] > [Filters] で設定）は、MAC、IP、またはサブネット アドレ

スで設定できます。また、デバイスにユーザ ロールを自動的に割り当てることができます。フィルタ

を使用すると、デバイス（ユーザまたはユーザ以外）による認証と（任意の）ポスチャ評価の両方を回

避できます。ここでは、デバイスおよびサブネット フィルタの設定方法を説明します。

デバイス フィルタは、デバイスの MAC アドレス（および任意で IP）で指定し、インバンド（IB）配

置またはアウトオブバンド（OOB）配置のいずれかに設定できます。MAC アドレスの入力と認証は 
CAM を通じて実行しますが、実際のフィルタリング アクションを実行するデバイスは CAS です。

OOB の場合は、Port Profile（「ポート プロファイルの追加」（P.4-30）を参照）でデバイス フィルタの

使用もイネーブルにする必要があります。IB と OOB のいずれでも、フィルタ リストに入力されたデ

バイスでは認証が回避されます。

サブネット フィルタを設定できるのは IB 配置の場合だけです。サブネット フィルタは、サブネット 
アドレスとサブネット マスク（CIDR 形式）で指定します。

デバイスまたはサブネットのフィルタを設定することによって、次のことが可能です。

 • IB：そのデバイス /サブネットに対してログイン /ポスチャ評価を回避し、すべてのトラフィック

を許可する。 

OOB：そのデバイスに対してログイン /ポスチャ評価を回避し、デフォルト アクセス VLAN を割

り当てる。

 • IB：そのデバイス /サブネットに対するネットワーク アクセスをブロックする。 

OOB：そのデバイスに対するネットワーク アクセスをブロックし、認証 VLAN を割り当てる。

 • IB：そのデバイス /サブネットに対するログイン /ポスチャ評価を回避し、ユーザ ロールを割り当

てる。 

OOB：そのデバイスに対するログイン /ポスチャ評価を回避し、アウトオブバンド ユーザ ロール 
VLAN（ユーザ ロールで設定されたアクセス VLAN）を割り当てる。

（注） フィルタ エントリ内のデバイスは、認証なしのアクセスが許可または拒否されるため、レイヤ 2 配置

の [Online Users] リストには表示されません （ただし、Active Layer 2 Device Filters リストを使用し

てインバンド ネットワークで追跡することはできます）。詳細については、「オンライン ユーザ リス

ト」（P.15-3）を参照してください。

デバイス フィルタは、次のような用途に利用できます。

 • ユーザ VLAN 上にプリンタがある場合、そのプリンタの MAC アドレスに対して「許可」のデバ

イス フィルタを設定すると、そのプリンタと Windows サーバとの通信が可能になります。OOB 
配置でもプリンタにデバイス フィルタを設定することを推奨します。これによって、認証回避を

目的としてユーザがプリンタ ポートに接続するのを防ぐことができます。

 • インバンドの Cisco NAC アプライアンス L3/VPN コンセントレータ配置の場合は、信頼ネット

ワーク上にある VPN コンセントレータと通信するために、信頼ネットワーク上の認証サーバから

のトラフィックを許可するようなデバイスまたはサブネット フィルタを設定できます。

 • NAC 以外のネットワーク デバイス（IP 電話、プリンタ、ファックス機など）の数が非常に多い場

合は、これらのデバイスをデバイス フィルタ リストに追加して、Cisco NAC アプライアンスの認

証、ポスチャ評価、および修復の機能を回避するようにできます。
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デバイスおよびサブネットのグローバル フィルタリング
（注） デバイス フィルタ リストは、Cisco NAC Profiler を使用して CAM で自動的に作成および更新

することもできます。詳細については、「Cisco NAC Profiler のグローバル デバイス フィルタ 
リスト」（P.3-18）を参照してください。

（注） ポリシー同期機能は、マスター CAM で作成されたグローバル デバイス フィルタをすべてレシーバ 
CAM にエクスポートします。マスター CAM のグローバル デバイス フィルタ リストにある MAC ア
ドレスは、Cisco NAC Profiler によって生成されたフィルタを含めすべてエクスポートされます。詳細

については、「ポリシーのインポート /エクスポート」（P.16-28）を参照してください。

（注） デバイス フィルタ設定やサブネット フィルタ設定は、CAS フォールバック ポリシーより優先されま

す。CAS フォールバック モードになっているときは、CAS デバイス フィルタ設定によって、クライ

アント MAC アドレスに基づいて動作が決まります。デバイス フィルタ設定が適用されない場合（た

とえば、CAS がレイヤ 3 ゲートウェイであり、クライアントの MAC アドレスを判別できない場合）

は、CAS フォールバック ポリシーの適用前に、CAS によって適用可能なサブネット フィルタも検索

されます。詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and 
Administration Guide Release 4.5(1)』を参照してください。

デバイス フィルタとライセンスのユーザ数制限

 • Device Filter リスト（認証 /ポスチャ評価 /修復の回避）で [ALLOW] オプションを使用して指定

された MAC アドレスは、ライセンスのユーザ数制限には数えられません。

 • Device Filter リスト（認証は回避するがポスチャ評価 /修復は実行する）で [CHECK] オプション

を使用して指定された MAC アドレスは、ライセンスのユーザ数制限に数えられます。

（注） フィルタを設定できるデバイス（ユーザ以外）の 大数は、メモリ容量によって決まり、ライセンスの

ユーザ数制限とは直接的な関係はありません。CAS で問題なくサポートできる MAC アドレス数は、1 
GB のメモリあたり約 5,000 です。 
 

Cisco NAC Profiler に関連するデバイス フィルタとライセンスのユーザ /エンドポイント数制限は、

Cisco NAC Profiler システムの配置によって異なります。詳細については、『Cisco NAC Appliance 
Service Contract / Licensing Support』と『Cisco NAC Profiler Installation and Configuration Guide』
を参照してください。

複数エントリの追加 
デバイス フィルタ リストに入力する MAC アドレスが広範囲の場合は、次の方法で入力できます。

1. デバイス フィルタの設定時にワイルドカードと MAC アドレスの範囲を指定する。

2. New Device Filter フォームに個々の MAC アドレス（1 行に 1 つ）をコピーして貼り付け、これら

すべてを 1 回のクリックで追加する。

3. API（cisco_api.jsp）addmac 関数を使用し、プログラムを通じて MAC アドレスを追加する。詳

細については、「API サポート」（P.16-64）を参照してください。
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デバイスおよびサブネットのグローバル フィルタリング 
（注） Cisco NAC Profiler のソリューションを導入することによって、多数のエンドポイントの管理を自動化

できます。設定時に、Cisco NAC Profiler Server/Collector によって、プロファイルを作成したエンド

ポイントについて、CAM でグローバル デバイス フィルタに自動的にデータが読み込まれ、保守され

ます。詳細については、「Cisco NAC Profiler のグローバル デバイス フィルタ リスト」（P.3-18）を参

照してください。

MAC アドレスによる企業資産の認証とポスチャ評価

Cisco NAC アプライアンスでは、ユーザが Cisco Clean Access にログインせずに、クライアント マシ

ンの MAC ベースの認証およびポスチャ評価を実行できます。この機能は、グローバルおよびローカル 
デバイス フィルタの「CHECK」デバイス フィルタ制御、および Clean Access Agent によって実装さ

れます（詳細については、「Agent によるすべての使用可能なアダプタの IP/MAC の送信」（P.11-11）
を参照してください）。Cisco NAC Web Agent によって、ポスチャ評価が実行されますが、修復のため

の手段は提供されません。ユーザは、クライアント マシンを手動で訂正または更新して、Web Agent 
のポスチャ評価要件を満たすために「再スキャン」する必要があります。

（注） CHECK 機能は、ポスチャ評価をサポートする Cisco NAC アプライアンス エージェントだけに適用さ

れます。

次のデバイス フィルタ設定オプションを使用できます。

 • [CHECK] および [IGNORE] デバイス フィルタ オプションです。

 • [ROLE] および [CHECK] フィルタでは、ドロップダウン メニューから [User Role] を選択する必

要があります。

 • [IGNORE] は OOB 専用です。IB では、このオプションを選択しても効力がありません。

 • [IGNORE] はグローバル フィルタ専用です。CAS New/Edit フィルタ ページには表示されません。

 • [IGNORE] デバイス フィルタは、旧リリースで IP 電話に指定された「allow」デバイス フィルタ

を置き換えます。

（注） 不要な MAC-notification トラップが作成されないように、管理者は、IP 電話で 
[IGNORE] オプションが使用されるようデバイス フィルタを再設定する必要があります。

詳細については、「IP 電話を使用するアウトオブバンド配置のデバイス フィルタ」

（P.3-16）を参照してください。

デバイス フィルタ ポリシーの適用範囲は L2 配置（CAS がエンド ポイント /ユーザ デバイスと L2 近
接する配置）と L3 配置（CAS がエンド ポイント /ユーザ デバイスと 1 ホップ以上離れている可能性が

ある配置）では異なります。L3 配置では、Clean Access がエンドポイントの MAC アドレスを取得で

きるように、エンドポイントで Web ブラウザ（Java アプレット /ActiveX）または Clean Access 
Agent/Cisco NAC Web Agent を使用してネットワークにアクセスする必要があることに注意してくだ

さい。表 3-1で、L2 と L3 配置の動作の違いについて説明します。
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デバイスおよびサブネットのグローバル フィルタリング
インバンド配置のデバイス フィルタ

Cisco NAC アプライアンスは、認証属性を使用して、またはデバイス /サブネット フィルタ ポリシー

を通じて、ユーザにユーザ ロールを割り当てます。そのため、特定の MAC アドレスまたはサブネッ

トにシステム ユーザ ロールを指定する能力は、デバイス /サブネット フィルタ ポリシー コンフィギュ

レーションの主要な機能となっています。Cisco NAC アプライアンスの処理では、ロールの割り当て

には次の順序のプライオリティが使用されます。

1. MAC アドレス

2. サブネット /IP アドレス

3. ログイン情報（ログイン ID、認証サーバから得たユーザの属性、ユーザ マシンの VLAN ID など） 

したがって、あるクライアントが MAC アドレスでは「ロール A」に関連付けられているのに、ユーザ

のログイン ID では「ロール B」に関連付けられている場合は、「ロール A」が使用されます。

ユーザ ロールに関する詳細は、第 7 章「ユーザ管理：ユーザ ロールとローカル ユーザの設定」 を参照

してください。

（注） 指定されたデバイス フィルタ タイプに基づいたインバンドと 指定されたデバイス フィルタ タイプに

基づいたアウトオブバンド クライアント マシン動作については、「インバンドおよびアウトオブバンド 
デバイス フィルタの動作の比較」（P.3-16）を参照してください。

表 3-1 CAM L2/L3 デバイス フィルタ オプション 

オプション  L2  L3 
[ALLOW] エンドポイントからのすべてのトラフィッ

クを許可します。認証またはポスチャ評価

は不要です。

MAC アドレスが認識されると（この時点

まで、エンドポイントからのトラフィック

は Unauthenticated ロールのポリシーに準

拠します）、エンドポイントからのすべて

のトラフィックを許可します。認証または

ポスチャ評価は不要です。

[DENY] エンドポイントからのすべてのトラフィッ

クを拒否します。

MAC アドレスが認識されると（この時点

まで、エンドポイントからのトラフィック

は Unauthenticated ロールのポリシーに準

拠します）、エンドポイントからのすべて

のトラフィックを拒否します。

[ROLE] エンドポイントからのトラフィックを、

ロール トラフィック ポリシーで指定され

た認証またはポスチャ評価なしで許可しま

す（Cisco NAC アプライアンス 3.x との下

位互換性のために、引き続き同じように適

用されます）。

MAC アドレスが認識された後、設定され

ている場合はポスチャ評価が実行されま

す。これ以後、トラフィックはロール ト
ラフィック ポリシーに従って許可されま

す。

[CHECK] ロールに対して指定されたとおりにポス

チャ評価が実行され、これ以後、トラ

フィックはロール トラフィック ポリシー

に従って許可されます。 

（同上）。

[IGNORE] OOB 専用：指定された MAC アドレスに

対して、管理対象スイッチ ポートからの 
SNMP トラップを無視します。

OOB 専用：指定された MAC アドレスに

対して、管理対象スイッチ ポートからの 
SNMP トラップを無視します。
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デバイスおよびサブネットのグローバル フィルタリング 
（注） 信頼側からアクセス ポイント（AP）を管理する場合は、[Device Management] > [Filters] > [Devices] 
でフィルタ ポリシーを設定すれば、信頼側から AP に到達できるようにすることが可能です（SNMP、
HTTP を通じて、またはどのような管理プロトコルでも）。

アウトオブバンド配置のデバイス フィルタ

アウトオブバンド配置の場合、Clean Access Manager は、グローバルの Device Filters リストを尊重し

ます。インバンド配置の場合と同様、OOB でも、グローバル デバイス フィルタ リストの MAC アド

レスに設定されたルールには、ユーザ /デバイス処理において 高の優先順位が与えられます。OOB 
でのルール処理の優先順位は、次のとおりです。

1. デバイス フィルタ（MAC アドレスで設定され、OOB でイネーブルになっている場合）

2. Certified Devices List

3. Out-of-Band Online User リスト 

OOB 用に設定された MAC アドレス デバイス フィルタには、次のオプションおよび動作があります。

 • [ALLOW]：ログインおよびポスチャ評価を回避し、デフォルト アクセス VLAN をポートに割り

当てる。

 • [DENY]：ログインおよびポスチャ評価を回避し、認証 VLAN をポートに割り当てる。

 • [ROLE]：ログインおよび L2 ポスチャ評価を回避し、ユーザ ロール VLAN をポートに割り当て

る。

 • [CHECK]：ログインを回避し、ポスチャ評価を適用して、ユーザ ロール VLAN をポートに割り

当てる。

 • [IGNORE]：管理対象スイッチ（IP 電話）から SNMP トラップを無視する。

（注） • OOB にグローバル デバイス フィルタを使用するには、ポート プロファイルの [Change VLAN 
according to global device filter list] オプションをイネーブルにする必要があります（[OOB 
Management] > [Profiles] > [Port] > [New] または [Edit] で）。詳細については、「ポート プロファ

イルの追加」（P.4-30）を参照してください。

 • この機能はグローバル デバイス フィルタだけに適用されます。アウトオブバンド環境への配置時

には、ローカル（CAS 固有の）デバイス フィルタを設定しないよう強くお勧めします。

 • ユーザ ロールを通じた VLAN の割り当てに関する詳細は、「Out-of-Band User Role VLAN」

（P.7-10）を参照してください。

（注） 指定されたデバイス フィルタ タイプに基づいたインバンドと 指定されたデバイス フィルタ タイプに

基づいたアウトオブバンド クライアント マシン動作については、「インバンドおよびアウトオブバンド 
デバイス フィルタの動作の比較」（P.3-16）を参照してください。

その他の事項については、第 4 章「スイッチ管理：アウトオブバンド配置の設定」を参照してくださ

い。
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デバイスおよびサブネットのグローバル フィルタリング
IP 電話を使用するアウトオブバンド配置のデバイス フィルタ

クライアント マシンがネットワークへの接続に使用する IP 電話を無視するよう設計されている MAC 
アドレスのグローバル デバイス フィルタ リストを作成する必要があります。個々の MAC アドレスの

コレクションをコンパイルする（この方法は小規模構成にだけ推奨されます）ことで、MAC アドレス

のリストを定義して、範囲デリミタおよびワイルドカード文字を使用して MAC アドレスの範囲を指定

できます。MAC アドレスのリストは、Cisco CallManager など既存の IP 電話管理アプリケーションか

ら抽出することもできます。

適用可能な IP 電話の MAC アドレスのリストを作成したら、OOB 用に Cisco NAC アプライアンス シ
ステムを設定する際に、ポート プロファイルの [Change VLAN according to global device filter list] オ
プションをイネーブルにして（[OOB Management] > [Profiles] > [Port] > [New] または [Edit]）、Cisco 
NAC アプライアンスでこれらの MAC アドレスが無視されるようにしてください。これにより、IP 電
話の MAC notification 動作はある VLAN から別の VLAN への（たとえば、アクセス VLAN から認証 
VLAN への）切り替えを開始できなくなるため、関連するクライアント マシンの接続が間違って終了

することがなくなります。詳細については、「CAM における OOB スイッチ管理の設定」（P.4-21）を

参照してください。

インバンドおよびアウトオブバンド デバイス フィルタの動作の比較

クライアント トラフィックがレイヤ 2 とレイヤ 3 インバンドのどちらであるかと、クライアント トラ

フィックがアウトオブバンドであるかどうかに応じて、VLAN 割り当て、ユーザが Online Users リス

トに表示されるかどうか、および関連するクライアント マシンが Certified Devices List に表示される

かどうかは、設定するフィルタ タイプ（[ALLOW]、[DENY]、[ROLE]、[CHECK]、または 
[IGNORE]）によって異なります。インバンド配置とアウトオブバンド配置のクライアント トラ

フィックの動作を判別する際には、次の一般的なガイドラインが適用されます。

 • インバンド トラフィックには、[Device Management] > [Filters] > [Devices] > [Order] で定義され

ている階層に応じて、グローバルと CAS 固有の両方のフィルタ割り当てが適用されます。

 • ポート プロファイルで [Change VLAN according to global device filter list] オプションがイネーブ

ルになっている場合は、CAM は、ポートへの VLAN の割り当て時にローカル デバイス フィルタ

設定に従うようスイッチに指示します。

 • 特定のポート プロファイルに関連付けられたアウトオブバンド クライアント マシンは、グローバ

ル デバイス フィルタだけによって管理されます。

表 3-2 レイヤ 2 とレイヤ 3 のインバンドおよびアウトオブバンド MAC アドレス フィルタの動作 

デバイス フィルタ タイ

プ

レイヤ 2 インバンド 

（グローバルおよび 
CAS）

レイヤ 3 インバンド 

（グローバルおよび 
CAS）

Port Profile オプショ

ンが指定されていない

アウトオブバンド（グ

ローバル）：アウトオブ

バンド（CAS）

Port Profile オプショ

ンが指定されたアウト

オブバンド（グローバ

ルだけ）

[ALLOW] トラフィックを許可す

る

トラフィックを許可す

る（Online Users リス

ト /Certified Devices 
List エントリの追加、

ポスチャ評価なし）

インバンド モードでの

トラフィックを許可す

る

クライアント トラ

フィックはデフォルト 
アクセス VLAN に送信

される

[DENY] トラフィックを拒否す

る

MAC アドレスの認識

後はトラフィックを拒

否する

インバンド モードでの

トラフィックを拒否す

る

クライアント トラ

フィックは認証 VLAN 
に送信される
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デバイスおよびサブネットのグローバル フィルタリング 
[Require users to be certified at every web login] オプションは、In-Band Online Users リストにだけ適

用されます。このオプションをイネーブルにして、Online Users リスト エントリを削除すると、同じ 
MAC アドレスを使用する Online Users リスト（インバンドまたはアウトオブバンド）のエントリが他

にない場合は、対応する Certified Devices List エントリが削除されます。

デバイス フィルタとゲーム ポート

Microsoft Xbox Live などのゲーム サービスを許可する場合は、ゲーム ユーザ ロールを作成し、その

デバイスの MAC アドレスのフィルタを追加して（[Device Management] > [Filters] > [Devices] > 
[New]）、作成したゲーム ロールをそのデバイスに割り当てることをお勧めします。このようにすれば、

そのゲーム ロールのトラフィック ポリシーを作成し、ゲーム ポートのトラフィックを許可できます。

詳細は、次の項目を参照してください。

 • 「ゲーム ポートの許可」（P.9-26）

[ROLE] ロールを割り当てて、

ロール ポリシーを適用

する

ポスチャ評価を行い、

Online Users リスト
/Certified Devices List 
エントリを追加し、

ロールを割り当てて、

ロール ポリシーを適用

する

ロールを割り当てて、

インバンド モードで

ロール ポリシーを適用

する

クライアント トラ

フィックはアクセス 
VLAN に送信される

（ポート プロファイル

に基づく）

[CHECK]（Certified 
Devices List 内のデバ

イス）

ロールを割り当てて、

ロール ポリシーを適用

する（Online Users リ
スト エントリなし）

ポスチャ評価を行い、

Online Users リスト
/Certified Devices List 
エントリを追加し、

ロールを割り当てて、

ロール ポリシーを適用

する

ロールを割り当てて、

インバンド モードで

ロール ポリシーを適用

する（Online Users リ
スト エントリなし）

クライアント トラ

フィックはアクセス 
VLAN に送信される

（ポート プロファイル

に基づき、Online 
Users リスト エントリ

なし）

[CHECK]（Certified 
Devices List 内にない
デバイス）

ポスチャ評価を行い

（Temporary ロールの 
In-Band Online Users 
リスト エントリ）、ポ

スチャ評価の後で 
Certified Devices List 
エントリを追加する

（Online Users リスト 
エントリなし）

（同上） ポスチャ評価を行い

（Temporary ロールの 
In-Band Online Users 
リスト エントリ）、ポ

スチャの後で Certified 
Devices List エントリ

を追加し

（Out-of-Band Online 
Users リスト エント

リ）、アクセス VLAN 
に割り当てる（ポート 
プロファイルに基づ

く）

ポスチャ評価（Temp 
ロールの In-Band 
Online Users リスト エ
ントリ）を行い、ポス

チャの後で Certified 
Devices List エントリ

を追加し

（Out-of-Band Online 
Users リスト エント

リ）、アクセス VLAN 
に割り当てる（ポート 
プロファイルに基づ

く）

[IGNORE] 影響なし（通常の動

作）

影響なし（通常の動

作）

影響なし（通常の動

作）

SNMP トラップは無視

される

表 3-2 レイヤ 2 とレイヤ 3 のインバンドおよびアウトオブバンド MAC アドレス フィルタの動作 （続き）

デバイス フィルタ タイ

プ

レイヤ 2 インバンド 

（グローバルおよび 
CAS）

レイヤ 3 インバンド 

（グローバルおよび 
CAS）

Port Profile オプショ

ンが指定されていない

アウトオブバンド（グ

ローバル）：アウトオブ

バンド（CAS）

Port Profile オプショ

ンが指定されたアウト

オブバンド（グローバ

ルだけ）
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デバイスおよびサブネットのグローバル フィルタリング
 • http://www.cisco.com/warp/customer/707/ca-mgr-faq2.html#q16 

 • 「新しいロールの追加」（P.7-7）

グローバルとローカル（CAS 固有）のフィルタ

デバイス /サブネット フィルタ ポリシーは、Clean Access Manager の [Filters] ページに表示されるす

べての Clean Access Server に対してグローバル レベルで追加することも、CAS 管理ページで特定の 
Clean Access Server に対して追加することも可能です。CAM には両方のタイプのアクセス フィルタ

が保存され、グローバル フィルタ ポリシーはすべての Clean Access Server に、ローカル フィルタ ポ
リシーは該当する CAS に配布されます。

1 つのサブネット フィルタ によって、より広範囲のサブネット フィルタでアドレス範囲のサブセット

が指定されるサブネット フィルタ ポリシー（[Device Management] > [Filters] > [Subnet]）では、

CAM により、サブネット アドレス範囲のサイズに基づいてフィルタのプライオリティが決まります。

サブネットが小さくなるほど（/30 または /28 のサブネット マスクなど）、サブネット フィルタ階層で

のプライオリティは高くなります。たとえば、192.168.128.0/28 アドレス範囲からのトラフィックを許

可するサブネット フィルタ ポリシーは、192.168.128.0/24 アドレス範囲からのトラフィックを拒否す

る別のサブネット フィルタ ポリシーよりも優先されます。サブネット フィルタ ポリシーがグローバル

であるかローカルであるかは、プライオリティの判別時には重要ではありません。

複数のポリシーが同じ MAC アドレスに影響を与える可能性がある MAC アドレスの範囲を指定するデ

バイス フィルタ ポリシーでは、ポリシーのプライオリティ（[Device Management] > [Filters] > 
[Devices] > [Order]）によって、グローバルとローカルのどちらのポリシーが強制されるかが決まりま

す。ただし、個々の MAC アドレスを指定するデバイス フィルタはどれも、個々の MAC アドレスを含

むアドレスの範囲を定義するフィルタ ポリシー（グローバルまたはローカルのいずれか）より優先さ

れます。

詳細については、「グローバルおよびローカルの管理設定値」（P.3-9）を参照してください。

ここでは、グローバル アクセス フィルタ ポリシーを追加するときに使用するフォームと手順について

説明します。ローカル アクセス フィルタ ポリシーの追加方法は、『Cisco NAC Appliance - Clean 
Access Server Installation and Configuration Guide Release 4.5(1)』を参照してください。

（注） OOB 配置の場合、CAM では（CAS 固有のフィルタではなく）グローバル デバイス フィルタ リスト

が優先されます。

Cisco NAC Profiler のグローバル デバイス フィルタ リスト

ネットワーク プリンタ、IP 電話、UPS デバイス、HVAC センサー、ワイヤレス アクセス コントロー

ラなど、ユーザ以外の多数のエンドポイント デバイスを作成して管理するには、Cisco NAC Profiler 
を配置します。Cisco NAC Profiler システムを使用すると、ユーザ認証やポスチャ評価が適用されない

数百または場合によっては数千ものエンドポイントを自動的に検出、分類、および監視できます。

Cisco NAC Profiler のソリューションは、次の 2 つの主要なコンポーネントで構成されます。

 • Cisco NAC Profiler Server：Cisco NAC Profiler Server では、それぞれの Clean Access Server で
イネーブルにした Cisco NAC Profiler Collector コンポーネントを管理します。Cisco NAC Profiler 
Server によって、CAM のグローバル デバイス フィルタ リスト（[Device Management] > [Filters] 
> [Devices] > [List]）に、プロファイルを作成して管理するエンドポイントのエントリが読み込ま

れます。Profiler エントリの Description リンクをクリックすると、図 3-5 と図 3-6 に示すように、

CAM Web コンソール内の右側に NAC Profiler Server のエンドポイント要約データが表示されま
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す。Cisco NAC Profiler Server は、『Cisco NAC Profiler Installation and Configuration Guide』で

説明されているように、独自の Web コンソール インターフェイスを使用して設定および管理され

ます。

 • Cisco NAC Profiler Collector：Cisco NAC Profiler Collector は、リリース 4.1(3) 以降を実行する 
NAC-3310 または NAC-3350 Clean Access Server でイネーブルにできるサービスです。Cisco 
NAC Profiler Server アプライアンスを購入し、Cisco NAC Profiler/Collector ライセンスを取得し

て Cisco NAC Profiler Server にインストールし、Cisco NAC Profiler のソリューションを導入する

必要があります。詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and 
Configuration Guide Release 4.5(1)』の「CLI Commands for Cisco NAC Profiler」の項を参照し

てください。

図 3-5 CAM デバイス フィルタ内の Cisco NAC Profiler エントリ

図 3-6 エンドポイント要約 

（注） ポリシー同期機能は、マスター CAM で作成されたグローバル デバイス フィルタをすべてレシーバ 
CAM にエクスポートします。マスター CAM のグローバル デバイス フィルタ リストにある MAC ア
ドレスは、Cisco NAC Profiler によって生成されたフィルタを含めすべてエクスポートされます。詳細

については、「ポリシーのインポート /エクスポート」（P.16-28）を参照してください。
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デバイス フィルタの設定

ここでは、次の項目について説明します。

 • グローバル デバイス フィルタの追加

 • デバイス フィルタ ポリシーの表示 /検索 /インポート /エクスポート

 • デバイス フィルタ ポリシーの編集

 • デバイス フィルタ ポリシーの削除

グローバル デバイス フィルタの追加

デバイス フィルタ リストに MAC アドレス エントリがある場合、Clean Access のポリシーごとにマシ

ンをチェックすることもできます（Agent ベース チェック、ネットワーク スキャナ チェックなど）。

デバイスは MAC アドレスに基づいて認証されますが、それでもスキャンを実行する必要があります

（ネットワークおよび Agent）。

次の手順で設定されたデバイス フィルタは、CAM ドメイン内のすべての Clean Access Server に適用

されます。

（注） 指定されたデバイス フィルタ タイプに基づいたインバンドと 指定されたデバイス フィルタ タイプに

基づいたアウトオブバンド クライアント マシン動作については、「インバンドおよびアウトオブバンド 
デバイス フィルタの動作の比較」（P.3-16）を参照してください。

ステップ 1 [Device Management] > [Filters] > [Devices] > [New] に移動します。
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図 3-7 新しいデバイス フィルタ
 

ステップ 2 [New Device Filter] フォームに該当するデバイスの MAC アドレスを入力します。このデバイスに対す

るポリシーをテキスト フィールドに作成します。次の形式で 1 行に 1 つずつエントリを入力します。

<MAC>/<optional_IP> <optional_entry_description>

次の点に注意してください。

 • 複数の MAC アドレスを指定する場合は、ワイルドカード 「*」または範囲「-」を使用できます。

 • 複数のデバイスを入力する場合、改行を使用してデバイスを区切ります。
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 • 任意で、MAC とともに IP アドレスを入力することもできます。このようにすると、MAC アドレ

スのスプーフィングによるネットワーク アクセス権の取得を防ぐことができます。MAC アドレス

と IP アドレスを両方入力した場合、ルールが適用されるためには、クライアントが両方に一致す

る必要があります。

 • デバイスの記述は、デバイス単位で、またはすべてのデバイスに対して指定できます。

[Description (all entries)] フィールドのすべてのデバイス用の記述よりも、特定のデバイスに対す

る記述（MAC Address フィールド）の方が優先されます。各デバイス エントリ内の記述にはス

ペースを入力できません（図 3-7を参照）。

ステップ 3 [Access Type] の選択肢の中から、そのデバイスのポリシーを選択します。

 • [ALLOW]  
IB：ログインとポスチャ評価を回避し、アクセスを許可する。 

OOB：ログインとポスチャ評価を回避し、デフォルトのアクセス VLAN を割り当てる。

 • [DENY] 
IB：ログインとポスチャ評価を回避し、アクセスを拒否する。 

OOB：ログインとポスチャ評価を回避し、認証 VLAN を割り当てる。

 • [ROLE] 
IB：ログインと L2 ポスチャ評価を回避し、ロールを割り当てる。 

OOB：ログインと L2 ポスチャ評価を回避し、ユーザ ロール VLAN を割り当てる。アウトオブバ

ンド ユーザ ロール VLAN は、ユーザ ロールで設定されているアクセス VLAN です。詳細につい

ては、第 7 章「ユーザ管理：ユーザ ロールとローカル ユーザの設定」を参照してください。

 • [CHECK] 
IB：ログインを回避し、ポスチャ評価を適用し、ロールを割り当てる。 

OOB：ログインを回避し、ポスチャ評価を適用し、ユーザ ロール VLAN を割り当てる。

 • [IGNORE] 
OOB 専用：管理対象スイッチ（IP 電話）からの SNMP トラップを無視する。

（注） OOB の場合、[OOB Management] > [Profiles] > [Port] > [New] または [Edit] の下の Port 
Profile レベルで、グローバル デバイス フィルタの使用をイネーブルにする必要もあります。

詳細については、「ポート プロファイルの追加」（P.4-30）を参照してください。

ステップ 4 [Add] をクリックしてポリシーを保存します。

ステップ 5 [Devices] タブの [List] ページが表示されます。

次の例はすべて有効なエントリです（同時に入力できます）。

00:16:21:11:4D:67/10.1.12.9 pocket_pc 
00:16:21:12:* group1 
00:16:21:13:4D:12-00:16:21:13:E4:04 group2 

（注） 帯域幅の管理がイネーブルになっている場合、ロールを指定せずに許可されたデバイスには、

Unauthenticated ロールの帯域幅が使用されます。詳細については、「帯域利用の制御」（P.9-14）を参

照してください。
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（注） トラブルシューティングのヒント：「Adding device MAC failed」というエラーが表示され、フィルタ 
リストにデバイスを追加できない（どのオプションをオンにしたか、または IP アドレス /説明が入力さ

れているかどうかに関係なく）場合は、Event Logs をオンにします。「xx:xx:xx:xx:xx:xx could not be 
added to the MAC list」が表示された場合、CAS の 1 つが切断されていることを示している可能性があ

ります。

デバイス フィルタ ポリシーの表示 /検索 /インポート /エクスポート

 • 範囲にプライオリティを定義できます（[Order] ページで）。

 • 単一 MAC アドレス デバイス フィルタ（00:14:6A:6B:6C:6D など）は、フィルタ リストで常にワ

イルドカード /範囲デバイス フィルタ（00:14:6A:6B:*、または 00:14:6A:* など）よりも優先され

ます。

 • 新規ワイルドカード /範囲デバイス フィルタは、常に [List] ページの 後に置かれます。プライオ

リティの変更は、[Order] ページで行います。

 • 単一 MAC アドレス デバイス フィルタのロール割り当ては、常に他のフィルタより優先されます。

[Test] ページで MAC アドレスに使用されるロール割り当てをチェックできます。

 • [Test] ページに、入力された MAC アドレスに有効なフィルタが表示されます。

認識されているデバイスのリストのフィルタリング手順を実行してください。

ステップ 1 次の検索基準と、[Filter] ドロップダウン リストで選択可能なそれぞれの修飾子を使用して、フィルタ 
リスト（[Device Management] > [Filters] > [Devices] > [List]）に表示されるデバイスの数を絞り込む

ことができます。

フィルタ タイプ 修飾子 フィルタ エントリ

MAC Address is、is not、contains、starts 
with、ends with

AA:BB:CC:DD:EE:FF 形式の完全な MAC 
アドレスまたは部分的な MAC アドレス

IP Address is、is not、contains、starts 
with、ends with

A.B.C.D 形式の完全な IP アドレスまたは部

分的な IP アドレス

Clean Access Server is、is not (ドロップダウン メニュー オプション ) 
GLOBAL、<CAS_IP_address>

Description is、is not、contains、starts 
with、ends with

任意のテキスト文字列

Access Type is、is not (ドロップダウン メニュー オプション ) 
Allow、Deny、Role-Based、Check-Based、
Ignore

Priority is、is not、contains、starts 
with、ends with

任意の数値
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図 3-8 デバイス フィルタ リスト：Access Type の修飾子

ステップ 2 検索基準の入力後、[Filter] ボタンをクリックすると、フィルタリング済みの結果が表示されます。

リストの [Clean Access Server] カラムには、そのポリシーの範囲が表示されます。CAS 管理ページで

ローカルに設定されたポリシーの場合は、このフィールドに送信元の Clean Access Server の IP アドレ

スが表示されます。管理コンソールの [Device Management] > [Filters] モジュールですべての Clean 
Access Server 用としてグローバルに設定されたポリシーの場合は、このフィールドに GLOBAL と表

示されます。

カラムの見出しラベル（[MAC Address]、[IP Address]、[Clean Access Server]、[Description]、
[Access Type]、または [Priority]）をクリックすると、フィルタ リストをカラム別にソートできます。

詳細については、「グローバルおよびローカルの管理設定値」（P.3-9）および『Cisco NAC Appliance - 
Clean Access Server Installation and Configuration Guide Release 4.5(1)』を参照してください。

[Reset] をクリックすると、[Filter] ドロップダウン メニューからオプションの検索基準はすべて失わ

れ、リストがリセットされてすべてのエントリが表示されます（デフォルト）。

[Delete Selected] をクリックすると、ページの一番左にあるチェック カラムで選択されているデバイス

は削除されます （表示から削除するデバイス エントリは 1 つ以上選択できます）。

デバイス フィルタ ポリシーのインポート /エクスポート

[Export] ボタンを使用すると、デバイス データが含まれている CSV ファイルをローカル ハード ドラ

イブに保存して、トラブルシューティングまたは統計分析のために必要になるたびに検索、表示、およ

び操作できます。

[Browse] ボタンと [Import] ボタンを使用すると、以前に保存した CSV ファイルからデバイス エント

リの集計を見つけて、ロードすることもできます。

順序デバイス フィルタ ワイルドカード /範囲ポリシー

[Order] ページは、ワイルドカード /範囲デバイス フィルタ専用です。[Order] ページを使用して、ワイ

ルドカード /範囲デバイス フィルタのプライオリティを変更します。

次の例を参考にしてください。

 • [Order] ページでフィルタが次のように設定されている場合：

1. 00:14:6A:* - Access Type：DENY 
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2. 00:14:6A:6B:* - Access Type：IGNORE 

MAC アドレス 00:14:6A:6B:60:60 のデバイスは拒否されます。

 • [Order] ページで次のように設定されている場合：

1. 00:14:6A:6B:* - Access Type：IGNORE 

2. 00:14:6A:* - Access Type：DENY 

MAC アドレス 00:14:6A:6B:60:60 のデバイスのアクセス タイプは IGNORE になります。

ただし、MAC アドレスがちょうど 00:14:6A:6B:60:60 のデバイス フィルタが存在する場合、このフィ

ルタのルールが適用され、既存のワイルドカード /範囲フィルタは使用されません。

1. [Device Management] > [Filters] > [Devices] > [Order] に移動します。

図 3-9 Order 

2. [Priority] 列の矢印をクリックして、ワイルドカード /範囲フィルタのプライオリティを上または下

に移動します。

3. [Commit] をクリックして変更を適用します （変更をキャンセルするには、[Reset] をクリックし

ます）。

（注） 指定されたデバイス フィルタ タイプに基づいたインバンドと 指定されたデバイス フィルタ タイプに

基づいたアウトオブバンド クライアント マシン動作については、「インバンドおよびアウトオブバンド 
デバイス フィルタの動作の比較」（P.3-16）を参照してください。

デバイス フィルタ ポリシーのテスト

管理者は [Test] ページ制御で、特定の Clean Access Server に指定された MAC アドレスに適用するデ

バイス フィルタとアクセス タイプを決定できます。

1. [Device Management] > [Filters] > [Devices] > [Test] に移動します。

2. [MAC Address] フィールドに、デバイスの MAC アドレスを入力します。

3. テストする CAS を [Clean Access Server] ドロップダウン メニューから選択します。

4. [Submit] をクリックします。対応するデバイス フィルタに指定されたアクセス タイプが、下記リ

ストの [Access Type] に表示されます。
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図 3-10 Test 

Active Layer 2 Device Filter ポリシーの表示

[Active Layer 2 In-Band Device Filters] リストには、現在 CAS に接続されていてパケットを送信して

いるすべてのクライアント、およびデバイス フィルタでの MAC アドレスが表示されます。このリス

トは、ユーザが認証（デバイス フィルタを介して）およびポスチャ評価（要件が強制されていない場

合など）を回避するように設定されている場合に、特に便利です。定義によって、これらのユーザは 
[Online Users] リストまたは [Certified Devices] リストには表示されませんが、[Active Layer 2 Device 
Filters] リストを使用してインバンド ネットワークで追跡することはできます。

（注） 指定されたデバイス フィルタ タイプに基づいたインバンドと 指定されたデバイス フィルタ タイプに

基づいたアウトオブバンド クライアント マシン動作については、「インバンドおよびアウトオブバンド 
デバイス フィルタの動作の比較」（P.3-16）を参照してください。

すべての Clean Access Server において、フィルタ ポリシーで有効な Layer 2 デバイスを表示する方法

の手順を実行してください。

ステップ 1 [Device Management] > [Filters] > [Devices] > [Active] に移動します。

ステップ 2 まず [Show All] ボタンをクリックして、[Active] ページに、現在 CAS に接続されていてパケットを送

信しているすべてのクライアントの情報、およびデバイス フィルタでの MAC アドレスを読み込みま

す。

クライアント IP または MAC アドレスで検索を実行して、ページにその結果を読み込むこともできま

す。デフォルトでは、実行された Search パラメータは、[Search IP/MAC Address] フィールドに入力

された値の「contains」と同値です。

（注） パフォーマンス上の理由により、[Show All] または [Search] をクリックしてページを更新すると、

[Active] ページには 新のデバイス情報だけが表示されます。
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図 3-11 Active 

（注） 個々の CAS のアクティブ デバイスを表示するには、[Device Management] > [CCA Servers] > 
[Manage [CAS_IP]] > [Filter] > [Devices] > [Active] に移動します。

デバイス フィルタ ポリシーの編集

ステップ 1 フィルタ リスト内のデバイス フィルタ ポリシーの横にある [Edit] ボタンをクリックします。[Edit] 
ページが表示されます。

ステップ 2 IP アドレス、記述、アクセス タイプ、使用ロールを編集できます。[Save] をクリックして変更を適用

します。

（注） MAC アドレスは、変更できないフィルタ ポリシー プロパティであることに注意してください。MAC 
アドレスを変更するには、新しいフィルタ ポリシーを作成して、既存のポリシーを削除します（後述

の手順を参照）。

デバイス フィルタ ポリシーの削除

デバイス アクセス ポリシーは、2 とおりの方法で削除できます。

 • リストで、目的のエントリの横にあるチェックボックスを選択し、削除ボタンをクリックします。

この方法では、各ページで 大 25 のデバイス アクセス ポリシーを選択し削除できます。

 • 検索基準を使用して目的のデバイス フィルタ ポリシーを選択し、[Delete List] をクリックします。

この方法では、適用可能なページ数にわたって検索基準でフィルタリングされたすべてのデバイス

が削除されます。デバイス表示用の任意の検索基準を使用して選択的にデバイスを削除できます。

[Delete List] をクリックした場合に削除されるフィルタリング済みデバイスの合計数は、図 3-8 に
示されている「フィルタリング済みデバイス インジケータ」に表示されます。
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デバイスおよびサブネットのグローバル フィルタリング
サブネット フィルタの設定

[Subnets] タブ（図 3-12）を使用すると、あるサブネット全体に対して、認証およびアクセス フィルタ

のルールを指定できます。そのサブネット上のネットワークにアクセスするすべてのデバイスにフィル

タ ルールが適用されます。

サブネットベースのアクセス制御を設定するには、次のようにします。

ステップ 1 [Device Management] > [Filters] > [Subnets] に移動します。

図 3-12 サブネット フィルタ 

ステップ 2 [Subnet Address/Netmask] フィールドに、CIDR 形式でサブネット アドレスとサブネット マスクを入

力します。

ステップ 3 （任意）そのポリシーまたはデバイスの記述を [Description] に入力します。

ステップ 4 [Access Type] で、そのサブネットのネットワーク アクセスのタイプを選択します。

 • [allow]：そのサブネット上のデバイスは認証なしでネットワークにアクセスできます。

 • [deny]：そのサブネット上のデバイスはネットワークへのアクセスをブロックされます。

 • [use role]：指定されたサブネットからネットワークにアクセスするユーザは、認証なしのアクセ

スが許可され、ロールが適用されます。このオプションを選択した場合は、これらのデバイスに適

用するロールも選択します。ユーザ ロールに関する詳細は、第 7 章「ユーザ管理：ユーザ ロール

とローカル ユーザの設定」を参照してください。

ステップ 5 [Add] をクリックしてポリシーを保存します。

このポリシーはすぐに有効になり、フィルタ ポリシー リストの一番上に表示されます。

（注） 帯域幅の管理がイネーブルになっている場合、ロールを指定せずに許可されたデバイスには、

Unauthenticated ロールの帯域幅が使用されます。詳細については、「帯域利用の制御」（P.9-14）を参

照してください。
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デバイスおよびサブネットのグローバル フィルタリング 
サブネット フィルタを追加後、[Delete] ボタンを使用してそのフィルタを削除したり、[Edit] ボタンを

クリックして編集したりすることができます。サブネット アドレスは、変更できないフィルタ ポリ

シー プロパティであることに注意してください。サブネット アドレスを変更するには、新しいフィル

タ ポリシーを作成し、既存のポリシーを削除する必要があります。

ポリシー リストの [Clean Access Server] カラムには、そのポリシーの範囲が表示されます。Clean 
Access Server でローカル設定値として設定されたポリシーの場合、このフィールドに表示される IP ア
ドレスで CAS が識別されます。Clean Access Manager でグローバルとして設定されたポリシーの場合

は、このフィールドに GLOBAL と表示されます。

カラムの見出しラベル（[Subnet]、[Clean Access Server]、[Description]、[Access Type]）をクリック

すると、カラム別にフィルタ リストをソートできます。
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デバイスおよびサブネットのグローバル フィルタリング
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C H A P T E R 4

スイッチ管理：アウトオブバンド配置の設定

この章では、Out-of-Band（OOB;アウトオブバンド）配置の Cisco NAC アプライアンスの設定方法を

説明します。この章の内容は次のとおりです。

 • 「概要」（P.4-1）

 • 「使用モード」（P.4-4）

 • 「アウトオブバンド配置のネットワークの設定」（P.4-14）

 • 「スイッチの設定」（P.4-15）

 • 「CAM における OOB スイッチ管理の設定」（P.4-21）

 • 「認証 VLAN 変更設定へのアクセスの設定」（P.4-62）

 • 「OOB ユーザ」（P.4-66）

 • 「OOB のトラブルシューティング」（P.4-68）

L3 OOB 配置の詳細は、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Administration 
Guide Release 4.5(1)』を参照してください。

概要
従来のインバンド Cisco NAC アプライアンス配置では、クライアントとの間のすべてのネットワーク 
トラフィックが Clean Access Server を通ります。高スループットまたは高ルーティング環境では、

OOB 配置の Cisco NAC アプライアンス を導入することにより、クライアント トラフィックが Clean 
Access ネットワークを通過するのは、アクセス ネットワークに直接接続される前の認証および証明時

だけにできます。ここでは、次の事項について説明します。

 • 「インバンドとアウトオブバンド」（P.4-2）

 • 「アウトオブバンドの要件」（P.4-2）

 • 「SNMP 制御」（P.4-4）
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概要
インバンドとアウトオブバンド

表 4-1に、インバンドとアウトオブバンドそれぞれの特徴をまとめてあります。

アウトオブバンドの要件

アウトオブバンドの Cisco NAC アプライアンス を使用するには、次の条件を満たす必要があります。

 • 制御対象のスイッチは、少なくとも 小サポート バージョンの IOS または CatOS（MAC change 
notification/MAC move notification または linkup/linkdown SNMP トラップをサポートするもの）

を使用するサポート対象モデル（またはサービス モジュール）であること

サポート対象のスイッチ モデルは次のとおりです。

 – Cisco Catalyst Express 500 シリーズ 
 – Cisco Catalyst 2900 XL

 – Cisco Catalyst 2940/2950/2950 LRE/2955/2960  

 – Cisco Catalyst 3500 XL 

 – Cisco Catalyst 3550/3560/3750  

 – Cisco Catalyst 4000/4500/4948  

 – Cisco Catalyst 6000/6500 

Cisco 2800/3800 サービス統合型ルータ（ISR）のサポート対象 3750 サービス モジュールは次の

とおりです。

表 4-1 インバンド配置と アウトオブバンド配置 

インバンド配置の特徴 アウトオブバンド配置の特徴

Clean Access Server（CAS）は、常にユーザ ト
ラフィックを処理します（認証、ポスチャ評価、

修復の前および後の両方）。ポリシーの強制は、

ユーザ トラフィックが通過することによって達成

されます。

CAS は、認証、評価、修復のプロセス中にだけ、

ユーザ トラフィックを処理します。その後、ユー

ザ トラフィックは CAS を通過しません。ポリ

シーの強制は、SNMP を使用したスイッチ制御と

ポートへの VLAN 割り当てによって達成されま

す。

CAS を使用すると、トラフィック ポリシー

（ポート、プロトコル、サブネット単位）、帯域幅

ポリシーなどによって、認証済みおよび未認証の

ユーザ トラフィックを安全に制御できます。

CAS は、認証、評価、修復のフェーズ中にユー

ザ トラフィックを制御できますが、トラフィック

がアウトオブバンドであるため、修復後はトラ

フィックを制御できません。

スイッチ ポート レベルの制御は提供しません。 必要に応じて、ポートを特定の VLAN に割り当

てることにより、ポート レベルの制御を提供しま

す。

無線ネットワークに使用する場合は、インバンド

配置にします。

無線 OOB では、特定のネットワーク トポロジと

設定が必要です。詳細については、第 5 章
「Wireless LAN コントローラの管理：ワイヤレス 
アウトオブバンド配置の設定」を参照してくださ

い。

Cisco スイッチをサポートする Cisco NAC アプラ

イアンス インバンド配置は 802.1x と互換性があ

ります。

OOB 配置での 802.1x の使用は推奨できません。

スイッチ インターフェイス /ポートに VLAN を
設定する、Cisco NAC アプライアンス OOB と 
802.1x の間に衝突が生じる可能性があります。
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第 4 章      スイッチ管理：アウトオブバンド配置の設定

概要
 – NME-16ES-1G  

 – NME-16ES-1G-P  

 – NME-X-23ES-1G  

 – NME-X-23ES-1G-P  

 – NME-XD-24ES-1S-P  

 – NME-XD-48ES-2S-P  

 • Cisco NAC アプライアンス の製品ライセンスによって OOB がイネーブルになっていること

（注） 管理者はサポート対象スイッチのオブジェクト ID（OID）を Clean Access Manager （CAM）更新に

よって更新できます（[Device Management] > [Clean Access] > [Updates] > [Summary] | [Settings]）。
たとえば、サポート対象モデル（Catalyst 3750 シリーズ）の新規スイッチ（C3750-XX-NEW など）

がリリースされた場合、管理者は、CAM/CAS のソフトウェア アップグレードを実行しなくても、

CAM で Cisco Updates を実行するだけでそのスイッチ OID をサポート対象にすることができます。 
 

スイッチ OID 更新機能は、既存のモデルにだけ適用されます。新規スイッチ シリーズが導入された場

合、管理者はアップグレードを実行して、新規スイッチに対して OOB サポートを確保する必要があり

ます。「アップデートの設定およびダウンロード」（P.10-16）を参照してください。

（注） • IOS release 12.2.25(SEG) for CE500 では、すべての Smartport ロールに対して MAC 通知 SNMP 
トラップがサポートされています（DESKTOP ロールと IPPHONE ロールを含む）。12.2.25(SEG) 
へのアップグレード後、ユーザは CAM で [OOB Management] > [Devices] > [List] > [Config 
[Switch IP]] > [Config] > [Advanced] を選択して、CE500 に対して MAC 通知 を設定できます。

Cisco NAC アプライアンス 3.6.2、3.6.3、4.0.0、4.0.1、4.0.2 に対して、CE500 はデフォルトで 
linkup/linkdown SNMP 通知をサポートしており、MAC 通知 トラップに変更するときに

「OTHER ロール」警告メッセージを無視できます。今後の Cisco NAC アプライアンス リリースで

は、この警告メッセージは削除され、CE500 のデフォルト制御メソッドは MAC 通知トラップに

なります。

 • 12.2(25) SEG よりも前の IOS バージョンが実行されている場合は、スイッチの Smartports 設定で 
CE500 スイッチ ポートが OTHER ロール（デスクトップまたは IP 電話ではなく）に割り当てられ

ていなければなりません。割り当てられていない場合、MAC 通知は送信されません。

（注） Cisco NAC アプライアンス OOB は Cisco Catalyst 3750 StackWise テクノロジーをサポートしていま

す。スタック構成で、MAC 通知を使用し、スタック上に 252 を超えるポートがある場合は、CAM を
使用して 252 番目のポートに MAC 通知を設定したり設定解除したりできません。次の 2 つの回避策が

あります。1）linkup/linkdown SNMP 通知だけを使用します。2）MAC 通知を使用する場合は、252 
番目のポートを使用せず、エラーを無視すれば、その他のポートは正常に機能します。 
 

クラスタはサポートされていません。

（注） スイッチ model/IOS/CatOS バージョンのサポートの 新情報については、『Switch Support for Cisco 
NAC Appliance』を参照してください。
4-3
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド         

OL-16410-01-J

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_device_support_tables_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_device_support_tables_list.html


 

第 4 章      スイッチ管理：アウトオブバンド配置の設定        

使用モード
SNMP 制御

アウトオブバンド配置では、Clean Access Manager のドメインにスイッチを追加し、SNMP（簡易

ネットワーク管理プロトコル）を使用して特定のスイッチ ポートを制御できます。SNMP は、ネット

ワーク管理ツールがネットワーク デバイス間の管理情報の交換に使用するアプリケーション レイヤの

プロトコルです。Cisco NAC アプライアンスは、次の SNMP バージョンをサポートしています。

まず、Clean Access Manager との間で SNMP トラフィックを送受信するようにスイッチを設定してか

ら、そのスイッチとの間でトラフィックを送受信する Clean Access Manager 上でマッチングの設定値

を設定します。これにより、Clean Access Manager は、そのスイッチから VLAN とポート情報を取得

し、管理対象スイッチ ポートの VLAN を設定できるようになります。

「Off Line」アウトオブバンド スイッチ用のネットワーク リカバリ

Cisco NAC アプライアンス には、アウトオブバンド管理対象スイッチ用に設定可能な SNMP ポーリン

グ動作があり、CAM は、スイッチが通常動作に復帰するときに発生するネットワーク スイッチの問題

を通信できます。この機能がないと、Cisco NAC アプライアンス は、管理対象スイッチとの通信がで

きなくなり、かなりの時間検出されない状態になり、そのため Cisco NAC アプライアンス 管理者は手

動で介入してスイッチの動作を解決し、CAM とスイッチの間の通信を再確立しなければならなくなる

可能性があります。

この機能を設定するには、CAM CLI の smartmanager_conf 表の次の設定を使用します。

 • OobSnmpErrorLimit：連続的 SNMP タイマウアウト失敗の 大数 連続失敗の数がこの値になる

と、スイッチはディセーブルに設定されます。管理者が限界を 0 未満に指定した場合、この機能は

ディセーブルになります。デフォルト値は 10 です。

 • OobSnmpRecoverInterval：ディセーブルにされたスイッチがオンラインに復帰するかどうか検

査するために、リカバリ プロセスが待機する時間（分単位）。デフォルト値は 10 です。

使用モード
ここでは、Virtual Gateway および Real-IP/NAT Gateway モードのアウトオブバンド配置について説明

します。いずれのゲートウェイ モードでも、Cisco NAC アプライアンス アウトオブバンドをネット

ワークに組み入れるためには、ネットワークに認証 VLAN を追加し、すべての認証 VLAN を Clean 
Access Server の非信頼インターフェイスにトランクする必要があります。

 • 「基本的な接続」（P.4-5）

CAM から OOB スイッチ OOB スイッチから CAM（トラップ）

読み取り：

 • SNMP V1

 • SNMP V2c（コミュニティ ストリング使用の 
V2）

書き込み：

 • SNMP V1

 • SNMP V2c 

 • SNMP V3

 • SNMP V1

 • SNMP V2c 

 • SNMP V3
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使用モード
 • 「OOB Virtual Gateway 配置」（P.4-6）

 • 「OOB Real-IP/NAT Gateway 配置」（P.4-10）

 • 「L3 OOB 配置」（P.4-13）

基本的な接続

次の図に、アウトオブバンド配置に接続されたクライアントの基本的な「前」および「後」の VLAN 
設定を示します。図 4-1はインバンド クライアント、図 4-2はアウトオブバンドのときのクライアント

を示しています。

図 4-1 前：クライアントは認証 /証明のためにインバンドになる

未認証のクライアントが 初に管理対象スイッチの管理対象ポートに接続されると（図 4-1）、CAM は
クラ Cアント ポートをそのポートのポート プロファイルで指定されている認証（隔離）VLAN から変

更するようスイッチに指示します。スイッチは、その認証 VLAN クライアントからのすべてのトラ

フィックを CAS の非信頼インターフェイスに送信します。クライアントは、CAS を通じて認証され、

ロールまたはデバイスに設定された Nessus スキャン /ポスチャ評価が実行されます。クライアントは

認証 VLAN 上にあるため、そのクライアントのトラフィックはすべて CAS を通過しなければならず、

クライアントはインバンドと見なされます。

Clean Access
Server

eth1

 VLAN  VLAN

18
34

57
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使用モード
図 4-2 後：証明後、クライアントはアウトオブバンドになる 

クライアントの認証と証明が終了すると（Certified Devices List に追加されると）、CAM はそのクラ

イアント ポートの VLAN を、そのポートのポート プロファイルに指定されているアクセス VLAN に
変更します（図 4-2）。クライアントが Access VLAN に配置されると、スイッチはそのクライアント

のトラフィックを CAS の非信頼インターフェイスには送信しません。この時点で、クライアントは信

頼ネットワーク上に置かれ、アウトオブバンドと見なされます。

ユーザがそのクライアント マシンの再起動やネットワークからの切断を実行した場合や、スイッチ 
ポートが停止状態になった場合、スイッチは CAM に linkdown トラップを送信します。その後のクラ

イアント ポートの動作は、その特定ポートのポート プロファイルの設定によって決まります（詳細は

「ポート プロファイルの追加」（P.4-30）を参照）。

Cisco NAC アプライアンス システムが OOB クライアント セッションを終了し（たとえば、システム

管理者がユーザを「キック」アウトせざるを得ない場合）、スイッチがクライアント のアクセス ポート 
用の VLAN 割り当てをアクセス VLAN から本来の認証 VLAN へ変更する場合、クライアント マシン

は VLAN 変更を検出し、設定されている場合は IP アドレスの更新を開始し、ユーザがネットワークに

接続されたままであることを確認します。ポーリング方法と設定のガイドラインに関する詳細は、「認

証 VLAN 変更設定へのアクセスの設定」（P.4-62）を参照してください。（以前のリリースでは、クラ

イアント マシンがスイッチを認識するのは、クライアント IP アドレスに関する DHCP リースが無効に

なり、再接続できない場合だけでした）。

（注） ポートの初期 VLAN をアクセス VLANに設定することもできます。詳細については、「ポート プロ

ファイルの追加」（P.4-30）を参照してください。

OOB Virtual Gateway 配置

OOB Virtual Gateway 配置には次のような利点があります。

 • IP アドレス取得時から実際にクライアントがアクセス VLAN 上のネットワーク アクセスを取得す

るまで、クライアントは IP アドレスを変更する必要がありません。

 • L2 ユーザの場合、スタティック ルートは必要ありません。

eth1

 VLAN

 VLAN
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OOB Virtual Gateway モードでは、Clean Access Server は、VLAN マッピング機能を使用して未認証

クライアントの許可トラフィック（DNS または DHCP 要求など）の再タグ付けを行います（認証 
VLAN から Access VLANへ、またはその逆方向へ）。この方法では、クライアントが 終的にAccess 
VLAN に変更されても、新しいクライアント IP アドレスは必要ありません。なぜなら、DHCP 取得 IP 
アドレスはすでに Access VLAN ID と組み合わせられているからです。

（注） CAS への 802.1q トランクが存在する環境では、CAS は 2 つの VLAN をブリッジします。この「再タ

グ付け」では、新しい VLAN ID のある 802.1q Ethernet ヘッダーを再書き込みします。この機能は、1 
つの認証 VLAN と 1 つの Access VLAN だけしかない場合、フレームにタグ付けされないため適用さ

れません。

図 4-3は、L3 ルータ /スイッチを使用した OOB Virtual Gateway モードを図示したものです。ルータ /
スイッチは、認証 VLAN からのトラフィックをレイヤ 2 トラフィックとして受信し、これを Clean 
Access Server の非信頼側に転送します。Virtual Gateway モードの Clean Access Server は、認証 
VLAN（非信頼インターフェイス）からアクセス VLAN（信頼インターフェイス）への許可トラ

フィック（DNS、DHCP）またその反対方向の許可トラフィックの VLAN マッピングを実行します。

ルータ /スイッチは、Access VLAN から Layer 3 トラフィックとしてトラフィックを受信し、適切に

ルーティングします。図 4-3に、次に説明する OOB Virtual Gateway の例のクライアント認証とアク

セス パスを図示します。この例では、認証 VLAN は 100、Access VLAN は 10 です。
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使用モード
図 4-3 OOB VGW モード：Catalyst 6500 シリーズ コア ルータの例

OOB VGW モードのフロー

1. この未認証ユーザはアクセス レイヤ スイッチを通じてクライアント マシンをネットワークに接続

します。

2. スイッチはクライアントの MAC 通知または linkup/linkdown SNMP トラップを CAM に送信しま

す。クライアントがまだ Certified Devices List/Online Users リストにないため、CAM は SNMP 
SET トラップをスイッチに送信して、クライアント ポートをポート プロファイル（100）で指定

されている認証 VLAN に変更するように指示します。CAM はクライアントを OOB Wired Clients 
リストに追加します（[OOB Management] > [Devices] > [Discovered Clients] > [Wired Clients]）。
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（注） さまざまなスイッチ設定をサポートするために、Cisco NAC アプライアンス は、MAC Change 通知ト

ラップと MAC Move 通知トラップの両方を使用してスイッチをサポートします。

3. クライアントは DHCP アドレスを取得しようとします。認証 VLAN トラフィックはすべて、コア 
L2 スイッチを通じて OOB Virtual Gateway CAS に転送されます。

4. CAS は、その非信頼インターフェイスで VLAN 100 トラフィックを受信します（802.1q トランク

経由）。

5. 認証 VLAN とアクセス VLAN のマッピング用にあらかじめ VLAN マッピング ルールが設定され

ています（[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [VLAN 
Mapping]）。CAS は、このルールに従って、許可 DHCP トラフィックを非信頼側の VLAN 100 か
ら信頼側の VLAN 10 へと再タグ付けし、信頼インターフェイス上の再タグ付けトラフィックを 
L3 ルータ /DHCP サーバに転送します。

（注） CAS が Virtual Gateway の場合、DHCP Passthrough モードしか使用できません。アウトオブバンドで 
VLAN マッピングが使用されると、フィルタのデフォルト権限により非信頼インターフェイスからの 
DNS および DHCP トラフィックが透過的に許可されるため、そのほかにトラフィック制御を設定する

必要はありません。VLAN マッピングの詳細は、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server 
Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』を参照してください。

6. ルータの観点からは、これはVLAN 10 からの要求です。ルータは DHCP 応答を CAS 上の VLAN 
10 に返します。

7. VLAN マッピング ルールがイネーブルになっている場合、CAS は許可トラフィック（802.1q トラ

ンクの）を VLAN 10 から VLAN 100 に再タグ付けし、送信元クライアントに DHCP 応答を転送

します。

8. クライアントは、Web ログインまたは Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent により、Clean 
Access Server を通じて認証されます。Clean Access がイネーブルになっていれば、クライアント

は CAS への認証 VLAN（100）上でトラフィックを送受信しながら、Clean Access プロセスを通

過します。修正が許可されたトラフィックはすべて CAS を通過でき、VLAN 10 上に配置されま

す。トラフィックが許可されない場合はドロップされます。認証されたクライアントは、Certified 
Devices List に追加されます。

9. この時点で、CAM は SNMP SET トラップをスイッチに送信し、クライアント ポートを認証 
VLAN（100）からアクセス VLAN（10）に（ポート プロファイルの指定に従って）変更するよ

うにスイッチに指示し、クライアントの MAC アドレスを OOB Online Users リストに追加します

（[Monitoring] > [Online Users] > [View Online Users] > [Out-of-Band]）。

10. OOB Virtual Gateway 配置のため、クライアントはすでに Access VLAN に関連付けられた IP ア
ドレスを取得しているため、Access VLAN への変更後にクライアント ポートがバウンスされるこ

とはありません。

11. Access VLAN に置かれたクライアントは、信頼ネットワーク上に配置され、それ以降、そのクラ

イアントのトラフィックは、Clean Access Server を通過しません。

（注） Cisco NAC アプライアンス システムが OOB クライアント セッションを終了し（たとえば、システム

管理者がユーザを「キック」アウトせざるを得ない場合）、スイッチがクライアント のアクセス ポート 
用の VLAN 割り当てをアクセス VLAN から本来の認証 VLAN へ変更する場合、クライアント マシン

は VLAN 変更を検出し、設定されている場合は IP アドレスの更新を開始し、ユーザがネットワークに

接続されたままであることを確認します。ポーリング方法と設定のガイドラインに関する詳細は、「認

証 VLAN 変更設定へのアクセスの設定」（P.4-62）を参照してください。
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12. 証明済みクライアントのポート プロファイル フォーム（[OOB Management] > [Profiles] > [Port] 
> [New] または [Edit]）には、次のオプションがあります（詳細は「ポート プロファイルの追加」

（P.4-30）を参照）。クライアントを次のように変更できます。

 • ポート プロファイル フォームに指定されている Access VLAN。

 • ロールベースのポート プロファイルの使用を選択した場合は、そのクライアントのユーザ ロール
に指定されたアクセス VLAN（詳細は、P.4-23 の図 4-9を参照）。

 • そのポートの初期 VLAN。この設定では、クライアント ポートは、認証 /証明のために認証 
VLAN に変更されますが、クライアントの証明後は、スイッチ追加時に CAM で保存されたその

ポートの初期 VLAN に戻ります。

次の点にも注意してください。

 • クライアントの MAC アドレスが Certified Devices List にあるのに、OOB Online Users リストに

ない場合（つまり、クライアントは認証済みだが、ネットワークからログオフした場合）、次回の

ログイン時にそのクライアントを Access VLAN 上に保つこともできますし（信頼されたネット

ワーク アクセスを許可）、また、次回のログイン時には認証 VLAN に置き、そのユーザに再度 
CAS を通じた認証を強制することもできます。クライアントはすで認証されているため、Nessus 
スキャンを通過せず、ポスチャ アセスメントだけを通過します。

 • Certified Devices List から OOB クライアントを削除すると、そのアウトオブバンド ユーザは 
OOB Online Users リストから削除されます。任意で、ポートがバウンスされるように設定するこ

ともできます。

 • クライアント マシンのシャットダウンや再起動によって、スイッチから CAM へ linkdown トラッ

プ（スイッチに設定されている場合）が送信されます。クライアントの動作（Agent または Web 
ログイン）は、その特定ポートのポート プロファイルの設定値によって決まります。

その他の設定情報については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and 
Configuration Guide, Release 4.5(1)』の以下の項を参照してください。

 • Understanding VLAN Settings

 • VLAN Mapping in Virtual Gateway Mode

OOB Real-IP/NAT Gateway 配置

OOB Real-IP または NAT Gateway 配置では、ポートが認証 VLAN からアクセス VLAN に変更される

時にクライアントの IP アドレスを変更しなければなりません。

（注） NAT Gateway モード（インバンドもアウトオブバンドも）は、実動環境ではサポートされていません。

図 4-4は、次のシーケンスを図示したものです。この例では、認証 VLAN は 100、Access VLAN は 
10 です。
4-10
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16410-01-J

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html


 

第 4 章      スイッチ管理：アウトオブバンド配置の設定

使用モード
図 4-4 OOB Real-IP/NAT Gateway 配置 
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OOB Real-IP/NAT モードのフロー

1. この未認証ユーザはエッジ スイッチを通じてクライアント マシンをネットワークに接続します。

2. スイッチはクライアントの MAC 通知または linkup/linkdown SNMP トラップを CAM に送信しま

す。クライアントがまだ Certified Devices List/Online Users リストにないため、CAM は SNMP 
SET トラップをスイッチに送信して、クライアント ポートをポート プロファイル（100）で指定

されている認証 VLAN に変更するように指示します。CAM はクライアントを OOB Wired Clients 
リストに追加します（[OOB Management] > [Devices] > [Discovered Clients] > [Wired Clients]）。

（注） さまざまなスイッチ設定をサポートするために、Cisco NAC アプライアンス は、MAC Change 通知ト

ラップと MAC Move 通知トラップの両方を使用してスイッチをサポートします。

3. 未認証クライアントは、認証 VLAN の IP アドレス（x.x.100.x.）を要求し受信します。

4. クライアントは、Web ログインまたは Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent により、CAS 
を通じて認証されます。Clean Access がイネーブルになっていれば、クライアントは CAS への認

証 VLAN（100）上でトラフィックを送受信しながら、Clean Access プロセスを通過します。ク

リーンであることが明らかとなったクライアントは、Certified Devices List に追加されます。クラ

イアントの修復時に、CAS はデフォルト ゲートウェイとして動作します。許可されたトラフィッ

クだけが、非信頼インターフェイスから信頼側インターフェイスへの通過を許可されます。

5. この時点で、CAM はそのクライアント スイッチ ポートを認証 VLAN（100）からAccess VLAN
（10）に（ポート プロファイルに従って）変更するようにスイッチに指示し、そのクライアントの 
MAC アドレスを OOB Online Users リスト（[Monitoring] > [Online Users] > [View Online Users] 
> [Out-of-Band]）に追加します。

6. クライアント ポートは Access VLAN に切り替わり、バウンスされます（ポート プロファイルの

設定どおりに）。ポートがバウンスされると、クライアントはネットワーク ケーブルが外されてい

るように動作して、インターフェイスの DHCP バインディングをリリースします。ポートが

シャットダウン状態から回復すると、クライアントは 初にネットワークに接続されたかのよう

に、DHCP 更新または DHCP 検出を実行します。スイッチ ポートは別の VLAN 上にあるため、

クライアントはアクセス サブネットで有効な新規 IP アドレスを受信します。

7. 次に、クライアントはアクセス VLANの IP アドレス（x.x.10.x）を使用して、信頼ネットワーク

上のトラフィックをポート プロファイルで指定されている Access VLAN 上に転送します。

8. クライアントが Access VLAN 上に配置されると、そのクライアントのトラフィックは CAS を通

過しなくなります。

（注） Cisco NAC アプライアンス システムが OOB クライアント セッションを終了し（たとえば、シ

ステム管理者がユーザを「キック」アウトせざるを得ない場合）、スイッチがクライアント の
アクセス ポート 用の VLAN 割り当てをアクセス VLAN から本来の認証 VLAN へ変更する場

合、クライアント マシンは VLAN 変更を検出し、設定されている場合は IP アドレスの更新を

開始し、ユーザがネットワークに接続されたままであることを確認します。ポーリング方法と

設定のガイドラインに関する詳細は、「認証 VLAN 変更設定へのアクセスの設定」（P.4-62）を

参照してください。

9. 証明済みクライアントのポート プロファイル フォーム（[OOB Management] > [Profiles] > [Port] 
> [New] または [Edit]）には、次のオプションがあります（詳細は「ポート プロファイルの追加」

（P.4-30）を参照）。クライアントを次のように変更できます。

 • ポート プロファイル フォームに指定されている Access VLAN。

 • ロールベースのポート プロファイルの使用を選択した場合は、そのクライアントのユーザ ロール
に指定されたアクセス VLAN（詳細は、P.4-23 の図 4-9を参照）。
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 • そのポートの初期 VLAN。この設定では、クライアント ポートは、認証 /証明のために認証 
VLAN に変更されますが、クライアントの証明後は、スイッチ追加時に CAM によって保存され

たそのポートの初期 VLAN に戻ります。

（注） • クライアントの MAC アドレスが Certified List にあるのに、OOB Online Users リストにない場合

（つまり、クライアントは認証済みだが、ネットワークからログオフした場合）、次回のログイン時

にそのクライアントをアクセス VLAN 上に保つこともできますし、また、次回のログイン時には

認証 VLAN に置き、そのユーザに再度 CAS を通じた認証を強制することもできます。クライアン

トはすで認証されているため、Nessus スキャンを通過せず、ポスチャ アセスメントだけを通過し

ます。

 • Certified Devices List から OOB クライアントを削除すると、OOB Online Users リストからその

アウトオブバンド ユーザが削除され、そのポートはバウンスされます。任意で、ポートがバウン

スされないようにポート プロファイルを設定することもできます。

L3 OOB 配置

L3 OOB についての詳細は、次の項を参照してください。

 • 「ログイン ページ用に Web クライアントをイネーブル化」（P.6-5）

 • 『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』
の「Configuring Layer 3 Out-of-Band (L3 OOB)」。
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アウトオブバンド配置のネットワークの設定
アウトオブバンド配置のネットワークの設定
CAM は、管理ネットワークを通じてアウトオブバンドの CAS とスイッチを管理します。CAS の信頼

側インターフェイスでは、管理ネットワークに接続し、CAS の非信頼インターフェイスでは、管理さ

れたクライアント ネットワークに接続します。

クライアントが管理対象スイッチの管理対象ポートに接続すると、そのポートは認証 VLAN に設定さ

れ、そのクライアントとの間のトラフィックは Clean Access Server を通過します。クライアントの認

証と証明が Clean Access Server を通じて完了すると、そのクライアントに接続されているポートは 
Access VLAN に変更されます。Access VLAN に到達すると、認証側クライアントとの間のトラ

フィックは Clean Access Server を迂回します。

（デフォルトの Access VLAN がポート プロファイル内の Access VLAN である L2 OOB 仮想ゲート

ウェイを除く）ほとんどの OOB 配置で、ポスチャ評価の後、クライアントは別の IP アドレスを 
Access VLAN から取得する必要があります。

Real-IP/ NAT-Gateway 設定の場合、クライアント ポートはバウンスされ、クライアントは管理

/Access VLANから新しい IP アドレスを取得するよう促されます。

次の項では、OOB 配置を設定するために必要な設定手順について説明します。

 • 「スイッチの設定」（P.4-15）

 • 「CAM における OOB スイッチ管理の設定」（P.4-21）

 • 「認証 VLAN 変更設定へのアクセスの設定」（P.4-62）

（注） • NAT Gateway モード（インバンドまたは OOB）は、実動環境ではサポートされていません。

 • CAS を OOB Virtual Gateway として設定している場合、[Device Management] > [CCA Servers] > 
[Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [VLAN Mapping] で VLAN マッピングを適切に設定するま

で、CAS の非信頼側インターフェイスをスイッチに接続しないでください。詳細については、

『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』
を参照してください。
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スイッチの設定
ここでは、Cisco NAC アプライアンス OOB で使用するスイッチの設定に必要な手順を説明します。

 • 「設定に関する注意事項」（P.4-15）

 • 「スイッチの設定手順の例」（P.4-16）

 • 「OOB ネットワークの設定 /設定ワークシート」（P.4-20）

設定に関する注意事項

OOB 用のスイッチを設定する際には、次の事項を考慮する必要があります。

 • Cisco NAC アプライアンス OOB はスイッチ トランク ポートを制御できるため、アップグレード

後に、管理対象スイッチのアップリンク ポートを unmanaged（管理対象外）ポートに設定してく

ださい。この処理は、次の 2 つの方法のいずれかで実行できます。

 – アップグレード前に、スイッチ全体の [Default Port Profile] を [unmanaged] に変更します

（「[Config] タブ」（P.4-57）を参照）。

 – アップグレード後に、そのスイッチの該当するアップリンク ポートの [Profile] を 
[unmanaged] に変更します（「[Ports]管理ページ」（P.4-48）を参照）。

これによって、スイッチの Default Port Profile が管理 /制御対象ポート プロファイルとして設定さ

れている場合に、余計な問題が発生しなくなります。

 • Cisco NAC アプライアンス OOB は 3750 StackWise テクノロジーをサポートしています。スタッ

ク構成で、MAC 通知を使用し、スタック上に 252 を超えるポートがある場合は、CAM を使用し

て 252 番めのポートに MAC 通知を設定したり設定解除したりできません。回避策が 2 つありま

す。

 – linkup/linkdown SNMP 通知だけを使用します。

 – MAC 通知を使用する場合は、252 番目のポートを使用せず、エラーを無視すれば、その他の

ポートは正常に機能します。

 • スイッチ クラスタはサポートされていません。回避策として、各スイッチに IP アドレスを割り当

ててください。

 • スイッチで ifindex persistence をイネーブルにすることを推奨します。

 • アクセス ポート（クライアント マシンと直接に接続されているポート）上で portfast を有効にす

ることを推奨します。

 • mac-address aging-time を 小の 3600 秒に設定することを推奨します。

 • シスコ製スイッチの一部のモデル（4507R、IOS Version 12.2(18) EW など）では、[Port Security] 
がイネーブルになると、特定のポートに接続されている MAC アドレスが入手できなくなる場合が

あります。

 • ハイ アベイラビリティを使用する場合は、CAS および CAM が接続されているスイッチのイン

ターフェイスで [Port Security] をイネーブルにしないでください。イネーブルになっていると、

CAS HA および DHCP デリバリに問題が生じることがあります。

 • スイッチが確実に適切に動作するよう、スイッチの VLAN データベースに Access VLAN がある

ことを確認する必要があります。シスコ製スイッチの一部のモデル（6506、IOS Version 12.2(18) 
SXD3 など）では、特定のポートに接続されている MAC アドレスは、そのポートの Access 
VLAN が VLAN データベース内にないと、入手できない場合があります。

 • 表示されるのは、イーサネット（Fa、Gi、ファイバ）ポート タイプ（SNMPでレポートされるも

の）だけです。
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 • Clean Access Manager が正常に稼動していない場合、CAM への接続が復元されるまで、ポートは 
VLAN にとどまります。

スイッチの設定手順の例

ステップ 1 マシンとスイッチを接続します。管理 VLAN、Access VLAN、認証 VLAN およびその他の情報を書

き留めます（詳細なリストは表 4-2を参照）。

CAS の信頼側インターフェイスは、Access VLAN 10、20 のトランク ポートに接続され、CAS の非信

頼側インターフェイスは、認証 VLAN 31、41 のトランク ポートに接続されます。

特定のスイッチ モデルの設定についての詳細は、そのスイッチのマニュアルを参照してください。

ステップ 2 IP アドレス（172.16.1.64）および Access VLAN（10、20）を設定します。

ステップ 3 VLAN マッピングによる Virtual Gateway を使用する場合は、既存のレイヤ 3 スイッチまたはルータ

（CAT 6500 など）上に認証 VLAN 用の VLAN インターフェイスがないことを確認します。たとえば、

CAS にアクセス VLAN 10 および認証 VLAN 31 の VLAN マッピングが設定されていて、L3 スイッチ

/ルータにすでにこの認証 VLAN 用のインターフェイスがある場合は、次のコマンドを使用して、これ

をオフにします。

(config)# no int vlan 31
(config)# vlan 31

初のコマンドはインターフェイスをオフにし、次のコマンドは VLAN 31（認証 VLAN）が VLAN 
データベース テーブル内にあることを確認します。さらに、P.4-23 の図 4-8に示されているように、

CAS で VLAN マッピングをイネーブルにすることも必要です。

ステップ 4 Real-IP Gateway の場合は、管理対象サブネットのトラフィックを各 CAS の信頼側インターフェイス

にルーティングするために L3 スイッチまたはルータにスタティック ルートを追加します。

ステップ 5 その他の SNMP 設定値を指定します。

(config)# snmp-server location <location_string>
(config)# snmp-server contact <admin_contact_info>

（注） スイッチの SNMP 設定を指定する場合、コミュニティ ストリングで「@」文字は使用しないでくださ

い。

CAM： 172.16.1.61

CAM 管理 VLAN： VLAN 2

CAS： 10.60.3.2

CAS 管理 VLAN： VLAN 3

Access VLAN： 10, 20

認証 VLAN： 31, 41

スイッチ（Catalyst 2950）： 172.16.1.64
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ステップ 6 「スイッチ プロファイルの設定」（P.4-26）で使用される SNMP read コミュニティ ストリングを設定し

ます。SNMP read-only コミュニティ ストリングは、「c2950_read:」です。

(config)# snmp-server community c2950_read RO

ステップ 7 「スイッチ プロファイルの設定」（P.4-26）で使用される SNMP write コミュニティ ストリング

（V1/V2c）または username/password（V3）を設定します。

 • SNMP V1/V2c の設定値（SNMP read-write コミュニティ ストリングは、「c2950_write」）
(config)# snmp-server community c2950_write RW

 • SNMP V3 設定（username：「c2950_user;」、password：「c2950_auth」）
(config)# snmp-server view v1default iso included
(config)# snmp-server group c2950_group v3 auth read v1default write v1default
(config)# snmp-server user c2950_user c2950_group v3 auth md5 c2950_auth 

ステップ 8 MAC 通知または Linkup/Linkdown SNMP トラップをイネーブルにし、そのスイッチに必要であれば、

MAC address table aging-time を設定します。

さまざまなスイッチ設定をサポートするために、Cisco NAC アプライアンス は、MAC Change 通知ト

ラップと MAC Move 通知トラップの両方を使用してスイッチをサポートします。MAC notification ト
ラップをイネーブルにする場合は、MAC address table aging-time をゼロ以外の値に設定しなければな

りません。スイッチの MAC アドレス用のスペースが限られている場合は、MAC address table 
aging-time を少なくとも 3600 秒に設定することを推奨します。また、スイッチが多数の MAC エント

リに十分に対応できる場合は、もっと大きな値（1000000 など）に設定することを推奨します。ス

イッチが MAC 通知トラップをサポートしている場合、Cisco NAC アプライアンスは linkdown トラッ

プ（ユーザの削除用）に加え、MAC 変更通知 /MAC 移動通知トラップもデフォルトで使用します。ス

イッチがMAC 変更通知 /MAC 移動通知トラップをサポートしていない場合は、Clean Access Manager 
は linkup/linkdown トラップだけを使用します。

(config)# snmp-server enable traps mac-notification
(config)# snmp-server enable traps snmp linkup linkdown
(config)# mac-address-table aging-time 3600

ステップ 9 スイッチをイネーブルにして、Clean Access Manager に SNMP MAC 通知 および linkup トラップを送

信できるようにします。ここで使用するスイッチ コマンドは、「SNMP Receiver の設定」（P.4-39）の 
SNMP トラップの設定に使用された SNMP バージョンによって異なります。

（注） セキュリティを向上させるため、管理者には SNMP V3 を使用し、ACL を定義してスイッチへの 
SNMP 書き込みアクセスを制限するよう推奨します。 
 

さまざまなスイッチ設定をサポートするため、Cisco NAC アプライアンス は、MAC 変更通知トラッ

プと MAC 移動通知トラップの両方の使用をサポートしています。

 • SNMP v1（SNMP コミュニティ ストリングは「cam_v1」）。
(config)# snmp-server host 172.16.1.61 traps version 1 cam_v1 udp-port 162 
mac-notification snmp

 • SNMP v2c（SNMP コミュニティ ストリングは「cam_v2」）。
(config)# snmp-server host 172.16.1.61 traps version 2c cam_v2 udp-port 162 
mac-notification snmp

 • SNMP v3 (SNMP username/password は「cam_user」/「cam_auth」）。グループ コマンドは、ユー

ザ コマンドおよびホスト コマンドの後に実行しなければなりません。

(config)# snmp-server user cam_user cam_group v3 auth md5 cam_auth
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(config)# snmp-server host 172.16.1.61 traps version 3 auth cam_user udp-port 162 
mac-notification snmp
(config)# snmp-server group cam_group v3 auth read v1default write v1default notify 
v1default

ステップ 10 Port Fast コマンドをイネーブルにすることにより、ポートが即座に Spanning-Tree Protocol（STP; ス
パニングツリー プロトコル）フォワーディング ステートになるようにします。この処理は、全イン

ターフェイスのスイッチ設定レベル、または個別インターフェイスのインターフェイス設定レベルで行

うことができます。

 • スイッチ設定レベル

(config)# spanning-tree portfast default

 • インターフェイス設定レベル

(config-if)# spanning-tree portfast

図 4-5に、OOB 設定の例を図示します。

図 4-5 物理的な設定例

（注） CAS インターフェイスは CAM VLAN および Access VLAN とは別の VLAN になければなりません。
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図 4-6 L3 スイッチの設定例
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OOB ネットワークの設定 /設定ワークシート

表 4-2に、スイッチと Clean Access Manager の設定の必要事項をまとめます。

表 4-2 コンフィギュレーション ワークシート 

コンフィギュレーションの設定項目 値

スイッチの設定

スイッチの IP アドレス：

Access VLAN：

認証 VLAN：

location_string：
admin_contact_info：
使用する SNMP バージョン：

    SNMP（V1/V2c）read コミュニティ ストリング：

    SNMP（V1/V2c）write コミュニティ ストリング：

    SNMP（V3）auth method/username/password：
MAC 通知または linkup：
SNMP トラップ V1/V2c コミュニティ ストリング、ま

たは SNMP トラップ V3 auth method/usr/pwd（CAM 
へのトラップの送信）： 
CAM/ CAS の設定

CAM の IP アドレス：

CAS の IP アドレス：

CAS 非信頼 IP アドレス：

CAM VLAN（管理）：

CAS VLAN（管理）：

CAM SNMP トラップ レシーバ：

   SNMP トラップ V1 スイッチのコミュニティ ストリ

ング：

   SNMP トラップ V2c スイッチのコミュニティ スト

リング：

   SNMP トラップ V3 スイッチの auth method/ 
username/password：
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CAM における OOB スイッチ管理の設定
ここでは、アウトオブバンドで使用する場合の Web 管理コンソールの設定手順を説明します。通常は、

まず [OOB Management] > [Profiles] で、グループ、スイッチ、ポート プロファイルと、Clean Access 
Manager の SNMP Receiver の設定を行います。プロファイルの設定が完了したら、制御対象のスイッ

チを Clean Access Manager のドメインに追加し（[OOB Management] > [Devices]）、スイッチにプロ

ファイルを適用します。

スイッチが追加されると、スイッチのポートが検出され、[OOB Management] > [Devices] > [Devices] 
> [List] に、[Port] ボタンと [Config] のボタンおよび各スイッチのページが表示されます。

管理 [Ports] ボタンをクリックすると、[Ports] タブが表示されます。[Ports] ページでは、管理対象ポー

ト プロファイルを特定のポートに適用し、信頼ネットワークへのアクセスを許可する前に認証 /証明の

ためにクライアントのトラフィックが一時的に CAS を通過するようなルーティングを設定します。

設定手順は次のとおりです。

1. 前述の「スイッチの設定」（P.4-15）の説明に従って、設定値を決め、管理対象スイッチを設定し

てください。

2. 「アウトオブバンドの Clean Access Server の追加と環境設定」（P.4-21）

3. 「IP 電話の MAC アドレスを無視するようにグローバル デバイス フィルタを設定」（P.4-24）

4. 「グループ プロファイルの設定」（P.4-24）

5. 「スイッチ プロファイルの設定」（P.4-26）

6. 「ポート プロファイルの設定」（P.4-29）

7. 「VLAN プロファイルの設定」（P.4-35）

8. 「SNMP Receiver の設定」（P.4-39）

9. 「スイッチの追加および管理」（P.4-43）

10.「スイッチ ポートの管理」（P.4-47）

アウトオブバンドの Clean Access Server の追加と環境設定

アウトオブバンド配置の CAM/CAS の設定は、ほとんどが Web 管理コンソールの [OOB Management] 
モジュールから直接実行できます。[OOB Management] モジュールによる設定を除けば、OOB の設定

は従来のインバンドの設定とほとんど同じです。インバンドの場合と異なるのは次の点です。

ステップ 1 Clean Access Server を追加する際に、アウトオブバンドのゲートウェイ タイプを選択します

（図 4-7）。
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図 4-7 新しい OOB サーバを追加する

新しい Clean Access Server を追加するためのドロップダウン メニューにアウトオブバンド [Server 
Types] が表示されます。

 • OOB Virtual Gateway

 • OOB Real-IP Gateway

 • OOB NAT Gateway 

Clean Access Server は、インバンドとアウトオブバンドのいずれか一方に設定しなければなりま

せん。Clean Access Manager は、そのドメイン内のインバンド CAS とアウトオブバンド CAS の
どちらも制御できます。

（注） NAT Gateway モード（インバンドもアウトオブバンドも）は、実動環境ではサポートされていません。

（注） • Virtual Gateway（インバンドもアウトオブバンドも）の場合、Web コンソールを通じた CAS の 
CAM への追加が完了するまで、その CAS の非信頼側インターフェイス（eth1）をスイッチに接

続しないでください。

 • Virtual Gateway モードで VLAN マッピングを使用する場合（インバンドまたはアウトオブバン

ド）は、[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [VLAN 
Mapping] で、VLAN マッピングが適切に設定されるまで、CAS の非信頼側インターフェイス

（eth1）をスイッチに接続しないでください。詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean 
Access Server Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』を参照してください。

ステップ 2 OOB Virtual Gateways を使用する場合、スイッチで設定されている各 Auth/Access VLAN ペアの CAS 
で VLAN マッピング（図 4-8）をイネーブルにして設定する必要があります。これは、認証 VLAN か
ら Access VLAN（またはその逆）への未認証クライアントの許可トラフィック（DHCP/DNS など）

の再タグ付けを行うために必要です。Virtual Gateway モードで動作する CAS アプライアンスの 
VLAN プルーニングをイネーブルにすることもできます。VLAN マッピングおよび VLAN プルーニン

グの詳細は、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration Guide, 
Release 4.5(1) 』を参照してください。
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図 4-8 OOB Virtual Gateways の VLAN マッピングをイネーブルにする 

ステップ 3 ロール ベースのポート プロファイルを使用する場合は（「ポート プロファイルの設定」（P.4-29）を参

照）、新規ユーザ ロール作成時に [Out-of-Band User Role VLAN] フィールドに Access VLAN を指定

します（図 4-9）。詳細については、「新しいロールの追加」（P.7-7）を参照してください。

図 4-9 アクセス VLAN でユーザ ロールを設定する

（注） ポート プロファイルで、または アウトオブバンド ユーザ ロール VLAN に対して VLAN 名または 
VLAN ID を指定できます。VLAN ID には番号だけ指定できます。VLAN Name では大文字と小文字

が区別されますが、VLAN Name にはワイルドカードを指定できます。スイッチではワイルドカード 
VLAN 名の初回一致が使用されます。
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ステップ 4 アウトオブバンドがイネーブルになっていると、[Monitoring] > [View Online Users] ページに 
[In-Band] と [Out-of-Band] の両方のユーザのリンクと設定値が表示されます（図 4-10 を参照）。詳細

については、「アウトオブバンド ユーザ」（P.15-6）を参照してください。

図 4-10 アウトオブバンド オンライン ユーザを表示する

IP 電話の MAC アドレスを無視するようにグローバル デバイス フィルタを
設定

OOB 配置の重要な機能の 1 つは、IP 電話からの MAC 通知イベントによって VLAN 変更などのネッ

トワーク接続の変更が開始されるときに、クライアント マシンからネットワークへの接続に使用する 
IP 電話によって間違ってクライアント接続が終了しないようにすることです。次の内容を実行します。

 • IP 電話 MAC アドレスの [Ignore] オプションでグローバル デバイス フィルタ（[Device 
Management] > [Filters] > [Devices] > [New] または [Edit]）を設定し、 Cisco Clean Access が IP 
電話からの SNMP トラップ イベントを無視するようにします。

 • ポート プロファイルを設定するときに、[Change VLAN according to global device filter list] オプ

ションをイネーブルにします（「ポート プロファイルの追加」（P.4-30）を参照）。

詳細については、「IP 電話を使用するアウトオブバンド配置のデバイス フィルタ」（P.3-16）を参照し

てください。設定手順の詳細は、「グローバル デバイス フィルタの追加」（P.3-20）を参照してくださ

い。

グループ プロファイルの設定

初にスイッチを Clean Access Manager のドメインに追加するときに（[OOB Management] > 
[Devices]）、グループ プロファイルを適用して、新しいスイッチを追加する必要があります。あらかじ

め定義された [default] というグループ プロファイルがあります（図 4-11を参照）、 追加されたスイッ

チはすべて、自動的に [default] グループに入ります。この [default] グループ プロファイルから抜ける

ことも、また必要に応じて新しいグループ プロファイルを作成することも可能です。多数のスイッチ

を追加し、管理している場合は、複数のグループ プロファイルを作成することによって、スイッチ リ
ストに表示するデバイスの数を絞り込むことができます（[OOB Management] > [Devices] > [Devices] 
> [List]）。
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図 4-11 グループ プロファイルのリスト

グループ プロファイルの追加

ステップ 1 [OOB Management] > [Profiles] > [Group] > [New] の順に進みます（図 4-12を参照）。

図 4-12 新しいグループ

ステップ 2 [Group Name] に、グループ名を示す単語を 1 つ入力します。数字とアンダースコアは使用できます

が、スペースは使用できません。

ステップ 3 （任意） [Description] に、スイッチの説明を入力します。

ステップ 4 [Add] をクリックします。[OOB Management] > [Profiles] > [Group] > [List] に、新しいグループ プロ

ファイルが表示されます。

グループ プロファイルの編集

ステップ 1 作成後にプロファイルを編集する場合は、実際にスイッチが追加されてから、[OOB Management] > 
[Profiles] > [Group] > [List] の順に進み、新しいグループ プロファイルの [Edit] ボタンをクリックしま

す。

ステップ 2 [Edit] ページが表示されます（図 4-13）。
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図 4-13 グループの編集

ステップ 3 [Member Switches] または [Available Switches] カラムからスイッチの IP アドレスを選択し、目的に応

じて [Join] または [Remove] ボタンをクリックすれば、そのグループ プロファイルに属すスイッチを

変更できます。

ステップ 4 [Update] ボタンをクリックして、変更を保存します。

（注） グループ プロファイルを削除するには、まず加入しているスイッチをそのプロファイルから削除しな

ければなりません。

スイッチ プロファイルの設定

初に [OOB Management] > [Profiles] > [Device] > [New] で、スイッチ プロファイルを作成してか

ら、新しいスイッチを追加するときに、プロファイルを適用します。各スイッチ プロファイルによっ

て、同じモデルのスイッチや同じ SNMP 設定値のスイッチを分類できます（図 4-14を参照）。スイッ

チ プロファイルでは、特定タイプのスイッチに対して、CAM がポートの設定（アクセス /認証 VLAN 
など）の読み取り、書き込み、変更をどのように実行するのかを設定します。

図 4-14 スイッチ プロファイルのリスト 
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[OOB Management] > [Profiles] > [Device] > [List] のスイッチ プロファイル リストには、3 つのボタ

ンがあります。

 • [Devices]：このボタンをクリックすると、追加されたスイッチと WLC のリストが [OOB 
Management] > [Devices] > [Devices] > [List] で表示されます（図 4-28 を参照）。

 • [Edit]：このボタンをクリックすると、スイッチ プロファイルの Edit スイッチ プロファイル 
フォームが表示されます（図 4-16 を参照）。

 • [Delete]：このアイコンをクリックすると、スイッチ プロファイルが削除されます（まず、設定ダ

イアログが表示されます）。

スイッチ プロファイルの追加

スイッチ プロファイルの追加は、次の手順で行います。

ステップ 1 [OOB Management] > [Profiles] > [Device] > [New] の順に進みます（図 4-15を参照）。

図 4-15 新しいスイッチ プロファイル

ステップ 2 [Profile Name] に、プロファイルの名前を示す単語を 1 つ入力します。数字とアンダースコアは使用で

きますが、スペースは使用できません。

（注） スイッチ プロファイル名には、スイッチ モデルや SNMP の read および write のバージョンを示す名前

（例：2950v2v3）を入力することを推奨します。

ステップ 3 ドロップダウン メニューから、そのプロファイルの [Device Model] を選択します。

ステップ 4 [SNMP Port] に、トラップ送受信用に設定されているそのスイッチの SNMP ポートを入力します。デ

フォルトのポートは 161 です。

ステップ 5 （任意）[Description] に、スイッチの説明を入力します。

ステップ 6 [SNMP Read Settings] では、そのスイッチと一致する SNMP read の設定値を指定します。

 • [SNMP Version] で、[SNMP V1] または [SNMP V2C] を選択します。
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 • [Community String] に、スイッチに設定されているコミュニティ ストリングを入力します。

ステップ 7 [SNMP Write Settings] では、そのスイッチと一致する SNMP write の設定値を指定します。

 • [SNMP Version] で、[SNMP V1]、[SNMP V2C]、または [SNMP V3] を選択します。

 • [Community String] に、そのスイッチに設定されている SNMP V1 または SNMP V2C のコミュニ

ティ ストリングを入力します。

ステップ 8 スイッチのSNMP write 設定に SNMP v3 が使用されている場合は、スイッチに合わせて、次の設定値

を指定します。

 • [Security Method] のドロップダウン メニューから、[NoAuthNoPriv]、[AuthNoPriv(MD5)]、
[AuthNoPriv(SHA)]、[AuthPriv(MD5+DES-CBC)]、または [AuthPriv(SHA+DES-CBC)] を選択

します。

 • [User Name] を入力します。

 • [User Auth] を入力します。

 • [User Priv] を入力します。

ステップ 9 [Add] をクリックします。これによって、このスイッチ プロファイルが [OOB Management] > 
[Profiles] > [Device] > [List] に追加されます（図 4-28 を参照）。

図 4-16に、同じ SNMP 設定値（SNMP V2c、read コミュニティ ストリングは [c2950_read]、write コ
ミュニティ ストリングは「c2950_write」）を持つ Cisco Catalyst 2950 スイッチを定義するスイッチ プ
ロファイルを示します。

図 4-16 スイッチ プロファイルの例
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ポート プロファイルの設定

ポート プロファイルによって、そのポートが管理対象か管理対象外か、そのクライアント ポートに使

用される認証 VLAN とアクセス VLAN、そのポートのその他の動作が決まります（「[Ports]管理ペー

ジ」（P.4-48）を参照）。スイッチ ポートのポート プロファイルには、次に示す 4 つのタイプがありま

す（図 4-17を参照）。

 • Unmanaged - クライアントに接続されない制御対象外のスイッチ ポート（プリンタ、サーバ、ス

イッチなど）。これは通常、デフォルトのポート プロファイルです。

 • Managed with Auth VLAN/Default Access VLAN - ポート プロファイルに定義された認証 VLAN 
とデフォルトのアクセス VLAN を使用してクライアント ポートを制御します。

 • Managed with Auth VLAN/User Role VLAN - ポート プロファイルに定義された認証 VLAN と
ユーザ ロールに定義されたアクセス VLAN を使用してクライアント ポートを制御します（P.4-23 
の図 4-9を参照）。

 • Managed with Auth VLAN/ Initial Port VLAN - ポート プロファイルに定義された認証 VLAN と、

そのスイッチ ポートの初期ポート VLANとして設定されているアクセス VLAN を使用してクライ

アント ポートを制御します。

クライアントに接続されないスイッチ ポートには通常、unmanaged ポート プロファイルが使用されま

す。クライアントが接続されるスイッチ ポートには、managed ポート プロファイルが使用されます。

クライアントが管理対象ポートに接続すると、そのポートは、認証 VLAN に設定されます。そのクラ

イアントの認証と証明が完了すると、ポートはポート プロファイルに指定されているアクセス VLAN
（デフォルト アクセス VLAN、ユーザ ロール VLAN、または初期ポート VLAN）に設定されます。

OOB Real-IP/NAT Gateway モードでは、CAM は認証および証明完了後にクライアントが新しい IP ア
ドレスを取得できるように、ポート バウンスをイネーブルにします。OOB Virtual Gateway モードで

は、認証および証明完了後にクライアントは同じ IP アドレスを使用するため、ポート バウンスは必要

ありません。

（注） Cisco NAC アプライアンス システムが OOB クライアント セッションを終了し（たとえば、システム

管理者がユーザを「キック」アウトせざるを得ない場合）、スイッチがクライアント のアクセス ポート 
用の VLAN 割り当てをアクセス VLAN から本来の認証 VLAN へ変更する場合、クライアント マシン

は VLAN 変更を検出し、設定されている場合は IP アドレスの更新を開始し、ユーザがネットワークに

接続されたままであることを確認します。ポーリング方法と設定のガイドラインに関する詳細は、「認

証 VLAN 変更設定へのアクセスの設定」（P.4-62）を参照してください。

図 4-17 ポート プロファイルのリスト

（注） ポリシー同期機能によって、OOB ポート プロファイルと VLAN プロファイルはマスター CAM から

受信者 CAM にエクスポートされます。詳細については、「ポリシーのインポート /エクスポート」

（P.16-28）を参照してください。
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ポート プロファイルの追加

スイッチに設定する認証 /アクセス VLAN の組み合わせごとにポート プロファイルを 1 つ追加する必

要があります。

（注） OOB Virtual Gateways を使用する場合、スイッチで設定されている各認証 /アクセス VLAN ペアの 
CAS で VLAN マッピングをイネーブルにして設定する必要があります。詳細については、P.4-23 の
図 4-8を参照してください。

ステップ 1 [OOB Management] > [Profiles] > [Port] > [New] の順に進みます（図 4-18）。

図 4-18 新規ポート プロファイル

ステップ 2 [Profile Name] に、プロファイルの名前を示す単語を 1 つ入力します。数字とアンダースコアは使用で

きますが、スペースは使用できません。そのポート プロファイルが管理対象か管理対象外かがわかる

ような名前を指定してください。
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（注） このプロファイルを適用するポートが管理対象か管理対象外かがわかるポート プロファイル名を指定

するほかに、ネットワーク IP 電話を介して信頼性の高いクライアント マシン接続を確保したい場合

は、ポート プロファイルの性質に関する情報も入力することをお奨めします。

ステップ 3 （任意） [Description] に、そのポート プロファイルの説明を入力します。

ステップ 4 [Manage this port] のチェックボックスをクリックして、このポート プロファイルの設定をイネーブル

にします。これにより、ページのポート管理オプションがイネーブルになります。

ステップ 5 [Auth VLAN] でドロップダウン メニューから [VLAN ID] （デフォルト）または [VLAN Name] を選

択し、このポート プロファイルに使用される認証 /隔離 VLAN ID または VLAN 名を入力します。

 • [VLAN ID] を選択する場合：テキスト フィールドに指定できるのは数字だけです。

 • [VLAN Name] を選択する場合：テキスト フィールドでは大文字と小文字を区別します。VLAN 
名には abc、 *abc、abc*、*abc* などのワイルドカードを指定できます。スイッチではワイルド

カード VLAN 名の初回一致が使用されます。名前には特殊文字も使用できます。

ステップ 6 [Default Access VLAN] でドロップダウン メニューから [VLAN ID] （デフォルト）または [VLAN 
Name] を選択し、このポート プロファイルのデフォルト アクセス VLAN に使用される VLAN ID また

は VLAN 名を入力します。

 • [VLAN ID] を選択する場合：テキスト フィールドに指定できるのは数字だけです。

 • [VLAN Name] を選択する場合：テキスト フィールドでは大文字と小文字を区別します。VLAN 
名には abc、 *abc、abc*、*abc* などのワイルドカードを指定できます。スイッチではワイルド

カード VLAN 名の初回一致が使用されます。名前には特殊文字も使用できます。

（注） スイッチで指定された VLAN が検出されない場合（VLAN Name の入力ミスなど）、（イベント ログで

はなく）perfigo.log にエラーが表示されます。

ステップ 7 [Access VLAN] で、ドロップダウン メニューから次のいずれかのオプションを選択します。

 • [Default Access VLAN]：CAM は、認証済みのユーザと証明済みデバイスを、 ポート プロファイ

ルに指定されているデフォルト アクセス VLAN上に配置します。

 • [User Role VLAN]：CAM は、認証済みユーザと証明済みデバイスを、ユーザ ロールに指定され

ているアクセス VLAN上に配置します（詳細は、図 4-9「アクセス VLAN でユーザ ロールを設定

する」および「Out-of-Band User Role VLAN」（P.7-10）を参照してください）。

 • [Initial Port VLAN]：CAM は、認証済みユーザと証明済みデバイスを [Ports] 設定ページでその

ポートに指定されている [Initial VLAN] 上に配置します（詳細は、「[Ports]管理ページ」（P.4-48）
を参照してください）。初期 VLAN とは、スイッチ追加時にそのポートの VLAN として CAM に
保存された値です。指定されたアクセス VLAN を使用するのではなく、クライアントは認証およ

び証明のために、初期ポート VLAN から認証 VLAN に変更され、証明完了後に再び初期ポート 
VLAN に戻ります。

ステップ 8 VLAN プロファイル定義を使用してアクセス VLAN を指定する場合、「VLAN プロファイルの追加」

（P.4-37）で作成した VLAN プロファイル 名の 1 つを選択するか、ドロップダウン メニューから 
[Default] を選択して、このポート プロファイルと関連付ける VLAN プロファイルを指定します。

（注） Default を選択する場合、またはまだカスタム VLAN プロファイルを作成していない場合、CAM は 
VLAN 名から VLAN ID へのマッピングについて問題の管理対象スイッチだけを照会して、ユーザの

アクセス VLAN を決定します。
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デバイスがポートに接続された場合のポート プロファイル オプション

CAM は、受信した SNMP MAC 変更通知 /MAC 移動通知または linkup トラップから、スイッチ ポー

トに接続されているデバイスを検出します。そのデバイスが証明済みでない場合、そのポートには認証 
VLAN が割り当てられ、そのデバイスが証明済みで、ユーザが認証済みであれば、アクセス VLAN が
割り当てられます。さらに次のオプションも設定できます。

ステップ 9 グローバル デバイス フィルタ リストに従って VLAN を変更 

ネットワークで IP 電話の MAC アドレスを無視するようにグローバル デバイス フィルタを設定した場

合、または CAM のグローバル デバイス フィルタ ルールを使用してポートの VLAN を設定する場合

は、このオプションをクリックします。この機能を有効にするためには、[Device Management] > 
[Filters] > [Devices] で、デバイス フィルタが追加されていなければなりません。OOB の場合のデバイ

ス フィルタ ルールは次のとおりです。

 • [ALLOW]：ログインおよびポスチャ評価（認証）を回避し、デフォルト アクセス VLAN をポー

トに割り当てる。

 • [DENY]：ログインおよびポスチャ評価（認証）を回避し、認証 VLAN をポートに割り当てる。

 • [ROLE]：ログインおよび L2 ポスチャ評価（認証）を回避し、ユーザ ロール VLAN をポートに割

り当てる（「Out-of-Band User Role VLAN」（P.7-10）を参照）。

 • [CHECK]：ログインを回避し、ポスチャ評価を適用して、ユーザ ロール VLAN をポートに割り

当てる（「Out-of-Band User Role VLAN」（P.7-10）を参照）。

 • [IGNORE]：管理対象スイッチ（IP 電話）から SNMP トラップを無視する。

（注） グローバル デバイス フィルタ リスト上の MAC アドレスに設定されているルールは、OOB 配
置と IB 配置のいずれにおいても、ユーザ /デバイス処理に関して 高のプライオリティが与え

られています。詳細については、「アウトオブバンド配置のデバイス フィルタ」（P.3-15）を参

照してください。 
 

指定されたデバイス フィルタ タイプに基づいたインバンドと  指定されたデバイス フィルタ タ
イプに基づいたアウトオブバンド クライアント マシン動作については、「インバンドおよびア

ウトオブバンド デバイス フィルタの動作の比較」（P.3-16）を参照してください。

ステップ 10 Change to [Auth VLAN | Access VLAN] if the device is certified, but not in the out-of-band user list

このオプションは、ポートが管理対象になると自動的にイネーブルになります。デバイスが証明済み

で、ユーザがそのポートに再接続した場合に使用する VLAN を選択します。

 • [Default Auth VLAN]：このポート上のアクセス VLAN クライアントに対して、次回のネット

ワーク接続時に、認証 VLAN での再認証を強制します。

 • [Default Access VLAN]：クライアントは次回のネットワーク接続時に、再ログインを必要とせ

ず、信頼ネットワークにそのまま接続できます。

ステップ 11 VLAN を変更した後でポートをバウンス

 • Real-IP or NAT Gateways モードの場合はこのボックスを選択してください。このオプションを選

択すると、アクセス VLAN への変更後にクライアントが新しい IP アドレスを取得するよう促しま

す。

 • Virtual Gateways モードの場合は、このボックスを選択しないでください。

（注） 4.1.2.0 以降の Windows Clean Access Agent、ActiveX Control、または Java アプレットを使用してク

ライアント DHCP IP アドレスを更新する場合、ポート プロファイルの [Bounce the switch port after 
VLAN is changed] オプションをディセーブルなままにできます。「DHCP リリースまたは 
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Agent/ActiveX/Java アプレットでの更新」（P.6-6）を参照してください。また、DHCP リリース、

VLAN の変更、DHCP 更新遅延を設定する際の詳細は「認証 VLAN 変更設定へのアクセスの設定」

（P.4-62）と「高度な設定」（P.4-40）を参照してください。

ステップ 12 VLAN を変更した後でロール設定に基づいてポートをバウンス

このオプションをイネーブルにすると、ネットワークにアクセスするポートの VLAN が認証 VLAN か
らアクセス VLAN に切り替わるときに、スイッチは関連するユーザ ロールに従ってポート バウンシン

グおよび IP アドレス更新 /動作更新を決定します。両方のユーザ ロール オプションは、[User 
Management] > [User Roles] > [New Role] ページにあります。

（注） 上述のステップ 11で [Bounce the port after VLAN is changed] オプションをイネーブルにした場合、こ

のオプションは使用できません。

ステップ 13 同じスイッチ ポートで複数の MAC アドレスが検出されたとき、イベント ログを生成します。

このボックスを選択して、同一スイッチ ポートで複数の MAC アドレスが検出された場合にイベント 
ログを生成できます。

デバイスがポートから切断された場合のポート プロファイル オプション

次のいずれかのイベントの発生後、デバイスは切断されたと見なされます。

 • ユーザはネットワークから切断し、CAM は SNMP リンクダウン トラップを受信します。

 • 管理者は OOB ユーザ リストからユーザを削除します。

図 4-19 オプション：ポートから切断されたデバイス

OOB Online Users リストから OOB ユーザを削除し、クライアント マシンがネットワークから切断し

たスイッチ ポートの VLAN 割り当てを判定するために、次のオプションを設定できます。

ステップ 14 SNMP リンクダウン トラップを受信したときに、OOB オンライン ユーザを削除してから、[do 
nothing] | [change to Auth VLAN] | [change to Restricted VLAN] です。

このオプションをクリックし、クライアントが Cisco NAC アプライアンス ネットワークから切断する

とき、スイッチからリンクダウン トラップを受信した後、どの VLAN を CAM がスイッチ ポートに割

り当てるかを指定します（linkdown トラップに関する詳細は、「[Advanced]」（P.4-58）を参照してく

ださい）。

 • クライアントが切断し（リンクダウン トラップが送信されるようにする）ときに、このオプショ

ンがオンで [do nothing] を指定すると、スイッチ ポートは割り当てられた 後の VLAN に留まる

か、または [Change to [Auth VLAN]] | [Access VLAN] if the device is certified, but not in the 
out-of-band user list] オプションで指定された VLAN に再割り当てされます。
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（注） クライアントが Certified Devices List に含まれていない場合、クライアントは認証 VLAN 
に置かれます。

 • このオプションがオンで、[change to Auth VLAN] を指定する場合、クライアントが Certified 
Devices List にあるかどうかに無関係に、リンクダウン SNMP トラップの受信後、CAM は認証 
VLAN にスイッチ ポートを設定します。

 • このオプションがオンで、[change to Restricted VLAN] を指定する場合、CAM はスイッチ ポート

を、事前に設定した [VLAN Name] （詳細は、「VLAN プロファイルの設定」（P.4-35）を参照）ま

たはこの設定の下に表示されているテキスト フィールドにユーザが入力した特定の [VLAN ID] 番
号のいずれかに割り当てます。[change to Auth VLAN] オプションと同様、この VLAN 割り当て

は、クライアントが Certified Devices List に含まれているかどうかに関係なく、CAM が 
linkdown トラップを受診したときに行われます。

ステップ 15 Remove other out-of-band online users on the switch port when a new user is detected on the same 
port

この機能により、同一ポート上で新規ユーザが検出された場合、管理者はスイッチ ポート上の他のオ

ンライン OOB ユーザを削除できます。既存ユーザが別にスイッチポートで検出された場合にポート プ
ロファイルを変更することもできます。

このオプションを選択することで、1 つのスイッチ ポートに対して 1 度に 1 人の有効ユーザだけを許可

できます。オンライン ユーザ（「user1」など）が現在スイッチ ポート（スイッチ「c2950」の 
「fa0/1」）に存在していて、そのポートに適用されているポート プロファイルでこのオプションがイ

ネーブルになっている場合、他のユーザ（「user2」など）が同一スイッチ ポートからサイン インする

か、または、他の場所からこのポートに移動すると、「user1」は削除されます。

ステップ 16 ポートをバウンスせずに OOB オンライン ユーザを削除

任意のユーザが OOB Online Users リストから削除されると、ポートはアクセス VLAN から認証 
VLAN に変更されます。また、Certified Device List から削除されたユーザは、常に Online User List

（IB または OOB）からも削除されます。[Remove out-of-band online user without bouncing the port] オ
プションが選択されている場合、ユーザが OOB Online Users リストから削除されたときにポートはバ

ウンスされません。このオプションが選択されていない場合、ユーザが OOB Online Users リストから

削除されたときにポートはバウンスされます。

このオプションは、クライアント マシンが IP 電話を通じて接続しているスイッチ ポートのバウンスを

防ぐことを目的としています。この機能を利用すると、Cisco NAC アプライアンスはスイッチ ポート

に接続されている IP 電話の動作に影響を与えることなく、クライアント マシン（ラップトップ /デス

クトップ）の認証 /評価 /隔離 /修復を実行できます。OOB Virtual Gateways モードでこのオプション

が選択されていると、次の場合にクライアント ポートがバウンスされません。

 • OOB Online Users リストからユーザが削除された場合

 • Certified Devices List からデバイスが削除された場合 

ただし、そのポートのアクセス VLAN は認証 VLAN に変更されます。

ステップ 17 [Add] をクリックします。これによって、このポート プロファイルが [OOB Management] > [Profiles] 
> [Port] > [List] に追加されます。

ポート プロファイルについての詳細は、「スイッチ ポートの管理」（P.4-47）および [Ports] 設定ページ

を参照してください。

オンライン ユーザのモニタリングに関する詳細は、「オンライン ユーザ リスト」（P.15-3）を参照して

ください。
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VLAN プロファイルの設定

Cisco NAC アプライアンスでは、ネットワーク上の複数のアクセス ポイントに対して均一な L3 OOB 
サポートを確保しながら、VLAN プロファイルを使用して VLAN 名から VLAN ID へのマッピングを

解決できます。VLAN プロファイルとポート プロファイルによって、VLAN 名から VLAN ID への

マッピングのセットに基づいてユーザ セッションのアクセス VLAN が指定されます。ネットワーク上

にリモート ユーザの単一アクセス ポイントがある場合、VLAN プロファイルが果たす役割はほとんど

ありません。しかし、ネットワークに 2 つ、3 つ、あるいは多数のアクセス ポイントがある場合、

VLAN プロファイルを使用して、システムで設定されているユーザ プロファイルに関連付けられた

ユーザ フレンドリな VLAN 名割り当てに基づいて、リモート ユーザに動的にアクセス VLAN ID を割

り当てることができます。

リモート ユーザが認証のためにネットワークにアクセスすると、Cisco NAC アプライアンスはネット

ワーク アクセスを許可する前にユーザ セッションを認証 VLAN に割り当てます。ユーザが認証される

と、CAM はデフォルト アクセス VLAN、ユーザ ロール VLAN、または初期ポート VLAN 定義に基

づいて VLAN ID を管理対象ポートに割り当てるようにアクセス スイッチ（ユーザがネットワークの

アクセスに使用しているスイッチ）に指示します。

VLAN 名から VLAN ID へのマッピング基準を決定するには、2 つの方法があります。

 • ローカル（CAM）VLAN プロファイルを照会する

 • アクセス スイッチで VLAN 名から VLAN ID へのマッピングを照会する

ローカル データベースだけ、スイッチ データベースだけ、または両方のデータベースを指定した順序

で照会するように CAM を設定できます。ユーザが指定のアクセス ポイントからネットワークにログ

インし、認証されたとき、ユーザはあるスイッチについては 1 つの VLAN ID を割り当てられ、別のス

イッチについては異なる VLAN ID を割り当てられます。図 4-20には、リモート アクセス シナリオに

おけるこの機能の例があります。

図 4-20 VLAN プロファイル機能の例

1. 朝には、user1 はネットワークにリモート アクセスしようとし、このセッションはスイッチ A 経由

で到達します。スイッチ A ではユーザ認証レベルのアクセスができ、user1 は CAM への認証認定

書を受けます。

2. 認証要求を受け取ると、CAM は user1 のセッションのアクセス VLAN が、関連するユーザ ロー

ルで定義されていることを検出します。これにより VLAN 名 「VPN_access」が指定されます。
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3. CAM は VLAN プロファイル割り当てを照会して 「VPN_access」に対応する VLAN ID を探し、

VLAN 5 が指定されたスイッチ A のポート プロファイルに関連付けられた VLAN プロファイルを

検出します。

4. user1 は認証され、CAM は VLAN 5 を管理対象ポートに割り当てるようにスイッチ A に指示しま

す。

5. user1 は内部ネットワークへの VPN アクセスを取得します。

6. 午後に、クライアントに訪問中、user1 は再びネットワークへのアクセスを試行しました。ただし、

今回 user1 のセッションはアクセス スイッチ B に到達します。

7. 午前中のスイッチ A と同様、スイッチ B はユーザ認証レベル アクセスを許可し、user1 は CAM に
認証証明書を渡します。ここでは、ユーザ ロール アソシエーションが同じであるため user1 の
セッションのアクセス VLAN は VLAN 名「VPN_access」に指定されます。

8. CAM は VLAN プロファイル割り当てを照会して「VPN_access」に対応する VLAN ID を探しま

す。スイッチ B は関連 CAM スイッチ プロファイル マッピングで使用された別の VLAN ID 割り

当てモデルを採用しているため、CAM は VLAN 15 が指定されたスイッチ B のポート プロファイ

ルに関連付けられた VLAN プロファイルを検出します。

9. CAM は VLAN 15 を管理対象スイッチ ポートに割り当てるようにスイッチ B に指示して、user1 
に VPN アクセスを許可します。

この例で示すように、VLAN アクセス名は両方のセッションで同じですが、CAM に 2 つの別個の 
VLAN プロファイルが設定されることにより、user1 はネットワーク上の両方のアクセス ポイントか

ら同じレベルの認証を受けることができます。

図 4-21に、VLAN Profiles List ページを示します。

図 4-21 VLAN プロファイル

（注） ポリシー同期機能によって、OOB ポート プロファイルと VLAN プロファイルはマスター CAM から

受信者 CAM にエクスポートされます。詳細については、「ポリシーのインポート /エクスポート」

（P.16-28）を参照してください。
4-36
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16410-01-J



 

第 4 章      スイッチ管理：アウトオブバンド配置の設定

CAM における OOB スイッチ管理の設定   
VLAN プロファイルの追加

新規 VLAN プロファイルを作成するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [OOB Management] > [Profiles] > [VLAN] > [New] （図 4-22）に進みます。

図 4-22 新規 VLAN プロファイル

ステップ 2 [Profile Name] に、新規 VLAN プロファイルの一意なプロファイル名を指定します。

ステップ 3 （任意） [Description] に、VLAN プロファイルの説明を入力します。

ステップ 4 [VLAN Name Resolution] で、ドロップダウン リストから VLAN 名解決方法を選択します。

 • [Local Lookup Only]：ローカル マッピングだけを使用可能な解決値として使用して、指定された 
VLAN 名を解決するように、CAM に指示します。このオプションを選択すると、CAM はアクセ

ス スイッチで使用可能なデータを使用した VLAN 名解決は実行しません。

 • [Switch Query Preferred]：指定された VLAN 名を解決する場合、まずアクセス スイッチで使用可

能なデータを検索し、次に（見つからない場合）VLAN プロファイルで見つかった VLAN 名から 
VLAN ID へのマッピングで名前を解決するように、CAM に指示します。

 • [Local Lookup Preferred]：指定された VLAN 名を解決する場合、まず VLAN プロファイルで見

つかった VLAN 名から VLAN ID へのマッピングで名前を検索し、次に（見つからない場合）ア

クセス スイッチで使用可能なデータを検索して名前を解決するように、CAM に指示します。

ステップ 5 [VLAN Name] に、CAM がリモート ユーザへのアクセス許可に使用するアクセス VLAN（VLAN 
ユーザに割り当てられた「共通」名でネットワークにアクセス可能）の名前を入力します。この機能に

より、特定の VLAN 番号ではなく VLAN 名を使用して、ユーザがネットワーク アクセスに使用する

ポートに割り当てるように、CAM がアクセス スイッチに指示する VLAN ID を識別できます。ユーザ

はさまざまなネットワーク アクセス ポイントにある複数のアクセス スイッチの 1 つからネットワーク

にアクセスする可能性があるため、VLAN 名から VLAN ID へのマッピング機能を使用して、単一の 
VLAN プロファイル定義に基づいて特定 VLAN 名をユーザまたはグループ プロファイルに関連付け

て、ネットワーク中のさまざまなアクセス デバイスからのアクセスを許可できます。

ステップ 6 [VLAN ID] に VLAN ポリシーの VLAN ID を入力します。これは、ユーザがログインして内部ネット

ワークへのアクセスを「クリアされた」あと、CAS がリモート ユーザのスイッチ ポートに割り当てる

ようにスイッチに指示する、実際の VLAN 番号です。VLAN ID はスイッチによって異なることがあ

る（および異なる可能性がある）ため、CAM またはアクセス スイッチ自体で定義された VLAN 名か

ら VLAN ID へのマッピングに基づいて、ユーザまたはグループ プロファイルにアクセスを許可でき

ます。
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ステップ 7 [Add] をクリックします。

VLAN プロファイルの編集

既存の VLAN プロファイルを編集するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [OOB Management] > [Profiles] > [VLAN] > [List] に進みます（図 4-23）。

図 4-23 VLAN プロファイル

ステップ 2 更新する既存の VLAN プロファイルの [Edit] アイコンをクリックします。

Edit VLAN Profile ウィンドウ（図 4-24）が表示されます。

図 4-24 VLAN プロファイルの編集

ステップ 3 [Profile Name]、[Description] に新しいプロファイル名と説明を入力し、[VLAN Name Resolution] で 
VLAN プロファイルの別の検索方法を指定し、[Update] をクリックします。

ステップ 4 VLAN 名から VLAN ID へのマッピングを更新するには、次の手順に従います。

a. 新しい VLAN 名から VLAN ID へのマッピングを追加する場合は、[Add a New VLAN Name 
Mapping] の下の [VLAN Name] と [VLAN ID] に VLAN 名と VLAN ID を追加して、[Map] をク

リックします。
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b. 1 つ以上の VLAN 名から VLAN ID へのマッピングを再割り当てする場合は、更新するマッピング

の [Edit] アイコンをクリックし、[Edit VLAN Name Mapping] の下の [VLAN ID] で新しい VLAN 
ID を指定して、[Update] をクリックします（図 4-25 を参照）。

図 4-25 VLAN 名マッピングの編集 - VLAN ID

SNMP Receiver の設定 
[SNMP Receiver] フォームでは、MAC 変更通知 /MAC 移動通知または linkup/linkdown ユーザ イベン

トが発生した場合（ユーザがネットワークに物理的に接続した場合など）に、Clean Access Manager 
で稼動している SNMP Receiver が管理対象のすべてのスイッチから SNMP トラップ通知をどのように

受信し応答するのかを設定します。スイッチの設定は、CAM の SNMP Receiver の設定と一致させ、

CAMにトラップを送信できるようにしなければなりません。

SNMP Trap
このページでは、CAM がすべてのスイッチから受信する SNMP トラップの設定値を定めます。個々

のスイッチが SNMP の異なるバージョン（V1、V2c、V3）を使用する可能性があるようなスイッチ 
グループを制御する場合、Clean Access Manager の SNMP Receiver は異なるバージョンの SNMP の
同時使用に対応できます。

ステップ 1 [OOB Management] > [Profiles] > [SNMP Receiver] > [SNMP Trap] （図 4-26 を参照）の順に進みま

す。
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図 4-26 CAM SNMP Receiver 

ステップ 2 [Trap Port on Clean Access Manager] では、デフォルトのトラップ ポート（162）を使用するか、また

はここに新しいポート番号を入力します。

ステップ 3 [SNMP V1 Settings] には、SNMP V1 を使用するスイッチで使用される [Community String] を入力し

ます。

ステップ 4 [SNMP V2c Settings] には、SNMP V2c を使用するスイッチで使用される [Community String] を入力

します。

ステップ 5 [SNMP V3 Settings] では、次の各フィールドを通じて、SNMP V3 を使用するスイッチに関する設定を

行います。

 • [Security Method] のドロップダウン メニューから、[NoAuthNoPriv]、[AuthNoPriv(MD5)]、
[AuthNoPriv(SHA)]、[AuthPriv(MD5+DES-CBC)]、または [AuthPriv(SHA+DES-CBC)] を選択

します。

 • [User Name] を入力します。

 • [User Auth] を入力します。

 • [User Priv] を入力します。 

ステップ 6 [Update] をクリックして設定値を保存します。

高度な設定

このページでは、タイムアウトや遅延など、CAM が送受信する SNMP トラップに関する高度な設定

を行います。デフォルトの設定値を変更する場合は、次の手順で行います。スイッチが追加および設定

されたあと、このページでデフォルト設定を編集できます。

デフォルト SNMP の変更 

ステップ 1 [OOB Management] > [Profiles] > [SNMP Receiver] > [Advanced Settings] （図 4-27）に進みます。
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図 4-27 SNMP Receiver の Advanced Settings 画面

ステップ 2 次のように、オプションの高度な設定を設定します。

 • [MAC-NOTIFICATION Trap Timeout] （デフォルトは 60 秒）：CAM は、受信した MAC 変更通

知 /MAC 移動通知トラップのタイムスタンプを刻印し、トラップ処理時にタイムスタンプを調査

します。タイムスタンプと現在時の時間差が [MAC-NOTIFICATION Trap Timeout] の設定値より

も大きいと、そのトラップは廃棄されます。設定フィールドにより、CAM がタイムリーなトラッ

プだけを処理することが保証されます。

 • [Linkup Trap Bounce Timeout] （デフォルトは 180 秒）：CAM は、リンクアップ トラップを受信

したときに、ポートに接続された MAC アドレスを解決しようとします。 この時点では、MAC ア
ドレスを入手できない場合もあります。CAM は MAC アドレスを入手できないと、[Linkup Trap 
Retry Query Interval] フィールドに指定された秒数後に、再度入手を試行します。ポートの制御を

維持し、CAM が MAC アドレスの解決を試行する回数を制限するために、CAM は [Linkup Trap 
Bounce Timeout] に指定された秒数後にポートをバウンスし、スイッチが新しい linkup トラップ

を生成するように強制します。

 • [Linkup Trap Retry Query Interval] （デフォルトは 4 秒）：CAM は、リンクアップ トラップを受

信するとき、ポートに接続された MAC アドレスのスイッチを問い合せる必要があります。 それで

もなお MAC アドレスを取得できなければ、CAM は、[Linkup Trap Retry Query Interval] フィー

ルドに指定されている秒数だけ待ってから、再試行します。

 • [Port-Security Delay] （デフォルトは 3 秒）：スイッチでポート セキュリティがイネーブルにされ

ている場合、VLAN にスイッチが入れられた後、CAM は [Port-Security Delay] フィールドで指定

された秒数だけ待機してから、スイッチにポートセキュリティ情報を設定する必要があります。
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（注） DHCP IP アドレスを更新するためには、通常、Clean Access Agent または ActiveX/Java アプレットは 
VLAN の前に DHCP リリースを実行し、VLAN 変更の後で DHCP 更新を行います。DHCP リリース、

VLAN 変更、DHCP 更新を実行する際の遅延は、設定可能です。詳細については、「DHCP リリースま

たは Agent/ActiveX/Java アプレットでの更新」（P.6-6）を参照してください。ポート バウンスの代わ

りに DHCP リリース /更新を使用する場合は、「認証 VLAN 変更設定へのアクセスの設定」（P.4-62）
も参照してください。

 • [DHCP Release Delay] （デフォルトは 1 秒）：このフィールドは、ユーザ ログインと DHCP リ
リースの間に遅延を設定します。

 • [VLAN Change Delay] （デフォルトは 2 秒）：このフィールドは、ユーザ ログインと VLAN 変更

の間に遅延を設定します。[DHCP Release Delay] よりも大きい値を設定する必要があります。

（注） [VLAN Change Delay] 設定は [DHCP Release Delay] より大きい必要がありますが、[DHCP Release 
Delay] と [DHCP Renew Delay] の持続時間を合わせたものより小さい必要があります。これは、

VLAN 変更の前に DHCP リリース、VLAN 変更の後に DHCP 更新が行われるようにするためです。

 • [Port Bounce Interval] （デフォルトは 5 秒）：Port Bounce Interval は、ポートのオフとオンの間の

時間遅延です。この遅延は、クライアント マシンが DHCP 要求を発行するときに役立ちます。

 • [DHCP Renew Delay] （デフォルトは 3 秒）：このフィールドは DHCP リリースと DHCP 更新の

間の遅延を設定します。[VLAN Change Delay] から [DHCP Release Delay] を引いた値よりも大き

い値を設定する必要があります。

 • [Redirection Delay without Bouncing] （デフォルトは 1 秒）：このフィールドでは、ポート プロ

ファイルでポート バウンシングなしが設定されているポートの、（クライアント ポスチャ評価後

の）VLAN 変更と Web ページ リダイレクション間の遅延を設定します。 これにより、ポート バウ

ンシングが不要な場合にリダイレクション時間を 小限に抑えることができます。ポート プロ

ファイルで VLAN の変更（Virtual Gateway など）後にポートのバウンシングが不要な場合、この

オプション設定により、ここで指定された秒数後（1 秒など）にユーザ ページがリダイレクトされ

ます。

ポートがバウンスされない場合、ユーザが経験する合計リダイレクション間隔は、[Redirection 
Delay without Bouncing] フィールドの値になります。

（注） ユーザがログイン /ポスチャ評価後に引き続きログイン ページにリダイレクトされる場合、通常、ス

イッチがポートの VLAN を（認証からアクセスへ）変更できるようになる前に、Web ページ リダイレ

クションが行われます。この場合、この問題を解決するために、Redirection Delay を 2 秒または 3 秒
に増やします。

 • [Redirection Delay with Bouncing] （デフォルトは 15 秒）：このフィールドは、ポート プロファイ

ルで Bounce the port after VLAN is changed オプションをオンにしたポートについて、（クライア

ント ポスチャ アセスメントの後）ポート バウンシングと Web ページ リダイレクションの間の遅

延を設定します。これにより、ポート バウンシングに要する時間を設定できます。

ポートがバウンスされる場合、ユーザが経験する合計リダイレクション間隔は、[Redirection 
Delay with Bouncing] と [Port Bounce Interval] の 2 つのフィールドの合計になります。

ポート プロファイルで VLAN の変更後にポートのバウンシングが必要な場合、ユーザ ログイン

後、このフィールドで指定された秒数および [Port Bounce Interval] で指定された秒数後に、

[Renewing IP address] ページが表示されます。次の例を参考にしてください。

ポート バウンス（5 秒） + リダイレクション遅延（15 秒） = リダイレクション間隔（合計 20 秒）
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 • [SNMP Timeout] （デフォルトは 5 秒）：このフィールドは Clean Access Manager が指示したとき

に、現在（実行中）の設定を保存する管理対象スイッチからの SNMP トラップ メッセージ応答用 
SNMP タイアウト値を（秒単位で）指定できるようにします。

ステップ 3 [Update] をクリックして設定値を保存します。

スイッチの追加および管理

[OOB Management] > [Devices] > [Devices] タブで表示されるページを使用すると、IP 範囲内の新し

い管理対象スイッチの検出と追加、正確な IP アドレスによる管理対象スイッチの追加、制御対象ス

イッチのリストの管理を行うことができます。新しい管理対象スイッチを追加するには、2 つの方法が

あります。

 • 「新しいスイッチの追加」（P.4-44） 

 • 「新しいスイッチの検索」（P.4-45）

図 4-28 スイッチのリスト 

[OOB Management] > [Devices] > [Devices] > [List] で表示されるスイッチ リストには、[New] または 
[Search] フォームで追加されたすべてのスイッチおよび WLC が含まれています。このリストのスイッ

チ エントリには、スイッチの IP アドレス、MAC アドレス、説明、スイッチ プロファイルがあります。

[Device Group]、[Device Profile]、または [Port Profile] のドロップダウンでリストのエントリをソー

トすることも、また [Device IP] に入力し、Enter キーを押してアドレスからスイッチまたは WLC を検

索することもできます。さらに、このリストにはリンクが 1 つとボタンが 3 つあります。

 • [Profile]：[Profile] リンクをクリックすると、そのスイッチのプロファイルが表示されます

（図 4-15 を参照）。

 • Config：Config ボタンをクリックすると、そのスイッチの「[Config] タブ」（P.4-57）が表示され

ます。 

 • [Ports]：[Ports] ボタンをクリックすると、そのスイッチの「[Ports]管理ページ」（P.4-48）が表示

されます。

（注） WLC デバイス プロファイルはポート プロファイル設定を使用しません。したがって、

[Ports] アイコンはテーブルのどの WLC についても「グレイアウト」されています。
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 • [Delete]：[Delete] ボタンをクリックすると、リストからそのスイッチが削除されます（まず、設

定ダイアログが表示されます）。 

（注） ループバック アドレスに基づいてスイッチを追加するとき、 [OOB Management] > [Devices] > 
[Devices List] と進むと、スイッチの MAC アドレス 00:00:00:00:00:00 が表示されます。これは予想さ

れた動作です。このインターフェイスに表示された MAC アドレスは、情報を示すだけのためのもの

で、OOB の機能には影響しません。

新しいスイッチの追加 
スイッチの正確な IP アドレスがわかっている場合は、[New] ページを使用してスイッチを追加できま

す。

ステップ 1 [OOB Management] > [Devices] > [Devices] > [New] に進みます（図 4-29）。

図 4-29 新しいスイッチの追加

ステップ 2 [Device Profile] のドロップダウン メニューから、追加するスイッチまたは WLC に適用するスイッチ 
プロファイルを選択します。

ステップ 3 ドロップダウン メニューからスイッチまたは WLC 用の [Device Group] を選択します。

ステップ 4 [Default Port Profile] のドロップダウン メニューから、デフォルトのポート プロファイルを選択しま

す。通常、デフォルト ポート プロファイルは uncontrolled にします。

ステップ 5 追加するスイッチの [IP Addresses] を入力します。各 IP アドレスは行を分けてください。

ステップ 6 （任意）新しいスイッチの説明を [Description] フィールドに入力します。

ステップ 7 [Add] ボタンをクリックすると、そのスイッチまたは WLC が追加されます。

ステップ 8 [Reset] ボタンをクリックすると、フォームがリセットされます。
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新しいスイッチの検索

[Search] ページでは、IP 範囲内の非管理スイッチの検索と追加を実行できます。

ステップ 1 [OOB Management] > [Devices] > [Devices] > [Search] に進みます（図 4-30）。

図 4-30 スイッチの検索 

ステップ 2 [Device Profile] のドロップダウン リストから、デバイス プロファイルを選択します。選択したデバイ

ス プロファイルの read コミュニティ ストリングは、一致する read 設定を持つスイッチの検索に使用

されます。

ステップ 3 [IP Range] のテキストボックスに、IP 範囲を入力します。検索に使用できる 大 IP 範囲は 256 です。

ステップ 4 デフォルトでは、[Don’t list devices already in the database] チェックボックスはすでにオンになってい

ます。このボックスをオフにすると、すでに追加したスイッチと WLC が検索結果に含まれます。ただ

し、すでに管理対象となっているスイッチは、各エントリの左にある Commit チェックボックスがディ

セーブルになっています。

ステップ 5 ドロップダウンから [Device Group] を選択し、検索で見つかった非管理デバイスに適用します。

ステップ 6 ドロップダウンから [Default Port Profile] を選択し、検索で見つかった非管理デバイスに適用します。

ステップ 7 CAM によって管理する各管理対象外デバイスの左にあるチェックボックスをオンにします。カラムの

一番上にあるチェックボックスをオンにすると、検索された管理対象外デバイスすべてが追加されま

す。

（注） 検索に使用したスイッチプロファイルの read コミュニティ ストリングと一致するすべてのスイッチが

一覧表示されますが、[Commit] ボタンで追加されるのは、read SNMP バージョンとコミュニティ ス
トリングが一致するスイッチだけです。スイッチの write SNMP 設定が Clean Access Manager のス

イッチ プロファイルでの設定と一致していないと、スイッチを制御することはできません。

ステップ 8 [Commit] ボタンをクリックすると、新しいスイッチが追加されます。これらのスイッチは [OOB 
Management] > [Devices] > [Devices] > [List] でリストされます。
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Discovered Clients 
図 4-31に、[OOB Management] > [Devices] > [Discovered Clients] > [Wired Clients] ページを示しま

す。Wired Clients ページには、SNMP MAC 変更通知 /MAC 移動通知およびリンクアップ /リンクダウ

ン トラップを使用して Clean Access Manager によって検出されたすべてのクライアントがリストされ

ます。このページには、Clean Access Manager が受信した SNMP トラップ情報に基づいて、アウトオ

ブバンド クライアント（VLAN に関係なく）のアクティビティが記録されます。

クライアントが認証 VLAN 上のポートに接続されると、トラップが送信され、Clean Access Manager 
が Wired Clients ページにエントリを作成します。Clean Access Manager は、クライアントの MAC ア
ドレス、送信元スイッチの IP アドレス、スイッチ ポート番号をアウトオブバンド Discovered Clients 
リストに追加します。その後、そのクライアントの新しい SNMP トラップ情報を受信するたびに 
CAM はそのエントリを更新します。

Wired Clients リストからエントリを削除すると、そのアウトオブバンド クライアントのステータス情

報が CAM から消去されます。

（注） CAM が VLAN を変更するスイッチポートを判断するためには、Wired Clients リストにエントリが必

要です。Wired Clients リスト内のエントリが削除されると同時にユーザがログインした場合、CAM は
そのスイッチ ポートを検出できません。

図 4-31 Discovered Clients

このページは、次の要素で構成されています。

 • [Show clients connected to switch with IP]：デフォルト値である ALL を表示したままにするか、

またはドロップダウン メニューから特定のスイッチを選択します。ドロップダウン メニューには、

システム内のすべての管理対象スイッチが表示されます。

 • [Show client with MAC]：特定の MAC アドレスを入力して Enter キーを押すと、特定のクライア

ントが表示されます。 

 • [Clients/Page]：各ページに 25 エントリが表示されるデフォルト値のままにするか、またはドロッ

プダウン メニューから、[50]、[100]、[200]、または [ALL] を選択して、各ページのエントリ数

を設定します。 

 • [Delete All Clients]：このボタンを使用すると、リストのすべてのクライアントが削除されます。 
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 • [Delete Selected]：このボタンを使用すると、このページの一番右にあるチェックカラムで選択さ

れているクライアントだけが削除されます。 

 • 次のいずれかのカラムの見出しをクリックすると、そのカラムを基準にして検出結果を並び替える

ことができます。

 – [MAC]：検出されたクライアントの MAC アドレス。 

 – [IP]：クライアントの IP アドレス。 

 – [Switch]：送信元の管理対象スイッチの IP。 IP アドレスをクリックすると、そのスイッチの 
[OOB Management] > [Devices] > [Switch [IP]] > [Config] > [Basic] ページが表示されます。

 – [Switch Port]：そのクライアントのスイッチ ポート。ポート番号をクリックすると、そのス

イッチの [OOB Management] > [Devices] > [Switch [IP]] > [Ports] 設定ページが表示されます。

 – [Auth VLAN]：認証（隔離）VLAN。 

このカラムに「N/A」と表示されている場合 Aそのポートが管理対象外であるか、またはこの 
MAC アドレスの VLAN ID をスイッチから入手できない状態です。

 – [Access VLAN]：クライアントのアクセス VLAN。 

このカラムに「N/A」と表示されている場合、そのクライアントのアクセス VLAN ID が入手

不能であることを示しています。たとえば、ユーザが認証 VLAN に変更されたのに、Cisco 
NAC アプライアンスに正常にログインできない（ユーザ証明書が不適切なため）場合、この

マシンはアクセス VLAN に到達できません。

 – [Last Update]：CAM がそのエントリの情報を 終した更新時刻 。

アウトオブバンド ユーザの監視に関するその他の事項は、「OOB ユーザ」（P.4-66） を参照してくださ

い。

スイッチ ポートの管理

スイッチの追加後、[Ports] タブおよび [Config] タブ /ページが表示されるのは、スイッチが [OOB 
Management] > [Devices] > [Devices] > [List] に追加された後です。

[Ports] ページは、スイッチ上のポートを一元的に管理する場所です。ポート プロファイルの個別ポー

トまたは複数ポートへの適用、VLAN 設定の変更、ポートのバウンス、およびすべての変更内容のス

イッチ設定への適用を実行できます。

クライアントに接続されないスイッチ ポートには、通常、unmanaged ポート プロファイルが使用され

ます。クライアントに接続されるスイッチ ポートには、管理対象のポート プロファイルが使用されま

す。スイッチが MAC 通知をサポートしている場合は、スイッチ ポートを設定し、[Update] ボタンに

よって設定値を保存したのちに、[Setup] ボタンをクリックして、そのスイッチ ポートを初期化する必

要があります。

Cisco NAC アプライアンスは、ポートがトラック ポートでネイティブ VLAN がデータ VLAN である

ような Cisco IP Phone の OOB 配置に対応しています。CAM はスイッチのアクセス ポートだけでな

く、スイッチのトランク ポートも管理できます。

（注） Cisco NAC アプライアンスは OOB（リリース 3.6(1) 以降から開始）のスイッチ トランク ポートを制

御できるため、アップグレード後に、管理対象スイッチのアップリンク ポートを uncontrolled（非制

御）ポートに設定してください。この処理は、次の 2 つの方法のいずれかで実行できます。

 • アップグレード前に、[OOB Management] > [Devices] > [Devices] > [List] > [Config[Switch_IP]] 
> [Default Port Profile] | [uncontrolled] で、スイッチ全体の [Default Port Profile] を [uncontrolled] 
に変更します。
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 • アップグレード後に、[OOB Management] > [Devices] > [Devices] > [List] > [Ports [Switch_IP]] | 
[Profile] で、スイッチの適用可能なアップリンク ポートの Profile を [uncontrolled] に変更します。

これによって、スイッチのデフォルト ポート プロファイルが管理 /制御対象のポート プロファイルと

して設定された場合に生じる不必要な問題を回避できます。

[Ports]管理ページ

[Ports] 管理ページには、Clean Access Manager がダイレクト SNMP クエリから受け取る情報に従っ

て、スイッチ上のすべてのイーサネット ポートの情報が読み込まれます（図 4-32と図 4-33を参照）。

たとえば、CAM に追加されたスイッチに 24 のファスト イーサネット ポートと 2 つのギガビット イー

サネット アップリンクがある場合、[Ports] タブには各 ポートに 1 つずつ、26 の行が表示されます。

[Ports] ページで、スイッチに設定されているトランク ポートは、背景がブルーに表示されるため区別

できます。これらのポートの VLAN 値は、トランク ポートのネイティブ VLAN を表しています。

スイッチが MAC 変更通知 /MAC 移動通知トラップをサポートしていない場合は、[Setup] ボタン

（[Set up mac-notification on managed switch ports]）と [MAC Not.]  カラムはページには表示されませ

ん。その場合は、Linkup/Linkdown トラップがスイッチおよび Clean Access Manager でサポートさ

れ、設定されている必要があります。Linkup/Linkdown だけのポートを制御するポート管理ページに

ついては、「個別ポートの管理（Linkup/Linkdown）」（P.4-55）を参照してください。

個別ポートの管理（MAC Notification）
ここでは、ポート プロファイルを個々のスイッチ ポートに割り当てて管理する方法について説明しま

す。この方法はポートが少数の場合に有効です。しかし、同一ポート プロファイルを同時に多数の

ポートに割り当てる場合は、「複数ポートへのポート プロファイルの同時割り当て」（P.4-56）を参照し

てください。
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図 4-32 Ports タブ 

新しいスイッチの追加後、そのスイッチ ポートの [Ports] 設定ページ（図 4-32）で次のように設定を行

います。

ステップ 1 [Ports] リストに表示されるスイッチ プロファイルを制限する場合は、検索基準を指定して [Show] を
クリックします（P.4-51）。

ステップ 2 [Profile] （P.4-53）で、そのポートに使用する管理対象または管理対象外のプロファイルを選択しま

す。

ステップ 3 [Update] （P.4-51）をクリックして、そのポートのポート プロファイルを CAM に保存します。

ステップ 4 [Advanced/Simple] 切り替えボタンをクリックして、スイッチ ポートに使用可能な拡張ポート割り当

て機能を表示します。

ステップ 5 スイッチ ポート上のMAC 変更通知 /MAC 移動通知（スイッチ上で利用できる場合）を初期化するに

は、[Setup] （P.4-50）をクリックします。

ステップ 6 [Save] （P.4-50）をクリックして、そのスイッチの実行コンフィギュレーションを、そのスイッチのス

タートアップ コンフィギュレーションに保存します。

 • [Reset All] （初期 VLAN ポート プロファイルのみ） 

[Reset All] をクリックすると、そのスイッチのすべてのポートの [Current VLAN] 値（P.4-52）が

コピーされ、これらが [Initial VLAN] 設定（アクセス ポートの場合）およびトランク ネイティブ 
VLAN 設定（トランク ポートの場合）として CAM およびスイッチの実行コンフィギュレーショ

ンに設定されます（P.4-52）。このボタンを使用すると、スイッチ上のすべてのポートの初期 
VLAN を同時に変更できます。確認プロンプトで [OK] をクリックすると、値がリセットされま

す。
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 • [Set New Ports] （初期 VLAN ポート プロファイルのみ）

[Set New Ports] （図 4-32）をクリックすると、既存のポートの設定値は変更されませんが、その

スイッチの新しいポートの [Current VLAN] 値が新しいポートにコピーされ、[Initial VLAN] 設定

（アクセス ポートの場合）およびトランク ネイティブ VLAN 設定（トランク ポートの場合）とし

て、CAM およびスイッチの実行コンフィギュレーションに設定されます。このボタンは、スイッ

チに新しいポートを追加した場合、たとえばCatalyst 4500 シリーズ ラックに新しいブレードを追

加した場合などに便利です。この場合、新しいポートが追加されたときに [Initial VLAN] カラムに

は「N/A」と表示されます。[Set New Ports] をクリックすると、すべての「N/A」ポートについ

て、[Current VLAN] カラムから [Initial VLAN] カラムにこれらの値がコピーされ、これらの値が 
CAM とスイッチに設定されます。スイッチの既存のポートの初期 VLAN 値（「N/A」以外）は変

更されません。確認プロンプトで [OK] をクリックし、新しい値を設定します。

 • [Setup] ボタン（MAC 通知スイッチのみ）（5）

スイッチが MAC 変更通知 /MAC 移動通知トラップをサポートしている場合、CAM のアップデー

ト後に [Setup] ボタンをクリックし、管理対象スイッチ ポートに MAC 通知を設定し、そのスイッ

チの実行コンフィギュレーションを保存します。[OK] をクリックすると、そのスイッチのポート

が初期化されます。

 • [Save] (6) 

[Save] ボタンをクリックすると、スイッチの実行コンフィギュレーションが不揮発性メモリ（ス

タートアップ コンフィギュレーション）に保存されます。確認プロンプトで [OK] をクリックしま

す。
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（注） [Save] ボタンをクリックするまで、スイッチのスタートアップ コンフィギュレーション内でのその

ポートの VLAN 割り当ては変更されません。

 • [Update] (3)

該当するポート プロファイルを選択して、管理対象ポートを設定したら、[Update] ボタンをク

リックして、設定値を CAM に保存する必要があります。[Update] をクリックすると、次のことが

実行されます。

 – そのポートのプロファイルが CAM データベースに保存される。

 – そのポートの Notes カラムの情報が CAM データベースに保存される。

ポート プロファイルで、[Initial Port VLAN] がアクセス VLAN として設定され、[Change to 
Access VLAN if the device is certified and in the out-of-band user list] が選択されている場合は、

[Update] をクリックすると、さらに次のことも実行されます。

 – そのポートの [Initial VLAN] カラムの値が CAM データベースに保存される。

 – そのポートの [Current VLAN] 値が変更された場合は、そのポートの新しい VLAN ID がス

イッチの実行コンフィギュレーションに保存される。

 • [Show] (1)

[Ports] タブ ビューに表示されるスイッチ ポートの範囲を狭めるために、[Search For] フィルタリ

ング機能を使用して検索基準を指定し、検索対象のテキスト文字列を指定できます。次を指定する

ことができます。

 – 検索する情報タイプ：[Port Name] または [Port Description]

 – 情報修飾子：[equals]、[starts with]、[ends with]、[contains] の中から選択

 – 検索を定義するテキスト文字列（次の例では「/11」）

検索基準を指定したら、[Show] をクリックします。

 • [Name]
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ポート名。例：Fa0/1、Fa0/24、Gi0/1、Gi0/21（シスコ製スイッチの場合）

 • [Index]

スイッチ上のポート番号。例：1、24、25、26
 • [Description]

ポートのタイプ。例：FastEthernet0/1、FastEthernet0/24、GigabitEthernet0/1、
GigabitEthernet0/2

 • [Status]

ポートの接続状態 

 – グリーンのボタンは、そのポートにデバイスが接続されていることを示しています。

 – レッドのボタンは、そのポートにデバイスが接続されていないことを示しています。

 • [Bounce]

このボタンをクリックすると、初期化された管理対象ポートがバウンスされます。ポートがバウン

スされる前に確認メッセージが表示されます。この機能を使用できるのは、管理対象ポートに対し

てだけです。接続されていても管理対象外のポートはバウンスできません。トランク ポートの場

合は、デフォルトでこの機能がディセーブルになっています。

 • [Initial VLAN] （初期 VLAN ポート プロファイルのみ）

CAM に保存されているこのポートの初期 VLAN 値。このカラムを使用できるのは、その管理対

象ポート プロファイルのアクセス VLAN として [Initial Port VLAN] が設定され、[Change to 
Access VLAN if the device is certified and in the out-of-band user list] が選択されている（「ポート 
プロファイルの追加」（P.4-30）を参照）の場合だけです。スイッチ追加時には、このカラムは 
Current VLAN カラムと一致しています。スイッチに新しいポートが追加された場合、[Set New 
Ports] ボタンがクリックされるまで（P.4-50）、このカラムには「N/A」が表示されます。

ポートの初期 VLAN を変更するには、次のようにします。

a. そのポートのポート プロファイルのアクセス VLAN として [Initial Port VLAN] が設定され、

[Change to Access VLAN if the device is certified and in the out-of-band user list] が選択され

ていることを確認します。

b. そのポートの変更後の VLAN を [Initial VLAN] フィールドに入力します。

c. [Update] ボタンをクリックして、変更した設定を CAM に保存します。

「 •[Reset All] （初期 VLAN ポート プロファイルのみ）」（P.4-49）、「 •[Set New Ports] （初期 
VLAN ポート プロファイルのみ）」（P.4-50）、および 「 •[Save] (6)」（P.4-50）も参照してくださ

い。

 • Current VLAN

そのポートに割り当てられている現行の VLAN ID。新しいスイッチの追加時には、Current 
VLAN カラムには、ネットワーク管理者がそのスイッチにあらかじめ設定した VLAN 割り当て値

が表示されます。その後、このカラムの値は変化し、そのスイッチの現行 VLAN 割り当てが表示

されます（保存されている VLAN 割り当てとは限りません）。トランク ポートの場合、現行 
VLAN は、そのトランク ポートのネイティブ VLAN です。

ポートの現行 VLAN 割り当てを変更するには、次のようにします。
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a. そのポートの変更後の値を [Current VLAN] フィールドに入力します。

b. [Update] ボタンをクリックして、変更した設定を CAM とスイッチの実行コンフィギュレー

ションに保存します。

c. [Save] ボタンをクリックして、そのスイッチの実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プ コンフィギュレーションに保存します。

「 •[Reset All] （初期 VLAN ポート プロファイルのみ）」（P.4-49）、「 •[Set New Ports] （初期 
VLAN ポート プロファイルのみ）」（P.4-50）、および 「 •[Save] (6)」（P.4-50）も参照してくださ

い。

 • [MAC Not.]

MAC 通知機能。このカラムがある場合、スイッチは SNMP MAC 変更通知 /MAC 移動通知トラッ

プを使用しています。スイッチが MAC 通知トラップをサポートしていない場合、または 
Advanced configuration ページ（「[Advanced]」（P.4-58）を参照）で Linkup Notification が選択さ

れている場合は、[MAC Not.]  カラムと [Setup] ボタンは [Ports] 設定ページに表示されません。こ

の場合は、Linkup/Linkdown トラップを使用する必要があります。

 – [MAC Not.] カラムに（グリーンのチェック）が表示されるのは、 スイッチの該当ポートでこ

のトラップがイネーブルになっている場合です。

 – （グレーの x）が表示されるのは、そのポートでこのトラップがイネーブルになっていないか、

またはそのポートが管理対象外の場合です。

 – （グリーンのチェックまたはグレーの x とレッドの感嘆符（!））が表示されるのは、スイッチ

上のポートの設定と Clean Access Manager 上のポートの設定に不一致がある場合です。ス

イッチに設定を保存する前に不一致を解決するように促すため、[Update] のクリック後、

[Setup] をクリックするまでの間、感嘆符が表示されます。

 • [Client MAC] 

このボタンをクリックすると、このポートに接続されているクライアントの MAC アドレス、その

スイッチの IP アドレス、クライアントが接続されているポートの名前を示すダイアログ ボックス

が表示されます。管理対象ポートの場合は、接続されているクライアント デバイスごとに MAC ア
ドレスが 1 つだけ表示されます。管理対象外のポートの場合は、そのポートに関連付けられている

すべての MAC アドレスがこのダイアログ ボックスに表示されますが、これらの MAC アドレスが

デバイス上にあるというわけではありません（他のスイッチ上にある可能性もあります）。

（注） 特定のポートに接続されている MAC アドレスは、そのポートのアクセス VLAN が VLAN 
データベース内にないと、入手できない場合があります。これは、シスコ製スイッチの一部の

モデル（6506、IOS Version 12.2(18) SXD3など）で発生します。

 • [Profile] (2)
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CAM からポートを制御するには、ドロップダウン メニューから管理対象のポート プロファイルを

選択してから、[Update] と [Setup] をクリックします。クライアントが接続されているポートから 
SNMP トラップを取得できるようにするために、これらのポートに管理対象ポート ファイルを適

用します。プロファイルはトランク ポートにも適用できます。他のポートはすべて管理対象外に

しなければなりません。ポート プロファイルは [OOB Management] > [Profiles] > [Port] > [New] 
であらかじめ設定されている必要があります（「ポート プロファイルの設定」（P.4-29）を参照）。

ドロップダウン リストには、必ず 2 つのオプションがあります。1 つは uncontrolled、もう 1 つは 
Default [] です。 初は、すべてのポートに Default[uncontrolled] ポート プロファイルが割り当て

られます。この Default [] ポート プロファイルの割り当ては、[OOB Management] > [Devices] > 
[Config] タブで変更できます。

（注） Cisco NAC アプライアンス OOB はスイッチ トランク ポートを制御できるため、アップグレー

ドする際、管理対象スイッチのアップリンク ポートを 「uncontrolled」（非制御）ポートに設

定してください。そのためには、アップグレード前に [OOB Management] > [Devices] > 
[Devices] > [List] > [Config[Switch_IP]] > [Default Port Profile] （「[Config] タブ」（P.4-57）
を参照）でスイッチ全体のデフォルト ポート プロファイルが 「uncontrolled」になっているこ

とを確認するか、またはアップグレード後に Ports 設定ページでスイッチの該当アップリンク 
ポートの Profileを 「uncontrolled」に変更します。このようにすれば、スイッチのデフォルト 
ポート プロファイルが管理 /制御対象ポート プロファイルに設定された場合に生じる不必要な

問題を回避できます。

 • （注）

このフィールドには、設定するポートの説明を入力できます（任意）。[Update] をクリックする

と、このフィールドの情報が CAM に保存されます。
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個別ポートの管理（Linkup/Linkdown）
スイッチが MAC 変更通知 /MAC 移動通知トラップをサポートしていない場合は、[MAC Not.]  カラム

と [Setup] ボタンはこのページには表示されません（図 4-33 を参照）。その場合は、Linkup/Linkdown 
トラップがスイッチおよび Clean Access Manager でサポートされ、設定されている必要があります。

Linkup/Linkdown トラップの使用に関する詳細は、「[Advanced]」（P.4-58）を参照してください。

図 4-33 Ports タブ - Linkup/Linkdown 
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複数ポートへのポート プロファイルの同時割り当て

スイッチ設定に、多数のアクセス ポートが同じポート プロファイル割り当てによってリモート ユーザ

にネットワークへの認証およびアクセスを提供する設定が含まれる場合は、[OOB Management] > 
[Devices] > [Switch [x.x.x.x]] > [Ports] > [Manage] ページを使用して、同じポート プロファイルを複

数のスイッチ ポートに同時に割り当てることができます。ポート プロファイルを割り当てるべきポー

トが 2 つまたは少ししかない場合は、「個別ポートの管理（MAC Notification）」（P.4-48）の手順を参

照してください。

ステップ 1 [OOB Management] > [Devices] > [Switch [x.x.x.x]] > [Ports] > [Manage] の順に進みます（図 4-34を

参照）。

図 4-34 [OOB Management] > [Devices] > [Switch [x.x.x.x]] > [Ports] > [Manage]

ステップ 2 [Member Switch Ports of Port Profile] ドロップダウン メニューから、対象スイッチ ポートに割り当て

る既存のポート プロファイルを選択します。

ステップ 3 [Available Switch Ports] リストで、指定したポート プロファイルを割り当てる 1 つ以上のスイッチ 
ポートを強調表示します。

ステップ 4 [Join>>] をクリックします。

ステップ 5 スイッチ ポート上のMAC 変更通知 /MAC 移動通知（スイッチ上で利用できる場合）を初期化するに

は、[Setup] （P.4-50）をクリックします。

ステップ 6 [Save] （P.4-50）をクリックして、そのスイッチの実行コンフィギュレーションを、そのスイッチのス

タートアップ コンフィギュレーションに保存します。
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[Config] タブ

[Config] タブを使用すると、特定のスイッチの [Basic]、[Advanced]、[Group] のプロファイル設定を

変更できます。

 • [Basic]

 • [Advanced]

 • [Group]

[Basic] 

[Basic] タブには（図 4-35）そのスイッチの設定値が次のように表示されます。

図 4-35 Basic Config

 • 次の値は、スイッチの初期設定から入手されます。

 – [IP Address] 

 – [MAC Address]

 – [Location]

 – [Contact]

 – [System Info] （そのスイッチの MIB から変換されたシステム情報）

 • [Device Profile]：[OOB Management] > [Profiles] > [Device] に、このスイッチ設定を使用してい

るデバイス プロファイルが表示されます。デバイス プロファイルには、モデル タイプ、SNMP ト
ラップを送信する SNMP ポート、read および write の SNMP バージョン、および該当するコミュ

ニティ ストリングまたは認証パラメータ（SNMP V3 Write）が設定されています。

 • [Default Port Profile]：[Ports] タブ上のスイッチの未設定ポートに適用されるデフォルト ポート プ
ロファイルが表示されます。ここで設定値を変更しなければ、すべてのポートの初期のデフォルト 
プロファイルは、「uncontrolled」になります。デフォルト ポート プロファイルを変更するには、

ドロップダウン メニューから別のプロファイルを選択し、[Update] をクリックします。
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（注） Cisco NAC アプライアンス OOB はスイッチ トランク ポートを制御できるため、アップグレー

ドする際、管理対象スイッチのアップリンク ポートを 「uncontrolled」（非制御）ポートに設

定してください。そのためには、アップグレード前にここでスイッチ全体のデフォルト ポート 
プロファイルが [uncontrolled] になっていることを確認するか、アップグレード後に [OOB 
Management] > [Devices] > [Devices] > [List] > [Ports [Switch_IP]] | [Profile] （「[Ports]管理

ページ」（P.4-48）を参照）でスイッチの該当するアップリンク ポートのプロファイルを 
[uncontrolled] に変更します。これによって、スイッチのデフォルト ポート プロファイルが管

理 /制御対象のポート プロファイルとして設定された場合に生じる不必要な問題を回避できま

す。

 • [Description]：スイッチの説明（任意）。 このフィールドを変更するには、新しい説明を入力し、

[Update] をクリックします。

[Advanced]

Advanced Config ページ（図 4-36）を使用すると、特定のスイッチポートに対して CAM SNMP 
Receiver が使用する SNMP トラップ通知タイプを表示し、設定することができます。

 • [MAC Notification]：スイッチが MAC 通知をサポートする場合、CAM はこのオプションを自動

的にイネーブルにします。

（注） さまざまなスイッチ設定をサポートするために、Cisco NAC アプライアンス は、MAC 
Change 通知トラップと MAC Move 通知トラップの両方を使用してスイッチをサポートし

ます。

 • [Linkup Notification]：スイッチが MAC 通知をサポートしていない場合、CAM は代わりに 
Linkup Notification オプションをイネーブルにします。 この場合、スイッチがこの機能をサポート

していると、管理者はオプションでスイッチの [Port Security] をイネーブルにできます。詳細につ

いては、「[Port Security]」（P.4-59）を参照してください。

 • スイッチが [MAC Notification] と [Linkup Notification] の両方をサポートしている場合、管理者

は [Linkup Notification] を代わりに選択し、[Update] をクリックすることで、オプションで MAC 
通知をディセーブルにできます。

図 4-36 Advanced Config

Linkup/Linkdown は、スイッチ上のグローバル システム設定であり、接続が非稼動状態か稼動状態で

あるかを追跡します。Linkup/Linkdown トラップ方式を使用する場合、Clean Access Manager は各

ポートをポーリングし、ポート上のMACの数を判断しなければなりません。
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Linkdown トラップ

クライアント マシンのシャットダウンまたは再起動が発生すると、そのスイッチから CAM に 
linkdown トラップが送信されます（ポート プロファイルによってスイッチと CAM に linkdown ト
ラップが設定されている場合）。その後のクライアント ポートの動作は、そのポートのポート プロファ

イルの設定によって決まります。

SNMP Receiver が MAC 通知と Linkup のどちらに設定されていても、CAM はユーザの削除に 
linkdown トラップを使用します。linkdown トラップが使用されるのは、次のような場合です。

 • OOB オンライン ユーザが削除され、ポート プロファイルに [Kick Out-of-Band online user when 
linkdown trap is received] オプションが設定されている場合

 • そのスイッチで [Port Security] がイネーブルになっている場合

[Port Security] 

[Port Security] は、ポートにアクセスできるステーションの MAC アドレスを制限および接続してイン

ターフェイスへの入力を制限するスイッチ機能です。

SNMP 制御方式を [Mac Notification] から [Linkup Notification] に変更するとき（「Port Security のイ

ネーブル設定」を参照）、スイッチがこの機能をサポートする場合、[Port Security] のチェックボック

スが [Advanced] ページに表示されます（図 4-37を参照）。Linkup 通知を使用する場合、Port Security 
機能は、ユーザが認証するときにポートが 1 つの MAC アドレスだけを使用できるようにして、セキュ

リティを向上できます。たとえそのポートがハブに接続されていても、トラフィックの送信が許可され

るのは、 初に認証された MAC だけです。Port Security 機能を使用できるかどうかは、スイッチ モ
デルと使用する OS によって決まります。

CAM で Port Security をイネーブルにするとき、スイッチ設定はただちには変更されません。代わり

に、次のクライアントがそのポートに接続するときに、スイッチがポートに設定を追加し、これによっ

てその MAC アドレスについての Port Security がオンになります。他の接続が試みられた場合、ス

イッチは、その MAC アドレスをそのポートへの接続が許される唯一の MAC アドレスとして追加しま

す。

Port Security のイネーブル設定

ステップ 1 [OOB Management] > [Devices] > [List] に進み、制御する必要のあるスイッチの [Config] ボタンをク

リックします。

ステップ 2 [Config] タブで、[Advanced] リンクをクリックします。

ステップ 3 [Linkup Notification] のオプションをクリックします。スイッチが機能をサポートする場合、[Port 
Security] のチェックボックスが表示されます。

ステップ 4 [Enable] のチェックボックス（[Port Security] 用）をクリックします。

ステップ 5 [Update] をクリックします。

ステップ 6 プロンプト（図 4-37）が表示され、[Do you want to clear the mac-notification settings on the switch 
too?Press CANCEL to update without clearing the mac-notification settings on the switch.] というメッ

セージが表示されます。

 • [OK] をクリックすると、CAM は Port Security 設定を保存し、「snmp-server enable traps 

mac-notification」という行がスイッチ設定から削除されます。 

 • [Cancel] をクリックすると、CAM は Port Security 設定を保存し、「snmp-server enable traps 

mac-notification」という行はスイッチ設定から削除されません。管理者が後で Mac 通知制御を

変更する予定がある場合、このオプションはその際に保存できます（詳細は、「Mac 通知を再びイ

メージ設定」（P.4-60）を参照）。
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図 4-37 CAM から Port Security をイネーブル設定 

（注） • [Port Security] をイネーブルにできるのは、ポートが Access モードに設定されている（Trunk 
モードではない）場合だけです。

 • [Port Security] がイネーブルになると、特定のポートに接続されている MAC アドレスが入手でき

なくなる場合があります。これは、シスコ製スイッチの一部のモデル（4507R、IOS Version 
12.2(18) EW など）で発生します。

 • ハイ アベイラビリティを使用する場合は、CAS および CAM が接続されているスイッチのイン

ターフェイスで [Port Security] がイネーブルに設定されていないことを確認してください。イネー

ブルになっていると、CAS HA および DHCP デリバリに問題が生じることがあります。

Mac 通知を再びイメージ設定

ステップ 1 [OOB Management] > [Devices] > [List] に進み、制御する必要のあるスイッチの [Config] ボタンをク

リックします。

ステップ 2 [Config] タブで、[Advanced] リンクをクリックします。

ステップ 3 [Mac Notification] のオプションをクリックします。

ステップ 4 [Update] をクリックします。

ステップ 5 プロンプト（図 4-38）が次のメッセージを表示します。[The running configuration of this switch 
needs to be updated.Do you want to update the switch running configuration?]

 • [OK] をクリックすると、実行中の設定がスイッチでアップデートされます。

 • [Cancel] をクリックすると、[Ports] ページで制御対象ポートを再設定する必要があります（「個別

ポートの管理（MAC Notification）」（P.4-48）を参照）。
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図 4-38 CAM から Mac 通知に復帰 

[Group]

このページには、Clean Access Manager に設定されているすべてのグループ プロファイルと、現在そ

のスイッチが加入しているグループ プロファイルが表示されます。スイッチを他のグループに追加し

たり、加入しているグループからスイッチを削除したりすることが可能です。すべてのスイッチのグ

ループ メンバーシップを変更する場合は、[OOB Management] > [Profiles] > [Group] に進みます（「グ

ループ プロファイルの設定」（P.4-24）を参照）。

図 4-39 Config Group
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認証 VLAN 変更設定へのアクセスの設定

注意 Access to Authentication VLAN Change Detection（認証 VLAN 変更設定へのアクセス）機能は、

クライアント DHCP IP 更新が必要な OOB 配置にだけ使用してください。DHCP 更新は 
[Administration] > [User Pages] > [Login Page] > [List] > [Edit] > [General] | [Use web client to 
release and renew IP address when necessary (OOB)] で設定します。OOB 配置がポート バウンシン

グを使用するとき、この機能は不用であり、設定してはなりません。詳細については、「DHCP リ
リースまたは Agent/ActiveX/Java アプレットでの更新」（P.6-6）を参照してください。

認証 VLAN に割り当てられたままのバンド クライアントと OOB クライアントの場合、Clean Access 
Agent は SWISS ディスカバリ パケットを使用して、CAS との接続を確認します。クライアント マシ

ンが OOB ネットワークにあり、CAS と直接通信することがもはやない場合は、クライアントがまだ 
Access VLAN にあるか、または認証 VLAN に移動されたかを判定するために、追加設定が必要です。

バージョン 4.1.3.0 以前の Clean Access Agent では、クライアント ポートがアクセス VLAN から F証 
VLAN にスイッチしたことを識別できず、Agent に DHCP リリース /更新の実行を強制して新しい IP 
アドレス割り当てを取得するため、クライアント マシンの DHCP リースの無効化を要求します。

Cisco NAC アプライアンス管理者がユーザを「キック」アウトせざるを得ない（セッションを認証 
VLAN に戻さざると得ない）ときに OOB ユーザがネットワーク接続を保てるように、Cisco NAC ア
プライアンス システムが DHCP リリース /更新を使用して Clean Access Agent に IP アドレスを更新さ

せられるように設定できます。

この VLAN 変更検出は、次のシナリオに適用されます。

 • L3 OOB（Real-IP またはバーチャル ゲートウェイ）

 • L2 OOB Real-IP ゲートウェイ

 • ユーザロールをベースにした VLAN 割り当てのある L2 OOB バーチャル ゲートウェイ

Clean Access Agent が変更を検出すると、クライアント マシンは DHCP リリース /更新を使用して IP 
アドレスを自動的に更新します。デフォルトで、Clean Access Agent は、スイッチ上に VLAN 割り当

てを 5 秒ごとに自動的にポーリングします。この間隔を増減する場合、ユーザは、Windows と Mac 
OS X Clean Access Agent の両方について「VlanDetectInterval」クライアント設定を調整できます。

詳細については、次の項を参照してください。

 • 「Windows クライアント マシン」（P.4-62） 

 • 「Macintosh OS X クライアント マシン」（P.4-64）

（注） Clean Access Agent バージョン 4.1.3.1 と 4.1.3.2 ではこの機能はデフォルトでディセーブルです。

Windows クライアント マシン

（注） この機能では、ユーザに Windows クライアント マシンの管理者特権が必要です。ユーザに管理者特権

がない場合、Agent がクライアントで IP リリース /更新を確実に実行できるように、Agent を Clean 
Access Agent スタブ サービスを使用してインストールする必要があります。

ユーザがログアウトし、クライアント ポートがアクセス VLAN から 認証 VLAN に変更されたとき、

クライアント IP の変更を必要とする OOB 配置の場合、クライアント マシンの IP アドレスも認証 
VLAN から割り当てられるように変更する必要があります。OOB では、ユーザがアクセス VLAN に
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あるとき、Clean Access Agent は CAM または CAS と通信しなくなります。このため、CAM がクラ

イアント ポート用の VLAN を変更した時点を Agent は認識しません。CAM はクライアントで IP アド

レスを変更するようポートをバウンスできますが、このソリューションは音声サービスを妨害する可能

性があるため、IP 電話環境には推奨できません。

管理者特権がなく、クライアントに Clean Access Agent スタブがインストールされていない Windows 
Clean Access Agent ユーザは、ICMP を使用して VLAN を検出してから、DHCP サービスをイネーブ

ルにし（net dhcp stop/start)、クライアント IP アドレスを変更することができます。しかし、オプ

ションを利用するためには、グループ ポリシー オブジェクト（GPO）を設定し、ドメイン ユーザが 
DHCP クライアントを完全に制御できるようにする必要があります。DHCP 制御をイネーブルにする

と、Agent は、IP アドレスのリリース /更新に失敗した後で、DHCP クライアントを再起動し、新しい 
IP アドレスを取得しようとします。

ICMP を使用するとき、クライアントのデフォルトのゲートウェイでは ICMP がクライアントの ping 
に応答するようにする必要もあります。デフォルト ゲートウェイが Agent ICMP 要求への応答を調整

できない場合、クライアント マシンとデフォルト ゲートウェイは ARP を使用するよう設定する必要が

あります。しかし、クライアントからゲートウェイへの通信に ARP を使用するようシステムを設定す

るようには推奨しません。ネットワークに不必要な ARP トラフィックを生成する可能性があるからで

す。

Windows クライアント マシンが Cisco NAC アプライアンス アクセスの認証 VLAN 検出機能と相互作

用するよう設定するためには、クライアントに適切なレジストリ キーを定義する必要があります（付

録 C「Windows クライアント レジストリ設定」の表 C-1を参照）。必要な DWORD レジストリ キーは

すべて同じ HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥Cisco¥Clean Access Agent¥ レジストリ位置に

あります。

（注） Agent のバージョン 4.1.3.0 と 4.1.3.1 を使用しているとき、認証 VLAN 変更検出機能へのアクセスを

使用して Windows Clean Access Agent クライアント マシンが動作するように設定するには、

「VlanDetectInterval」レジストリ設定を指定するだけです。しかし、Windows Clean Access Agent 
バージョン 4.1.3.2 以降を使用している場合は、ユーザは、クライアント マシンで 大 5 つの構成設定

を指定できます（付録 C「Windows クライアント レジストリ設定」の表 C-1を参照）。バージョン 
4.1.3.0 または 4.1.3.1 を使用して追加バージョン 4.1.3.2 以降のレジストリ構成を設定する場合、Cisco 
NAC アプライアンスは、認証 VLAN 変更検出機能へのアクセス設定を識別または使用しません。

Windows クライアントで DWORD レジストリ キーを指定または変更する操作手順

ステップ 1 HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥Cisco¥Clean Access Agent に移動します。

図 4-40 Windows レジストリ エディタの例

ステップ 2 設定を指定するフィールドを見つけ、ハイイライト表示します（「RetryDetection」、「PingArp」、
「PingMaxTimeout」、「DHCPServiceStartStop」、または「VlanDetectInterval」）。
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認証 VLAN 変更設定へのアクセスの設定
ステップ 3 付録 C「Windows クライアント レジストリ設定」の表 C-1の指針に従って、値を指定します。

ステップ 4 Windows Clean Access Agent に使用する設定を指定した後、設定を保存し、レジストリ エディタを閉

じます。

（注） Agent のバージョン 4.1.3.0 と 4.1.3.1 を使用しているとき、認証 VLAN 変更検出機能へのアクセスを

使用して Windows Clean Access Agent クライアント マシンが動作するように設定するには、

「VlanDetectInterval」レジストリ設定を指定するだけです。しかし、Windows Clean Access Agent 
バージョン 4.1.3.2 以降を使用している場合は、ユーザは、クライアント マシンで 大 5 つの構成設定

を指定できます（付録 C「Windows クライアント レジストリ設定」の表 C-1を参照）。バージョン 
4.1.3.0 または 4.1.3.1 を使用して追加バージョン 4.1.3.2 以降のレジストリ構成を設定する場合、Cisco 
NAC アプライアンスは、認証 VLAN 変更検出機能へのアクセス設定を識別または使用しません。

Macintosh OS X クライアント マシン

Mac OS X Agent の場合、認証 VLAN 変更検出機能へのアクセスをイネーブルにするには、Mac OS X 
クライアントで「VlanDetectInterval」設定を指定するだけです。「VlanDetectInterval」のグローバル

またはローカルな設定を指定することで、Agent ポーリング間隔を同時にイネーブルおよび設定できま

す。

ステップ 1 どのレベル（グローバルまたはローカル）で、Macintosh クライアント マシンに

「VlanDetectInterval」を設定し、該当するファイルに移動するか決定します。

 • グローバル：/Application/Contents/Resources/setting.plist ファイルに移動します。グローバル 
setting.plist 値は、ローカル preference.plist 値より優先され、クライアント マシンを使用してロ

グインするすべてのユーザに適用されます（つまり、グローバル「VlanDetectInterval」が設定さ

れている場合、ローカル設定は無視されます）。

 • ローカル：/Library/Application Support/Cisco Systems/CCAAgent/preference.plist ファイル

に移動します。

図 4-41 Mac OS X：setting.plist ファイル（グローバル設定の例）

ステップ 2 VlanDetectInterval フィールドを見つけ、強調表示します。
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認証 VLAN 変更設定へのアクセスの設定  
図 4-42 Mac OS X：VlanDetectInterval フィールド（グローバル設定の例）

ステップ 3 VlanDetectInterval 値を指定します。有効な範囲は 0 ～ 任意の 32 ビット整数です。

（注） VlanDetectInterval の値を 0 に設定すると、認証 VLAN 変更検出機能へのアクセスをディセー

ブルになります。

図 4-43 Mac OS X：VlanDetectInterval 設定（グローバル設定例）

ステップ 4 設定を保存し、setting.plist または preference.plist ページを閉じます。
4-65
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド         

OL-16410-01-J



 

第 4 章      スイッチ管理：アウトオブバンド配置の設定        

OOB ユーザ
OOB ユーザ

OOB ユーザ セクション 
次のトリガは、OOB がいつログオフしたかを検出し、再評価を行います。

 • リンクダウン SNMP トラップ（ユーザがプラグを抜いたとき、またはリブートしたとき）

 • MAC 通知トラップ

（注） さまざまなスイッチ設定をサポートするために、Cisco NAC アプライアンス は、MAC 
Change 通知トラップと MAC Move 通知トラップの両方を使用してスイッチをサポートし

ます。

 • 認証済みタイマーの期限切れ

 • セッション タイマーの期限切れ

 • CAM からの手動削除

詳細については、「オンライン ユーザ リスト」（P.15-3）および「証明済みデバイスの管理」（P.10-32）
も参照してください。

有線および無線 OOB ユーザ リストの概要

表 4-3に、アウトオブバンド ユーザの追跡用のリストを示します。

表 4-3 アウトオブバンド ユーザ リストの概要

ユーザ リスト 説明 
In-Band 
Online Users

 • [In-Band Online Users] リスト（P.15-6 の図 15-3）では、ネットワークにログインしたインバンド ユー

ザが追跡されます。

 • ユーザが Web ログインまたは Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent を通じてネットワークにログ

インすると、CAM はこのリストにクライアントの IP アドレス /MAC アドレス（該当する場合）を追加

します。

 • このオンライン ユーザ リストからユーザを削除すると、そのユーザはインバンド ネットワークからロ

グオフされます。

[Certified 
Devices List]

 • [Certified Devices List] （P.10-34 の図 10-12）には、アウトオブバンドかインバンドかに関係なく、

Clean Access 条件を満たしている「証明済みの」全クライアント デバイスの MAC アドレスが表示され

ます。

 • クライアント デバイスがポスチャ アセスメントを通過し、Clean Access 要件を満たした後、CAM はク

ライアント MAC アドレスを Certified Devices List に追加します。

 • Certified Devices List からクライアントを削除すると、次のことが実行されます。

 – [In-Band Online Users] リストからインバンド ユーザが削除される。

 – [Out-of-Band Online Users] リストから OOB ユーザが削除され（これにより、ポートはアクセス 
VLAN から認証 VLAN に変更される）、ポート プロファイルで [Remove out-of-band online user 
without bouncing the port] がオンになっていない限り、そのポートがバウンスされる。
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OOB ユーザ 
[Wired 
Clients] と 
[Wireless 
Clients] 

 • [Wired Clients] と [Wireless Clients] には（P.4-46 の図 4-31とP.5-23 の図 5-17を参照）、CAM が受信

する SNMP トラップ情報に基づいて、（VLAN に無関係に）OOB クライアントのアクティビティが記

録されます。

 • Wired OOB クライアントの場合、 CAM は、スイッチからクライアントの SNMP 情報を受信すると、ア

ウトオブバンドの Discovered Clients リストにそのクライアントの MAC アドレス、送信元スイッチの 
IP アドレス、スイッチ ポート番号を追加します。そのクライアントの新しい SNMP トラップ情報を受

信するたびに CAM はそのエントリを更新します。

 • Wireless OOB クライアントの場合、CAM は「クライアント」の MAC アドレス、IP アドレス、関連

付けられた WLC、Access Point MAC アドレス、および認証（Quarantine）とアクセス VLAN 割り当

てを Wireless Clients に追加します。その後、無線クライアントの新しい SNMP トラップ情報を受信す

るたびに CAM はそのエントリを更新します。

 •  Wired Clients または Wireless Clients リストからエントリを削除すると、その OOB クライアントのス

テータス情報が CAM から消去されます。

（注） Wired OOB クライアントの場合、CAM が VLAN を変更するスイッチ ポートを判定するために、

Wired Clients リストにエントリがなければなりません。Discovered Clients リスト内のエントリが

削除されると同時にユーザがログインした場合、CAM はそのスイッチ ポートを検出できません。

Out-of-Band 
Online Users 

 • [Out-of-Band Online Users] リスト（P.15-7 の図 15-4）では、アクセス VLAN 上（信頼ネットワーク

上）のすべての認証済みアウトオブバンド ユーザが追跡されます。

 • クライアントがアクセス VLAN に切り替えられた後、CAM はそのクライアントの MAC アドレスを 
OOB Online Users リストに追加します。

（注） OOB オンライン ユーザの「User IP」は、認証 VLAN 上のユーザの IP アドレスです。定義上は、

Cisco NAC アプライアンスはユーザが一旦アクセス VLAN 上に配置されると、そのユーザを追跡し

ません。したがって、OOB ユーザは Cisco NAC アプライアンス ネットワーク内に存在する間、認

証 VLAN IP アドレスによって追跡されます。

 • ユーザが OOB Online Users リストから削除されると、CAM はスイッチまたは Wireless LAN 
Controller にポートの VLAN をアクセス VLAN から認証 VLAN に変更するように指示します。

（注） Wired OOB クライアントの場合、Cisco NAC アプライアンス システムが OOB クライアント セッ

ションを終了し（たとえば、システム管理者がユーザを「キック」アウトせざるを得ない場合）、ス

イッチがクライアント のアクセス ポート 用の VLAN 割り当てをアクセス VLAN から本来の認証 
VLAN へ変更する場合、クライアント マシンは VLAN 変更を検出し、設定されている場合は IP ア
ドレスの更新を開始し、ユーザがネットワークに接続されたままであることを確認します。ポーリ

ング方法と設定のガイドラインに関する詳細は、「認証 VLAN 変更設定へのアクセスの設定」

（P.4-62）を参照してください。

 • さらに、ポート プロファイル（Real-IP/ NAT-Gateway）に [Bounce the port after VLAN is changed] が
選択されている場合は、次も実行されます。

1. CAM がスイッチ ポートをバウンスします（オフおよびオン）。

2. スイッチが CAM に SNMP トラップを再送信します。

3. CAM は、受信した SNMP MAC 変更通知 /MAC 移動通知または linkup トラップから、スイッチ 
ポートに接続されているデバイスを検出します。

4. デバイスが証明済みでない場合、ポートには認証 VLAN が割り当てられます。

5. CAM はポート プロファイルの設定に従ってポートの VLAN を変更します。

表 4-3 アウトオブバンド ユーザ リストの概要

ユーザ リスト 説明 
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OOB のトラブルシューティング
OOB のトラブルシューティング
 • 「アップグレード後の OOB スイッチ トランク ポート」（P.4-68）

 • 「Unable to Control <Switch IP>」（P.4-69）

 • 「OOB Error: connected device <client_MAC> not found」（P.4-69）

アップグレード後の OOB スイッチ トランク ポート

Cisco NAC アプライアンスは OOB（リリース 3.6(1) 以降より開始）のスイッチ トランク ポートを制

御できるため、アップグレードの前または後に、管理対象スイッチのアップリンク ポートを 
uncontrolled（非制御）ポートに設定する必要があります（『 Release Notes for Cisco NAC Appliance 
(Cisco Clean Access), Version 4.5(1)』の「Settings That May Change With Upgrade」を参照）。

この処理は、次の 2 つの方法のいずれかで実行できます。

 • アップグレード前に、[OOB Management] > [Devices] > [Devices] > [List] > [Config [Switch_IP]] 
> [Default Port Profile] | [uncontrolled] で、スイッチ全体の [Default Port Profile] を [uncontrolled] 
に変更します。

 • アップグレード後に、[OOB Management] > [Devices] > [Devices] > [List] > [Ports [Switch_IP]] | 
[Profile] で、スイッチの適用可能なアップリンク ポートの Profile を [uncontrolled] に変更します。

これによって、スイッチのデフォルト ポート プロファイルが管理 /制御対象のポート プロファイルと

して設定された場合に生じる不必要な問題を回避できます。

何らかの理由で上述のステップが省略されたためにスイッチが切断された場合、次の手順を実行しま

す。

ステップ 1 スイッチを CAM のスイッチ リストから削除します（[OOB Management] > [Devices] > [Devices] > 
[List]）。

ステップ 2 CLI を使用してスイッチを設定し、CAM によってアップリンク ポートに加えられた変更を元に戻しま

す（トランク ネイティブ VLAN および MAC change notification/MAC move notification）。次に、例

を示します。

(config-if)# switchport trunk native vlan xxx
(config-if)# no snmp trap mac-notification added

ステップ 3 スイッチを CAM に追加し（[OOB Management] > [Devices] > [Devices] > [New または Search]）、デ

フォルトのポート プロファイルとして [uncontrolled] を適用します。

ステップ 4 「uncontrolled」ポート プロファイルをアップリンク ポートおよび他の非制御ポートに割り当てます

（[OOB Management] > [Devices] > [Devices [x.x.x.x]] > [Ports]）。

ステップ 5 スイッチのデフォルト ポート プロファイルをリセットします（[OOB Management] > [Devices] > 
[Switches [x.x.x.x]] > [Config]）。

スイッチ ポートを初期化します（[OOB Management] > [Devices] > [Devices [x.x.x.x]] > [Ports]）。
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OOB のトラブルシューティング 
Unable to Control <Switch IP> 
[OOB Management] > [Devices] > [Devices] > [New] でスイッチを追加する際、[Unable to control 
"<Switch_IP>"] というエラー メッセージがコンソールに表示された場合： 

 • スイッチ プロファイルがスイッチ タイプと一致していることを確認します。たとえば、スイッチ

が 3750 であるのにスイッチ プロファイルで 2950 に指定した場合、CAM は 2950 プロファイルを

使用して 3750 を追加しようとして失敗します。プロファイルを 3750 に変更すると、この問題は

解決します。

 • P トラップがイネーブルになっていること、および SNMP コミュニティ ストリングがスイッチで

適切に設定されていることを確認します。詳細については、「スイッチの設定手順の例」（P.4-16）
を参照してください。

OOB Error: connected device <client_MAC> not found
スイッチ プロファイルの設定が不適切なために、クライアント接続エラーが発生することがあります。

Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent を使用してネットワークにログインしようとした場合に、

Agent によって次のエラーが表示されます。 
[Login Failed!  OOB Error: connected device <client_MAC> not found  Please contact your network 
administration.]

 • [OOB Management] > [Devices] > [Devices] > [New] で、スイッチ プロファイルがスイッチ タイ

プと一致していることを確認します。

たとえば、スイッチが 3750 であるのに、スイッチを追加するときにスイッチ プロファイル 2950 
を指定した場合、CAM が（Agent エラー メッセージで指定された MAC アドレスで）接続してい

るクライアント用にスイッチから SNMP リンクアップ トラップを受信するときに、CAM はその

スイッチに接続して MAC アドレスを見つけようとします。スイッチに間違ったプロ tァイルが指

定されている場合、または CAM でスイッチがまだ設定されていない場合、CAM はそのスイッチ

に接続できません。スイッチ プロファイルを 3750 に変更すると、この問題は解決します。
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OOB のトラブルシューティング
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C H A P T E R 5

Wireless LAN コントローラの管理：ワイヤ
レス アウトオブバンド配置の設定

この章では、ワイヤレス アウトオブバンド（ワイヤレス OOB）配置の Cisco NAC アプライアンスの

設定方法を説明します。この章の内容は次のとおりです。

 • 「概要」（P.5-1）

 • 「ワイヤレス OOB Virtual Gateway 配置」（P.5-4）

 • 「ワイヤレス アウトオブバンドのためのネットワークの設定」（P.5-6）

 • 「Wireless LAN コントローラの設定」（P.5-7）

 • 「CAM での Wireless LAN コントローラ 接続の設定」（P.5-14）

 • 「ワイヤレス アウトオブバンド ユーザ」（P.5-26）

 • 「ワイヤレス OOB のトラブルシューティング」（P.5-27）

OOB 配置の詳細は、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration 
GuideRelease 4.5(1)』を参照してください。

概要
従来のインバンド Cisco NAC アプライアンス ワイヤレス配置では、ワイヤレス クライアント マシン

との間のすべてのネットワーク トラフィックが Clean Access Server（CAS）を通ります。高スルー

プットまたは高ルーティング環境では、Cisco NAC アプライアンス ワイヤレス アウトオブバンド（ワ

イヤレス OOB）配置を導入することにより、クライアント トラフィックが Clean Access ネットワー

クを通過するのは、アクセス ネットワークに直接接続される前の認証および証明時だけにすることが

できます。ここでは、次の事項について説明します。

 • 「ワイヤレス インバンドとアウトオブバンド」（P.5-2）

 • 「ワイヤレス アウトオブバンドの要件」（P.5-2）

 • 「SNMP 制御」（P.5-3）

 • 「ワイヤレス アウトオブバンドの設定手順の要約」（P.5-4）
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概要
ワイヤレス インバンドとアウトオブバンド

表 5-1に、インバンドとアウトオブバンドそれぞれの特徴をまとめてあります。

ワイヤレス アウトオブバンドの要件

Cisco NAC アプライアンスのワイヤレス アウトオブバンド実装を使用するには、次の要件を満たす必

要があります。

 • Cisco Wireless LAN コントローラは、少なくともサポートされている 低バージョン以上の IOS
（SNMP トラップをサポート）を使用する、サポートされているモデルである必要があります。

表 5-2を参照してください。

 • Cisco Wireless LAN コントローラは、Clean Access Server に隣接するレイヤ 2 である必要があり

ます。このレイヤによる互いの相互運用でワイヤレス クライアント ログインがサポートされます。

 • ワイヤレス クライアント ログインおよび認証をサポートする Clean Access Server は、Virtual 
Gateway モードでインストールおよび設定されている必要があります。

（注） 管理者はサポート対象 WLC のオブジェクト ID（OID）を CAM 更新によって更新できます（[Device 
Management] > [Clean Access] > [Updates] > [Summary] | [Settings]）。たとえば、サポート対象モデル

（Cisco 4400 シリーズ）の新しい WLCがリリースされた場合、管理者は CAM/CAS のソフトウェア 
アップグレードを実行しなくても、CAM で Cisco Updates を実行するだけで WLC OID をサポート対

象にすることができます。 
 

WLC OID 更新機能は、既存のモデルだけに適用されます。新しい WLC シリーズが導入された場合、

管理者はやはりアップグレードを実行して、新しい WLC に対して必ずワイヤレス OOB サポートが提

供されるようにする必要があります。「アップデートの設定およびダウンロード」（P.10-16）を参照し

てください。

表 5-1 ワイヤレス インバンドと アウトオブバンド配置 

ワイヤレス インバンド配置の特徴 ワイヤレス アウトオブバンド配置の特徴

Clean Access Server（CAS）は、常にユーザ ト
ラフィックを処理します（認証、ポスチャ評価、

修復の前および後の両方）。ポリシーの強制は、

ユーザ トラフィックが通過することによって達成

されます。

CAS は、認証、評価、修復のプロセス中にだけ、

ユーザ トラフィックを処理します。その後、ユー

ザ トラフィックは CAS を通過しません。ポリ

シーの強制は、Wireless LAN コントローラ

（WLC）と協調するための SNMP の使用および 
VLAN 割り当ての割り当てと再割り当てによって

達成されます。

CAS を使用すると、認証済みおよび未認証の

ユーザ トラフィックを安全に制御できます。

CAS は、認証、評価、修復のフェーズ中にユー

ザ トラフィックを制御できますが、トラフィック

がアウトオブバンドであるため、修復後はトラ

フィックを制御できません。

帯域幅は、インストールされている Clean Access 
Server で許可される 大スループットに制限され

ます。

アウトオブバンド帯域幅は、ネットワーク内の 
Clean Access Server により制限されません。これ

は、クライアントが認証された後では、クライア

ント トラフィックすべてが CAS を迂回するため

です。
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概要
（注） Cisco NAC ワイヤレス アウトオブバンドでサポートされる HREAP のモードは、central 
authentication, central switching です。この状態では、コントローラがクライアント認証を処理し、ク

ライアント データはすべてトンネリングによりコントローラに返されます。この状態は、接続済み

モードの場合にだけ有効です。 

Cisco NAC ワイヤレス OOB との組み合わせでは、ローカル スイッチングはサポートされていません。

（注） WLC モデル /IOS バージョンのサポートの 新情報は、『Switch Support for Cisco NAC Appliance』を

参照してください。

SNMP 制御

ワイヤレス OOB 配置では、WLC を Clean Access Manager のドメインに追加し、SNMP（簡易ネット

ワーク管理プロトコル）を使用して WLC と通信できます。SNMP は、ネットワーク管理ツールがネッ

トワーク デバイス間の管理情報の交換に使用するアプリケーション レイヤのプロトコルです。Cisco 
NAC アプライアンスおよび Cisco WLC では、ワイヤレス OOB 環境で、次の SNMP バージョンをサ

ポートしています。

まず、Clean Access Manager との間で SNMP トラフィックを送受信するように WLC を設定してから、

その WLC との間でトラフィックを送受信するために一致する設定値を Clean Access Manager に設定

します。これにより Clean Access Manager では、VLAN 情報を WLC から取得し、ワイヤレス ユーザ

がネットワークからログアウト（または「キックアウト」）して Online Users リストから削除されると

きに WLC と連携できます。

表 5-2 サポート対象の Wireless LAN コントローラ モデル 

サポート対象の Wireless LAN コントローラ

Wireless 
LAN コント

ローラ リリー

ス

Cisco NAC 
アプライアン

ス リリース

Cisco 4400 シリーズ Wireless LAN コントローラ 5.1 以降 4.5

Cisco 2000 シリーズ Wireless LAN コントローラ

Cisco Catalyst 3750G Integrated Wireless LAN Controller

Cisco Catalyst 6500/7600 シリーズ Wireless Services Module
（WiSM）

Cisco Wireless LAN コントローラ モジュール

CAM から OOB WLC への 
SNMP Read

CAM から OOB WLC への 
SNMP Write

 OOB WLC から CAM への 
SNMP Trap

 • SNMP V1

 • SNMP V2c（コミュニティ 
ストリング使用の V2）

 • SNMP V1

 • SNMP V2c 

 • SNMP V3

 • SNMP V2c 
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ワイヤレス OOB Virtual Gateway 配置
ワイヤレス アウトオブバンドの設定手順の要約

アクセス ネットワークでのワイヤレス OOB をイネーブルにするには、次の作業を実行する必要があり

ます。

1. Wireless LAN コントローラを設定します。

a. WLC の SNMP read および write の設定をイネーブルにします。

b. WLC での SNMP v2c を使用する SNMP トラップ転送をイネーブルにします（SNMP v2c プ
ロトコルは、CAM と WLC に共通する唯一の SNMP トラップ バージョンです）。

c. WLC に 認証（隔離）VLAN との間および標準のアクセス VLAN との間の両方の SSID/ダイ

ナミック インターフェイスを設定します。

2. 「SNMP Receiver の設定」（P.5-19）にあるガイドラインを参照して、CAM の SNMP 設定を WLC 
に割り当てた設定と一致させてください。

3. 「新しい Wireless LAN コントローラの追加」（P.5-21）にあるガイドラインを参照して、WLC の
ための CAM に新しいデバイス プロファイルを作成します。

（注） CAM にあるスイッチ デバイス プロファイルと異なり、WLC のポート プロファイルを管

理者が設定したり割り当てたりすることはありません。認証（隔離）VLAN およびアクセ

ス VLAN の VLAN 割り当ては、クライアント ポスチャ評価および修復に続いて CAM か
ら送信される SNMP トラップ メッセージに基づく WLC に由来します。

4. 「Wireless LAN コントローラの追加および管理」（P.5-20）にあるガイドラインを参照して、新し

い WLC デバイス プロファイルを Device List に追加します。

5. 『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』
の「Configuring the CAS Managed Network」の章にある適切な項を参照して、ワイヤレス OOB 
ネットワーク機能をサポートするよう Cisco NAC アプライアンス ネットワークにある CAS を設

定します。

 – 「Add New Server」の項のガイドラインに従って、CAS を Virtual Gateway としてインストー

ルします。

 – 「Configuring Managed Subnets or Static Routes」の項を参照して、Cisco NAC アプライアン

ス システムが、WLC の認証（隔離）VLAN からのクライアント トラフィックを適切に処理

することを確認します。

 – CAS はVirtual Gateway モードでブリッジとして動作するため、「Configure VLAN Mapping」
の項を参照して、WLC のアクセス VLAN を Cisco NAC アプライアンスのアクセス VLAN

（いずれも信頼 VLAN 上）にマップするように CAS が設定されていることを確認してくださ

い。

ワイヤレス OOB Virtual Gateway 配置
図 5-1は、標準的なワイヤレス OOB Virtual Gateway 配置を示します。WLC では、認証（隔離）

VLAN 110 とアクセス VLAN 10 の 2 つの VLAN を 1 つ以上の SSID/ダイナミック インターフェイス

に割り当てて、ワイヤレス クライアント アクセスをサポートします。WLC およびレイヤ 2 アクセス 
スイッチでは、VLAN トランクが両方の VLAN に割り当てられます。これは、ワイヤレス クライアン

ト マシンが Cisco NAC アプライアンスに認証されているかどうかにかかわらず クライアント トラ

フィックをレイヤ 2 スイッチに自動で到達させるためです。レイヤ 2 スイッチにより、未認証のトラ
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ワイヤレス OOB Virtual Gateway 配置    
フィックはすべて VLAN 110 経由で Clean Access Server に誘導されることになり、認証済みクライア

ントはアウトオブバンドのままであるために、CAS を迂回してアクセス VLAN 10 経由で内部ネット

ワークに直接進むことになります。

図 5-1 ワイヤレス アウトオブバンド レイヤ 2 VGW モード

ワイヤレス OOB Virtual Gateway モードでのログインおよび認証のフ
ロー

1. 未認証のワイヤレス ユーザ接続は、関連付けられているワイヤレス アクセス ポイント経由で 
Wireless LAN コントローラに接続されます。

2. WLC では、ワイヤレス ユーザが Cisco NAC アプライアンス ネットワーク アクセス証明書を使用

してログインしようとしていることを CAM に通知するアソシエーション トラップを送信します。

3. ワイヤレス クライアントが初めてワイヤレス OOB ネットワークにログインしたときに、ユーザ 
プロファイルが認証（隔離）VLAN 110 に割り当てられます。

4. CAS が、アクセス VLAN 10 からクライアント マシンに IP アドレスを割り当て、WLC がクライ

アントを認証します。

（注） ワイヤレス OOB ネットワークにシングルサインオン（SSO）が設定されている場合、

WLC では、CAS に対する適切な RADIUS アカウンティング パケットの送信も行います。

5. Cisco NAC アプライアンスがクライアント マシンのポスチャ評価および修復を実行し、クライア

ント マシンがセキュリティ要件を満たしていれば、クライアントを認証して SNMP SET コマンド

を WLC に送信することで内部ネットワークへのアクセスを許可します。

6. WLC が、クライアント IP アドレスを認証（隔離）VLAN 110 からアクセス VLAN 10 に切り替

え、（この時点でクライアントは Cisco NAC アプライアンスに認証済みであるため）ワイヤレス 
クライアント マシンと内部ネットワークの間のトラフィックがアウトオブバンドに移動して CAS 
が迂回されます。

ユーザがワイヤレス OOB ネットワークからログアウトすると、WLC が別の SNMP アップデートを 
CAM に送信して、CAM にユーザ プロファイルをワイヤレス Online Users リストから削除させます。

Cisco NAC アプライアンス管理者がユーザをネットワークから強制的に「ログアウト」させた場合も、

CAM が SNMP トラップを WLC に送信し、これを受けて WLC がユーザを自動で認証（隔離）VLAN 
に戻します。この結果、未認証になったクライアント トラフィックは CAS に誘導されます。

Wireless
LAN 

 2  3Clean Access
Server

Clean Access
Manager

VLAN 10 110

VLAN 10

VLAN
110

VLAN
10

18
87

34
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ワイヤレス アウトオブバンドのためのネットワークの設定
ワイヤレス アウトオブバンドのためのネットワークの設定
CAM では関連付けられた WLC との通信に SNMP を使用し、管理ネットワークを経由でワイヤレス 
OOB Virtual Gateway CAS を管理します。CAS の信頼側インターフェイスでは、管理ネットワークに

接続し、CAS の非信頼インターフェイスでは、管理されたクライアント ネットワークに接続します。

ワイヤレス クライアントが WLC に接続すると、WLC がクライアントを認証（隔離）VLAN に自動で

割り当て、クライアントとの間のトラフィックは CAS 経由になります。Clean Access Server によって

クライアントが認証および証明されると、WLC が CAM から SNMP メッセージを受け取り、アクセス 
VLAN 経由でのネットワークへのアクセスをクライアントに許可します。アクセス VLAN 上では、証

明済みクライアントとの間のトラフィックがアウトオブバンドに移動され、Clean Access Server が迂

回されます。

次の項では、ワイヤレス OOB 配置を設定するために必要な設定手順を示します。

 • 「Wireless LAN コントローラの設定」（P.5-7）

 • 「CAM での Wireless LAN コントローラ 接続の設定」（P.5-14）

（注） ワイヤレス クライアント マシン認証をサポートする CAS は、Virtual Gateway モードでだけ配置でき

ます。
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Wireless LAN コントローラの設定  
Wireless LAN コントローラの設定
この項では、ワイヤレス アウトオブバンドのために Cisco NAC アプライアンスと連携するよう 
Wireless LAN コントローラ（WLC）を設定するために必要な手順を説明します。

 • 「Wireless LAN コントローラの設定に関する注意事項」（P.5-7）

 • 「Wireless LAN コントローラ設定手順の例」（P.5-8）

 • 「ワイヤレス OOB ネットワークの設定 /コンフィギュレーション ワークシート」（P.5-13）

Wireless LAN コントローラの設定に関する注意事項

OOB 用にワイヤレス LAN コントローラを設定する際には、次の事項を考慮する必要があります。

 • Cisco NAC アプライアンスでは、Cisco Wireless LAN コントローラを使用するワイヤレス OOB 
配置だけをサポートしています。

 • SNMP の read、write および trap 機能を使用して CAM と対話するように WLC を設定する必要が

あります。

 • WLC の各 SSID（Service Set Identifier）/ダイナミック インターフェイスに、認証（隔離）

VLAN とアクセス VLAN の両方が設定されている必要があります。

 • WLC と Clean Access Server の間のネットワークにあるアクセス スイッチおよびアグリゲーショ

ン スイッチすべてに同じ認証（隔離）VLAN とアクセス VLAN がトランクされていることを確認

してください。

 • 認証 VLAN とアクセス VLAN は、WLC に定義され、この 2 つの入れ替わりは、SNMP トラップ

を使用して CAM に送信されます。管理者がユーザ ロールの割り当てなどにより CAM から 
VLAN を割り当てることはありません。

 • ワイヤレス ユーザがログオフした場合も WLC が SNMP 情報を CAM に送ることで、ユーザ ID が 
Online Users リストから削除されるようにします。管理者が任意のユーザを Online Users リスト

から削除する必要がある場合も、CAM が SNMP 経由で WLC に通知し、WLC がワイヤレス クラ

イアントを認証（隔離）VLAN に自動で割り当てます。

 • ワイヤレス ユーザのためのシングルサインオン（SSO）が必要な場合は、RADIUS アカウンティ

ング パケットを CAS に送信するように WLC を設定する必要もあります。

（注） VPN 自動ログアウト機能はワイヤレス OOB 配置では動作しません。VPN 自動ログアウト

によりユーザがシステムからサインアウトされると、CAM ではこの WLC からの接続解除

を認識できません。

 • ワイヤレス アクセス ネットワークでワイヤレス IP 電話用のサービスを提供する場合は、そのデバ

イス用に別の SSID を設定して、それらが Cisco NAC アプライアンスの認証プロセスを経ること

がないようにしてください。
5-7
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド         

OL-16410-01-J



 

第 5 章      Wireless LAN コントローラの管理：ワイヤレス アウトオブバンド配置の設定           

Wireless LAN コントローラの設定
Wireless LAN コントローラ設定手順の例

この項では、Cisco 4400 シリーズ Wireless LAN コントローラの設定例を示します。

 • 「Wireless LAN コントローラへのダイナミック インターフェイスの作成」（P.5-8）

 • 「Wireless LAN コントローラへの WLAN の作成と Cisco NAC アプライアンス統合のイネーブル

化」（P.5-9）

 • 「Wireless LAN コントローラでの SNMP の設定」（P.5-10）

 • 「CAM を SNMP トラップ レシーバに指定」（P.5-11）

Wireless LAN コントローラへのダイナミック インターフェイスの作成

Wireless LAN コントローラに新しいダイナミック インターフェイスを作成し、設定を指定するには、

次の手順に従います。

ステップ 1 WLC のグラフィカル ユーザ インターフェイスで [Controller] > [Interfaces] をクリックして 
[Interfaces] ページを開きます。

ステップ 2 [New] をクリックし、表示される [Interfaces] > [New] ページで [Interface Name] および [VLAN ID] 
を入力します。

ステップ 3 [Apply] をクリックして、変更をコミットします。[Interfaces] > [Edit] ページが表示されます

（図 5-2）。

図 5-2 WLC 4400 の [Interfaces] > [Edit] ページ

ステップ 4 次のパラメータを設定します。

 • ゲスト LAN

 • [Quarantine] オプションをイネーブルにし、隔離 [Quarantine VLAN ID] を指定します。
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Wireless LAN コントローラの設定  
（注） この VLAN を正常でない（unhealthy）と設定する場合か、Network Access Control（NAC）

アウトオブバンド統合を設定する場合は、[Quarantine] チェックボックスをオンにします。こ

のように設定すると、この VLAN に割り当てられているあらゆるクライアントのデータ トラ

フィックがコントローラを通るようになります。

 • 物理ポートの割り当て 
 • VLAN ID

 • 固定 IP アドレス、IP ネットマスク、およびデフォルト ゲートウェイ

 • プライマリおよびセカンダリの DHCP サーバ

 • 必要な場合は、Access Control List（ACL）名

（注） 適切に動作させるには、Port Number パラメータおよび Primary DHCP Server パラメータを設

定する必要があります。

ステップ 5 [Save Configuration] をクリックして変更を保存します。

ステップ 6 作成または編集するダイナミック インターフェイスごとにこの手順を繰り返します。

詳細については、『Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide, Release 5.1』を参照してくださ

い。

Wireless LAN コントローラへの WLAN の作成と Cisco NAC アプライアンス統合のイネー
ブル化

Wireless LAN コントローラに新しい WLAN を作成し、Cisco NAC アプライアンスとの統合をイネー

ブルにするには、次の手順に従います。

ステップ 1 WLC グラフィカル ユーザ インターフェイスで [WLANs] > [New] をクリックします。[WLANs] > 
[New] ページが表示されます。

ステップ 2 [Type] ドロップダウン メニューから [WLAN] を選択します。

ステップ 3 この WLAN に割り当てる英数字 32 文字までのプロファイル名を [Profile Name] フィールドに入力し

ます。プロファイル名は固有である必要があります。

ステップ 4 この WLAN に割り当てる英数字 32 文字までの SSID を [WLAN SSID] フィールドに入力します。

ステップ 5 [Apply] をクリックして、変更をコミットします。[WLANs] > [Edit] ページが表示されます（図 5-3）。
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図 5-3 WLC 4400 の [WLANs] > [Edit] ページ

ステップ 6 [General] タブで、[Status] チェックボックスをオンにして、この WLAN をイネーブルにします。

注意 このオプションは、WLAN の設定変更を完了するまで「オフ」（ディセーブル）にしておいてくだ

さい。

ステップ 7 [Advanced] タブで、「NAC」見出しの下にある State チェックボックスをオンにして、Cisco NAC ア
プライアンスとの WLC 統合をイネーブルにします。

ステップ 8 ワイヤレス ユーザ セッションで Cisco NAC アプライアンスとの認証に使用する [Quarantine VLAN 
ID] を指定します。

ステップ 9 [Apply] をクリックして、変更をコミットします。

ステップ 10 [Save Configuration] をクリックして変更を保存します。

詳細については、『Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide, Release 5.1』を参照してくださ

い。

Wireless LAN コントローラでの SNMP の設定

Wireless LAN コントローラが Cisco NAC アプライアンス システムにおける OOB クライアント マシ

ンのステータスに関する CAM からの SNMP 転送を受け取り、処理できるようにするには、WLC での 
SNMP の動作をイネーブル化および設定する必要があります。

新しい SNMP コミュニティを作成し、WLC での SNMP をイネーブルにするには、次の手順に従いま

す。

ステップ 1 [Management] をクリックし、次に SNMP の下の [Communities] をクリックします。[SNMP v1 / v2c 
Community] ページが表示されます。

ステップ 2 [New] をクリックして、新しいコミュニティを作成します。[SNMP v1 / v2c Community] > [New] ペー

ジが表示されます（図 5-4）。
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図 5-4 [SNMP v1 / v2c Community] > [New] ページ

ステップ 3 [Community Name] フィールドに、英数字 16 文字までを含む固有の名前を入力します（「public」また

は「private」は入力しないでください）。

ステップ 4 このデバイスが関連付けられたコミュニティとの SNMP パケットを受け入れる CAM の [IP Address] 
および対応する [IP Mask] を入力します。

ステップ 5 [Access Mode] ドロップダウン メニューから [Read/Write] を選択して、このコミュニティのアクセス 
レベルを指定します。

ステップ 6 [Status] ドロップダウン メニューから [Enable] を選択して、このコミュニティをアクティブにします。

ステップ 7 [Apply] をクリックして、変更をコミットします。

ステップ 8 [Save Configuration] をクリックして設定を保存します。

ステップ 9 [SNMP v1 / v2c Community] ページに「public」または「private」のコミュニティがまだ表示されてい

る場合は、この手順を繰り返します。

詳細については、『Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide, Release 5.1』を参照してくださ

い。

CAM を SNMP トラップ レシーバに指定

Wireless LAN コントローラで SNMP をイネーブルにし、設定を行った後で、SNMP トラップ メッ

セージを受け取る CAM を WLC に認識させる必要もあります。

SNMP トラップ レシーバ CAM のホスト名および IP アドレスを指定するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Management] をクリックし、次に SNMP の下の [Trap Receivers] をクリックします。[SNMP Trap 
Receivers] > [New] ページが表示されます（図 5-5）。
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図 5-5 [SNMP Trap Receivers] > [New] ページ

ステップ 2 WLC からの SNMP トラップを受け取る CAM のホスト名を [Trap Receiver Name] フィールドに指定

します。

ステップ 3 CAM の IP アドレスを [IP Address] フィールドに入力します。

ステップ 4 [Status] ドロップダウン メニューから [Enable] を選択します。

ステップ 5 [Apply] をクリックして、変更をコミットします。

ステップ 6 [Save Configuration] をクリックして設定を保存します。
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ワイヤレス OOB ネットワークの設定 /コンフィギュレーション ワークシート

表 5-3に、WLC および Clean Access Manager の設定に必要な情報をまとめます。

表 5-3 コンフィギュレーション ワークシート 

コンフィギュレーションの設定項目 値

Wireless LAN コントローラのコンフィギュレーション

WLC の IP アドレス /ネットマスク：

新しいダイナミック インターフェイス

アクセス VLAN の SSID：

認証（隔離）VLAN の SSID：

使用する SNMP バージョン

SNMP（V1/V2c）read コミュニティ名：

SNMP（V1/V2c）write コミュニティ名：

SNMP（V3）auth method/ username/password：
SNMP トラップ V2c のコミュニティ ストリング（CAM へのトラップ

の送信に使用）： 
CAM/CAS のコンフィギュレーション

CAM ホスト名

CAM の IP アドレス：

CAS の IP アドレス：

CAS 非信頼 IP アドレス：

CAM SNMP トラップ レシーバ：

SNMP トラップ V1 デバイスのコミュニティ名：

SNMP トラップ V2c デバイスのコミュニティ名：

SNMP トラップ V3 WLC の auth method/ username/password：
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CAM での Wireless LAN コントローラ 接続の設定
ここでは、ワイヤレス OOB を実装するための Web 管理コンソールの設定手順を説明します。通常は、

まず、[OOB Management] > [Profiles] で、グループと Wireless LAN コントローラのプロファイルお

よび CAM の SNMP Receiver 設定を設定します。WLC プロファイルを設定してから、[OOB 
Management] > [Devices] で、通信先の新しい WLC を Clean Access Manager のドメインに追加し、こ

の新しいプロファイルが Devices List に表示されることを確認します。

設定手順は次のとおりです。

1. 前述の「Wireless LAN コントローラの設定」（P.5-7）の説明に従って、設定値を決め、管理対象

スイッチを設定してください。

2. 「ワイヤレス アウトオブバンド Clean Access Server の追加および環境設定」（P.5-14）

3. 「グループ プロファイルの設定」（P.5-15）

4. 「Wireless LAN コントローラ プロファイルの設定」（P.5-16）

5. 「SNMP Receiver の設定」（P.5-19）

6. 「Wireless LAN コントローラの追加および管理」（P.5-20）

ワイヤレス アウトオブバンド Clean Access Server の追加および環境設定

ワイヤレス アウトオブバンド配置のための CAM/CAS の設定のほとんどは、CAM Web コンソールの 
[OOB Management ]モジュールから直接実行します。インストールした Wireless LAN コントローラ

のスループットや帯域幅が十分に大きい場合は、ワイヤレス クライアント マシンと Cisco NAC アプラ

イアンス システムの間の認証トラフィックすべてを処理するために Clean Access Server を複数設定で

きます（設定が必要な場合あり）。

ワイヤレス OOB Clean Access Server を CAM に追加するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Server Type] ドロップダウン メニューの [Out-of-Band Virtual Gateway] オプションを選択します

（図 5-6）。

図 5-6 新しい OOB サーバを追加する

CAS は、インバンドとアウトオブバンドの「いずれか一方」に設定しなければなりません。Clean 
Access Manager は、そのドメイン内のインバンド CAS とアウトオブバンド CAS のどちらも制御でき

ます。
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（注） ワイヤレス クライアント マシン認証をサポートする CAS は、Virtual Gateway モードでだけ配置でき

ます。

ステップ 2 Clean Access Server の eth0（信頼）インターフェイスの IP アドレスを [Server IP Address] フィール

ドに入力します。

ステップ 3 （オプション）Clean Access Server の場所、説明、目的を [Server Location] フィールドに入力します。

ステップ 4 [Add Clean Access Server] をクリックします。

グループ プロファイルの設定

WLC を Clean Access Manager のドメインに初めて追加するとき（[OOB Management] > [Devices]）、
新しい WLC を追加するには、グループ プロファイルを適用する必要があります。あらかじめ定義さ

れた [default] というグループ プロファイルがあります（図 5-7を参照）、 追加された WLC はすべて、

自動的に [default] グループに入ります。この [default] グループ プロファイルから抜けることも、また

必要に応じて新しいグループ プロファイルを作成することも可能です。多数の WLC を追加して管理

している場合は、複数のグループ プロファイルを作成することによって、WLC のリストから表示する

デバイスの数を絞り込むことができます（[OOB Management] > [Devices] > [Devices] > [List]）。

図 5-7 グループ プロファイルのリスト

グループ プロファイルの追加

ステップ 1 [OOB Management] > [Profiles] > [Group] > [New] に進みます（図 5-8）。

図 5-8 新しいグループ
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ステップ 2 [Group Name] に、グループ名を示す単語を 1 つ入力します。数字とアンダースコアは使用できます

が、スペースは使用できません。

ステップ 3 （任意）[Description] に、スイッチの説明を入力します。

ステップ 4 [Add] をクリックします。[OOB Management] > [Profiles] > [Group] > [List] に、新しいグループ プロ

ファイルが表示されます。

グループ プロファイルの編集

ステップ 1 後でプロファイルを編集する場合は、実際の WLC が追加されてから、[OOB Management] > 
[Profiles] > [Group] > [List] の順番に進み、新しいグループ プロファイルの [Edit] ボタンをクリックし

ます。

ステップ 2 [Edit] ページが表示されます（図 5-9）。

図 5-9 グループの編集

ステップ 3 [Member Devices] カラムまたは [Available Devices] カラムから WLC の IP アドレスを選択し、目的に

応じて [Join] または [Remove] ボタンをクリックすれば、そのグループ プロファイルに属す WLC を切

り替えることができます。

ステップ 4 [Update] ボタンをクリックして、変更を保存します。

（注） グループ プロファイルを削除するには、まず加入しているスイッチおよび WLC またはこのいずれか

をそのプロファイルから削除しなければなりません。

Wireless LAN コントローラ プロファイルの設定

初に [OOB Management] > [Profiles] > [Device] > [New] で、WLC プロファイルを作成する必要が

あり、その後、新しい WLC を追加するときにそれを適用します。WLC プロファイルによって、モデ

ルが同じであったり、SNMP 設定値が同じであったりする WLC を分類します（図 5-10を参照）。
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WLC プロファイルでは、CAM が WLC からのクライアントの認証 VLAN およびアクセス VLAN へ
の割り当てを知る方法や、そのタイプの WLC のときにワイヤレス OOB クライアントを Online Users 
リストから削除するタイミングを設定します。

図 5-10 デバイス プロファイル リスト 

[OOB Management] > [Profiles] > [Device] > [List] のデバイス プロファイル リストには、3 つのボタ

ンがあります。

 • [Devices]：このボタンをクリックすると、[OOB Management] > [Devices] > [Devices] > [List] に
追加されたデバイスのリストが表示されます（図 5-14を参照）。

 • [Edit]：このボタンをクリックすると、デバイス プロファイルの [Edit] フォームが表示されます

（図 5-12を参照）。

 • [Delete]：このアイコンをクリックすると、デバイス プロファイルが削除されます（まず確認ダイ

アログが表示されます）。

Wireless LAN コントローラ プロファイルの追加

次の手順に従って、Wireless LAN コントローラ プロファイルを追加します。

ステップ 1 [OOB Management] > [Profiles] > [Device] > [New] の順番に進みます（図 5-11）。
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図 5-11 新しい Wireless LAN コントローラ プロファイル

ステップ 2 [Profile Name] に、プロファイルの名前を示す単語を 1 つ入力します。数字とアンダースコアは使用で

きますが、スペースは使用できません。

（注） WLC 名には、スイッチ モデルおよび SNMP の read および write のバージョンを示す名前（例：

WLC4400v2v3）を入力することをお勧めします。

ステップ 3 ドロップダウン メニューから、そのプロファイルの [Device Model] を選択します。

ステップ 4 [SNMP Port] に、トラップ送受信用に設定されているその WLC の SNMP ポートを入力します。デ

フォルトのポートは 161 です。

ステップ 5 （任意）[Description] に、スイッチの説明を入力します。

ステップ 6 [SNMP Read Settings] は、WLC の設定に合わせてください。

 • [SNMP Version] で、[SNMP V1] または [SNMP V2C] を選択します。

 • [Community String] に、WLC に設定されているコミュニティ ストリングを入力します。

ステップ 7 [SNMP Write Settings] は、WLC の設定に合わせてください。

 • [SNMP Version] で、[SNMP V1]、[SNMP V2C]、または [SNMP V3] を選択します。

 • [Community String] に、その WLC に設定されている SNMP V1 または SNMP V2C のコミュニ

ティ ストリングを入力します。

ステップ 8 WLC の SNMP write 設定に SNMP v3 が使用されている場合は、WLC の設定に合わせて、次の設定値

を指定します。

 • [Security Method] のドロップダウン メニューから、[NoAuthNoPriv]、[AuthNoPriv(MD5)]、
[AuthNoPriv(SHA)]、[AuthPriv(MD5+DES-CBC)]、または [AuthPriv(SHA+DES-CBC)] を選択

します。

 • [User Name] を入力します。

 • [User Auth] を入力します。

 • [User Priv] を入力します。
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ステップ 9 [Add] をクリックして Wireless LAN コントローラ プロファイルを [OOB Management] > [Profiles] > 
[Device] > [List] に追加します（図 5-14）。

図 5-12に、同じ SNMP 設定値の Cisco 440 Wireless LAN コントローラを定義する WLC プロファイ

ルを示します。SNMP V2c の read コミュニティ ストリングは「wlc4400_read」、write コミュニティ 
ストリングは「wlc4400_write」です。

図 5-12 Wireless LAN コントローラ プロファイルの例

SNMP Receiver の設定 
[SNMP Receiver] フォームでは、ユーザ イベント（ユーザがネットワークに対して 初のログオンま

たはログオフを行うなど）が発生したときに、Clean Access Manager で稼動している SNMP Receiver 
が WLC から SNMP トラップ通知を受け取り、応答する方法を設定します。WLC で SNMP トラ bプ

を CAM に送信するには、CAM の SNMP Receiver 設定が、WLC 設定と一致している必要がありま

す。

SNMP Trap
このページでは、CAM がスイッチおよび WLC から受信する SNMP トラップ設定を設定します。個々

のデバイスが SNMP の異なるバージョン（V1、V2c、V3）を使用する可能性があるようなスイッチお

よび WLC またはこのいずれかのグループを制御する場合、Clean Access Manager の SNMP Receiver 
は異なるバージョンの SNMP を同時にサポートできます。

ステップ 1 [OOB Management] > [Profiles] > [SNMP Receiver] > [SNMP Trap] の順番に進みます（図 5-13）。
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図 5-13 CAM SNMP Receiver 

ステップ 2 [Trap Port on Clean Access Manager] では、デフォルトのトラップ ポート（162）を使用するか、また

はここに新しいポート番号を入力します。

ステップ 3 [SNMP V1 Settings] には、SNMP V1 を使用するスイッチで使用される [Community String] を入力し

ます。

ステップ 4 [SNMP V2c Settings] には、SNMP V2c を使用するスイッチで使用される [Community String] を入力

します。

ステップ 5 [SNMP V3 Settings] では、次の各フィールドを通じて、SNMP V3 を使用するスイッチに関する設定を

行います。

 • [Security Method] のドロップダウン メニューから、[NoAuthNoPriv]、[AuthNoPriv(MD5)]、
[AuthNoPriv(SHA)]、[AuthPriv(MD5+DES-CBC)]、または [AuthPriv(SHA+DES-CBC)] を選択

します。

 • [User Name] を入力します。

 • [User Auth] を入力します。

 • [User Priv] を入力します。

ステップ 6 [Update] をクリックして設定値を保存します。

Wireless LAN コントローラの追加および管理

[OOB Management] > [Devices] > [Devices] タブにあるページを使用して、IP 範囲内の新しいスイッ

チおよび WLC の検索と追加、完全な IP アドレスによる新しいスイッチまたは WLC の追加、および

関連付けられているデバイスのリストの管理を行います。新しい管理対象 WLC を追加する方法は、2 
とおりあります。

 • 「新しい Wireless LAN コントローラの追加」（P.5-21） 

 • 「新しい Wireless LAN コントローラの検索」（P.5-22）
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図 5-14 デバイスのリスト 

[OOB Management] > [Devices] > [Devices] > [List] で表示されるデバイスのリストには、[New] また

は [Search] フォームで追加されたすべてスイッチが表示されます。リストの Wireless LAN コントロー

ラ エントリには、WLC の IP アドレス、MAC アドレス、説明、および WLC プロファイルが含まれて

います。[Device Group]、[Device Profile] のドロップダウンでリストのエントリをソートしたり、

[Device IP] に入力し、Enter キーを押してアドレスから直接スイッチを検索したりできます。さらに、

このリストにはコントロールが 1 つとボタンが 2 つあります。

 • [Config]：[Config] ボタンをクリックすると、その WLC の「[Config] タブ」（P.5-24）が表示され

ます。

 • [Delete]：[Delete] ボタンをクリックすると WLC がリストから削除されます（確認ダイアログが

表示されてから WLC エントリが削除されます）。

（注） [Port Profile] ドロップダウンは、スイッチを Devices List に追加するためだけに使用し、WLC には関

係しません。 
 

[Profile] リンクは WLC には適用されず、WLC エントリの Devices List では「グレー アウト」されて

います。

新しい Wireless LAN コントローラの追加

正確な IP アドレスがわかっている場合は、[New] ページを使用して WLC を追加できます。

ステップ 1 [OOB Management] > [Devices] > [Devices] > [New] に進みます（図 5-15）。
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図 5-15 新しい Wireless LAN コントローラの追加

ステップ 2 [Device Profile] のドロップダウン メニューから、追加する WLC に適用するデバイス プロファイルを

選択します。

ステップ 3 [Device Group] のドロップダウン メニューから、その WLC のデバイス グループを選択します。

ステップ 4 追加する WLC の IP アドレスを [IP Addresses] に入力します。各 IP アドレスは行を分けてください。

ステップ 5 （任意）新しいスイッチの説明を [Description] フィールドに入力します。

ステップ 6 [Add] ボタンをクリックすると、WLC が追加されます。

ステップ 7 [Reset] ボタンをクリックすると、フォームがリセットされます。

新しい Wireless LAN コントローラの検索

[Search] ページでは、IP 範囲内の非管理スイッチの検索と追加を実行できます。

ステップ 1 [OOB Management] > [Devices] > [Devices] > [Search] に進みます（図 5-16）。

図 5-16 デバイスの検索 

ステップ 2 [Device Profile] のドロップダウン リストから、デバイス プロファイルを選択します。選択した WLC 
プロファイルの read コミュニティ ストリングが、一致する read 設定を持つ WLC の検索に使用されま

す。
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ステップ 3 [IP Range] のテキストボックスに、IP 範囲を入力します（検索に使用できるアドレスの 大範囲は 256 
です） 。

ステップ 4 デフォルトでは、[Don't list devices already in the database] チェックボックスはすでにオンになってい

ます。このボックスをオフにすると、すでに追加したデバイスが検索結果に含まれます。

ステップ 5 [Device Group] のドロップダウン リストから、検索された WLC に適用するデバイス グループを選択

します。

ステップ 6 CAM と接続する各 WLC の左にあるチェックボックスをクリックします。代わりに、このカラムの一

番上にあるチェックボックスをクリックすると、検索された WLC すべてが追加されます。

（注） 検索に使用した WLC プロファイルの read コミュニティ ストリングと一致するすべての WLC が一覧

表示されますが、[Commit] ボタンで追加できるのは、read SNMP バージョンとコミュニティ ストリ

ングが一致する WLC だけです。CAM では、write SNMP 設定が WLC プロファイルに設定されてい

る値と一致している WLC とだけ通信できます。

ステップ 7 [Commit] ボタンをクリックすると、新しいデバイスが追加されます。これらのデバイスは、[OOB 
Management] > [Devices] > [Devices] > [List] に表示されます。

検出されたワイヤレス クライアント 
図 5-17に [OOB Management] > [Devices] > [Discovered Clients] > [Wireless Clients] ページを示しま

す。[Wireless Clients] ページには、Clean Access Manager が CAM と WLC の間の SNMP トラップに

よって検出したクライアントすべてが表示されます。このページには、CAM が受信した SNMP ト
ラップ情報に基づいて、アウトオブバンド クライアント（VLAN に関係なく）のアクティビティが記

録されます。

クライアントが WLC に接続し、認証（隔離）VLAN に割り当てられると、トラップが送信され、

[Clean Access Manager が Wireless Clients] ページにエントリを作成します。Clean Access Manager で
は、クライアントの MAC アドレス、IP アドレス、関連付けられている WLC、アクセス ポイントの 
MAC アドレス、および Wireless Clients リストに対する認証（隔離）VALN およびアクセス VLAN の
割り当てを追加します。その後、そのクライアントの新しい SNMP トラップ情報を受信するたびに 
CAM はそのエントリを更新します。

Discovered Clients リストからエントリを削除すると、そのワイヤレス OOB クライアントのステータ

ス情報が CAM から消去されます。

図 5-17 ワイヤレス クライアント
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このページは、次の要素で構成されています。

 • [Show clients connected to WLC with IP]：デフォルト値の ALL WLC を表示されたままにするか、

ドロップダウン メニューから特定の WLC を選択します。ドロップダウン メニューには、CAM に
設定されている管理対象の WLC すべてが表示されます。

 • [Show client with MAC]：特定の MAC アドレスを入力して Enter キーを押すと、特定のクライア

ントが表示されます。

 • [Clients/Page]：各ページに 25 エントリが表示されるデフォルト値のままにするか、またはドロッ

プダウン メニューから、[50]、[100]、[200]、または [ALL] を選択して、各ページのエントリ数

を設定します。

 • [Delete All Clients]：このボタンを使用すると、リストのすべてのクライアントが削除されます。

 • [Delete Selected]：このボタンを使用すると、このページの一番右にあるチェックカラムで選択さ

れているクライアントだけが削除されます。

 • 次のいずれかのカラムの見出しをクリックすると、そのカラムを基準にして検出結果を並び替える

ことができます。

 – [MAC]：検出されたワイヤレス クライアントの MAC アドレス。

 – [IP]：ワイヤレス クライアントの IP アドレス。

 – [WLC]：送信元の Wireless LAN コントローラの IP アドレス。WLC IP アドレスをクリックす

ると、WLC の [OOB Management] > [Devices] > [WLC [IP address]] > [Config] > [Basic] 
ページが表示されます（詳細は、「[Config] タブ」（P.5-24）を参照してください）。

 – [SSID]：ネットワーク アクセスのためにワイヤレス クライアントが関連付けられている 
Service Set Identifier。 

 – [AP MAC]：クライアントがネットワークにアクセスするために経由する WLC アクセス ポイ

ントの MAC アドレス。

 – [Auth VLAN]：認証（隔離）VLAN。 

このカラムの値が「N/A」であれば、この MAC アドレスの VLAN ID が WLC から利用でき

ないことを示します。

 – [Access VLAN]：クライアントのアクセス VLAN。 

このカラムの値が「N/A」であれば、アクセス VLAN ID がクライアントに利用できないこと

を示します。たとえば、ユーザが認証 VLAN に切り替えられたのに、Cisco NAC アプライア

ンスに正常にログインできない（ユーザ証明書が誤っているため）場合、このマシンはアクセ

ス VLAN に一度も割り当てられていません。

 – [Last Update]：CAM がそのエントリの情報を 終した更新時刻。 

アウトオブバンド ユーザの監視に関するその他の事項は、「ワイヤレス アウトオブバンド ユーザ」

（P.5-26） を参照してください。

[Config] タブ

Config タブを使用すると、特定の Wireless LAN コントローラの [Basic] および [Group] のプロファイ

ル設定を変更できます。

 • [Basic]

 • [Group]
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[Basic] 

[Basic] タブ（図 5-18）には、その WLC に設定されている次の値が表示されます。

図 5-18 [Config] > [Basic]

 • 次の 初に示す値は、WLC 自体の初期設定から入手されます。

 – [IP Address] 

 – [MAC Address]

 – [Location]

 – [Contact]

 – [System Info]（その WLC の MIB から変換されたシステム情報）

 • [Device Profile]：[OOB Management] > [Profiles] > [Device] に、この WLC 設定に使用している

デバイス プロファイルが表示されます。WLC デバイス プロファイルでは、モデル タイプ、

SNMP トラップを送信する SNMP ポート、read および write の SNMP バージョンおよび対応する

コミュニティ ストリング、または認証パラメータ（SNMP V3 Write）を設定します。

 • [Description]：WLC の説明（任意） このフィールドを変更するには、新しい説明を入力し、

[Update] をクリックします。

[Group]

このページには、その Clean Access Manager に設定されているすべてのグループ プロファイルと、現

在その WLC が属しているグループ プロファイルが表示されます。WLC を他のグループに追加した

り、加入しているグループから WLC を削除したりできます。すべてのスイッチのグループ メンバー

シップを変更する場合は、[OOB Management] > [Profiles] > [Group] に進みます（「グループ プロファ

イルの設定」（P.5-15）を参照）。
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ワイヤレス アウトオブバンド ユーザ
図 5-19 [Config] > [Group]

ワイヤレス アウトオブバンド オンライン ユーザの表示

アウトオブバンドがイネーブルになっていると、[Monitoring] > [View Online Users] ページに 
[In-Band] と [Out-of-Band] の両方のユーザのリンクと設定値が表示されます（図 5-20を参照）。詳細

は、「アウトオブバンド ユーザ」（P.15-6）を参照してください。

図 5-20 アウトオブバンド オンライン ユーザを表示する

ワイヤレス アウトオブバンド ユーザ

ワイヤレス OOB ユーザ セッション 
次のイベントが発生すると、Cisco NAC アプライアンス システムからワイヤレス OOB ユーザが切断

されます。

 • WLC からの SNMP トラップ メッセージ

 • 認証済みタイマーの期限切れ

 • セッション タイマーの期限切れ

 • CAM からの手動削除
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ログオフ後にユーザが内部ネットワークへの復帰を許可されるには、まず再度認証される必要がありま

す。「オンライン ユーザ リスト」（P.15-3）および「証明済みデバイスの管理」（P.10-32）も参照して

ください。

ワイヤレスおよびワーヤード OOB ユーザ リストの概要

P.4-66 の表 4-3に、アウトオブバンド ユーザの追跡用のリストを示します。

ワイヤレス OOB のトラブルシューティング
 •

 •

 •
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C H A P T E R 6

ユーザ ログイン ページとゲスト アクセスの設
定 

この章では、すべてのユーザが認証に必要とするデフォルト ログイン ページの追加方法および Web ロ
グイン ユーザ用のログイン ページのカスタマイズ方法を説明します。また、「ゲスト ユーザ アクセス」

（P.6-17）の設定方法についても説明します。この章の内容は次のとおりです。

 • 「ユーザ ログイン ページ」（P.6-1）

 • 「デフォルト ログイン ページの追加」（P.6-3）

 • 「ページ タイプの（フレームベースまたは小型画面への）変更」（P.6-4）

 • 「ログイン ページ用に Web クライアントをイネーブル化」（P.6-5）

 • 「ログイン ページのコンテンツのカスタマイズ」（P.6-8）

 • 「右フレームのコンテンツの作成」（P.6-11）

 • 「リソース ファイルのアップロード」（P.6-13）

 • 「ログイン ページのスタイルのカスタマイズ」（P.6-14）

 • 「その他のログイン プロパティの設定」（P.6-15）

 • 「ゲスト ユーザ アクセス」（P.6-17）

Web ログイン ユーザの ユーザ同意 ページの設定に関する詳細は、「ユーザ同意（User Agreement）
ページのカスタマイズ」（P.14-16）を参照してください。

Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent ユーザの Acceptable User Policy ページの設定の詳細は、

「Agent ユーザ用の Network Policy ページ（AUP）の設定」（P.11-8）を参照してください。

ユーザ ロールおよびローカル ユーザの設定の詳細については、第 7 章「ユーザ管理：ユーザ ロールと

ローカル ユーザの設定」を参照してください。

認証サービスの設定に関する詳細は、第 8 章「ユーザ管理：認証サーバの設定」を参照してください。

ユーザ ロールのトラフィック ポリシーの設定に関する詳細は、第 9 章「ユーザ管理：トラフィック制

御、帯域幅、スケジュール」を参照してください。

ユーザ ログイン ページ
ログイン ページは、Cisco NAC アプライアンスによって生成され、ロール別にエンド ユーザに表示さ

れます。ユーザが初めて Web ブラウザからネットワークへのアクセスを試行すると、HTML ログイン 
ページが表示され、ユーザ名とパスワードの入力をユーザに求めます。Cisco NAC アプライアンスは、
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ユーザ ログイン ページ
選択された認証プロバイダーにこの証明書を提出し、これを使用してユーザに割り当てるロールを判断

します。この Web ログイン ページは、ユーザの VLAN ID、サブネット、OS に基づいて特定のユーザ

用にカスタマイズできます。

注意 Web ログインと Clean Access Agent/[Cisco NAC Web Agent] のいずれの場合も、ユーザを認証す

るために、システム内にログイン ページを追加して、ログイン ページが存在している必要がありま

す。デフォルト ログイン ページがない場合、Agent ユーザには、ログイン試行時にエラー ダイア

ログが表示されます（「Clean Access Server is not properly configured, please report to your 
administrator.」）。デフォルト ログイン ページの簡単な追加方法については、「デフォルト ログイン 
ページの追加」（P.6-3）を参照してください。

Cisco NAC アプライアンスは、Windows、Mac OS、Linux、Unix、Palm、Windows CE など、いく

つかのクライアント OS（オペレーティング システム）を検出します。Cisco NAC アプライアンスは、

クライアントで稼動している OS を、HTTP GET 要求内の OS ID から判断します。これは も信頼性

が高くスケーラブルな方法です。Windows XP など、検出された OS からユーザが Web 要求を実行し

た場合、Clean Access Server （CAS）はその OS 専用のページで応答できます。

ログイン ページのカスタマイズには、次のようないくつかのスタイルを使用できます。

 • フレームベースのログイン ページ（左側のフレームにログイン フィールドが表示される）。このス

タイルでは、ページの右側のフレームで、ロゴ、ファイル、または URL を参照できます。

 • フレームなしのログイン ページ（図 6-6を参照）。

 • フレームなしの小さいログイン ページ。小さいログイン ページは Palm や Windows CE デバイス

に適しています。ページの寸法は、約 300 × 430 ピクセルです。

さらに、画像、テキスト、色など、ページのほとんどのプロパティをカスタマイズできます。

ここでは、Clean Access Manager のグローバル フォームを使用して、すべての Clean Access Server 用
のログイン ページを追加およびカスタマイズする方法を説明します。グローバル設定を無効にし、特

定の Clean Access Server 用にログイン ページをカスタマイズする場合は、[Device Management] > 
[CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Misc] > [Login Page] のローカル設定ページを使用します。詳

細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration Guide, 
Release 4.5(1)』を参照してください。

認証されないロール トラフィック ポリシー 
外部 URL やサーバ リソースを参照するようにログイン ページをカスタマイズする場合は、その URL 
やサーバへのユーザ HTTP アクセスを許可するような Unauthenticated ロールのトラフィック ポリ

シーを作成する必要があります。ユーザ ロールのトラフィック ポリシーの設定に関する詳細は、第 9 
章「ユーザ管理：トラフィック制御、帯域幅、スケジュール」を参照してください。

（注） ログイン ページで参照される要素へのアクセスを許可するように Unauthenticated ロール ポリシーが

設定されていない場合、または参照 Web ページが何らか理由で利用できなくなった場合、ログイン証

明書が送信されたあとに、ログイン ページがリダイレクトを続けるなどのエラーが見られる可能性が

あります。
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プロキシの設定

デフォルトでは、Clean Access Server はポート 80 および 443 のクライアント トラフィックをログイ

ン ページにリダイレクトします。非信頼ネットワーク上のユーザがプロキシ サーバや別のポートを使

用する必要がある場合、適切に（Unauthenticated ユーザの）HTTP/HTTPS クライアント トラフィッ

クをログイン ページにリダイレクトしたり、（Quarantine または Temporary ロール ユーザの）

HTTP/HTTPS/FTP トラフィックを許可されたホストにリダイレクトしたりするために、対応プロキシ 
サーバ情報を使用して CAS を設定することができます。次を指定することができます。

 • プロキシ サーバ ポートだけ（たとえば、8080、8000）。ユーザがプロキシ サーバを利用できるも

ののその IP アドレスを知らないような（大学などの）環境で、有効です。

 • プロキシ サーバの IP アドレスとポートのペア（たとえば、10.10.10.2:80）。使用されるプロキシ 
サーバの IP とポートがわかっているような環境（企業など）で、有効です。

（注） プロキシ設定は、CAS 上に設定されたローカル ポリシーであり、[Device Management] > [Clean 
Access Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [Proxy] で設定します。詳細については、『 
Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』を

参照してください。

また、「プロキシ サーバとホスト ポリシー」（P.9-13）も参照してください。

デフォルト ログイン ページの追加
ユーザがログインできるようにするために、デフォルトのログイン ページをシステムに追加しなけれ

ばなりません。初期テストの場合は、次の手順に従い、すべてのデフォルト設定（*）をそのままに

し、デフォルトのログイン ページに追加できます。その後、目的のサブネットやユーザ OS 専用のロ

グイン ページを定義できます。すべての Clean Access Server 用のログイン ページを Clean Access 
Manager に追加する手順は、次のとおりです。

1. [Administration] > [User Pages] > [Login Page] に進みます。

2. [Add] サブメニュー リンクをクリックします。

3. ページの対象として、[VLAN ID]、[Subnet (IP/Mask)]、または [Operating System] を指定しま

す。あらゆる VLAN ID またはサブネットを指定する場合は、フィールドにアスタリスク（*）を

使用します。あらゆる OS を指定する場合は、[ALL] を選択します。

図 6-1 ログイン ページの追加 
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ページ タイプの（フレームベースまたは小型画面への）変更
4. [Add] をクリックします。

5. [Administartor] >[User Pages] >[Login Page] > [List] に新しいページが追加されます。

図 6-2 ログイン ページ リスト 

ログイン ページの追加後、他のすべての属性を設定するためにログイン ページを編集する必要があり

ます。詳細は、次の項目を参照してください。

 • 「ページ タイプの（フレームベースまたは小型画面への）変更」（P.6-4）

 • 「ログイン ページ用に Web クライアントをイネーブル化」（P.6-5）

 • 「ログイン ページのコンテンツのカスタマイズ」（P.6-8）

 • 「右フレームのコンテンツの作成」（P.6-11）

 • 「ログイン ページのスタイルのカスタマイズ」（P.6-14）

 • 「その他のログイン プロパティの設定」（P.6-15）

ページ タイプの（フレームベースまたは小型画面への）変更
ログイン ページを追加したあと、その General プロパティを編集してこれをイネーブル /ディセーブル

にし、ターゲット VLAN ID/サブネットやオペレーティング システムを変更して、フレームベースま

たは小型画面にページ タイプを変更するか、ActiveX/Java アプレット制御の使用をイネーブルにしま

す（詳細については、「ログイン ページ用に Web クライアントをイネーブル化」（P.6-5）を参照してく

ださい）。

デフォルトのフレームなしフォーマットからページのフォーマットを変更するには、次の手順を行いま

す。

1. [Administration] > [User Pages] > [Login Page] > [List] から、カスタマイズするページの横にある 
[Edit] ボタンをクリックします。

2. デフォルトで、[General] サブタブ ページが表示されます。
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ログイン ページ用に Web クライアントをイネーブル化   
図 6-3 General ログイン ページのプロパティ - ページ タイプの設定

3. [PageType] ドロップダウン メニューから、次のいずれかのオプションを選択します。

 – [Frameless] （デフォルト）

 – [Frame-based]：ページの左フレームに表示されるログイン フィールドを設定します。また独

自にカスタマイズされたコンテンツ（組織のロゴ、参照 URL など）を持つ右フレームを設定

することができます。詳細については、「右フレームのコンテンツの作成」（P.6-11）を参照し

てください。

 – [Small Screen (frameless)]：小型ページが Palm や Windows CE デバイスでうまく機能するよ

うにログイン ページを設定します。 ページの寸法は、約 300 × 430 ピクセルです。

4. 他の設定はデフォルトのままにしておきます。

5. [Update] をクリックして変更を保存します。

ログイン ページ用に Web クライアントをイネーブル化 
すべての構成に対して Web コンテンツ オプションをイネーブルにすることができますが、このオプ

ションは L3 Out-of-Band （OOB;アウトオブバンド）で必須です。

L3 OOB 配置の Cisco NAC アプライアンスを設定するには、ログイン ページをイネーブルにして、

CAS から複数の L3 ホップ離れているユーザに ActiveX コントロールまたは Java アプレットのいずれ

かを配布する必要があります。ユーザが Web ログインを実行する際に ActiveX コントロール /Java ア
プレットがダウンロードされ、クライアントの正しい MAC アドレスを取得するために使用されます。

OOB 配置では、Certified Devices List または Port Profile のデバイス フィルタ設定、またはその両方

に従ってポートを管理するために、Clean Access Manager （CAM）には正しいクライアント MAC ア
ドレスが必要です。
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（注） Clean Access Agent がインストールされると、Agent が自動的にクライアント上にあるすべてのネット

ワーク アダプタの MAC アドレスを CAS に送信します。「Agent によるすべての使用可能なアダプタ

の IP/MAC の送信」（P.11-11）を参照してください。

DHCP リリースまたは Agent/ActiveX/Java アプレットでの更新

認証およびポスチャ評価のあと、Clean Access Agent や ActiveX コントロール /Java アプレットを使用

して クライアント マシンの DHCP IP アドレスを更新することができますが、その際ポート バウンス

は不要です。この機能は、IP 電話環境で NAC アプライアンス OOB 配置を簡単に行えるようにするこ

とを目的としています。

（デフォルトのアクセス VLAN がポート プロファイル内のアクセス VLAN である L2 OOB 仮想ゲート

ウェイを除いて）ほとんどの OOB 配置で、ポスチャ評価後、クライアントはアクセス VLAN から別

の IP アドレスを取得する必要があります。

クライアントが新しい IP アドレスを取得する方法が 2 種類あります。

 • [Bounce the port after VLAN is changed] ポート プロファイル オプションのイネーブル化。この場

合、アクセス VLAN に割り当て後クライアントに接続されているスイッチ ポートがバウンスさ

れ、DHCP を使用しているクライアントが IP アドレスを更新しようとします。この手法には、次

のような制限があります。

 – IP 電話配置では、ポート バウンスが同じスイッチ ポートに接続されている IP 電話を切断して

から再接続するため、進行中の通信が中断されます。

 – スイッチ ポートがバウンスされても、クライアントのオペレーティング システムの中には自

動的に DHCP IP アドレスを更新しないものがあります。

 – スイッチ ポートのシャットダウンと復帰プロセス、およびクライアントのオペレーティング 
システムでのポート バウンスの検出と IP アドレスの更新には時間が掛かる場合があります。

 • Clean Access Agent、ActiveX コントロール、または Java アプレットを使用した、ポート バウン

スなしでのクライアント DHCP IP アドレスの更新。これにより、クライアントはアクセス VLAN 
内の新しい IP アドレスを取得することが可能になり、ポート プロファイルの [Bounce the switch 
port after VLAN is changed] オプションはディセーブルのままにしておくことができます。

（注） このオプションは、ご使用の特定のネットワーク トポロジについて正しく設定されない

と、OOB クライアントに予想できない結果をもたらす可能性があります。認証 VLAN 変
更検出にアクセスする方法については、「認証 VLAN 変更設定へのアクセスの設定」

（P.4-62）を参照してください。

Agent ログイン 
クライアントが Clean Access Agent を使用してログインする場合、クライアントがアクセス VLAN で
新しい IP アドレスが必要なとき、Agent は DHCP IP アドレスを自動的に更新します。

Web ログイン 
必要なときに ActiveX/Java アプレットがクライアントの IP アドレスを更新するには、次の User Login 
Page 設定で Web クライアントの使用をイネーブルにする必要があります。

 • [Administration] > [User Pages] > [Login Page] > [Edit] > [General]

 • [Device Management] > [CCA Servers] > [Authentication] > [Login Page] > [Edit] > [General] 
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Login Page 設定で、クライアントの IP アドレスの更新に Active X/アプレット Web クライアントを使

用するためには 2 つのオプションを検査する必要があります。

 • Web クライアントを使用して、クライアント MAC アドレスとオペレーティング システムを検出

します。

 • Web クライアントを使用して、必要なときに IP アドレスをリリースし更新します（OOB）。

同じ設定ページで、ネットワーク管理者は Web クライアント プリファレンスを設定することができま

す。通常、Linux/Mac OS X クライアントは、クライアント ユーザに更新権限がない場合、IP アドレ

スを更新するときに、ルート /管理者パスワードの入力を要求されます。Linux/Mac OS X クライアン

トの IP アドレス更新をさせるルート /管理者パスワードのプロンプトを回避するために、別のオプショ

ン（[Install DHCP Refresh tool into Linux/Mac OS system directory] オプション）を使用します。

（注） DHCP Release、VLAN Change、DHCP Renew Delays for OOB の設定に関する詳細については、「高

度な設定」（P.4-40）を参照してください。

Web クライアントをイネーブル化

ステップ 1 [Administration] > [User Pages] > [Login Page] > [Edit] | [General] の順に進みます。

図 6-4 Web クライアントのイネーブル化（ActiveX/Java アプレット）

ステップ 2 [Web Client（ActiveX/Applet）] ドロップダウン メニューから、次のいずれかのオプションを選択し

ます。「Preferred」オプションの場合、優先されるオプションが 初にロードされ、それが失敗した場

合は別のオプションがロードされます。Internet Explorer を使用する場合、Java アプレットよりも高速

に動作するため、ActiveX が優先されます。

 • [ActiveX Only]：ActiveX だけが実行されます。ActiveX が失敗した場合、Java アプレットの実行

は試行されません。
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 • [Java Applet Only]：Java アプレットだけが実行されます。Java アプレットが失敗した場合、

ActiveX の実行は試行されません。

 • [ActiveX Preferred]：ActiveX が 初に実行されます。ActiveX が失敗した場合、Java アプレット

の実行が試行されます。

 • [Java Applet Preferred]：Java アプレットが 初に実行されます。Java アプレットが失敗した場

合、ActiveX の実行が試行されます。

 • [ActiveX on IE, Java Applet on non-IE Browser] （デフォルト）：Internet Explorer が検出された場

合 ActiveX が実行され、別の（IE 以外の）ブラウザが検出された場合に Java アプレットが実行さ

れます。 IE で ActiveX が失敗した場合、CAS で Java アプレットの実行が試行されます。IE 以外

のブラウザの場合、Java アプレットだけが実行されます。

クライアントの IP アドレスの更新に Active X/アプレット Web クライアントを使用するために、次の 
2 つのオプションをチェックする必要があります。

ステップ 3 [Use web client to detect client MAC address and Operating System] のチェックボックスをオンにしま

す。

ステップ 4 [Use web client to release and renew IP address when necessary (OOB)] のチェックボックスをオンにし

て、スイッチ ポートのバウンスなしで認証した後に OOB クライアントの IP アドレスをリリース /更新

します。 

（注） このオプションは、ご使用の特定のネットワーク トポロジについて正しく設定されないと、

OOB クライアントに予想できない結果をもたらす可能性があります。認証 VLAN 変更検出に

アクセスする方法については、「認証 VLAN 変更設定へのアクセスの設定」（P.4-62）を参照し

てください。

ステップ 5 Linux/Mac OS X クライアントの IP アドレス リリース /更新で Web クライアントの使用がイネーブル

の場合、任意で [Install DHCP Refresh tool into Linux/Mac OS system directory] のチェックボックス

をオンにできます。これにより、クライアントに DHCP 更新ツールがインストールされ、IP アドレス

更新時にルート /管理者パスワードを要求するプロンプトが回避されます。

ステップ 6 [Update] をクリックして設定値を保存します。

（注） この機能を使用するには、 [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage[CAS_IP]] > [Network] > 
[IP] で [Enable L3 support] をイネーブルにする必要があります。

詳細については、「Configuring Layer 3 Out-of Band（L3 OOB）」の項（『 Cisco NAC Appliance - 
Clean Access Server Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』）を参照してください。

ログイン ページのコンテンツのカスタマイズ
ログイン ページの追加後、ページに表示されるコンテンツを編集することができます。

1. [Administration] > [User Pages] > [Login Page] > [List] から、カスタマイズするページの横にある 
[Edit] ボタンをクリックします。

2. [Content] サブメニュー リンクをクリックします。ログイン ページの [Content] フォームが表示さ

れます。
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ログイン ページのコンテンツのカスタマイズ 
図 6-5 ログイン ページのコンテンツ

3. 次のテキスト フィールドおよびオプションを使用して、このページのログイン ページ制御値を設

定します。

 – [Image]：ログイン ページに表示したい画像ファイル（ロゴなど）。 使用するロゴを参照できる

ように、まずロゴの画像をアップロードします。「リソース ファイルのアップロード」

（P.6-13）を参照してください。

 – [Title]：ページのタイトル。ブラウザ ウィンドウのタイトル バーをログイン フィールドの上

に表示されます。

 – [Username Label]：ユーザ名入力フィールドのラベル。

 – [Password Label]：パスワード入力フィールドのラベル。

 – [Login Label]：ログイン証明書提出用のボタンのラベル。

 – [Provider Label]：認証プロバイダーのドロップダウン リストの横に表示されるラベル。

 – [Default Provider]：ユーザに提示されるデフォルト プロバイダー。

 – [Available Providers]：このチェックボックスを使用して、ログイン ページの Providers オプ

ションから使用できる認証ソースを指定します。 [Provider Label] とこれらのオプションのど

ちらも選択しないと、ログイン ページにプロバイダー メニューは表示されず、デフォルト プ
ロバイダーが使用されます。関連付けられているメニューを使用して、ユーザのための次の 2 
つの表示方法のどちらかを指定します。選択したプロバイダがリストされているドロップダウ

ン メニュー、またはユーザが選択できるラジオ ボタンです。
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（注） プリセットされた「Guest」ユーザ アカウント（「プリセット「ゲスト」ユーザ アカウ

ントのイネーブル化」（P.6-23）を参照）を使用して Cisco NAC アプライアンス シス

テムにアクセスしているゲスト ユーザは「Local DB」プロバイダ オプションを使用す

る必要があります。 
 

Guest User Registration 機能を使用している場合は、 初に Guest プロバイダの種類

（「Guest」（P.8-18）を参照）を設定し、そのプロバイダの種類をイネーブルにし、

Guest User Registration 機能をイネーブルにする必要があります。

 – [Instructions]：ユーザへの通知メッセージ。ログイン フィールドの下に表示されます。 

 – [Guest Label]：ゲスト アカウント ボタンがページに表示され、関連付けられたフィールドに

テキストがラベルとして示されるかどうかを決定します。 このオプションは、次の 2 つの機能

に役立ちます。

このオプションを選択すると、ログイン アカウントを持たないユーザがゲスト ユーザとして

ネットワークにアクセスできるようになります。「プリセット「ゲスト」ユーザ アカウントの

イネーブル化」（P.6-23）のガイドラインを参照してください。

このオプションを次の [Guest Registration Required] オプションと組み合せると、個別のゲス

ト ユーザ用にユーザ別証明書を使用する Cisco NAC アプライアンス システムにユーザがログ

インできるようになります。

（注） プリセットされた「Guest」ユーザ アカウント（「プリセット「ゲスト」ユーザ アカウ

ントのイネーブル化」（P.6-23）を参照）を使用して Cisco NAC アプライアンス シス

テムにアクセスしているゲスト ユーザは「Local DB」プロバイダ オプションを使用す

る必要があります。

 – [Guest Registration Required]：ユーザ ID と所属をゲスト ログイン証明書画面に指定すること

で、ユーザが Cisco NAC アプライアンス システムにログインできるようにします。 このオプ

ションをオンにすると、ゲスト ユーザ ログインと登録フレームワークをイネーブルにします

（「ゲスト ユーザ登録の設定」（P.6-18）を参照）。

（注） Cisco NAC アプライアンス システムで Guest User Registration 機能を使用するには、

[Guest Label] オプションと [Guest Registration Required] オプションの両方をイネー

ブルにする必要があります。

 – [Help Label]：ページ上にヘルプ ボタンとそのラベルを表示するかどうかを決定します。 

 – [Help Contents]：ポップアップ ヘルプ ウィンドウのテキスト（ヘルプ ボタンをイネーブルに

した場合）。 このフィールドに入力できるのは HTML コンテンツだけです（URL は参照できま

せん）。

 – [Root CA Label]：ルート CA 証明書ファイルをインストールするためにユーザがクリックで

きるボタンをページに表示します。 インストールされると、ユーザはネットワーク アクセス時

に明示的に証明書に同意する必要はありません。

 – [Root CA File]：使用するルート CA 証明書ファイル  

4. [Update] をクリックして変更を保存します。 

5. 変更を保存したら、[View] をクリックして、カスタマイズしたページがユーザにどのように表示

されるのかを確認します。図 6-6は、各フィールドと、作成されたログイン ページの要素の対応

を示したものです。
6-10
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16410-01-J



 

第 6 章      ユーザ ログイン ページとゲスト アクセスの設定

右フレームのコンテンツの作成
図 6-6 ログイン ページの要素

右フレームのコンテンツの作成
1. [Administration] > [User Pages] > [Login Page] > [List] から、カスタマイズするページの横にある 

[Edit] ボタンをクリックします。（「ページ タイプの（フレームベースまたは小型画面への）変更」

（P.6-4）で説明されているように）ログイン ページをフレームベースに設定した場合は、[Right 
Frame] サブメニュー リンクが表示されます。

2. [Edit] フォームから、[Right Frame] サブリンクをクリックすると [Right Frame Content] フォーム

（図 6-7）が表示されます。
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右フレームのコンテンツの作成
図 6-7 [Login Page] - [Right Frame Content]

3. 右フレームには URL または HTML コンテンツを入力できます。

a. Enter URL：（右フレームに表示される単一の Web ページについて） 

外部 URL の場合は、http://www.webpage.com 形式を使用します。

Clean Access Manager 上の URL の場合は、次の形式を使用します。

https://<CAM_IP>/upload/file_name.htm

<CAM_IP> は、証明書に表示されるドメイン名または IP です。

（注） 外部 URL または Clean Access Manager の URL を指定する場合は、その外部サーバ または 
CAM へのユーザ HTTP アクセスを許可する Unauthenticated ロールのトラフィック ポリシー

が作成されていることを確認してください。さらに、ログイン ページで参照される外部 URL 
を変更または更新する場合、Unauthenticated ロール ポリシーも更新されていることを確認し

ます。詳細については、「認証されないロール トラフィック ポリシー」（P.6-2）および「デ

フォルト ロール用のトラフィック ポリシーの追加」（P.9-28）を参照してください。

b. Enter HTML:（ロゴと HTML リンクなど、リソース ファイルの組み合せを追加する場合）

[Right Frame Content] フィールドに、直接、HTML コンテンツを入力します。

HTML コンテンツ（画像、JavaScript ファイル、CSS を含む）の一部として、[File Upload] 
タブでアップロード済みのリソースを参照する場合は、次の形式を使用します。

アップロードされた HTML ファイルへのリンクを参照する場合は、次の形式を使用します。

<a href=”file_name.html”> file_name.html </a>

画像ファイル（JPEG ファイルなど）を参照する場合は、次のように入力します。

<img src=”file_name.jpg”> 
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リソース ファイルのアップロード 
「リソース ファイルのアップロード」（P.6-13）も参照してください。

4. [Update] をクリックして変更を保存します。 

5. 変更を保存したら、[View] をクリックして、カスタマイズしたページがユーザにどのように表示

されるのかを確認します。

リソース ファイルのアップロード
[Content] フォームの [Image] フィールドのロゴなどのリソース ファイルを追加したり、HTML ペー

ジ、画像、ロゴ、JavaScript ファイル、CSS ファイルなど、フレーム ベースのログイン ページ用のリ

ソースを追加するには、次の手順を行います。サイズが 高 10MB のファイルをアップロードできま

す。

ステップ 1 [Administration] > [User Pages] > [File Upload] の順に進みます。

図 6-8 ファイルのアップロード 

ステップ 2 ご使用の PC から、ロゴ画像ファイルまたはその他のリソース ファイルをブラウズし、これを 
[Filename] で選択します。

ステップ 3 （任意）[Description] フィールドに説明を入力します。

ステップ 4 [Upload] をクリックします。そのファイルがリソース リストに表示されるはずです。

（注） • [Administration] > [User Pages] > [File Upload] を使用して Clean Access Manager にアップロード

されたファイルは、Clean Access Manager とすべての Clean Access Server で使用可能です。これ

らのファイルは、CAM の /perfigo/control/data/upload に保存されます。

 • 3.6(2)+ よりも前に CAM にアップロードされたファイルは削除されず、引き続き 
/perfigo/control/tomcat/normal-webapps/admin に保存されます。

 • [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Authentication] > [Login Page] > 
[File Upload] を使用して、特定の Clean Access Server にアップロードされたファイルは、Clean 
Access Manager とそのローカル Clean Access Server でだけ使用できます。Clean Access Server 
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ログイン ページのスタイルのカスタマイズ
では、アップロードされたファイルは、/perfigo/access/tomcat/webapps/authに保存されます。

詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration 
Guide, Release 4.5(1)』を参照してください。

User Agreement Page（Web ログイン /ネットワーク スキャン ユーザ用）のコンテンツのアップロード

については、「ユーザ同意（User Agreement）ページのカスタマイズ」（P.14-16）も参照してくださ

い。

CAM に保存されたファイルへのクライアント アクセスを許可するようなトラフィック ポリシーの設

定については、「デフォルト ロール用のトラフィック ポリシーの追加」（P.9-28）を参照してください。

ログイン ページのスタイルのカスタマイズ
1. ページの CSS プロパティを変更するには、[Login Page] > [Edit] > [Style] の順番に進みます。

図 6-9 Login Page のスタイル 

2. BG（バックグラウンド）と FG（フォアグラウンド）の色およびプロパティを変更できます。

Form プロパティはログイン フィールドが含まれているページ部分に適用される点に注意してくだ

さい（P.6-11 の図 6-6のグレーの網掛け部分）。

 – [Left Frame Width]：ログイン フィールドが含まれる左側のフレームの幅

 – [Body BG_Color]、[Body FG_Color]：ログイン ページの本体部分のバックグラウンドおよび

フォアグラウンドの色

 – [Form BG_Color]、[Form FG_Color]：フォーム部分のバックグラウンドおよびフォアグラウ

ンドの色
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その他のログイン プロパティの設定 
 – [Misc BG_Color]、[Misc FG_Color]：ログイン ページのその他の部分のバックグラウンドお

よびフォアグラウンドの色

 – [Body CSS]：ログイン ページ本体部分の書式設定用の CSS タグ

 – [Title CSS]：ログイン ページのタイトル部分の書式設定用 CSS タグ

 – [Form CSS]：ログイン ページのフォーム部分の書式設定用 CSS タグ

 – [Instruction CSS]：ログイン ページのインストラクション部分の書式設定用 CSS タグ

 – [Misc CSS]：ログイン ページのその他の部分の書式設定用の CSS タグ

3. [Update] をクリックして Style ページでの変更を実行してから、[View] をクリックして、変更され

たログイン ページを表示します。

その他のログイン プロパティの設定 
 • 「ログイン サクセス ページのリダイレクト」（P.6-15）

 • 「ログアウト ページ情報の指定」（P.6-16）

ログイン サクセス ページのリダイレクト

デフォルトでは、CAM は認証済みの Web ログイン ユーザを元の要求ページに導きます。ロール別に

認証済みユーザが別の場所にリダイレクトされるように指定することも可能です。リダイレクションの

宛先を設定する手順は次のとおりです。

1. [User Management] > [User Roles] > [List of Roles] の順番に進みます。

2. ログイン サクセス ページを設定するロールの横の [Edit] ボタンをクリックします（図 6-10）。
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その他のログイン プロパティの設定
図 6-10 ユーザ ロール変更ページ

3. [After Successful Login Redirect to] オプションで、[this URL:] をクリックし、テキスト フィール

ドに宛先 URL を入力します。URL には必ず「http://」を入力してください。その Web ページに

ユーザが到達できるように、HTTP アクセスを許可するトラフィック ポリシーがそのロール用に

作成されていることを確認してください（「IP ベースのグローバル トラフィック ポリシー」

（P.9-4）を参照）。

4. 完了したら、[Save Role] をクリックします。

（注） 通常、リダイレクト ページが指定されている場合は、新しいブラウザが開きます。クライアント上で

ポップアップ ブロッカーがイネーブルになっていると、Cisco NAC アプライアンス は、ログイン ス
テータス、ログアウト情報、VPN 情報（ある場合）を表示するために、ログアウト ページとしてメイ

ン ブラウザ ウィンドウを使用します。

（注） Web ログインおよび Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent の認証には、クライアント ブラウザ

に高度暗号化（64 ビットまたは 128 ビット）が必要です。

ログアウト ページ情報の指定

正常なログイン後、クライアント マシン（図 6-11）上のブラウザ内、通常、ログイン サクセス ブラウ

ザの背後に、ログアウト ページがポップアップします。
6-16
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16410-01-J



 

第 6 章      ユーザ ログイン ページとゲスト アクセスの設定

ゲスト ユーザ アクセス  
図 6-11 ログアウト ページ 

ロール別にログアウト ページに表示される情報を指定することができます。手順は次のとおりです。

1. [User Management] > [User Roles] > [List of Roles] ページに進みます。

2. ログアウト ページを指定するロールの横にある [Edit] ボタンをクリックします。

3. [Edit Role] ページ（図 6-10）で、該当する [Show Logged on Users] オプションをクリックする

と、それらがログアウト ページに表示されます。

 – [User info]：ユーザ名など、そのユーザについての情報

 – [Logout button]：ネットワーク ログオフ用のボタン 

（注） 1 つもオプションを選択しないと、ログアウト ページは表示されません。

詳細については、「ローカル ユーザ アカウントの作成」（P.7-15）を参照してください。

ゲスト ユーザ アクセス
ゲスト アクセスを使用すると、ビジターや一時的なユーザに限定されたネットワーク アクセス権を簡

単に提供できます。ゲスト アクセスを実装するために、次の 2 つの方法があります。

ゲスト ユーザ登録の設定：ゲスト ユーザ セッションの間に、CAM で特定のユーザを識別する証明書

のセットを提供して、ゲスト ユーザにネットワークに登録するよう要求できます。登録済みゲスト 
ユーザは、認証済みユーザとネットワークを共有しますが、ゲスト ユーザ認証ロールで指定された

ネットワーク リソースにだけアクセスできます。

プリセット「ゲスト」ユーザ アカウントのイネーブル化：ゲスト アカウント方式では、ゲスト ユーザ

は認証済みユーザとネットワークを共有します。イベント ログでは、すべてのゲスト ユーザをユーザ

名「guest」で表示しますが、各ゲスト ユーザはログイン タイムスタンプと MAC/IP アドレス（L2 の
場合）または IP アドレス（L3 の場合）によって識別されます。

（注） プリセット「Guest」ユーザ アカウントで Cisco NAC アプライアンス システムにアクセスする

ゲスト ユーザは、「Local DB」プロバイダ オプションを使用する必要があります。詳細につい

ては、「ログイン ページのコンテンツのカスタマイズ」（P.6-8）を参照してください。
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ゲスト ユーザ アクセス
ゲスト ユーザ登録の設定

ゲスト ユーザ登録によって、ゲスト ユーザは、既存のローカル ユーザ アカウントに独立に専用の個別

ログイン ID を使用してログインできます。ゲスト ユーザは、NAC アプライアンス システムでユーザ

のセッションを識別するログイン認証書を入力し、それらの証明書はゲスト ユーザ セッションの間、

CAM 上のそのユーザを識別します。ユーザは、ID 番号、電子メール アドレス、名前、または CAM 
でゲスト ユーザ登録パラメータを設定するときに指定する識別子の番号を入力できます。この方式で

は、ゲスト ユーザが固有のユーザ ID ストリングを送信できるので、管理者は、意味のある識別子で

ユーザ セッションを追跡、管理、および表示できます。ログイン ページでユーザが送信する識別子は、

ゲスト ユーザがログインしている間、[Online Users] ページと [User Management] > [Guest Users] 
ページに表示されます（「プリセット「ゲスト」ユーザ アカウントのイネーブル化」に説明する代わり

のゲスト アカウント方式では、どのユーザの特定の個別の情報も記録されず、システムのすべての

ユーザが「ゲスト」として表示されます）。

NAC アプライアンス システムでゲスト登録をイネーブルにする操作手順

1. [User Management] > [User Roles] > [New Role] ページを使用して他のどのユーザ ログイン ロー

ルで作成するのと同じように、新しい Guest ユーザ ロールを作成します（「ユーザ ロールの作成」

（P.7-1）を参照）。

2. Guest 認証プロバイダの種類を設定し、それを Guest ロールにマップします（「Guest」（P.8-18）
を参照）。

3. 「ログイン ページのコンテンツのカスタマイズ」（P.6-8）の説明にしたがって、[Administration] > 
[User Pages] > [Login Page] > [List] | [Edit] > [Content] ページを使用して、ゲスト登録を要求する

ようにユーザ ログイン ページを設定します。

 – [Provider Label] をイネーブルし、[Available Providers] で設定したゲスト認証プロバイダの種

類に対応するチェックボックスをオンにし、ログイン ページでユーザに表示される 
[Providers] オプションの利用できる認証ソースのリストにその種類が表示されるようにしま

す。

 – [Guest Label] オプションと [Guest Registration Required] オプションの両方をオンにし、オプ

ションの両方をイネーブルにし、ログイン ページでゲスト ログイン オプションがユーザに表

示されるようにします。

（注） [Administration] > [User Pages] > [Login Page] でこれらのオプションをすべてイネー

ブルにしておかないと、ゲストとしてログインするオプションが Guest User 
Registration ユーザに表示されません。

 – 変更を保存したら、[View] をクリックして、カスタマイズしたページがユーザにどのように

表示されるのかを確認します。 P.6-11 の図 6-6は、各フィールドと、作成されたログイン ペー

ジの要素の対応を示したものです。

4. 次に、Guest User Access ページを「Guest User Access ページの設定」の説明にしたがって設定し

ます（これはゲスト ユーザ登録を設定するオプションの一部です。ゲスト登録についてデフォル

トの NAC アプライアンス動作をそのまま使用することもできます）。
6-18
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16410-01-J



 

第 6 章      ユーザ ログイン ページとゲスト アクセスの設定

ゲスト ユーザ アクセス  
Guest User Access ページの設定

ゲスト ユーザ アクセス ページを設定する操作手順

ステップ 1 「「ゲスト ユーザ登録の設定」（P.6-18）」の予備手順を行ってから、この手順で説明するゲスト登録オプ

ションを設定してください。

ステップ 2 [Administration] > [User Pages] > [Guest Registration Page] > [Content] に進みます。

図 6-12 [Administration] > [user Pages] > [Guest Registration Page] > [Content]

ステップ 3 Guest Registration ページ ログイン設定のパラメータを指定するか、またはデフォルト値をそのまま使

用します。

 • [Title]：見出しのゲスト ユーザは、ゲスト登録と証明書ダイアログの一番上に表示されます。

 • [Instruction]：ネットワークにアクセスする前にゲスト ユーザに見てほしい、追加の指示、メッ

セージ、注意、または警告。 ユーザ資格情報ダイアログの資格情報入力フィールドに指定したテキ

ストが表示されます（図 6-15を参照）。

 • [Policy] および [Accept Policy Label]：（任意） [Policy] および [Accept Policy Label] 設定をイネー

ブルにし、テキストが指定してある場合、ユーザが [Continue] をクリックする前に、チェック

ボックスをクリックして入力したゲスト アクセス ポリシー（図 6-14を参照））を「受け入れる」

よう促すゲスト ログイン ダイアログが表示されます。そうでない場合、NAC アプライアンス シ
ステムに 初にログインしようとしたとき、ゲスト ユーザには証明書ダイアログが表示されます

（図 6-15）。

 • [Continue Label]：ユーザは、ゲスト アクセス ダイアログでユーザに表示される「log in」ボタン

のテキストを指定できます（たとえば、「Log In」、「Sign In」、または「Connect」の使用を選択で

きます）。

 • [Cancel Label]：ゲスト アクセス ダイアログに表示される [cancel] ボタンのテキストを指定できま

す。

ステップ 4 [Update] をクリックして、アップデートした設定に従って [Guest Registration Page] の表示を変更する

か、または [Reset] をクリックして以前に保存したページ パラメータ /値に戻します。
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ゲスト ユーザ アクセス
ステップ 5 [Administration] > [User Pages] > [Guest Registration Page] > [Guest Info] に進みます。

図 6-13 [Administration] > [user Pages] > [Guest Registration Page] > [Guest Info]

ステップ 6 Guest Registration ページゲスト情報を指定するか（図 6-15を参照 )、またはデフォルト値をそのまま

使用します。

 • [Login ID Label] および [Login ID Type]：ゲスト ユーザに対して証明書ダイアログのユーザ ID 入
力フィールドに表示されるテキストであり、NAC アプライアンス システムがゲスト ユーザから検

索する入力の種類。[Login ID Type] ドロップダウン メニューで利用できるオプションは次のとお

りです。

 • [Affiliation Label]：ゲスト ユーザの証明書ダイアログの所属入力フィールドに表示されるテキス

ト  （他の例には、「Company」、「Vendor」、「Contractor」、「Guest of」がある）

 • [Password Label]：ゲスト ユーザの認定書ダイアログのパスワード入力フィールドに表示されるテ

キスト 

 • [Confirm Password Label]：ゲスト ユーザの証明書ダイアログの確認パスワード入力フィールドに

表示されるテキスト 

表 6-1 [Login ID Type] 設定

Login ID のタイ

プ 説明 ゲスト ユーザ入力の例

Email 有効な Email アドレス（「@」が含まれている必要

がある）

guest_user@company.com

AlphaNumeric 文字と数字だけから構成される名前またはその他

の識別子を定義するテキスト入力

Jane Doe
Contractor 12345

LatinNumeric 特殊文字を含む名前またはその他の識別子を定義

するテキスト入力

£100-500¥
no @#($&!^] way

Numeric ユーザ ID を定義する数字ベースだけのストリング 543212345

SSN ゲスト ユーザの社会保障番号 123-45-6789
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ゲスト ユーザ アクセス  
ステップ 7 （任意）[Additional Guest Registration Labels] で、ゲスト ユーザがログイン証明書を入力するときに表

示される追加の個人テキスト入力フィールドの設定を行い、指定できます。

a. 青い「プラス」 + シンボルをクリックし、新しいテキストフィールド入力を作成します。

b. Registration Label のタイプ を指定するには、ドロップダウン リストからオプションの 1 つを選択

します。利用できる種類と動作には、表 6-1および次に定義されたものが含まれます。

c. テキスト フィールドの [Label] を指定します（たとえば、追加入力を日付にする必要があると指定

する場合は、「Today' s Date」というラベルを使用できます）。

d. 必要に応じ、対応するチェックボックスをオンまたはオフにして、新しい追加テキスト入力フィー

ルドが [Required] かどうかを指定します。

ステップ 8 [Update] をクリックして、アップデートした設定に従って [Guest Registration Page] の表示を変更する

か、または [Reset] をクリックして以前に保存したページ パラメータ /値に戻します。

Guest Registration をイネーブルにし、Guest Registration Content ページと Guest Info ページの設定を

アップデートすると、ゲスト ユーザが NAC アプライアンス システムにサインインしたとき、図 6-14
と図 6-15のようなログイン ダイアログが表示されます。

表 6-2 追加の登録ラベル種類設定

ラベル ID のタイ

プ 説明 ゲスト ユーザ入力の例

US Phone Number 10 桁の米国の地域的標準電話番号（区切りのハイ

フンあり、またはなし）

555-555-5555
5555555555

Date 文字と数字だけから構成される名前またはその他

の識別子を定義するテキスト入力

11/11/2000
11-11-2000

ANY テキスト入力（特殊文字を含む） £100-500¥
@#($&!^]
UsEr-00-$@#*(MyID]
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図 6-14 ゲスト「Accept Policy」ダイアログの例

図 6-15 Guest Credentials ダイアログの例
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ゲスト ユーザ アクセス  
プリセット「ゲスト」ユーザ アカウントのイネーブル化

インストール時に、Clean Access Manager にはゲスト ユーザ アカウントが組み込まれています。デ

フォルトでは、ローカル ユーザ「guest」は、Unauthenticated ロールに属し、Clean Access Manager 
自体（プロバイダ：LocalDB）によって検証されます。ゲスト ユーザに対して別のロールを指定して、

ネットワークのゲスト ユーザに 適であるように、ログイン リダイレクション、トラフィック制御、

タイムアウト ポリシーについてそのロールを設定します。

この方法では、[Guest Access] ボタンがユーザ ログイン ページでイネーブルになります。訪問者がこ

のボタンをクリックすると、ユーザ名とパスワード guest/guest が認証用に CAM に送信され、ゲスト 
ユーザが即座に希望する Web ページにリダイレクトされます。ゲスト ユーザに関連付けるための新規

ユーザ ロールを設定する必要があることに注意してください。

1. [User Management] > [User Roles] > [New Role] ページを使用して他のどのユーザ ログイン ロー

ルで作成するのと同じように、新しい Guest ユーザ ロールを作成します（「ユーザ ロールの作成」

（P.7-1）を参照）。

2. Guest ユーザを Guest ロールに関連付けます（「ローカル ユーザの作成または編集」（P.7-15）を参

照）。

3. Guest ロール用のトラフィック ポリシーを設定します（第 9 章「ユーザ管理：トラフィック制御、

帯域幅、スケジュール」を参照）。

4. Guest アクセスをイネーブルにするユーザ ログイン ページを設定します（「Guest User Access 
ページの設定」（P.6-19）を参照）。

（注） ゲスト ログイン方式を使用することを推奨します。「ゲスト ユーザ登録の設定」（P.6-18）に、この

「Enable Login Page Guest Access」オプションと Allow All 方式の両方の説明があります。（Cisco 
NAC アプライアンスの以前のリリースでは、ゲスト ユーザは、Email アドレスを送信することでログ

インし、Allow All プロバイダ種類でネットワークにアクセスすることもできました。ログイン ページ

でゲスト ユーザが送信したユーザ ID（たとえば、Email アドレス）は、ユーザがログインしている間

に、[User Name] （[Online Users] ページ）として表示されます。
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C H A P T E R 7

ユーザ管理：ユーザ ロールとローカル ユーザ
の設定

この章の内容は以下のとおりです。

 • 「概要」（P.7-1）

 • 「ユーザ ロールの作成」（P.7-1）

 • 「ローカル ユーザ アカウントの作成」（P.7-15）

認証サービスの設定に関する詳細は、第 8 章「ユーザ管理：認証サーバの設定」を参照してください。

Web ユーザ ログイン ページの作成および設定に関する詳細は、第 6 章「ユーザ ログイン ページとゲス

ト アクセスの設定」を参照してください。

ユーザ ロールのトラフィック ポリシーの設定に関する詳細は、第 9 章「ユーザ管理：トラフィック制

御、帯域幅、スケジュール」を参照してください。

概要 
この章では、Cisco NAC アプライアンスのユーザ ロールについて説明します。具体的な内容は、ユー

ザ ロールの割り当て方法とそれらの作成および設定方法です。また、Clean Access Manager （CAM）

によって内部で認証されるローカル ユーザの作成方法（主にテスト用）についても説明します。

ユーザ ロールの作成
ロールは、Cisco NAC アプライアンスの機能に欠かせない要素であり、次のように考えることができ

ます。

 • ユーザ セッション中、持続するユーザの分類スキーム 

 • 特定グループのユーザの Cisco NAC アプライアンス内でのトラフィック ポリシー、帯域幅制限、

セッション期間、Clean Access ポスチャ評価、その他のポリシーを決定するメカニズム

通常、ロールは、ネットワーク内の各ユーザ グループに共通するニーズを反映するような設定にしな

ければなりません。したがって、ロールを作成する前に、ネットワーク内の権限割り当て方法、トラ

フィック制御ポリシーの適用方法、クライアント デバイスのグループ タイプを検討する必要がありま

す。ロールは、多くの場合、組織内の既存のグループ（学生 /教員 /スタッフまたは技術 /販売 /人事な

ど）に基づいてることがあります。クライアント マシンのグループ（ゲーム ボックスなど）にロール

を割り当てることもできます。図 7-1に示されているように、ロールには、次のようなさまざまなユー

ザ ポリシーが集約されています。
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ユーザ ロールの作成
 • トラフィック ポリシー

 • 帯域幅ポリシー

 • VLAN ID の再タグ付け 

 • Clean Access ネットワーク ポート スキャン プラグイン

 • Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent クライアント システムの要件 

図 7-1 Normal Login ユーザ ロール 

ユーザ ロールのタイプ

ユーザのログイン試行時に、システムがそのユーザを 1 つのロールに分類します。システムには、4 つ
のデフォルト ユーザ ロール（Unauthenticated ロール、Normal Login ロール、Clean Access Agent 
Temporary ロール、および Clean Access Quarantine ロール）があります。
7-2
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16410-01-J



 

第 7 章      ユーザ管理：ユーザ ロールとローカル ユーザの設定

ユーザ ロールの作成 
Unauthenticated ロール 
Unauthenticated ロールは 1 つだけで、システム デフォルト ロールです。設定されている Normal 
Login ロールが削除されると、そのロール内のユーザは Unauthenticated ロールに再割り当てされます

（「ロールの削除」（P.7-14）を参照）。Unauthenticated ロールに、トラフィックおよびその他のポリ

シーを設定することはできますが、このロール自体を編集したりシステムから削除することはできませ

ん。

Clean Access Server の非信頼（管理対象）側にいるユーザは、 初の Web ログインまたは Clean 
Access Agent/Cisco NAC Web Agent ログインの前は、Unauthenticated ロールになります。Web ログ

イン /ネットワーク スキャンだけを使用する場合、ユーザはクライアントがスキャンに合格する

（Normal Login ロールに移行）、あるいはスキャンに不合格となる（ブロックされるか、Quarantine 
ロールに移行）までは、Unauthenticated ロールのままになります。

Normal Login ロール

システムには、複数の Normal Login ロールを設定できます。正常にログインしたユーザは、Normal 
Login ロールになります。Normal Login ロールを設定することにより、ユーザを以下の事項に関連付

けることができます。

 • ネットワーク アクセス トラフィック制御ポリシー：ロールにある間、ネットワークのどの部分お

よびどのアプリケーション ポートにユーザがアクセスできるか 

 • VLAN ID：

 – インバンド ユーザの場合、アップストリーム ルータへのプライオリティを区別するために信

頼ネットワーク宛のトラフィック（そのロールのユーザとの間の）を再タグ付けします。

 – Out-of-Band （OOB;アウトオブバンド）ユーザの場合、ロールベースの設定を使用している

場合は、ロールのユーザのアクセス VLAN ID を設定します。

 • Clean Access ネットワーク スキャン プラグイン：実行する Nessus ポート スキャン（該当する場

合）

 • Agent の要件：クライアント システムが満たさなければならないソフトウェア パッケージの要件

 • Web ログイン成功または失敗後に表示されるエンド ユーザ HTML ページ：さまざまなサブネット

/VLAN/ロールの Web ログインユーザに表示されるページおよび情報 詳細については、第 6 章
「ユーザ ログイン ページとゲスト アクセスの設定」を参照してください。

通常は、学生、教員、スタッフ（または技術、人事、販売）など、いくつかの Normal Login ロールが

使用されます。ユーザへの Normal Login ロールの割り当ては、次の事項に基づいて行うことができま

す。

 • クライアント デバイスの MAC アドレスまたはサブネット  
[Device Management] > [Filters] によって、デバイスまたはサブネットにロールを割り当てできま

す。詳細については、「デバイスおよびサブネットのグローバル フィルタリング」（P.3-10）を参照

してください。

 • ローカル ユーザの属性。ローカル ユーザは主としてテストに使用され、外部認証サーバではなく、

Clean Access Manager によって内部で認証されます。[User Roles] > [Local Users] でローカル 
ユーザにロールを指定できます。「ローカル ユーザ アカウントの作成」（P.7-15）を参照してくだ

さい。

 • 外部認証サーバの属性。外部認証サーバで検証されたユーザには、以下の事項に基づいてロールを

指定できます。

 – そのユーザの非信頼ネットワーク VLAN ID  
非信頼ネットワークの情報を使用してユーザをユーザ ロールにマッピングできます。
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ユーザ ロールの作成
 – LDAP および RADIUS 認証サーバからの認証属性 

認証属性に応じて、ユーザを Cisco NAC アプライアンス内で異なるロールにマッピングでき

ます。マッピング ルールが指定されていない場合、ログイン後、認証サーバに対して指定さ

れているデフォルトのロールがユーザに割り当てられます。VLAN マッピングおよび属性

マッピングは [User Management] > [Auth Servers] > [Mapping Rules] で作成します。

詳細については、「認証プロバイダーの追加」（P.8-4）および「属性または VLAN ID を使用した

ユーザとロールのマッピング」（P.8-22）を参照してください。

ロール割り当てのプライオリティ

ロール割り当てのプライオリティ順序は次のとおりです。

1. MAC アドレス 

2. サブネット /IP アドレス

3. ログイン情報（ログイン ID、認証サーバから得たユーザの属性、ユーザ マシンの VLAN ID など）

したがって、MAC アドレスが「Role A」のクライアントを対応しているものの、ユーザのログイン 
ID がその「Role B」と対応している場合は、「Role A」が使用されます。

「デバイスおよびサブネットのグローバル フィルタリング」（P.3-10）および「アウトオブバンド配置の

デバイス フィルタ」（P.3-15）も参照してください。

Clean Access ロール

ネットワーク上で実装できる Clean Access プロセスは、ネットワーク スキャンだけ（P.10-6 の図 10-5
を参照）、Agent だけ、またはネットワーク スキャンのある Agent （P.10-4 の図 10-3を参照）です。

Clean Access がイネーブルになっていると、Clean Access 用に次の 2 種類のロールが使用されます。

 • Agent Temporary ロール 

Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent を使用する場合、認証後のユーザには Agent 
Temporary ロールが割り当てられます。このロールのユーザには、ユーザのシステムが脆弱になら

ないようにするために必要なパッケージをダウンロードしインストールするための、制限された

ネットワーク アクセスだけが許可されます。Agent 要件が満たされるまで、Normal Login ロール

のアクセスは許可されません。

Agent Temporary ロールはシステム内に 1 つだけしかありません。このロールが有効になるのは、

ユーザがログインに Agent を使用し、Clean Access 要件を満たさなければならない場合だけです。

Agent Temporary ロールは、次の期間のユーザに割り当てられます。

a. ログイン試行から正常なネットワーク アクセスまで。クライアント システムは、Agent 要件

を満たしており、ネットワーク スキャン後に脆弱性は検出されていません。ユーザは、Agent 
Temporary ロールから、ユーザの Normal Login ロールに移行します。

b. ログイン試行から、Agent 要件が満たされるまで。ユーザには、必要なパッケージをダウン

ロードし、インストールするために、このロールの Session Timer に設定されている時間が与

えられます。ユーザが取り消しを実行するか、タイムアウトになると、そのユーザは Agent 
Temporary ロールから排除され、ログイン プロセスを再起動しなければなりません。与えら

れた時間内にユーザが Agent 要件をダウンロードした場合、ユーザは Agent Temporary ロー

ルのまま、ネットワーク スキャン（イネーブルの場合）に進みます。

c. ログイン試行から、ネットワーク スキャンでユーザ システムの脆弱性が検出されるまで。ク

ライアント システムが Agent 要件を満たしていても、ネットワーク スキャンで脆弱性が検出

されると、ユーザは Agent Temporary ロールから Quarantine ロールに移行します。

 • Quarantine ロール
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ユーザ ロールの作成 
ネットワーク スキャンがイネーブルになっている場合に使用されます。Clean Access Quarantine 
ロールの目的は、そのユーザに許可するネットワーク アクセスを、ユーザ システムで検出された

脆弱性を修正するために必要なリソースへのアクセスだけに制限することです。脆弱性が修正され

るまで、Normal Login ロールのネットワーク アクセスは許可されません。

システムには、1 つ以上の Quarantine ロールを設定できます。ユーザが Quarantine ロールに分類

されるのは、以下の場合です。

 – ユーザが Web ログイン ページを使用してログインを試行し、Clean Access のネットワークス

キャンによってユーザ システムで脆弱性が検出された場合 

 – ユーザが Clean Access Agent を使用してログインし、Clean Access Agent の条件を満たして

いるが、Clean Access のネットワーク スキャンによって、ユーザ システムで脆弱性が検出さ

れた場合 

リソースにアクセスして脆弱性を修正できるように、このロールの Session Timer に設定されてい

る時間がユーザに与えられます。ユーザが取り消しを実行するか、タイムアウトになると、その

ユーザは Quarantine ロールからログアウトされ、ログイン プロセスをやり直さなければなりませ

ん。次回のログイン試行時には、そのクライアントは再度、Clean Access のプロセスを進みます。

与えられた時間内にユーザが脆弱性を修正した場合、ログインに Clean Access Agent を使用して

いるユーザは、同じセッション中に再度、ネットワーク スキャンへと進むことができます。Web 
ログインを使用するユーザは、2 度めのネットワーク スキャンを受けるために、ログアウトまたは

タイムアウトしてから再度ログインする必要があります。

（注） Web ログインを使用するユーザは、ログアウト ページを閉じないように注意する必要があります

（P.6-17 の図 6-11を参照）。ユーザがログアウトできず、セッションがタイムアウトになる前にログイ

ンを再試行した場合、そのユーザはまだ元の Quarantine ロールにいると見なされ、ログイン ページは

表示されません。

該当する Normal Login ロールでのネットワーク アクセスが許可されるのは、そのユーザが条件を満た

し、脆弱性を修正した場合だけです。すべての Normal Login ロールを 1 つの Quarantine ロールにマッ

ピングすることも、また異なる Quarantine ロールを作成しカスタマイズすることも可能です。たとえ

ば、各 OS（オペレーティング システム）の脆弱性を修正するために異なるリソースが必要な場合は、

複数の Quarantine ロールを使用できます。いずれの場合も、1 つの Normal Login ロールとマッピング

できる Quarantine ロールは 1 つだけです。ロールの作成後、[Device Management] > [Clean Access] > 
[General Setup] フォームで Normal Login ロールと Quarantine ロールの関連付けを設定します。詳細

については、「General Setup の概要」（P.10-19）を参照してください。

セッション タイムアウト

簡単なセッション タイムアウトと、限定されたトラフィック ポリシー権限によって、Clean Access 
ロールのネットワーク アクセスを制限できます。セッション タイムアウト時間は、Clean Access の
チェックを完了し、必要なソフトウェア パッケージを取得するための 低限の時間だけをユーザに与

えることを目的としています。Clean Access 関連ロールの 小タイムアウト時間は、次の役割を果た

します。

 • 脆弱なユーザによるネットワークへの影響を抑制する。

 • ユーザが Temporary ロールでネットワークにフルアクセスするのを防ぐ。 

これによって、ユーザが特定の検査に不合格になり、必要なパッケージをインストールして、コン

ピュータを再起動したが、手動でログアウトしない場合の再検査回避を抑制できます。

ご使用の環境に適したタイムアウト時間を判断するには、ユーザが利用できるネットワーク接続速度や

必要となるパッケージのダウンロード サイズを考慮する必要があります。
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ユーザ ロールの作成
設定可能な時間（分）後にクライアントに Clean Access Server （CAS）が接続できない場合、全ユー

ザをログオフするように Hertbeat Timer を設定することも可能です。詳細については、「ユーザ セッ

ション タイムアウトおよびハートビート タイムアウトの設定」（P.9-16）を参照してください。

ユーザ ロールに [Max Sessions per User Account] を設定できます。これによって、管理者は、同じ

ユーザ証明書を同時に使用できるマシンの数を制限できます。この機能を使用すると、各ユーザのログ

イン セッション数が、設定数に制限されます。あるユーザ名のオンライン ログイン セッションが指定

値（1 ～ 255、無制限の場合は 0）を超えると、次回のログイン試行時に、Web ログイン ページまたは 
Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent は、ユーザがすべてのセッションの終了または も古い

セッションの終了を実行するよう促します。詳細については、「ロール プロパティ」（P.7-8）を参照し

てください。

デフォルト ログイン ページ

Web ログイン ユーザと Clean Access Agent および Cisco NAC Web Agent ユーザのどちらが認証する

ためにも、システム内にデフォルト ログイン ページが追加され、存在している必要があります。

ログイン ページは、Cisco NAC アプライアンスによって生成され、ロール別にエンド ユーザに表示さ

れます。ユーザが初めて Web ブラウザからネットワークへのアクセスを試行すると、HTML ログイン 
ページが表示され、ユーザ名とパスワードの入力をユーザに求めます。Cisco NAC アプライアンスは、

選択された認証プロバイダーにこの証明書を提出し、これを使用してユーザに割り当てるロールを判断

します。この Web ログイン ページは、ユーザの VLAN ID、サブネット、OS に基づいて特定のユーザ

用にカスタマイズできます。

注意 Clean Access Agent ユーザと Cisco NAC Web Agent ユーザの場合、デフォルト ログイン ページが

ないと、ログイン試行時にエラー ダイアログが表示されます（「Clean Access Server is not properly 
configured, please report to your administrator.」）。

（注） L3 OOB 配置の場合、「ログイン ページ用に Web クライアントをイネーブル化」（P.6-5）が必要です。

Web ユーザ ログイン ページの作成と設定に関する詳細は、第 6 章「ユーザ ログイン ページとゲスト 
アクセスの設定」を参照してください。デフォルト ログイン ページの簡単な追加方法については、「デ

フォルト ログイン ページの追加」（P.6-3）を参照してください。

ロールのトラフィック ポリシー

初のロール作成時、デフォルト トラフィック フィルタリング ポリシーでは、非信頼側から信頼側に

移動するトラフィックは「deny all」になり、信頼側から非信頼側へのトラフィックは「allow all」に

なります。したがって、ロール作成後、適切なトラフィックを許可するポリシーを作成する必要があり

ます。ユーザ ロールへの IP ベースおよびホストベースのトラフィック ポリシーの設定方法について

は、第 9 章「ユーザ管理：トラフィック制御、帯域幅、スケジュール」を参照してください。

さらに、ネットワークへの全般的なアクセスを防止し、ユーザが条件を満たし脆弱性を修正するために

必要な Web リソースまたは修復サイトへのアクセスを許可するためには、Agent Temporary ロールお

よび Quarantine ロールにトラフィック ポリシーを設定する必要があります。詳細については、「Agent 
Temporary および Quarantine ロールのポリシーの設定」（P.9-20）を参照してください。
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ユーザ ロールの作成 
新しいロールの追加

Agent Temporary ロールおよび Quarantine ロールは、あらかじめシステムに作成されているので、必

要なのは設定だけですが、Normal Login ロール（または追加の Quarantine ロール）は、 初に追加し

なければなりません。新しいロールを作成したら、そのロールをご使用の環境のトラフィック ポリ

シーや Web コンソールでカスタマイズしたその他のプロパティに関連付けることができます。

（注） 非信頼側から信頼側ネットワークへのトラフィックを許可するためには、新しいロールにトラフィック 
ポリシーを追加する必要があります。詳細については、第 9 章「ユーザ管理：トラフィック制御、帯域

幅、スケジュール」を参照してください。

1. [User Management] > [User Roles] > [New Role] の順番に進みます（図 7-2）。

図 7-2 新しいユーザ ロールの追加 

2. ロールをすぐにアクティブにする場合は、[Disable this role] を選択しないでおきます。

3. [Role Name] フィールドに、そのロールに固有の名前を入力します。

4. （任意）[Role Description] に、説明を入力します。

5. [Role Type] には、次のどちらかを選択します。
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ユーザ ロールの作成
 – [Normal Login Role]：正常ログイン後のユーザに割り当てられます。認証サーバのマッピン

グ ルールを設定している場合は、認証サーバからの属性を使用してユーザを Normal Login 
ロールにマッピングします。ネットワーク スキャン プラグインおよび Agent 要件も、Normal 
Login ロールに関連付けられます。ユーザはログイン時に、プラグインのスキャンを受ける

か、または条件が満たされているか、その両方です（Unauthenticated/Temporary ロールの間

に）。ユーザが条件を満たしていて、脆弱性がなければ、そのユーザは Normal Login ロールの

ネットワーク アクセス権を取得します。

（注） Normal Login ロールだけに適用されるフォーム フィールドには、アスタリスク（*）のマーク

が付いています。

 – [Quarantine Role]：Clean Access のネットワーク スキャンによってそのユーザのシステムに

脆弱性が発見された場合、ユーザを隔離するために割り当てられます。システムには、あらか

じめ Quarantine ロールが用意されているので、すぐに設定できます。ただし、必要な場合は、

New Role フォームを使用して Quarantine ロールを追加できます。

6. 各ロールの設定値の詳細は、「ロール プロパティ」（P.7-8）を参照してください。

（注） OOB 配置でロール ベースのプロファイルを使用する場合は、ユーザ ロール作成時に、

[Out-of-Band User Role VLAN] フィールドにアクセス VLAN を指定する必要があります。詳

細については、「Out-of-Band User Role VLAN」（P.7-10）および「ポート プロファイルの追

加」（P.4-30）を参照してください。

7. 完了したら、[Create Role] をクリックします。フォームのデフォルト プロパティをリストアする

には、[Reset] をクリックします。

8. [List of Roles] タブにこのロールが表示されます。

9. テストを目的としてロールを作成する場合は、次に、このロールに関連付けるローカル ユーザを

作成します。「ローカル ユーザ アカウントの作成」（P.7-15）を参照してください。

ロール プロパティ 
表 7-1は、[New Role]（図 7-2）と [Edit Role]（図 7-4）フォームのすべての設定の説明をまとめたも

のです。

表 7-1 ロール プロパティ 

設定項目 説明

Disable this role 新しいユーザへのこのロールの割り当てを停止します。

Role Name そのロールに固有の名前。

Role Description ロールの説明（任意）。

Role Type ロールが Normal Login ロールまたは Clear Access 関連ロール（[Quarantine 
Role] または [Agent Temporary Role]）であるかどうか。詳細は「ユーザ ロー

ルのタイプ」（P.7-2）を、その他の情報は第 10 章「Clean Access の設定概要」

を参照してください。
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ユーザ ロールの作成 
Max Sessions per 
User Account 
(Case-Insensitive)

[Max Sessions per User Account] オプションによって、管理者は、同じユーザ

証明書を同時に使用できるマシンの数を制限できます。この機能を使用すると、

各ユーザのログイン セッション数が、設定数に制限されます。あるユーザ名の

オンライン ログイン セッションが指定値（1 ～ 255、無制限の場合は 0）を超え

ると、次回のログイン試行時に、Web ログイン ページまたは Clean Access 
Agent/Cisco NAC Web Agent は、ユーザがすべてのセッションの終了または

も古いセッションの終了を実行するよう促します。

[Case-Insensitive] チェックボックスを使用することにより、管理者は、 大

セッション カウントに使用されるユーザ名に関して、大文字と小文字の区別を

許可または不許可にすることができます。たとえば、大文字と小文字の区別を

許可すると（ボックスは未選択、デフォルト）、jdoe、Jdoe、jDoe はすべて異な

るユーザとして処理されます。大文字と小文字の区別をディセーブルにすると

（ボックスを選択）、jdoe、Jdoe、jDoe はどれも同じユーザとして処理されます。

Retag Trusted-side 
Egress Traffic with 
VLAN (In-Band)

（注） この機能は廃止予定で、将来のリリースでは削除されます。

表 7-1 ロール プロパティ （続き）

設定項目 説明
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ユーザ ロールの作成
Out-of-Band User 
Role VLAN 

OOB（アウトオブバンド）構成 - 信頼側トラフィックのロール VLAN での再タグ付け 

ユーザがポスチャ評価と修復（必要な場合）を完了し、クライアント デバイス

が「証明済み」と見なされた場合は、クライアントが接続されているスイッチ 
ポートを、[Out-of-Band User Role VLAN] フィールドの指定値に基づいて、異

なるアクセス VLAN に割り当てられます。したがって、同じポートに接続して

いるユーザ（異なる時に）を、そのユーザ ロールの設定値に基づいて異なるア

クセス VLAN に指定できます。

OOB 構成では、制御対象ポートに対してロールベースの VLAN 変更が設定さ

れている場合、ユーザ ロール作成時にアクセス LAN ID を指定する必要があり

ます。管理対象スイッチ ポートからアウトオブバンド ユーザがログインする

と、CAM は以下のことを実行します。

 • そのユーザのログイン証明書に基づいて、そのユーザのロールを判断しま

す。

 • ポート プロファイルで、そのポートにロールベースの VLAN 変更が指定さ

れているかどうかを確認します。

 • そのクライアントの証明が完了したら、ユーザ ロールの [Out-of-Band User 
Role VLAN] フィールドに指定されている値に応じて、そのユーザをアクセ

ス VLAN に変更します。

管理者は [New/Edit User Role] フォームに [VLAN Name] または [VLAN ID] を
指定することができます。[VLAN Name] では、大文字と小文字が区別されま

す。VLAN Name にワイルドカードを指定する場合、abc、*abc、abc*、*abc* 
を使用することができます。スイッチは、ワイルドカード VLAN 名で 初に一

致するものを使用します。 

ユーザは [VLAN ID] には番号だけ指定することができます。 

スイッチで指定された VLAN が検出されない場合（VLAN Name の入力ミスな

ど）、（イベント ログではなく）perfigo.log にエラーが表示されます。

詳細については、「デバイスおよびサブネットのグローバル フィルタリング」

（P.3-10）および第 4 章「スイッチ管理：アウトオブバンド配置の設定」 を参照

してください。

Bounce Switch 
Port After Login 
(OOB)

[Bounce the port based on role settings after VLAN is changed] オプションを、

[OOB Management] > [Profiles] > [Port] > [New/Edit] ページで 初にイネーブ

ルにした場合、ログインおよびポスチャ評価後に、Agent はクライアントマシ

ンの IP アドレスを更新することができません。

（注） このオプションは、ポート プロファイルがこれを使用するように設定さ

れた場合だけ適用されます。

表 7-1 ロール プロパティ （続き）

設定項目 説明
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Refresh IP After 
Login (OOB)

イネーブルにすると、VLAN が認証 VLAN からアクセス VLAN に変化すると

き、ユーザがネットワークにアクセスしているスイッチ ポートはバウンスしま

せん。代わりに、ログインとポスチャ評価の後、Agent はクライアント マシン

の IP アドレスを更新します。このオプションが該当するのは、ポート プロファ

イルが [Bounce the port based on role settings after VLAN is changed]（[OOB 
Management] > [Profiles] > [Port] > [New/Edit]）に設定されたときです（「ポー

ト プロファイルの追加」（P.4-30）を参照）。

クライアント IP 更新の詳細については、「DHCP リリースまたは 
Agent/ActiveX/Java アプレットでの更新」（P.6-6）を参照してください。

（注） OOB クライアント マシンの認証 VLAN 変更検出へのアクセスの詳細に

ついては、「認証 VLAN 変更設定へのアクセスの設定」（P.4-62）を参照

してください。

ログイン リダイレ

クトが成功した後 
ログインに成功すると、ユーザは、このフィールドに示されている Web ページ

に転送されます。以下の場所にユーザを転送できます

 • [previously requested URL]：（デフォルト）ログイン ページにリダイレク

トされる前にユーザが要求した URL 

 • [this URL]：別のページにユーザをリダイレクトするには、テキストフィー

ルドに、「http://」と目的の URL を入力します。 URL には、「http://」を入

れる必要があります。

（注） 通常、リダイレクト ページが指定されている場合は、新しいブラウザが

開きます。ポップアップ ブロッカーがイネーブルになっていると、

Cisco NAC アプライアンスは、ログイン ステータス、ログアウト情報、

VPN 情報（ある場合）を表示するために、ログアウト ページとしてメ

イン ブラウザ ページを使用します。 

「ログイン サクセス ページのリダイレクト」（P.6-15）も参照してくださ

い。

表 7-1 ロール プロパティ （続き）

設定項目 説明
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ユーザ ロールの作成
ロールの変更

[List of Roles] タブ（図 7-3）から、あらゆるユーザ ロールのトラフィック ポリシーおよび帯域幅ポリ

シーを設定できます。Agent Temporary ロール、Quarantine ロール、作成した Normal Login ロールを

修正することもできます。

図 7-3 List of Roles

[List of Roles] タブでは、次の操作を実行できます。

Redirect Blocked 
Requests to 

ユーザがそのロールの 「Block」IP トラフィック ポリシーによってリソースへ

のアクセスをブロックされている場合、ユーザはブロックされているページを

要求するとリダイレクトされます。以下の場所にユーザを転送できます

 • [default access blocked page]：ブロックされているアクセス用のデフォルト 
ページ  

 • t[his URL or HTML message]：このテキストフィールドに指定した特定の 
URL または HTML メッセージ 

「デフォルト ロール用のトラフィック ポリシーの追加」（P.9-28）も参照してく

ださい。

Show Logged-on 
Users 

ログアウト ページで Web ユーザに表示しなければならない情報。Web ユーザが

ログインに成功すると、ユーザのブラウザにログアウト ページが表示され、選

択したオプションの組み合せに基づいてユーザのステータスが示されます。

 • [User info]：ユーザ名など、そのユーザについての情報

 • [Logout button]：ユーザをネットワークからログオフするボタン（Web ロ
グアウト ページだけ） 

ログアウト ページの例は、「ログアウト ページ情報の指定」（P.6-16）を参照し

てください。

（注） Agent ユーザの場合、CAS とユーザ ロールの両方で Optional または 
Enforce の VPN ポリシーがイネーブルになっていると、正常ログインお

よびタスクバー メニューに、VPN Info ダイアログへのリンクが表示さ

れます。P.13-14 の図 13-22を参照してください。

表 7-1 ロール プロパティ （続き）

設定項目 説明
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ユーザ ロールの作成 
 • [Policies] ボタンをクリックすると、[Traffic Control] タブが開き、そのロールのトラフィック 
フィルタ ポリシーを設定できます。詳細については、第 9 章「ユーザ管理：トラフィック制御、

帯域幅、スケジュール」を参照してください。

 • [BW] ボタンをクリックすると、[Bandwidth] タブが開き、ロール別のアップストリームとダウン

ストリームの帯域制限を設定できます。詳細については、「帯域利用の制御」（P.9-14）を参照して

ください。

 • [Edit] ボタンをクリックすると、[Edit Role] タブが開き、ロールのプロパティを変更できます。以

下の「ロールの変更」（P.7-13）を参照してください。

 • [Delete] ボタンをクリックすると、そのロールと、関連するすべてのポリシーがシステムから削除

され、ユーザには [Unauthenticated] ロールが割り当てられます。「ロールの削除」（P.7-14）を参

照してください。

 • ロールにネットワーク アクセス スケジュールを指定します。詳細については、「ユーザ セッショ

ン タイムアウトおよびハートビート タイムアウトの設定」（P.9-16）を参照してください。

ロールの変更

1. [User Management] > [User Roles] > [List of Roles] の順番に進みます。

2. 表示されるロールには、次の種類があります。

 – [Temporary Role]：ログインおよび Clean Access ポスチャ評価に Agent が必要なときに、

Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent パッケージを満たすようにユーザに割り当てられ

ます。システムにすでに存在する Agent Temporary ロールは 1 つしかありません。このロール

は修正できますが、追加はできません。

 – [Quarantine Role]：Clean Access のネットワーク スキャンによってそのユーザのシステムに

脆弱性が発見された場合、ユーザを隔離するために割り当てられます。システムの Quarantine 
ロールだけを設定することも、また必要に応じて Quarantine ロールを追加することもできま

す。

 – [User-defined role]：作成したユーザ ロール 

（注） [Unauthenticated] ロールにはトラフィック ポリシーと帯域幅ポリシーを設定できますが、その

他の点では、このシステム デフォルト ロールは、修正も削除もできません。

3. ロールの横の [Edit] ボタンをクリックすると、[Edit Role] フォームが表示されます。
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ユーザ ロールの作成
図 7-4 ロールの変更 

4. 目的に応じてロールの設定値を変更します。詳細については、「ロール プロパティ」（P.7-8）を参

照してください。

5. [Save Role] をクリックします。

ロールの削除

ロールを削除するには、[User Management] > [User Roles] ページの [List of Roles] タブで、ロールの

横に表示されている [Delete] ボタンをリックします。これによって、そのロールと、関連するすべて

のポリシーがシステムから削除され、ユーザには Unauthenticated ロールが割り当てられます。

削除されたロールでネットワークにアクティブに接続されているユーザは、ネットワークを使用できな

くなります。ただし、接続はアクティブな状態のままになります。このようなユーザは、[Monitoring] 
> [Online Users] > [View Online Users] ページで、そのユーザの横に表示されている [Kick User] ボタ

ンをクリックし、ネットワークから手動でログオフしなければなりません。このようなユーザは、オン

ライン ユーザ ページの [Role] カラムに [Invalid] の値が表示されます。
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ローカル ユーザ アカウントの作成  
ローカル ユーザ アカウントの作成
ローカル ユーザとは、Clean Access Manager 自体によって検証され、外部の認証サーバによる検証を

受けないユーザです。ローカル ユーザ アカウントは全般的な利用を目的としたものではありません

（このユーザは Web 管理コンソール以外でパスワード変更できません）。ローカル ユーザ アカウント

は、主として、テストまたはゲスト ユーザ アカウントを目的としています。テストに使用する場合は、

ユーザ ロール作成後すぐにユーザを作成しなければなりません。

ローカル ユーザの作成または編集

1. [User Management] > [Local Users] > [List of Local User] の順に進みます。

 – [New] サブタブ オプションを選択します。

 – [List] サブタブ オプションを選択し、ユーザがアップデートする必要のある [Edit] アイコンを

クリックします。

図 7-5 新しいローカル ユーザ 

2. ユーザ アカウントをすぐにアクティブにする場合は、[Disable this account] チェックボックスを選

択しないでおきます。

3. [User Name] に、そのユーザ固有の名前を入力します。これはシステム内でユーザを識別するログ

イン名です。

4. [Password] フィールドにパスワードを入力し、[Confirm Password] フィールドに再入力します。

パスワード値では、大文字と小文字が区別されます。

5. （任意）[Description] にそのユーザの説明を入力します。

6. [Role] リストから、そのユーザのデフォルトのロールを選択します。このリストには、設定されて

いるロールがすべて表示されます。そのユーザに割り当てたいロールがまだない場合は、[User 
Roles] ページでそのロールを作成し、新しいロールでユーザ プロファイルを変更します。

7. 完了したら、[Create User] をクリックします。

[List of Local Users] タブにそのユーザが表示されます。ここから、ユーザ情報の表示、名前、パス

ワード、ロールなどのユーザ設定値の修正、ユーザの削除を実行できます。
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ローカル ユーザ アカウントの作成
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ユーザ管理：認証サーバの設定

この章では、外部認証ソース、Active Directory Single Sign-On（SSO; シングルサインオン）、VLAN 
ID、または属性ベースの認証サーバ マッピング ルールの設定、および RADIUS アカウンティングに

ついて説明します。この章の内容は以下のとおりです。

 • 「概要」（P.8-1）

 • 「認証プロバイダーの追加」（P.8-4）

 • 「認証キャッシュ タイムアウトの設定（任意）」（P.8-19）

 • 「バックエンドの Active Directory に対する認証」（P.8-20）

 • 「属性または VLAN ID を使用したユーザとロールのマッピング」（P.8-22）

 • 「Auth Test」（P.8-30）

 • 「RADIUS アカウンティング」（P.8-32）

AD SSO の詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and 
Configuration Guide Release 4.5(1)』の「Configuring Active Directory Single Sign-On (AD SSO)」の

章を参照してください。

Web ユーザ ログイン ページの作成および設定の詳細については、第 6 章「ユーザ ログイン ページとゲ

スト アクセスの設定」を参照してください。

ユーザ ロールおよびローカル ユーザの設定の詳細については、第 7 章「ユーザ管理：ユーザ ロールと

ローカル ユーザの設定」を参照してください。

ユーザ ロールのトラフィック ポリシーの設定に関する詳細は、第 9 章「ユーザ管理：トラフィック制

御、帯域幅、スケジュール」を参照してください。

概要 
Clean Access Manager を外部認証ソースに接続することにより、非信頼ネットワークのユーザおよび

管理者ユーザの認証に、既存のユーザ データを使用できます。Cisco NAC アプライアンスは、次の 2 
とおりの場合に利用できるように、複数のタイプの認証プロバイダーをサポートしています。

 • 既存のバックエンド認証サーバを併用する場合

 • Cisco NAC アプライアンスが提供するトランスペアレント認証メカニズムのうちのいずれかを使

用可能にする場合

既存のバックエンド認証サーバの併用

既存のバックエンド認証サーバを併用する場合は、次の認証プロトコル タイプを利用できます。

 • Kerberos 
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概要
 • RADIUS（Remote Authentication Dial-In User Service）

 • Windows NT（NTLM 認証サーバ） 

 • LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）

このオプションを使用する場合、CAM はバックエンド認証サーバと通信する認証クライアントになり

ます。図 8-1 にこの認証の流れを示します。

図 8-1 バックエンド認証サーバを使用する場合の Cisco NAC アプライアンスの認証の流れ 

現在のところ、Cisco NAC アプライアンス システムの次のような機能を使用できるようにするには、

RADIUS、LDAP、Windows NT、または Kerberos の認証サーバ タイプを利用する必要があります。

 • ネットワーク スキャン ポリシー

 • エージェントの要件

 • 属性ベースの認証マッピング ルール

（注） Windows NT の場合だけは、CAM をドメイン コントローラと同じサブネットに配置する必要がありま

す。

トランスペアレント認証メカニズムの併用

このオプションを使用すると、次の認証プロトコル タイプを利用できます。

 • Active Directory SSO

 • Cisco VPN SSO

 • Windows NetBIOS SSO（従来の「Transparent Windows」）

 • S/Ident（Secure/Identification）

Clean Access Server は、選択されたプロトコルに応じて、エンド ユーザ マシンから認証サーバに流れ

る認証ソースに関連するトラフィック（たとえば、Windows NetBIOS SSO 認証タイプの場合は 
Windows ログイン トラフィック）のスニッフィングを実行します。その後、CAS はユーザ認証にその

情報を使用（または使用を試行）します。この場合、ユーザ はCisco NAC アプライアンス システムに

明示的に（Web ログインまたは Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent を通じて）ログインしませ

ん。

（注） S/Ident および Windows NetBIOS SSO を使用できるのは認証のためだけです。現在のところ、ポス

チャ評価、隔離、修復には、これらの認証タイプには適用されません。
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RADIUS LDAP
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概要
ローカル認証

ユーザおよび Cisco NAC アプライアンス管理者の両方に対して、ローカル認証と外部認証のメカニズ

ムを組み合せて使用できます。通常、外部認証ソースは一般ユーザに使用し、ローカル認証（CAM 内
でユーザが有効な場合）はテスト ユーザ、ゲスト、または限定的なネットワーク アクセス権を持つそ

の他のユーザ タイプに使用します。ゲスト アクセスに対するローカル認証の使用については、「ゲスト 
ユーザ アクセス」（P.6-17）を参照してください。

プロバイダー

プロバイダーとは、設定済みの認証ソースのことです。設定済みのプロバイダーを Web ログイン ペー

ジの [Provider] ドロップダウン メニュー（図 8-2）に表示させるように設定できます。ユーザは、

Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent を使用して、ユーザ認証を行うドメインを選択できるよう

になります。

図 8-2 Web ログイン ページの Provider フィールド

マッピング ルール

認証サーバに基づいて、ユーザのロール割り当てを設定できます。どの認証サーバ タイプでも、

VLAN ID に基づいてユーザにロールを割り当てるためのマッピング ルールを作成できます。また、

LDAP および RADIUS の認証サーバの場合は、認証サーバから渡される属性値に基づいてユーザと

ロールをマッピングすることもできます。
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認証プロバイダーの追加
認証プロバイダーの追加
ここでは、Clean Access Manager に認証サーバを追加する際の全般的な手順を説明します。

ステップ 1 [User Management] > [Auth Servers] > [New] の順番に進みます。

ステップ 2 [Authentication Type] リストから、認証プロバイダーのタイプを選択します。

ステップ 3 [Provider Name] に、認証プロバイダー固有の名前を入力します。ユーザがログイン ページでプロバイ

ダーを選択できるようにする場合は、この名前がログイン ページに使用されるため、ユーザが理解で

きるような意味のある名前を入力してください。

ステップ 4 [Default Role] で、このプロバイダーで認証するユーザに割り当てるユーザ ロールを選択します。この

デフォルト ロールが使用されるのは、MAC アドレスまたは IP アドレスに基づくロール割り当てに

よって上書きされなかった場合です。LDAP/RADIUS マッピング ルールでの照合に失敗した場合も、

このデフォルト ロールが割り当てられます。

ステップ 5 （任意）その認証サーバの説明を [Description] に入力します。

ステップ 6 後述の説明に従って、選択した認証タイプ用のフィールドを完成させます。

ステップ 7 完了したら、[Add Server] をクリックします。

[User Management] > [Auth Servers] > [List of Servers] に、新しい認証ソースが表示されます。

 • 設定値を変更する場合は、該当する認証サーバの横にある [Edit] ボタンをクリックします。

 • 任意のサーバ タイプに VLAN ベースのマッピング ルールを設定する場合、または LDAP、
RADIUS、および Cisco VPN SSO の認証タイプに属性ベースのマッピング ルールを設定する場合

は、該当する認証サーバの横にある [Mapping] ボタンをクリックします。

各認証サーバ タイプの追加に必要な固有のパラメータについては、以下の該当する項を参照してくだ

さい。

 • 「Kerberos」（P.8-5）

 • 「RADIUS」（P.8-6）

 • 「Windows NT」（P.8-8）

 • 「LDAP」（P.8-8）

 • 「Active Directory Single Sign-On (SSO; シングルサインオン )」（P.8-14）

 • 「Windows NetBIOS SSO」（P.8-14）

 • 「Cisco VPN SSO」（P.8-16）

 • 「Allow All」（P.8-17）

 • 「Guest」（P.8-18）

各認証サーバ タイプの追加に必要な固有のパラメータについては、以下の該当する項を参照してくだ

さい。

 • 「バックエンドの Active Directory に対する認証」（P.8-20）

（注） ユーザのデフォルト認証プロバイダーの設定は、[Administration] > [User Pages] > [Login Page] > 
[Edit] > [Content] にある [Default Provider] オプションで行います。第 6 章「ユーザ ログイン ページ

とゲスト アクセスの設定」を参照してください。
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Kerberos

（注） Cisco NAC アプライアンスでは、GSSAPI 認証方式を使用して Kerberos 認証プロバイダーと LDAP 認
証プロバイダーを 1 つずつ設定できますが、アクティブにできるのは常にいずれか 1 つだけです。詳細

については、「LDAP」（P.8-8）を参照してください。

ステップ 1 [User Management] > [Auth Servers] > [New] の順番に進みます。

ステップ 2 [Authentication Type] ドロップダウン メニューから [Kerberos] を選択します。

図 8-3 Kerberos 認証サーバの追加 

ステップ 3 [Provider Name]：この認証プロバイダー固有の名前を入力します。Web ログイン ユーザが Web ログ

イン ページでプロバイダーを選択できるようにする場合は、ユーザが理解できるような意味のある名

前を入力してください。

ステップ 4 [Domain Name]：Kerberos レルムのドメイン名を大文字で入力します（「CISCO.COM」など）。

ステップ 5 [Default Role]：このプロバイダーで認証されるユーザに割り当てるユーザ ロールを選択します。この

デフォルト ロールが使用されるのは、MAC アドレスまたは IP アドレスに基づくロール割り当てに

よって上書きされなかった場合です。

ステップ 6 [Server Name]：Kerberos 認証サーバの完全修飾ホスト名（auth.cisco.com など）または IP アドレスを

入力します。

ステップ 7 [Description]：参考のためこの認証サーバの説明を入力します（任意）。

ステップ 8 [Add Server] をクリックします。

（注） Kerberos サーバを併用する場合、Kerberos では大文字と小文字が区別されることに留意します。レル

ム名は大文字にする必要があります。また、CAM と DC との間でクロックを同期させる必要がありま

す。
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認証プロバイダーの追加
RADIUS
Clean Access Manager の RADIUS 認証クライアントは、2 つの RADIUS サーバ間のフェールオーバー

に対応できます。この機能を使用すると、CAM は 1 組の RADIUS サーバに対して認証を試行できる

ようになります。つまり、 初にプライマリ サーバに対する認証を試行し、プライマリ サーバと通信

できなければ、セカンダリ サーバにフェールオーバーします。詳細については、後述の [Enable 
Failover] フィールドおよび [Failover Peer IP] フィールドの説明を参照してください。

1. [User Management] > [Auth Servers] > [New] の順番に進みます。

2. [Authentication Type] ドロップダウン メニューから [Radius] を選択します。

図 8-4 RADIUS 認証サーバの追加 

3. [Provider Name]：この認証プロバイダー固有の名前を入力します。Web ログイン ユーザが Web 
ログイン ページでプロバイダーを選択できるようにする場合は、ユーザが理解できるような意味

のある名前を入力してください。

4. [Server Name]：RADIUS 認証サーバの完全修飾ホスト名（auth.cisco.com など）または IP アドレ

スを入力します。

5. [Server Port]：RADIUS サーバが待ち受けるポートの番号を入力します。

6. [Radius Type]：RADIUS 認証方式を選択します。サポート対象は、EAPMD5、PAP、CHAP、
MSCHAP、および MSCHAP2 の方式です。

7. [Timeout (sec)]：認証要求のタイムアウト値を入力します。

8. [Default Role]：このプロバイダーで認証されるユーザに割り当てるユーザ ロールを選択します。

このデフォルト ロールが使用されるのは、MAC アドレスまたは IP アドレスに基づくロール割り

当てで上書きされなかった場合、または RADIUS マッピング ルールでの照合に失敗した場合で

す。

9. [Shared Secret]：特定のクライアントの IP アドレス用の RADIUS 共有秘密鍵を入力します。
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10. [NAS-Identifier]：すべての RADIUS 認証パケットで送信される NAS-Identifier 値を入力します。

パケットを送信するには、NAS-Identifier または NAS-IP-Address を指定する必要があります。

11. [NAS-IP-Address]：すべての RADIUS 認証パケットで送信される NAS-IP-Address 値を入力しま

す。パケットを送信するには、NAS-IP-Address または NAS-Identifier を指定する必要がありま

す。

（注） CAM が HA フェールオーバー ペアのメンバとして構成されている場合は、HA ペアの

サービス IP アドレスを指定して、RADIUS 認証サーバが CAM からの適切な RADIUS ア
カウンティング パケットを受信するようにしてください。HA-Primary CAM または 
HA-Standby CAM がアカウンティング パケットを送信するかどうかに関係なく、アカウン

ティング パケットにはペアとしてこの IP アドレスが表示されます。HA-Primary CAM お
よび HA-Secondary CAM の両方の eth0 IP アドレスからの認証パケットを受け取るように 
RADIUS 認証サーバも設定し、RADIUS サーバが HA ペアのどちらの CAM から送信され

たパケットであることを考えずにパケットを受け取れるようにする必要があります。Cisco 
Secure ACS では AAA クライアントのもとにこれが実行されます。

12. [NAS-Port]：すべての RADIUS 認証パケットで送信される NAS-Port 値を入力します。

13. [NAS-Port-Type]：すべての RADIUS 認証パケットで送信される NAS-Port-Type 値を入力します。

14. [Enable Failover]：これを選択すると、プライマリ RADIUS 認証サーバの応答がタイムアウトに

なった場合、2 度目の認証パケットが RADIUS フェールオーバー ピア IP に送信できます。

15. [Failover Peer IP]：フェールオーバー用の RADIUS 認証サーバの IP アドレス

16. [Accept RADIUS packets with empty attributes from some old RADIUS servers]：このオプション

を選択すると、RADIUS 認証クライアントは、RADIUS 認証応答に成功または失敗のコードが含

まれていれば、空の属性により不正な形式が含まれる応答を受け入れるようにできます。この機能

は、旧タイプの RADIUS サーバを併用する場合に必要になることがあります。

17. [Description]：参考のためこの認証サーバの説明を入力します（任意）。

18. [Add Server] をクリックします。

Clean Access Agent における RADIUS チャレンジ /レスポンス方式の影響

リモート ユーザの確認に RADIUS サーバを使用するように Clean Access Manager を設定した場合、

エンド ユーザの Clean Access Agent ログイン セッションでは、標準のユーザ ID およびパスワードに

加えて、他のダイアログ セッションで利用できない追加の認証チャレンジ /レスポンス ダイアログに

対応できます。この追加の対話方式は、RADIUS サーバ自体のユーザ認証プロファイルによるもので、

CAM に追加設定は不要です。たとえば、標準のユーザ ID およびパスワードに加えてトークン生成 
PIN や他のユーザ固有の認定証を確認するような、RADIUS サーバ プロファイル設定に追加の認証確

認を装備することができます。この場合、1 つ以上のログイン ダイアログ画面がログイン セッション

の一部として表示される場合があります。

詳細については、以下を参照してください。

 • 「RADIUS のチャレンジ /レスポンス方式 Windows Clean Access Agent ダイアログ」（P.13-15）

 • 「RADIUS のチャレンジ /レスポンス方式 Mac OS X Clean Access Agent ダイアログ」（P.13-40）
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Windows NT

（注） • CAM がドメイン コントローラと同じサブネットに存在しない場合は、CAM の DNS 設定で DC 
を解決できるようにする必要があります。

 • 現在のところ、サポートされているのは NTLM v1 だけです。

1. [User Management] > [Auth Servers] > [New] の順番に進みます。

2. [Authentication Type] ドロップダウン メニューから [Windows NT] を選択します。

図 8-5 Windows NT 認証サーバの追加 

3. [Provider Name]：この認証プロバイダー固有の名前を入力します。Web ログイン ユーザが Web 
ログイン ページでプロバイダーを選択できるようにする場合は、ユーザが理解できるような意味

のある名前を入力してください。

4. [Domain Name]：Windows NT 環境のホスト名です。 

5. [Default Role]：このプロバイダーで認証されるユーザに割り当てるユーザ ロールを選択します。

このデフォルト ロールが使用されるのは、MAC アドレスまたは IP アドレスに基づくロール割り

当てによって上書きされなかった場合です。

6. [Description]：参考のためこの認証サーバの説明を入力します（任意）。

7. [Add Server] をクリックします。

LDAP

（注） この項では、LDAP 認証プロバイダーを設定する際の全般的な手順を説明します。この手順で、AD 
SSO 設定時の認証に使用する LDAP Lookup Server 用に簡易認証または GSSAPI 認証も設定できます。

AD SSO の設定の詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and 
Configuration Guide Release 4.5(1)』を参照してください。
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Microsoft Active Directory サーバに対するユーザ認証に Clean Access Manager の LDAP 認証プロバ

イダーを使用できます。詳細については、「バックエンドの Active Directory に対する認証」（P.8-20）
を参照してください。2 つの認証メカニズムのうちいずれかを使用するように LDAP サーバを設定で

きます。

 • SIMPLE：CAM および LDAP サーバは、ユーザ ID とパスワードのデータを暗号化しないで相互

にやりとりします。「簡易認証を使用する LDAP サーバの設定」（P.8-10）を参照してください。

 • GSSAPI：（Generic Security Services Application Programming Interface）プライバシを守るため

に、CAM と指定した LDAP サーバ間で渡されるユーザ ID およびパスワードの情報を暗号化する

オプションを提供します。「GSSAPI 認証を使用する LDAP サーバの設定」（P.8-12）を参照してく

ださい。

（注） GSSAPI を使用する場合は、DNS が問題なく機能するように、すべてのドメイン コント

ローラ、子ドメイン、およびホストが厳密な DNS 名前付け規則に従っていること、また、

順引き DNS および逆引き DNS の両方を実行できることを確認する必要があります。 
 

Cisco NAC アプライアンスでは、GSSAPI 認証方式を使用する LDAP 認証プロバイダー

と、Kerberos 認証プロバイダーを 1 つずつ設定できますが、アクティブにできるのは常に

いずれか 1 つだけです。詳細については、「Kerberos」（P.8-5）を参照してください。

（注） Cisco NAC アプライアンスは標準的な検索およびバインド認証を実行します。LDAP の場合、

[Search(Admin) Username]/[Search(Admin) Password] が指定されていないと、Cisco NAC アプライア

ンスでは匿名バインドが試行されます。
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認証プロバイダーの追加
簡易認証を使用する LDAP サーバの設定

ステップ 1 [User Management] > [Auth Servers] > [New] の順番に進みます。

ステップ 2 [Authentication Type] ドロップダウン メニューから [LDAP] を選択します。

図 8-6 LDAP 認証サーバの追加：簡易認証メカニズム

ステップ 3 [Provider Name]：この認証プロバイダー固有の名前を入力します。Web ログイン ユーザが Web ログ

イン ページでプロバイダーを選択できるようにする場合は、ユーザが理解できるような意味のある名

前を入力してください。

ステップ 4 [Server URL]：次の形式で LDAP サーバの URL を入力します。

ldap://<directory_server_name>:<port_number>

ポート番号を指定しない場合は、389 が使用されます。

（注） LDAP を使用して AD サーバに接続する場合は、デフォルト ポート 389 ではなく、TCP/UDP ポート 
3268（デフォルトの Microsoft グローバル カタログ ポート）を使用することを推奨します。こうする

と、単一ドメイン環境と複数ドメイン環境の両方ですべてのディレクトリ パーティションの検索を効

率的にできます。 
 

Server URL フィールドに複数の LDAP URL をスペースで区切って入力することで、LDAP 認証サー

バに冗長性を追加できます。 

例：ldap://ldap1.abc.com ldap://ldap2.abc.com ldap://ldap3.abc.com 

ステップ 5 [Server version]：LDAP のバージョン。サポートされるタイプは、バージョン 2 およびバージョン 3 
です。サーバのバージョンを自動的に検出させる場合は、[Auto]（デフォルト）のままにします。

ステップ 6 [Search Base Context]：ユーザの検索を実行する LDAP ツリーのルート（dc=cisco, dc=com など）。

ステップ 7 [Search Filter]：認証の対象となる属性（uid=$user$、sAMAccountName=$user$ など）。
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ステップ 8 [Referral]：（LDAP サーバが照会エントリを通常エントリとして返す）照会エントリを管理するか、ま

たはハンドル（Handle(Follow)）として返すかを選択します。デフォルトは Manage(Ignore) です。

ステップ 9 [DerefLink]：[ON] に設定すると、検索結果として返されたオブジェクト エイリアスが逆参照されま

す。つまり、エイリアス自体ではなく、エイリアスが参照する実際のオブジェクトが検索結果として返

されます。デフォルトは OFF です。

ステップ 10 [DerefAlias]：[Always]（デフォルト）、[Never]、[Finding]、[Searching] のオプションを選択できま

す。

ステップ 11 [Security Type]：LDAP サーバへの接続に SSL を使用するかどうかを指定します。デフォルトは 
[None] です。

（注） LDAP サーバが SSL を使用する場合は、必ず、[Administration] > [CCA Manager] > [SSL] > 
[X509 Certificate] ページの [Import Certificate] オプションを使用して証明書をインポートして

ください。

ステップ 12 [Default Role]：このプロバイダーで認証されるユーザに割り当てるユーザ ロールを選択します。この

デフォルト ロールが使用されるのは、MAC アドレスまたは IP アドレスに基づくロール割り当てで上

書きされなかった場合、または LDAP マッピング ルールでの照合に失敗した場合です。

ステップ 13 [Authentication Mechanism] で [SIMPLE] を指定します。

ステップ 14 [Search(Admin) Full DN]：Search(Admin) ユーザは、LDAP 管理者または基本ユーザになります。

LDAP を使用して AD サーバに接続する場合、[Search(Admin) Full DN]（識別名）は、AD ユーザ ア
カウントの DN でなければならず、 初の CN（共通名）エントリは読み取り権限を持つ AD ユーザで

ある必要があります （図 8-6を参照）。

cn= jane doe, cn=users, dc=cisco, dc=com

ステップ 15 [Search(Admin) Password]：LDAP ユーザのパスワード。

ステップ 16 [Description]：参考のためこの認証サーバの説明を入力します（任意）。

ステップ 17 [Add Server] をクリックします。
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認証プロバイダーの追加
GSSAPI 認証を使用する LDAP サーバの設定

（注） Cisco NAC アプライアンスでは、GSSAPI 認証方式を使用して LDAP 認証プロバイダーと Kerberos 認
証プロバイダーを 1 つずつ設定できますが、アクティブにできるのは常にいずれか 1 つだけです。詳細

については、「Kerberos」（P.8-5）を参照してください。

ステップ 1 [User Management] > [Auth Servers] > [New] の順番に進みます。

ステップ 2 [Authentication Type] ドロップダウン メニューから [LDAP] を選択します。

図 8-7 LDAP 認証サーバの追加：GSSAPI 認証メカニズム

ステップ 3 [Provider Name]：この認証プロバイダー固有の名前を入力します。Web ログイン ユーザが Web ログ

イン ページでプロバイダーを選択できるようにする場合は、ユーザが理解できるような意味のある名

前を入力してください。

ステップ 4 [Server URL]：次の形式で LDAP サーバの URL を入力します。

ldap://<directory_server_name>:<port_number>
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ポート番号を指定しない場合は、389 が使用されます。

（注） LDAP を使用して AD サーバに接続する場合は、デフォルト ポート 389 ではなく、TCP/UDP ポート 
3268（デフォルトの Microsoft グローバル カタログ ポート）を使用することを推奨します。これで、

単一ドメインおよび複数ドメインのどちらの環境でも all ディレクトリ パーティションをより効果的に

検索できます。 
 

Server URL フィールドに複数の LDAP URL をスペースで区切って入力することで、LDAP 認証サー

バに冗長性を追加できます。 

例：ldap://ldap1.abc.com ldap://ldap2.abc.com ldap://ldap3.abc.com 

ステップ 5 [Server version]：LDAP のバージョン。サポートされるタイプは、バージョン 2 およびバージョン 3 
です。サーバのバージョンを自動的に検出させる場合は、[Auto]（デフォルト）のままにします。

ステップ 6 [Search Base Context]：ユーザの検索を実行する LDAP ツリーのルート（dc=cisco, dc=com など）。

ステップ 7 [Search Filter]：認証の対象となる属性（uid=$user$、sAMAccountName=$user$  など）。

ステップ 8 [Referral]：（LDAP サーバが照会エントリを通常エントリとして返す）照会エントリを管理するか、ま

たはハンドル（Handle(Follow)）として返すかを選択します。デフォルトは Manage(Ignore) です。

ステップ 9 [DerefLink]：[ON] に設定すると、検索結果として返されたオブジェクト エイリアスが逆参照されま

す。つまり、エイリアス自体ではなく、エイリアスが参照する実際のオブジェクトが検索結果として返

されます。デフォルトは OFF です。

ステップ 10 [DerefAlias]：[Always]（デフォルト）、[Never]、[Finding]、[Searching] のオプションを選択できま

す。

ステップ 11 [Security Type]：LDAP サーバへの接続に SSL を使用するかどうかを指定します。デフォルトは 
[None] です。

（注） LDAP サーバが SSL を使用する場合は、必ず、[Administration] > [CCA Manager] > [SSL] > 
[X509 Certificate] ページの [Import Certificate] オプションを使用して証明書をインポートして

ください。

ステップ 12 [Default Role]：このプロバイダーで認証されるユーザに割り当てるユーザ ロールを選択します。この

デフォルト ロールが使用されるのは、MAC アドレスまたは IP アドレスに基づくロール割り当てで上

書きされなかった場合、または LDAP マッピング ルールでの照合に失敗した場合です。

ステップ 13 [Authentication Mechanism] で [GSSAPI] を指定します。

ステップ 14 [Search(Admin) Username]：ディレクトリへのアクセスが制御されている場合、サーバへの接続に使

用する LDAP ユーザ ID（図 8-7 の例では「admin」）がこのフィールドに自動的に取り込まれます。

ステップ 15 [Search(Admin) Password]：LDAP ユーザのパスワード。

ステップ 16 [Default Realm]：LDAP サーバが も一般的に関連付けられるレルム。

ステップ 17 [KDC Timeout (in seconds)]：CAM が指定された KDC サーバに到達不能であることを判断するまで接

続の試行を続ける時間。

ステップ 18 [KDC/Realm Mapping]：LDAP サーバの IP アドレス /ポート仕様と LDAP レルムとの 1 つ以上のマッ

ピングを指定できます。
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（注） [KDC/Realm Mapping] フィールドに、「failover」または「redundant」のマッピングも指定で

きます。たとえば、LDAP サーバ IP アドレスとレルムのマッピングを指定したけれども、

ネットワーク内の冗長な LDAP サーバも使用する場合、プライマリ IP アドレスとレルムの

マッピングの後すぐに、バックアップ LDAP サーバの IP アドレスも入力して、 初のサーバ

に到達不能な場合には CAM でその冗長なサーバも確認できるようになります。

ステップ 19 [Domain/Realm Mapping]：LDAP サーバ ドメインと LDAP レルムとの 1 つ以上のマッピングを指定

できます。

ステップ 20 [Description]：参考のためこの認証サーバの説明を入力します（任意）。

ステップ 21 [Add Server] をクリックします。

Active Directory Single Sign-On (SSO; シングルサインオン )
詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration Guide 
Release 4.5(1)』の「Configuring Active Directory Single Sign-On (AD SSO)」の章を参照してくださ

い。

Windows NetBIOS SSO

（注） Windows NetBIOS SSO 認証機能は廃止される予定です。その代わりに、『Cisco NAC Appliance - 
Clean Access Server Installation and Configuration Guide Release 4.5(1)』 の「Configuring Active 
Directory Single Sign-On (AD SSO)」の章の方法を推奨しています。

Windows NetBIOS SSO 認証（従来の「Transparent Windows」）では、CAS はユーザがログインに成

功したかどうかを判断するために、エンド ユーザ マシンからドメイン コントローラへの該当する 
Windows ログイン パケットのスニッフィングを行います。Windows NetBIOS SSO 認証がイネーブル

に設定されていて、CAS がログイン トラフィックを検出できれば、ユーザは、Web ログイン ページや 
Clean Access Agent を通じて明示的なログインの必要なく、Cisco NAC アプライアンス システムにロ

グインできます。

Windows NetBIOS SSO を使用する場合、実行できるのは認証だけです。ポスチャ評価、隔離、修復は

実行されません。ただし、ユーザは Ctrl＋Alt＋Del キーを実行するだけでログインできます。

（注） Windows NetBIOS SSO ログインを使用する場合、CAM をドメイン コントローラと同じサブネットに

配置する必要はありません。Windows NetBIOS SSO DC のリストは、CAM から発行されます。

Windows NetBIOS SSO の実装

Windows NetBIOS SSO ログインを使用できるようにする手順は、次のとおりです。

1. [User Management] > [Auth Servers] > [New Server] で、[Windows NetBIOS SSO] 認証サーバを

追加します（「Windows NetBIOS SSO 認証サーバの追加」（P.8-15）を参照）。

2. [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Authentication] > [Windows Auth] 
> [NetBIOS SSO] から、次のことを実行します。
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a. 特定の CAS に対する [Enable Transparent Windows Single Sign-On with NetBIOS] のオプショ

ンをクリックし、[Update] をクリックします。

b. 各 Windows ドメイン コントローラの IP を [Windows Domain Controller IP] に入力し、[Add 
Server] をクリックします。

詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration 
Guide Release 4.5(1)』 の「Enable Windows NetBIOS SSO」を参照してください。

3. Unauthenticated ロールの IP トラフィック制御ポリシーを追加して、非信頼側のユーザが信頼側

ネットワークのドメイン コントローラにアクセスできるようにします。通常のポリシーには、コ

ントローラ（IP アドレスおよび 255.255.255.255 マスク）ごとにポート 88（Kerberos）、135
（DCE エンドポイント解決）、139（netbios-ssn）、389（LDAP）、445（smb-tcp）の TCP および 
UDP トラフィックの許可が含まれています。第 9 章「ユーザ管理：トラフィック制御、帯域幅、

スケジュール」を参照してください。

（注） CAS ではネットワーク上の Windows ログイン パケットのスニッフィングによってユーザ認証を試行

するため、エンド デバイスがこのようなトラフィックを送信しない場合（キャッシュからの認証な

ど）、CAS はユーザを認証できません。このようなログイン トラフィックを生成させるために、ネッ

トワーク共有 /共有プリンタを確立するようなログイン スクリプトを使用できます。また、同じマシン

から別のユーザとしてログインして、そのマシンをドメイン コントローラと通信させることも可能で

す（通常、異なるユーザの証明書はキャッシュされません）。

Windows NetBIOS SSO 認証サーバの追加

1. [User Management] > [Auth Servers] > [New] の順番に進みます。

2. [Authentication Type] ドロップダウン メニューから [Windows NetBIOS SSO] を選択します。

図 8-8 Windows NetBIOS SSO 認証サーバの追加

3. [Provider Name]：[Provider Name] のデフォルト値は [ntlm] です。

4. [Default Role]：このプロバイダーで認証されるユーザに割り当てるユーザ ロールを選択します。

このデフォルト ロールが使用されるのは、MAC アドレスまたは IP アドレスに基づくロール割り

当てによって上書きされなかった場合です。

5. [Description]：参考のためこの認証サーバの説明を入力します（任意）。

6. [Add Server] をクリックします。
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Cisco VPN SSO

（注） Cisco NAC アプライアンスは、以下に対するSingle Sign-On（SSO; シングルサインオン）をサポート

しています。

 • Cisco VPN コンセントレータ 

 • Cisco ASA 5500 シリーズ適応型セキュリティ アプライアンス

 • Cisco Airespace Wireless LAN コントローラ

 • Cisco SSL VPN Client（フル トンネル） 

 • Cisco VPN Client（IPSec）

Cisco NAC アプライアンスは、Cisco VPN コンセントレータとの統合を提供し、RADIUS アカウン

ティング情報を使用して VPN ユーザに SSO 機能を提供します。Clean Access Server は、SSO を実現

するため、Framed_IP_address または Calling_Station_ID の RADIUS 属性のいずれからでもクライア

ントの IP アドレスを取得できます。

 • Cisco VPN コンセントレータ ユーザの Single Sign-On（SSO; シングルサインオン）：VPN コンセ

ントレータが CAM/CAS に送信する RADIUS アカウンティング情報から VPN コンセントレータ

にログインするユーザのユーザ ID および IP アドレスを取得できるので（RADIUS アカウンティ

ング Start メッセージ）、VPN ユーザは Web ブラウザや Clean Access Agent にログインする必要

はありません。

（注） VPN SSO をサポートする実 IP ゲートウェイとして CAS を構成すると、信頼側（eth0）イ

ンターフェイス上でだけアカウンティング ポートを開きます。設定の詳細については、

『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration Guide Release 
4.5(1)』の「Integrating with Cisco VPN Concentrators」の章を参照してください。

 • Cisco Airespace Wireless LAN コントローラ ユーザの Single Sign-On（SSO; シングルサインオ

ン）：SSO を実現するためには、Cisco Airespace Wireless LAN コントローラがクライアントの IP 
アドレスとして Calling_Station_IP 属性を送信する必要があります（VPN コンセントレータは 
Framed_IP_address を使用します）。

 • 正確なセッション タイムアウト /終了：RADIUS アカウンティングを使用するため、VPN コンセ

ントレータはユーザがいつログアウトしたかを正確に Clean Access Server に通知します

（RADIUS アカウンティング Stop メッセージ）。詳細については、「OOB（L2）およびマルチホッ

プ（L3）のセッション」（P.9-17）を参照してください。

Cisco VPN SSO 認証サーバの追加

Cisco VPN コンセントレータ ユーザの SSO をイネーブルに設定するには、Cisco VPN SSO 認証サー

バを追加します。

ステップ 1 [User Management] > [Auth Servers] > [New] の順番に進みます。

ステップ 2 [Authentication Type] ドロップダウン メニューから [Cisco VPN SSO] を選択します。
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認証プロバイダーの追加
図 8-9 Cisco VPN 認証サーバの追加 

ステップ 3 [Provider Name]：[Provider Name] のデフォルト値は [Cisco VPN] です。

ステップ 4 [Default Role]：Cisco VPN コンセントレータで認証されるユーザに割り当てるユーザ ロールを選択し

ます。このデフォルト ロールが使用されるのは、MAC アドレスまたは IP アドレスに基づくロール割

り当てで上書きされなかった場合、または RADIUS マッピング ルールでの照合に失敗した場合です。

ステップ 5 [Description]：参考のためこの Cisco VPN コンセントレータの説明を入力します（任意）。

ステップ 6 [Add Server] をクリックします。

[Device Management] > [CCA Servers] > [List of Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Authentication] > 
[VPN Auth] で設定が完了していることを確認します。VPN コンセントレータを使用する場合の Clean 
Access Server の設定に関する詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server 
Installation and Configuration Guide Release 4.5(1)』を参照してください。

Allow All
[Allow All] オプションは、Guest Access ログイン ボタン機能の代替として提供される特別な認証タイ

プです。これにより、ユーザはログイン用の任意の資格情報（ユーザ名の E メール アドレスやパス

ワードなど）を入力することができますが、その資格情報を検証することはできません。管理者がログ

インしているユーザに関する限定的な情報（E メール アドレスの一覧など）を取得する場合に、この

オプションを使用することができます。ユーザがログインしている間、ログイン ページでユーザが送

信した ID が、Online Users ページに [User Name] として表示されます。この場合、資格情報として

ユーザに入力させる値のタイプを反映するように、管理者がログイン ページにある [Username Label] 
のボタン ラベルも変更する必要があります。詳細については、「ゲスト ユーザ アクセス」（P.6-17）を

参照してください。

（注） 「ゲスト」以外のユーザに AllowAll 認証タイプを適用できます。任意の Normal Login ロール（ポス

チャ評価用に設定されたロールなど）を AllowAll 認証タイプのデフォルト ロールとして指定できま

す。

ステップ 1 [User Management] > [Auth Servers] > [New] の順番に進みます。

ステップ 2 [Authentication Type] ドロップダウン メニューから [Allow All] を選択します。
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認証プロバイダーの追加
図 8-10 Allow All 認証サーバ タイプ

ステップ 3 [Provider Name]：この認証プロバイダー固有の名前を入力します。Web ログイン ユーザが Web ログ

イン ページでプロバイダーを選択できるようにする場合は、ユーザが理解できるような意味のある名

前を入力してください。

ステップ 4 [Default Role]：このプロバイダーで認証されるユーザに割り当てるユーザ ロールを選択します。この

デフォルト ロールが使用されるのは、MAC アドレスまたは IP アドレスに基づくロール割り当てに

よって上書きされなかった場合です。

ステップ 5 [Description]：参考のためこの認証サーバの説明を入力します（任意）。

ステップ 6 [Add Server] をクリックします。

Guest
[Guest] オプションは、[Allow All] 認証サーバ タイプと実装および適用の方法が非常に似ています。

Web ログイン ページにある既存のゲスト アクセス ボタンで単純にログインしているゲスト ユーザに

は便利な選択肢です。[Allow All] 認証サーバ タイプと同様に、[Guest] オプションにより、ユーザが

ログインの際に資格情報（ユーザ名の E メール アドレスやパスワードなど）を入力できますが、その

資格情報は検証されません。また、[Allow All] 機能で利用できないその他の必須情報または任意情報

を収集できます。たとえば、ゲスト ユーザとしてネットワークへのアクセスを許可する前に、連絡先

電話番号および誕生日の情報を提供するようにユーザに要求できます。ユーザがログイン ページで送

信した ID は、ユーザがログインしている間、[Online Users] ページおよび [User Management] > 
[Local Users] > [Guest Users] ページに表示されます。

（注） Cisco NAC アプライアンス システムでは、「Guest」認証サーバ タイプは一度に 1 つだけ設定できま

す。

Guest 認証サーバ タイプを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [User Management] > [Auth Servers] > [New] の順番に進みます。

ステップ 2 [Authentication Type] ドロップダウン メニューから [LDAP] を選択します。
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認証キャッシュ タイムアウトの設定（任意） 
図 8-11 Guest 認証サーバ タイプ

ステップ 3 [Provider Name]：この認証プロバイダー固有の名前を入力します。Web ログイン ユーザが Web ログ

イン ページでプロバイダーを選択できるようにする場合は、ユーザが理解できるような意味のある名

前を入力してください。

ステップ 4 [Default Role]：このプロバイダーで認証されるユーザに割り当てるユーザ ロールを選択します。この

デフォルト ロールが使用されるのは、MAC アドレスまたは IP アドレスに基づくロール割り当てに

よって上書きされなかった場合です。デフォルト値は 30 日間です。

ステップ 5 [Max Token Validity (in days)]：ゲスト ユーザ アカウントが NAC アプライアンス システムで有効な日

数を入力します。デフォルト値は 7 日間です。

ステップ 6 [Remove Invalid Guest Users After (in days)]：指定された日数の間、ゲスト ユーザ アカウントが「無

効」になっていると、NAC アプライアンス システムは、そのゲスト ユーザ アカウントを NAC アプラ

イアンス システム データベースから削除する権利を持ちます。

ヒント ご使用の NAC アプライアンス システムが定常的に多数の異なるゲスト ユーザに対してゲスト アクセ

スを提供する場合、データベース内の無効なユーザやレガシー ユーザの ID の数を 小にするために、

[Remove Invalid Guest Users After (in days)] の設定値を小さく変更することを検討した方がよい場合

もあります。

ステップ 7 [Description]：参考のためこのゲスト認証サーバの説明を入力します（任意）。

ステップ 8 [Add Server] をクリックします。

認証キャッシュ タイムアウトの設定（任意）
パフォーマンス上の理由から、Clean Access Manager はデフォルトでユーザ認証からの認証結果を 2 
分間キャッシュします。認証サーバ リスト ページにある [Authentication Cashe Timeout] 制御により、

管理者は認証結果を CAM 内にキャッシュする時間を秒単位で設定できます。ユーザ アカウントが認

証サーバ（LDAP、RADIUS など）から削除されると、管理者は、認証キャッシュ タイムアウトを設

定することで、ユーザが再度 Cisco NAC アプライアンスにログインできる時間を制限できます。

1. [User Management] > [Auth Servers] > [Auth Servers >List] の順番に進みます。
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バックエンドの Active Directory に対する認証
図 8-12 認証サーバのリスト

2. ユーザ認証結果を CAM 内にキャッシュする秒数を入力します。デフォルトは 120 秒で、 小は 1 
秒、 大は 86400 秒です。

3. [Update] をクリックします。

バックエンドの Active Directory に対する認証
Clean Access Manager の認証プロバイダー タイプのいくつかは、Active Directory サーバに対する

ユーザ認証に使用できます。Active Directory サーバは Microsoft 社独自のディレクトリ サービスで

す。プロバイダー タイプには、Windows NT（NTLM）、Kerberos、LDAP（優先）です。

LDAP を使用して AD サーバに接続する場合、[Search(Admin) Full DN]（識別名）は、AD 管理者の 
DN またはユーザ アカウントでなければならず、 初の CN（共通名）エントリは読み取り権限を持つ 
AD ユーザになります。

（注） 検索フィルタ「sAMAccountName」は、デフォルト AD スキーマのユーザ ログイン名です。

AD/LDAP の設定例

ここでは、LDAP を使用して、バックエンドの Active Directory との通信を設定する手順を示します。

1. Active Directory Users and Computers 内で Domain Admin ユーザを作成します。このユーザを 
Users フォルダに入れます。

2. Active Directory Users and Computers の [Actions] メニューから [Find] を選択します。検索結果

に、作成されたユーザの [Group Membership] カラムが表示されていることを確認します。検索結

果には、そのユーザ、および Active Directory 内で関連付けられているグループ メンバーシップが

表示されるはずです。この情報は、Clean Access Manager への転送に必要となります。
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図 8-13 Active Directory 内でのグループ メンバーシップの検索 

3. Clean Access Manager の Web コンソールから、[User Management] > [Auth Servers] > [New 
Server] フォームに進みます。

4. [Server Type] として [LDAP] を選択します。

5. [Search(Admin) Full DN] フィールドと [Search Base Context] フィールドに、Active Directory 
Users and Computers での検索結果を入力します。

図 8-14 AD 用の新しい LDAP サーバの例
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6. 次のフィールドはどれも、この認証サーバを CAM 内で適切に設定するために必要なフィールドで

す。

a. [ServerURL]：ldap://192.168.137.10:3268：ドメイン コントローラの IP アドレスおよび AD 
のデフォルトの Microsoft グローバル カタログ ポート。

（注） LDAP を使用して AD サーバに接続する場合は、デフォルト ポート 389 ではなく、

TCP/UDP ポート 3268（デフォルトの Microsoft グローバル カタログ ポート）を使用する

ことを推奨します。こうすると、単一ドメイン環境と複数ドメイン環境の両方ですべての
ディレクトリ パーティションの検索を効率的にできます。

b. [Search(Admin) Full DN]：CN=sheldon muir, CN=Users, DC=domainname, DC=com

c. [Search Base Context]：DC=domainname, DC=com

d. [Default Role]：認証後にユーザに割り当てるデフォルト ロールを選択します。

e. [Description]：参考情報。

f. [Provider Name]：CAM のユーザ ページの設定に使用される LDAP サーバの名前。

g. [Search Password]：sheldon muir のドメイン パスワード。

h. [Search Filter]：SAMAccountName=$user$

7. [Add Server] をクリックします。

8. この時点で、[Auth Test] 機能を使用して認証テストは正常に機能するはずです（「Auth Test」
（P.8-30）を参照）。

（注） LDAP ブラウザ（http://www.tucows.com/preview/242937 など）を使用して、まず検索証明書を検証

することもできます。

属性または VLAN ID を使用したユーザとロールのマッピン
グ

[Mapping Rules] フォームを使用し、次のパラメータに基づいてユーザをユーザ ロールにマッピングで

きます。

 • CAS の非信頼側からのユーザ トラフィックの VLAN ID（すべての認証サーバ タイプ）

 • LDAP および RADIUS 認証サーバからの認証属性（および Cisco VPN コンセントレータからの 
RADIUS 属性）

（注） LDAP Active Directory グループ メンバーシップ クエリ内のユーザのプライマリ グループ

を決定するために 「memberOf」属性を信頼して使用することはできません。Active 
Directory グループ メンバーシップに基づいてユーザのプライマリ グループ VLAN ID を
マッピング可能な回避策を使用する必要があります。 
 

詳細については、Microsoft Knowledge Base の次の記事を参照してください。 
http://support.microsoft.com/kb/275523 
http://support.microsoft.com/kb/321360
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たとえば、同じ IP サブネットに、ネットワーク アクセス権限の異なる 2 種類のユーザ集合（無線の従

業員と学生など）がいる場合、LDAP サーバからの属性を使用して、各ユーザ集合を特定のユーザ 
ロールにマッピングできます。さらに、一方のロールに対してはネットワーク アクセスを許可し、他

方のロールに対してはネットワーク アクセスを拒否するトラフィック ポリシーを作成できます （トラ

フィック ポリシーに関する詳細については、第 9 章「ユーザ管理：トラフィック制御、帯域幅、スケ

ジュール」を参照してください）。

Cisco NAC アプライアンスは、図 8-15 に示されている順序でマッピングを実行します。

図 8-15 マッピング ルール 

（注） ユーザ ロール スキームにマッピング ルールを合せる方法の概要については、「図 7-1Normal Login 
ユーザ ロール」（P.7-2）を参照してください。

Cisco NAC アプライアンスでは、Kerberos、LDAP、RADIUS の認証サーバのマッピング ルールを定

義する際に、複雑なブール式を指定できます。マッピング ルールは条件で構成されており、ブール式

を使用して複数のユーザ属性や複数の VLAN ID を組み合せることにより、ユーザとユーザ ロールを

マッピングできます。マッピング ルールは VLAN ID の範囲に対して作成できます。また、属性の照

合では、大文字と小文字は区別されません。これにより、複数の条件を柔軟に構成してマッピング 
ルールを作ることができます。

マッピング ルールは、認証プロバイダー タイプ、ルール表現、ユーザをマッピングするユーザ ロール

で構成されます。ルール表現は、特定のユーザ ロールとのマッピングのためにユーザ パラメータが一

致しなければならない条件および条件の組み合せで構成されます。条件は、条件タイプ、ソース属性

名、演算子、および特定の属性が照合される属性値で構成されます。

マッピング ルールを作成するには、まずルール表現を設定するための条件を追加（保存）します。

ルール表現が完成すれば、特定のユーザ ロールの認証サーバにそのマッピング ルールを追加できます。

カスケード形式のマッピング ルールを作成することも可能です。ソースに複数のマッピング ルールが

ある場合、これらのルールは、マッピング ルール リストに表示されている順番に評価されます。評価

結果が 初に True になったマッピング ルールのロールが使用されます。当てはまるルールが見つかれ

ば、その他のルールはテストされません。どのルールも True にならなければ、その認証ソースのデ

フォルト ロールが使用されます。

マッピング ルールの設定

1. 次のいずれかを実行します。

 • [User Management] > [Auth Servers] > [Mapping Rules] の順番に進み、認証サーバの [Add 
Mapping Rule] リンクをクリックします。

 

18
40

72
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 • [User Management] > [Auth Servers] > [List of Servers] の認証サーバの [Mapping] ボタンをクリッ

クし（図 8-16）、認証サーバの [Add Mapping Rule] リンクをクリックします（図 8-17）。

図 8-16 認証サーバのリスト 

図 8-17 Cisco VPN 認証タイプのマッピング

2. [Add Mapping Rule] フォームが表示されます。

図 8-18 マッピング ルールを追加する場合の例（Cisco VPN）
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マッピング ルールの条件を設定する（A）

 • [Provider Name]：この認証サーバ タイプ用のマッピング ルール フォームのフィールドでを設定し

ます。たとえば、Kerberos、Windows NT、Windows NetBIOS SSO、および S/Ident の認証サー

バ タイプの場合、このフォームで設定できるのは VLAN ID マッピング ルールだけです。

RADIUS、LDAP、および Cisco VPN SSO 認証タイプの場合は、このフォームで VLAN ID また

は属性のマッピング ルールを設定できます。

 • [Condition Type]：マッピング ルールを追加する前に、まず条件の設定と追加を行います（図 8-18 
のステップ [A]）。ドロップダウン メニューから次のいずれかを選択し、条件フォームのフィール

ドを設定します。

 – [Attribute]：LDAP、RADIUS、Cisco VPN SSO の認証プロバイダーだけです。

 – [VLAN ID]：すべての認証サーバ タイプです。

 – [Compound]：この条件タイプが表示されるのは、少なくとも 1 つの条件ステートメントがす

でにこのマッピング ルールに追加されている場合だけです（P.8-28 の図 8-22を参照）。ブール

演算子を使用して、個々の条件を組み合せることができます。VLAN ID 条件と、equals、not 
equals、belongs to の演算子を組み合せることができます。属性条件だけの組み合せ、または 
VLAN ID と属性の条件の組み合せには、AND、OR、または NOT の演算子を使用できます。

複合条件の場合、属性タイプを属性値に関連付けるのではなく、関連付ける既存の条件を 2 つ
選択し、これらが複合ステートメントの左右のオペランドになります。

3. [Attribute Name]：コンテキストに応じてこのフィールドは次のように表示されます。

 – 条件タイプが [VLAN ID] の場合（図 8-19）、このフィールドは [Property Name] になり、デ

フォルト値「VLAN ID」が表示されます（変更不能）。

 – LDAP サーバの場合（図 8-20）、[Attribute Name] は、テストするソース属性を入力するテキ

スト フィールドになります。条件の作成で [equals ignore case] 演算子を選択していなければ、

この名前を、認証ソースから渡される属性名と一致させる必要があります（大文字と小文字が

区別されます）。

（注） LDAP Active Directory グループ メンバーシップ クエリ内のユーザのプライマリ グ
ループを決定するために、「memberOf」属性を信頼して使用することはできません。

したがって、Active Directory グループ メンバーシップに基づいてユーザのプライマ

リ グループ VLAN ID をマッピング可能な回避策を使用する必要があります。 
 

詳細については、Microsoft Knowledge Base の次の記事を参照してください。 
http://support.microsoft.com/kb/275523 
http://support.microsoft.com/kb/321360

 – Cisco VPN サーバの場合、[Attribute Name] はドロップダウン メニューで（図 8-23）、オプ

ションは、[Class]、[Framed_IP_Address]、[NAS_IP_Address]、[NAS_Port]、
[NAS_Port_Type]、[User_Name]、[Tunnel_Client_Endpoint]、[Service_Type]、
[Framed_Protocol]、[Acct_Authentic] です。

4. RADIUS サーバ（図 8-21）の場合は、条件フィールドが異なります。

 – [Vendor]：ドロップダウン メニューから、[Standard]、[Cisco]、[Microsoft]、または [WISPr
（Wireless Internet Service Provider roaming）] を選択します。

 – [Attribute Name]：ドロップダウン メニューで、各 [Vendor] の属性集合から選択します。 たと

えば、Standard には 253 の属性があり（図 8-24）、Cisco には 30 の属性（図 8-25）、
Microsoft には 32 の属性（図 8-26）、WISPr には 11 の属性（図 8-26）があります。
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（注） RADIUS サーバの場合、「access-accept」パケットで返された属性だけがマッピング

に使用されます。

 – [Data Type]：（任意）[Attribute Name] から渡される値に応じて、[Integer] または [String] を
任意に指定できます。データ型を指定しないと、[Default] が使用されます。

5. [Attribute Value]：ソースの [Attribute Name] に対してテストされる値を入力します。

6. [Operator (Attribute)]：ソース属性の文字列のテストを定義する演算子を選択します。

 – [equals]：[Attribute Name] の値が [Attribute Value] と一致すれば True になります。

 – [not equals]：[Attribute Name] の値が [Attribute Value] と一致しない場合に True となります。

 – [contains]：[Attribute Name] の値に [Attribute Value] が含まれていれば True になります。

 – [starts with]：[Attribute Name] の値が [Attribute Value] で始まれば True になります。

 – [ends with]：[Attribute Name] の値が [Attribute Value] で終われば True になります。

 – [equals ignore case]：[Attribute Name] の値が [Attribute Value] の文字列と一致すれば、その

文字列が大文字でも小文字でも True になります。

7. [Operator（VLAN ID）]：[Condition Type] として VLAN ID を選択した場合は、整数 VLAN ID 
に対するテスト条件の定義に使用する演算子を以下の中から 1 つ選択します。

 – [equals]：VLAN ID が [Property Value] フィールドの VLAN ID と一致すれば True になりま

す。

 – [not equals]：VLAN ID が [Property Value] フィールドの VLAN ID と一致しない場合に True 
になります。

 – [belongs to]：VLAN ID が [Property Value] フィールドに設定した値の範囲内に含まれれば 
True になります。値は、複数のカンマで区切られた VLAN ID です。VLAN ID の範囲は、

[2,5,7,100-128,556-520] のように、ハイフン（-）で指定できます。入力できるのは、整数だ

けです。文字列は入力できません。カッコの入力は任意です。

（注） Cisco VPN SSO タイプの場合は、CAS と VPN コンセントレータの間に複数のホップがある

と、VLAN ID をマッピングに使用できない場合もあります。

8. [Add Condition (Save Condition)]：条件の設定を確認してから、[Add Condition] をクリックし、

その条件をルール表現に追加します（クリックしないと設定が保存されません）。

マッピング ルールをロールに追加する（B）

条件を設定し追加した後にマッピング ルールを追加します（図 8-18 のステップ B）。

9. [Role Name]：条件を少なくとも 1 つ追加したら、そのマッピングを適用するユーザ ロールをド

ロップダウン メニューから選択します。

10. [Priority]：ドロップダウン メニューからマッピング ルールのテストの順序を決めるプライオリ

ティを選択します。 初に True であると評価されたルールがユーザへのロール割り当てに使用さ

れます。

11. [Rule Expression]：そのマッピング ルール用の条件ステートメントの設定に役立つように、追加

される 後の条件の内容がこのフィールドに表示されます。条件を追加したら、すべての条件を

ルールに保存するために、[Add Mapping Rule] をクリックしなければなりません。 

12. [Description]：そのマッピング ルールの説明です（任意）。
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13. [Add Mapping（Save Mapping）]：条件の追加が完了したら、このボタンをクリックして、その

ロールのマッピング ルールを作成します。特定のロールごとにマッピングを追加または保存しな

いと、行った設定および作成した条件は保存されません。

図 8-19 VLAN ID のマッピング ルールを追加する場合の例

図 8-20 LDAP のマッピング ルール（属性）を追加する場合の例 
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図 8-21 RADIUS のマッピング ルール（属性）を追加する場合の例 
 

図 8-22 複合条件を使用したマッピング ルールの例 

マッピング ルールの変更 
[Priority]：設定後にマッピング ルールのプライオリティを変更する場合は、[User Management] > 
[Auth Servers] > [List of Servers] の該当エントリの横にある上 /下矢印をクリックします。プライオリ

ティによって、そのルールのテストの順番が決まります。 初に True であると評価されたルールが

ユーザへのロール割り当てに使用されます。
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[Edit]：マッピング ルールの変更またはルールからの条件の削除を行うには、そのルールの横にある 
Edit ボタンをクリックします。複合条件を変更する場合、その下にある条件（それより後に作成され

たもの）は表示されません。これは、ループを回避するためです。

[Delete]：個々のマッピング ルールを削除するには、認証サーバのマッピング ルール エントリの横に

ある [Delete] ボタンをクリックします。マッピング ルール内の条件を削除する場合は、[Edit Mapping 
Rule] フォーム上の条件の横にある Delete ボタンをクリックします。複合ステートメント内の別のルー

ルに依存している条件は、削除できません。個々の条件を削除するためには、まず複合条件を削除する

必要があります。

図 8-23 Cisco VPN - Standard の Attribute Name 

図 8-24 RADIUS - Standard の Attribute Name

図 8-25 RADIUS - Cisco の Attribute Name
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図 8-26 RADIUS - Microsoft の Attribute Name

図 8-27 RADIUS - WISPr（Wireless Internet Service Provider roaming）の Attribute Name

Auth Test
[Auth Test] タブでは、実際のユーザ証明書に対して設定した Kerberos、RADIUS、Windows NT、
LDAP、および AD SSO の認証プロバイダーをテストし、ユーザに割り当てられたロールを表示でき

ます。エラー メッセージは、特に LDAP サーバや RADIUS サーバの認証ソースのデバッグを支援する

ために提供されます。

[Auth Test] 機能を使用して、Cisco NAC アプライアンスで AD SSO 認証をテストする場合、AD SSO 
サーバ認証のテストを実施する前に、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and 
Configuration Guide Release 4.5(1)』の「Configuring Active Directory Single Sign-On (AD SSO)」の

章の説明にあるように、次の設定手順を実行する必要があります。

1. 「Add LDAP Lookup Server for Active Directory SSO (Optional)」の項の説明に従って、LDAP 
Lookup Server を作成します。

2. 「Add Active Directory SSO Auth Server」の項の説明に従って、AD SSO 認証プロバイダーを作成

し、[LDAP Lookup Server] フィールドで AD SSO 認証プロバイダーを LDAP Lookup Server に関

連付けます。

ヒント 既存の認証プロバイダーを作成または変更する際には、ステージングまたは開発設定を示す新しい認証

サーバ エントリを作成します。次に、[Auth Test] を使用して実稼動の前に設定をテストすることがで

きます。
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Auth Test 
（注） SSO のテストに Auth Test を使用することはできません。SSO のテストにはクライアントマシンが 1 
台必要です。

認証テストの手順

ステップ 1 [User Management] > [Auth Servers] > [Auth Test] タブの [Provider] リストから、証明書をテストする

プロバイダーを選択します。目的のプロバイダーが表示されない場合は、そのプロバイダーが [List of 
Servers] タブに適切に設定されていることを確認してください。

ステップ 2 （必要な場合は）ユーザのユーザ名およびパスワードを入力し、必要に応じて適切な VLAN ID の値も

入力します。

ステップ 3 [Submit] をクリックします。ページの下部にテスト結果が表示されます。

図 8-28 Auth Test

認証の成功

任意のプロバイダータイプに対して、認証テストに成功した場合、[Result] に「Authentication 
successful」、[Role] にユーザのロールが表示されます。

LDAP/RADIUS サーバの場合、認証に成功してマッピング ルールが設定されると、認証サーバ

（LDAP/RADIUS）が属性 /値を返す場合にはマッピング ルールに指定されている属性 /値も表示され

ます。次の例を参考にしてください。

Result: Authentication successful
Role: <role name>
Attributes for Mapping: 

<Attribute Name>=<Attribute value>

認証の失敗

認証に失敗した場合、「Authentication failed」の結果とともに [Message] が表示されます。 表 8-1 に、

認証テストに失敗したときのメッセージの例を示します。
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（注） [Auth Test] 機能は、S/Ident、Windows NetBIOS SSO、および Cisco VPN SSO の認証プロバイダー タ
イプには使用できません。

RADIUS アカウンティング
Clean Access Manager は、RADIUS アカウンティング サーバにアカウンティング メッセージを送信す

るように設定できます。CAM は、ユーザがネットワークにログインすると Start アカウンティング 
メッセージを送信し、そのユーザがシステムからログアウトする（またはログアウトされる、もしくは

タイムアウトになる）と Stop アカウンティング メッセージを送信します。これによって、ネットワー

ク上でのユーザの時間およびその他の属性のアカウンティングが可能になります。

また、ログイン イベント、ログアウト イベント、または共有イベント（ログインおよびログアウト イ
ベント）のアカウンティング パケットで送信されるデータをカスタマイズすることもできます。

RADIUS アカウンティングのイネーブル設定

ステップ 1 [User Management] > [Auth Servers] > [Accounting] > [Server Config] の順番に進みます。

表 8-1 結果が「Authentication Failed」の場合の例

メッセージ 説明

Message: Invalid User Credential ユーザ名は正しいですが、パスワードが間違っています。

Message: Unable to find the full DN 
for user <User Name>

パスワードは正しいですが、ユーザ名（LDAP プロバイ

ダー）が間違っています。

Message: Client Receive Exception: 
Packet Receive Failed (Receive timed 
out)

パスワードは正しいですが、ユーザ名（RADIUS プロバ

イダー）が間違っています。

Message: Invalid Admin(Search) 
Credential 

ユーザ名とパスワードは正しいですが、認証プロバイ

ダーの [Search(Admin)Full DN] フィールドに間違った値

が設定されています（たとえば、LDAP サーバに対して

設定された CN が間違っている、など）。

Message: Naming Error (x.x.x.x: x) ユーザ名とパスワードは正しいですが、認証プロバイ

ダーの [Server URL] フィールドに間違った値が設定され

ています（たとえば、LDAP サーバに対して設定された

ポートまたは URL が間違っている、など）。
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RADIUS アカウンティング 
図 8-29 RADIUS アカウンティング サーバの設定ページ

ステップ 2 指定された RADIUS アカウンティング サーバに Clean Access Manager からアカウンティング情報を

送信できるようにするには、[Enable RADIUS Accounting] を選択します。

ステップ 3 このフォームの次のフィールドに値を入力します。

 • [Server Name]：RADIUS アカウンティング サーバの完全修飾ホスト名（auth.cisco.com など）ま

たは IP アドレスを入力します。

 • [Server Port]：RADIUS サーバが待ち受けるポートの番号を入力します。Server Name と Server 
Port の値は、そのアカウンティング サーバへのアカウンティング トラフィックの送信に使用され

ます。

 • [Timeout(sec)]：エラーとなったパケットの再送信を試行する時間を指定します。

 • [Shared Secret]：この共有秘密鍵は、指定された RADIUS アカウンティング サーバを使用した 
Clean Access Manager アカウンティング クライアントの認証に使用されます。

 • [NAS-Identifier]：すべての RADIUS アカウンティング パケットで送信される NAS-Identifier 値。

パケットを送信するには、NAS-Identifier または NAS-IP-Address を指定する必要があります。

 • [NAS-IP-Address]：すべての RADIUS アカウンティング パケットで送信される NAS-IP-Address 
値。パケットを送信するには、NAS-IP-Address または NAS-Identifier を指定する必要がありま

す。

（注） CAM が HA フェールオーバー ペアのメンバとして構成されている場合は、HA ペアの

サービス IP アドレスを指定して、RADIUS アカウンティング サーバが CAM からの適切

な RADIUS アカウンティング パケットを受信するようにしてください。HA-Primary 
CAM または HA-Standby CAM がアカウンティング パケットを送信するかどうかに関係な

く、アカウンティング パケットにはペアとしてこの IP アドレスが表示されます。

HA-Primary CAM および HA-Secondary CAM の両方の eth0 IP アドレスからのアカウン

ティング パケットを受け取るように RADIUS アカウンティング サーバも設定し、

RADIUS サーバが HA ペアのどちらの CAM から送信されたパケットであることを考えず

にパケットを受け取れるようにする K要があります。Cisco Secure ACS では AAA クライ

アントのもとにこれが実行されます。

 • [NAS-Port]：すべての RADIUS アカウンティング パケットで送信される NAS-Port 値。
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 • [NAS-Port-Type]：すべての RADIUS アカウンティング パケットで送信される NAS-Port-Type 
値。

 • [Enable Failover]：これを選択すると、プライマリ RADIUS アカウンティング サーバの応答がタ

イムアウトになった場合、2 度めのアカウンティング パケットが RADIUS フェールオーバー ピア 
IP に送信できます。

 • [Failover Peer IP]：フェールオーバー用の RADIUS アカウンティング サーバの IP アドレス。

ステップ 4 [Update] をクリックして、サーバの設定を更新します。

出荷時のデフォルト設定の復元

Clean Access Manager を出荷時デフォルトのアカウンティング設定に復元する手順は、次のとおりで

す。

1. デフォルト設定を復元する前に、[Administration] > [Backup] で、現在のデータベースをバック

アップします。 

2. [User Management] > [Auth Servers] > [Accounting] > [Server Config] の順番に進みます。

3. [Reset Events to Factory Default] ボタンをクリックすると、ユーザ設定が削除され、Clean Access 
Manager はデフォルトのアカウンティング設定に戻ります。

4. 表示される確認ダイアログで、[OK] をクリックします。

ログイン、ログアウト、または共有イベントへのデータの追加

ログイン イベント、ログアウト イベント、または共有イベント（ログインとログアウトの両方のイベ

ントで送信されるデータ）で送信される RADIUS アカウンティング データの追加やカスタマイズを通

じて、アカウンティング パケットの送信データを柔軟に制御できます。

データ フィールド

次のデータ フィールドは、すべてのイベント（ログイン、ログアウト、共有）に適用されます。

 • [Current Time（Unix Seconds）]：イベントが発生した時刻

 • [Login Time（Unix Seconds）]：ユーザがログインした時刻

 • [CA Manager IP]：Clean Access Manager の IP アドレス

 • [Current Time（DTF）]：DTF 形式でのイベント発生時刻

 • [OS Name]：ユーザのオペレーティング システム

 • [Vlan ID]：そのユーザ セッションの作成に使用された VLAN ID

 • [User Role Description]：そのユーザのユーザ ロールの説明

 • [User Role Name]：そのユーザのユーザ ロールの名前

 • [User Role ID]：そのユーザ ロールを一意に識別するロール ID

 • [CA Server IP]：そのユーザがログインした Clean Access Server の IP

 • [CA Server Description]：そのユーザがログインした Clean Access Server の説明

 • [CA Server Key]：その Clean Access Server の鍵

 • [Provider Name]：そのユーザの認証プロバイダー
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 • [Login Time（DTF）]：DTF 形式でのユーザのログイン時刻

 • [User MAC]：そのユーザの MAC アドレス

 • [User IP]：そのユーザの IP アドレス

 • [User Key]：そのユーザがログインに使用した鍵

（注） アウトオブバンド ユーザの場合だけ、user_key= IP address となります。

 • [User Name]：ユーザ アカウント名

ログアウト イベントのデータ フィールド

次の 4 つのデータ フィールドは、ログアウト イベントだけに適用され、ログイン イベントや共有イベ

ントでは送信されません。

 • [Logout Time（Unix Seconds）]：Unix 秒でのユーザのログアウト時刻

 • [Logout Time（DTF）]：DTF 形式でのユーザのログアウト時刻

 • [Session Duration（Seconds）]：秒単位でのセッション持続時間

 • [Termination Reason]：Acct_Terminate_Cause RADIUS 属性の出力

新しいエントリの追加（ログイン イベント、ログアウト イベント、共有イベント）

共有イベントの RADIUS 属性に新しいデータを追加する手順

RADIUS 属性にカスタマイズ データを設定する手順は、次のとおりです。共有イベントの場合の手順

は次のとおりです。ログインおよびログアウトのイベントにも同じプロセスを適用できます。

1. [User Management] > [Auth Servers] > [Accounting] の順番に進みます。

2. [Shared Event]（または [Login Event]、[Logout Event]）リンクをクリックすると、該当するペー

ジが表示されます。

3. このページの右側にある [New Entry] リンクをクリックすると、追加用のフォームが表示されま

す。
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図 8-30 新しい共有イベント

図 8-31 RADIUS 属性のドロップダウン メニュー

4. [Send RADIUS Attribute] ドロップダウン メニューから、RADIUS 属性を選択します。

5. [Change Attribute] ボタンをクリックして、[RADIUS Attribute type] を更新します。このフィール

ドには、「String」または「Integer」などのデータ型が表示されます。

6. その属性で送信するデータのタイプを設定します。3 つのオプションがあります。

 – [Send static data]：この場合は、[Add Text] テキストボックスに追加するテキストを入力し、

[Add Text] ボタンをクリックします。ユーザがログインまたはログアウトするたびに、選択し

た RADIUS 属性に、入力したスタティック データが含まれて送信されます。
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 – [Send dynamic data]：この場合は、ドロップダウン メニューの 18 のダイナミック データ変数

（ログアウト イベントの場合は 22）から 1 つ選択し、[Add Data] ボタンをクリックします。

ユーザがログインまたはログアウトするたびに、選択したダイナミック データが、送信時の

該当値に変更されて送信されます。

 – [Send static and dynamic data]：この場合、スタティック データとダイナミック データを組み

合せたデータが送信されます。 

例： 
 

User: [User Name] logged in at: [Login Time DTF] from CA Server [CA Server Description] 

詳細については、図 8-32、図 8-33、および 図 8-34 に、ログイン イベント、ログアウト イベン

ト、および共有イベントの例をそれぞれ示します。参照してください。

7. データが追加されると、[Data to send thus far:] フィールドに属性とともに送信されるように選択

されたすべてのデータ タイプが表示され、[Sample of data to be sent:] フィールドにデータの表示

方法が示されます。 

8. 変更を保存するには、[Commit Changes] をクリックします。

9. フォームをリセットするには、[Reset Element] ボタンをクリックします。

10. [Data to send thus far:] フィールドに追加した 後のエントリを削除する場合は、[Undo Last 
Addition] をクリックします。

図 8-32、図 8-33、および 図 8-34 に、ログイン イベント、ログアウト イベント、および共有イベント

の例をそれぞれ示します。

図 8-32 ログイン イベント

図 8-33 ログアウト イベント
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図 8-34 共有イベント
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C H A P T E R 9

ユーザ管理：トラフィック制御、帯域幅、ス
ケジュール

この章では、ロールベースのトラフィック制御ポリシー、帯域幅管理、セッションおよびハートビート 
タイマーの設定方法について説明します。この章の内容は次のとおりです。

 • 「概要」（P.9-1）

 • 「IP ベースのグローバル トラフィック ポリシー」（P.9-4）

 • 「ホストベースのグローバル トラフィック ポリシーの追加」（P.9-9）

 • 「帯域利用の制御」（P.9-14）

 • 「ユーザ セッション タイムアウトおよびハートビート タイムアウトの設定」（P.9-16）

 • 「Agent Temporary および Quarantine ロールのポリシーの設定」（P.9-20）

 • 「トラフィック ポリシーの例」（P.9-25）

 • 「ホストベースのポリシーに関するトラブルシューティング」（P.9-30）

ユーザ ロールおよびローカル ユーザの設定の詳細については、第 7 章「ユーザ管理：ユーザ ロールと

ローカル ユーザの設定」を参照してください。

認証サービスの設定に関する詳細は、第 8 章「ユーザ管理：認証サーバの設定」を参照してください。

Web ユーザ ログイン ページの作成および設定の詳細については、第 6 章「ユーザ ログイン ページとゲ

スト アクセスの設定」を参照してください。

概要 
さまざまなメカニズムを使用して Clean Access Server （CAS）を通過するインバンド ユーザ トラ

フィックを制御できます。ここでは、ユーザ ロールごとに設定するトラフィック制御、帯域幅、スケ

ジューリングのポリシーについて説明します。

Cisco NAC アプライアンスを新たに導入した場合、デフォルト システム ロール（Unauthenticated、
Temporary、Quarantine）であろうと、作成した新しいユーザ ロールであろうと、デフォルトのままで

は信頼ネットワークから非信頼ネットワークへのトラフィックはすべて許可され、非信頼ネットワーク

から信頼ネットワークへのトラフィックはブロックされます。ただし、非信頼ネットワークからのトラ

フィックの必要性に応じて、アクセス権を拡大することはできます。
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概要
Cisco NAC アプライアンスには、次の 3 種類のトラフィック ポリシーがあります。

IP ベースのポリシー：IP ベースのポリシーは、細かく柔軟な設定が可能であり、さまざまな方法でト

ラフィックを停止できます。IP ベースのポリシーは、あらゆるロールに適用でき、送信元および宛先

のポート番号に加え、IP プロトコル番号も指定できます。たとえば、特定のホストへの IPSec トラ

フィックを通し、その他のトラフィックは拒否するといった IP ベースポリシーを作成できます。

ホストベースのポリシー：ホストベースのポリシーは、IP ベースのポリシーほど柔軟性はありません

が、ホストに複数の IP アドレスまたはダイナミック IP アドレスがある場合にホスト名またはドメイン

名でトラフィック ポリシーを指定できるという利点があります。ホストベースのポリシーは、主に 
Agent Temporary ロールと Quarantine ロール用のトラフィック ポリシーの設定を簡単にすることを目

的としたものです。このポリシーは、ホストの IP アドレスが常に変化する場合や、ホスト名が複数の 
IP に解決される可能性がある場合に使用してください。

レイヤ 2 イーサネット トラフィックのポリシー：レイヤ 2 レベルで発信されるデータ転送または類似

の操作をサポートするために、Cisco Clear Access レイヤ 2 イーサネット トラフィック制御ポリシーを

使用して、トラフィック タイプに基づいて Clean Access Server （CAS）を通過するレイヤ 2 イーサ

ネット トラフィックを許可または拒否できます。IP、ARP、RARP フレームを除くネットワーク フ
レームは、標準レイヤ 2 トラフィックを構成します。

（注） レイヤ 2 イーサネット トラフィック制御は、バーチャル ゲートウェイ モードで動作する CAS にだけ

適用されます。

トラフィック制御ポリシーはトラフィックの方向別に指定します。IP ベース ポリシーとレイヤ 2 イー

サネット トラフィック ポリシーでは、非信頼（管理対象）ネットワークから信頼ネットワークへのト

ラフィック、または信頼ネットワークから非信頼ネットワークへのトラフィックを許可したり拒否した

りできます。ホストベースのポリシーでは、非信頼ネットワークから特定のホストおよび特定の信頼 
DNS サーバへのトラフィックを許可できます。

デフォルトでは、新しいユーザ ロールを作成すると、トラフィック制御ポリシーは次のようになりま

す。

 • 非信頼ネットワークから信頼ネットワークへのトラフィックはすべてブロックされます。

 • 信頼ネットワークから非信頼ネットワークへのトラフィックはすべて許可されます。

ロールに応じて適切なトラフィックを許可するようなポリシーを作成する必要があります。あるいは、

特定のマシンへのトラフィックをブロックしたり、ユーザを特定の活動（E メールの使用や Web ブラ

ウジングなど）に制限するようなトラフィック制御ポリシーを設定することもできます。たとえば、次

のようなトラフィック ポリシーを作成できます。

deny access to the computer at 191.111.11.1 または 
allow www communication from computers on subnet 191.111.5/24

トラフィック ポリシーのプライオリティ

終的にトラフィックがどのようにフィルタリングされるかは、ポリシー リスト内のトラフィック ポ
リシーの順序によって決まります。リストの一番上にある第 1 ポリシーが も優先されます。非信頼か

ら信頼への方向のトラフィック制御ポリシーがどのように機能するかを、いくつかの例で示します。

例 1：
1. Deny Telnet 

2. Allow All 

結果：Telnet トラフィックだけがブロックされ、他のトラフィックはすべて許可されます。

例 2（逆のプライオリティ）：

1. Allow All
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2. Deny Telnet 

結果：すべてのトラフィックが許可され、Telnet トラフィックをブロックするという 2 番目のポリシー

は無視されます。

例 3： 
1. Allow TCP *.* 10.10.10.1/255.255.255.255 

2. Block TCP *.* 10.10.10.0/255.255.255.0 

結果：10.10.10.1 への TCP アクセスは許可され、サブネット（10.10.10.*）のその他の場所への TCP 
アクセスはブロックされます。

例 4（レイヤ 2 イーサネット - バーチャル ゲートウェイ モードだけ）：

1. Allow SNA IBM Systems Network Architecture

2. Block ALL All Traffic

結果：IBM System Network Archtecture（SNA; システム ネットワーク アーキテクチャ）レイヤ 2 ト
ラフィックだけが許可され、その他のレイヤ 2 トラフィックは拒否されます。

グローバル範囲とローカル範囲

この章では、[User Management] > [User Roles] > [Traffic Control] で設定するグローバル トラフィッ

ク制御ポリシーについて説明します。[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > 
[Filter] > [Roles] で設定するローカル トラフィック制御ポリシーについての詳細は、『Cisco NAC 
Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』を参照してくだ

さい。

（注） 特定の Clean Access Server（CAS）を対象としたローカル トラフィック制御ポリシーの方が、プライ

オリティが高い場合は、グローバル ポリシーよりもローカル ポリシーが優先されます。

[User Management] > [User Roles] > [Traffic Control] のグローバル フォームを使用して追加したトラ

フィック ポリシーは、Clean Access Manager （CAM）のドメイン内のすべての CAS に適用され、グ

ローバル ページには、白いバックグラウンドで表示されます。

グローバル トラフィック ポリシーは、[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > 
[Filter] > [Roles] のローカル CAS 用のフォームにも表示されますが、ローカル リストでは、バックグ

ラウンドが黄色になります。

トラフィック制御ポリシーを削除するには、そのポリシーの作成に使用したグローバルまたはローカル

のフォームを使用します。

あらかじめ設定されているデフォルトのホストベース ポリシーは、グローバル設定としてすべての 
CAS に適用され、グローバルとローカルの両方のホストベース ポリシー リストに、黄色のバックグラ

ウンドで表示されます。これらのデフォルト ポリシーは、イネーブルにもディセーブルにもできます

が、削除することはできません。詳細については、「デフォルト許可ホストのイネーブル設定」

（P.9-10）を参照してください。

グローバル トラフィック制御ポリシーの表示

[User Management] > [User Roles] > [Traffic Control] > [IP] で IP ベースのトラフィック ポリシーを設

定するには、IPサブタブ リンクをクリックします（図 9-2）。
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[User Management] > [User Roles] > [Traffic Control] > [Host] でホストベースのトラフィック ポリ

シーを設定するには、[Host] サブタブ リンクをクリックします（図 9-7）。

[User Management] > [User Roles] > [Traffic Control] > [Ethernet] でレイヤ 2 イーサネット トラフィッ

クの制御 ポリシーを設定するには、[Ethernet] サブタブ リンクをクリックします（図 9-9）。

デフォルトでは、ロール用の IP ベースのトラフィック ポリシーは、トラフィックの送信元として非信

頼ネットワーク、宛先として信頼ネットワークが表示されます。反対方向のトラフィックのポリシーを

設定するには、送信元から宛先への方向フィールドで [Trusted->Untrusted] を選択し、[Select] をク

リックします。

ロールのドロップダウン メニューから選択して、[Select] ボタンをクリックすることにより、すべての

ロールの（ALL Roles）または特定のロールの IP、ホストベース、またはレイヤ 2 イーサネットのトラ

フィック ポリシーを表示できます（図 9-1）。

図 9-1 [Trusted -> Untrusted] の方向フィールド

IP ベースのグローバル トラフィック ポリシー
システム内にすでに存在しているすべてのデフォルト ロール（Unauthenticated、Temporary、
Quarantine）のトラフィック ポリシーを設定することができます。通常のログイン ユーザ ロールを作

成してから、トラフィック ポリシーを設定する必要があります（第 7 章「ユーザ管理：ユーザ ロール

とローカル ユーザの設定」を参照）。

ここでは、次の項目について説明します。

 • 「IP ベースのポリシーの追加」（P.9-4）

 • 「IP ベースのポリシーの編集」（P.9-8）

IP ベースのポリシーの追加

IP ベースのトラフィック ポリシーの設定に、個々のポート、ポート範囲、ポートとポート範囲の組み

合せ、またはワイルドカードを指定できます。

1. [User Management] > [User Roles] > [Traffic Control] > [IP] の順番に進みます。すべてのロールの 
IP ベース ポリシーのリストが表示されます（図 9-2）。
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図 9-2 IP ベースのポリシーのリスト 

2. そのポリシーに適用する送信元から宛先の方向を選択します。[Trusted->Untrusted] または 
[Untrusted->Trusted] を選択して、[Select] をクリックします。

3. 特定のロールに新しいポリシーを作成する場合は、該当するユーザ ロールの横にある [Add Policy] 
リンクをクリックします。また、一度にすべてのロールに新しいポリシーを追加する場合は、

[Add Policy to All Roles] をクリックします（Unauthenticated ロールを除く）。

（注） [Add Policy to All Roles] オプションは、Unauthenticated ロールを除くすべてのロールにポリ

シーを追加します。一度追加されると、トラフィック ポリシーは個別に変更されてロール別に

だけ削除されます。

4. そのロールの [Add Policy] フォームが表示されます（図 9-3）。
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図 9-3 IP ベースのポリシーの追加 

5. [Priority] ドロップダウン メニューで、そのポリシーのプライオリティを設定します。実行時には、

リストの一番上にある IP ポリシーが も優先されます。デフォルトでは、 後に作成されたポリ

シーよりも低いポリシーが表示されます（第 1 ポリシーは 1、第 2 ポリシーは 2 のように表示され

ます）。リスト内のプライオリティの数は、そのロール用に作成されたポリシーの数に応じて決ま

ります。組み込まれている [Block All] ポリシーは、デフォルトでは、すべてのポリシーの中で

も低いプライオリティに設定されます。

（注） ポリシーの [Priority] をあとで変更する場合は、IP ポリシー リスト ページの [Move] カラムで、

そのポリシーの上または下の矢印をクリックします（図 9-2）。

6. [Action] で、そのトラフィック ポリシーの動作を設定します。

 – [Allow]（デフォルト）：トラフィックを許可します。 

 – [Block]：トラフィックをドロップします。

7. [State] で、そのトラフィック ポリシーのステートを設定します。 

 – [Enabled]（デフォルト）：ロールの新規トラフィックに対してこのトラフィック ポリシーをた

だちにイネーブルにします。

 – [Disabled]：ロールに対するこのトラフィック ポリシーをディセーブルにしますが、今後使用

する場合に備えてこのポリシーの設定を保持します。 

（注） ロール レベルでトラフィック ポリシーをイネーブルまたはディセーブルにするには、IP ポリ

シー リスト ページの [Enable] カラムにある対応するチェックボックスをオンにします

（図 9-2）。

8. [Category] で、そのトラフィックのカテゴリを設定します。

 – [ALL TRAFFIC]（デフォルト）：このポリシーは、すべてのプロトコルの、信頼側および非信

頼側のすべての送信元および宛先アドレスに適用されます。

 – [IP]：これを選択すると、Protocol フィールドが表示されます（後述の説明を参照）。
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 – [IP FRAGMENT]：デフォルトでは、Clean Access Manager は IP 断片化パケットをブロック

します。このようなパケットは DoS 攻撃に使用される可能性があるからです。 断片化されたパ

ケットを許可する場合は、このオプションを使用して、そのようなパケットを許可するロール 
ポリシーを定義してください。

9. [IP] カテゴリを選択した場合は、次のオプションとともに [Protocol] フィールドが表示されます。

 – [CUSTOM]：Protocol ドロップダウン メニューに表示されているプロトコル以外のプロトコ

ル番号を指定する場合は、このオプションを選択します。

 – [TCP (6)]：TCP の場合に選択します。 TCP の設定には、HTTP、HTTPS、Telnet が含まれま

す。

 – [UDP（17）]：通常、ブロードキャスト メッセージに使用される UDP を設定する場合に選択

します。

 – [ICMP（1）]：Internet Control Message Protocol（ICMP）の場合に選択します。ICMP を選

択する場合は、ドロップダウン メニューから Type も選択してください。

 – [ESP（50）]：主として VPN トンネルを構築する目的で IP パケット データの暗号化に使用さ

れる IPSec サブプロトコル、Encapsulated Security Payload（ESP）を設定する場合に選択し

ます。

 – [AH（51）]：IP ヘッダーおよびパケットの認証を保証するために暗号チェックサムの計算に

使用される IPSec サブプロトコル、Authentication Header（AH）を設定する場合に選択しま

す。

10. [Untrusted (IP/Mask:Port)]フィールドで、そのポリシーを適用する非信頼ネットワークの IP アド

レスとサブネット マスクを指定します。[IP/Mask:Port] フィールドのアスタリスクは、そのポリ

シーがあらゆるアドレス /アプリケーションに適用されることを意味しています。 

[Protocol] で [TCP] または [UDP] を選択した場合は、[Port] テキスト フィールドに、そのアプリ

ケーションの TCP/UDP ポート番号も入力してください。

（注） TCP/UDP ポートの設定に、個々のポート、ポート範囲、ポートとポート範囲の組み、または

ワイルドカードを指定できます。たとえば、「*」、「21, 1024-1100」、「1024-65535」という形

でポート値を指定し、1 つのポリシーで複数のポートをカバーできます。TCP/UDP ポート番

号に関する詳細は、http://www.iana.org/assignments/port-numbers を参照してください。

11. [Trusted (IP/Mask:Port)]フィールドで、そのポリシーを適用する信頼ネットワークの IP アドレス

とサブネット マスクを指定します。[IP/Mask:Port] フィールドのアスタリスクは、そのポリシーが

あらゆるアドレス /アプリケーションに適用されることを意味しています。[Protocol] で [TCP] ま
たは [UDP] を選択した場合は、[Port] テキスト フィールドに、そのアプリケーションの TCP/UDP 
ポート番号も入力してください。

（注） ポリシー リストを表示する際に選択したトラフィックの方向（[Untrusted] -> [Trusted] または 
[Trusted] -> [Untrusted]）によって、[Add Policy] フォームを開いたときの送信元と宛先が設定されま

す。

 • 表示される 初の IP/Mask/Port エントリは送信元です。

 • 表示される 2 番目の IP/Mask/Port エントリは宛先です。

12.（任意）[Description] フィールドにそのポリシーの説明を入力します。

13. 完了したら、[Add Policy] をクリックします。ポリシーを変更した場合は、[Update Policy] ボタン

をクリックします。
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IP ベースのポリシーの編集

1. [User Management] > [User Roles] > [Traffic Control] > [IP] の順番に進みます。

2. 変更するロール ポリシーの [Edit] ボタンをクリックします（図 9-4）。

図 9-4 IP ポリシーの編集

3. そのロール ポリシーの [Edit Policy] フォームが表示されます（図 9-5）。

図 9-5 IP ポリシー編集用のフォーム 

4. 目的に応じてプロパティを変更します。

（注） TCP/UDP ポート用に「*」、「21, 1024-1100」、または「1024-65535」のように、個々のポー

ト、ポート範囲、ポートとポート範囲の組み合せ、またはワイルドカードを指定できます。

TCP/UDP ポートに関する詳細は、http://www.iana.org/assignments/port-numbers を参照して

ください。
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5. 完了したら、[Update Policy] をクリックします。

[Edit] フォームから直接、ポリシー プライオリティを変更することはできません。[Priority] の値を変

更する場合は、IP ポリシー リスト ページの [Move] カラムで、そのポリシーの上または下の矢印をク

リックします。

ホストベースのグローバル トラフィック ポリシーの追加
Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent の [Update] または [Clean Update] が CAM から実行され

ると、Unauthenticated、Temporary、Quarantine のロールのデフォルト ホスト ポリシーが自動的に取

得され、アップデートされます（アップデートに関する詳細は、「アップデートの取得」（P.10-12）を

参照してください）。

ホストに複数の IP アドレスまたはダイナミック IP アドレスがある場合は、ホスト名またはドメイン名

でロールのカスタム DNS ホストベース ポリシーを設定することが可能です。ユーザ ロールごとに 
DNS アドレスを設定できるので、クライアントが Clean Access Agent の条件を満たしていない場合や

ネットワーク スキャンで脆弱性が発見された場合に、システムの修正を目的として Windows やウイル

ス対策ソフトの更新サイトへクライアントがアクセスするのを許可できます。ホストペースのポリシー

を使用する場合は、まず、そのユーザ ロールの信頼 DNS サーバを追加しなければなりません。

（注） • ソフトウェアのアップグレード後、デフォルトの設定では、新しいデフォルト ホストベース ポリ

シーはディセーブルになりますが、既存のホストベース ポリシーのイネーブル /ディセーブル設定

は以前のまま変更されません。

 • Clean Update を実行すると、既存のすべてのデフォルト ホストベース ポリシーが削除され、新し

い デフォルト ホストベース ポリシーがディセーブルのデフォルト設定のまま追加されます。

ここでは、次の項目について説明します。

 • 「ロール別の信頼 DNS サーバの追加」（P.9-9）

 • 「デフォルト許可ホストのイネーブル設定」（P.9-10）

 • 「許可ホストの追加」（P.9-11）

 • 「プロキシ サーバとホスト ポリシー」（P.9-13）

ロール別の信頼 DNS サーバの追加

あるロールのホストベース トラフィック ポリシーをイネーブルにするには、そのロールの信頼 DNS 
サーバを追加する必要があります。

1. [User Management] > [User Roles] > [Traffic Control] に進み、[Host] リンクをクリックします。

2. 信頼 DNS サーバを追加するロールを選択します。

3. [Trusted DNS Server] フィールドに IP アドレスを入力します。あるいは、すべての DNS サーバを

指定する場合は、アスタリスク 「*」を入力します。
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図 9-6 信頼 DNS サーバの追加 

4. （任意）[Description] フィールドにそのポリシー DNS サーバの説明を入力します。

5. [Enable] チェックボックスがすでに選択されているはずです。

6. [Add] をクリックします。新しいポリシーが [Trusted DNS Server] カラムに表示されます。

（注） • 信頼 DNS サーバが [Host] フォームに追加されると、そのサーバへの DNS/UDP トラフィックを許

可する IP ベースのポリシーが自動的にそのロールに追加されます（[IP] フォーム）。

 • 特定の DNS サーバを追加してから、そのロールにあらゆる（「*」）DNS サーバを追加すると、前

に追加したサーバはすべての DNS サーバを許可する全体ポリシーのサブセットになり、表示され

なくなります。後で、あらゆる（「*」）DNS サーバのポリシーを削除すると、以前に許可した特定

の信頼 DNS サーバが再び表示されるようになります。

デフォルト許可ホストのイネーブル設定

Cisco NAC アプライアンスには、Unauthenticated、Temporary、および Quarantine のロール用のデ

フォルト ホスト ポリシーがあります。デフォルト ホスト ポリシーは出荷当初システムに設定されてい

ますが、Clean Access の [Update] または [Clean Update] を実行することにより、動的に更新されま

す。新たに追加されたデフォルト ホスト ポリシーは、デフォルトではディセーブルに設定されるため、

[User Management] > [User Roles] > [Traffic Control] > [Hosts] で、各ロールに対してイネーブルに設

定する必要があります。

ユーザ ロール用にデフォルト ホスト ポリシーをイネーブル設定

ステップ 1 [Device Management] > [Clean Access] > [Updates] の順番に進みます（P.10-13 の図 10-6 を参照）。

ステップ 2 [Update] をクリックするか、Clean Access のアップデートに伴う 新のデフォルト ホスト ポリシーが

取得されます。デフォルト ホスト ポリシーをアップデートしても、既存のデフォルト ホスト ポリシー

のユーザ定義設定は上書きされません。

ステップ 3 [User Management] > [User Roles] > [Traffic Control] > [Host] の順番に進みます （P.9-11 の図 9-7を

参照）。

ステップ 4 デフォルト ホスト ポリシーをイネーブルにするロール（Unauthenticated、Temporary、または 
Quarantine）をドロップダウン メニューから選択し、[Select] を選択します。

ステップ 5 そのロールに許可する各デフォルト ホスト ポリシーの [Enable] チェックボックスをクリックします。
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ホストベースのグローバル トラフィック ポリシーの追加  
ステップ 6 信頼 DNS サーバが追加されていることを確認します（「ロール別の信頼 DNS サーバの追加」（P.9-9）
を参照）。

ステップ 7 その他のカスタム ホストをロールに追加する場合は、「許可ホストの追加」（P.9-11）の手順で行いま

す。

（注） 更新の設定に関する詳細は、「アップデートの取得」（P.10-12）を参照してください。

許可ホストの追加

許可ホスト フォームを使用すると、デフォルト ロール用のデフォルト ホスト ポリシーに他の更新サイ

トを追加したり、任意のユーザ ロール用にカスタム ホストベース トラフィック ポリシーを作成するこ

とができます。

1. [User Management] > [User Roles] > [Traffic Control] に進み、[Host] リンクをクリックします。

図 9-7 許可ホストの追加 

2. DNS ホストを追加するロールを選択します。

3. [Allowed Host] フィールドにホスト名を入力します（「allowedhost.com」など）。

4. [Match] ドロップダウン メニューで、ホスト名の照合に使用する演算子（[equals]、[ends]、
[begins]、または [contains]）を選択します。

5. [Description] フィールドに、そのホストの説明を入力します（「Allowed Update Host」など）。

6. [Enable] チェックボックスがすでに選択されているはずです。
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ホストベースのグローバル トラフィック ポリシーの追加
7. [Add] をクリックします。新しいポリシーが [Add] フィールドの上に表示されます。

（注） ロールのホストベース トラフィック ポリシーをイネーブルにするには、そのロールに信頼 DNS サー

バを追加する必要があります。

DNS ホストに使用される IP アドレスの表示

クライアントがシステムを更新するためにホストに接続するときに、その DNS ホストに使用される IP 
アドレスを表示することができます。このような IP アドレスは、Clean Access Server 管理ページに 
CAS 別に表示されることに注意してください。

1. [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Filter] > [Roles] > [Allowed 
Hosts] の順番に進みます。

2. すべてのロールでアクセスされる DNS ホストのすべての IP アドレスを表示するには、このページ

の上部に表示されている [View Current IP addresses for All Roles] をクリックします。

3. 特定のロールのクライアントがアクセスする DNS ホストの IP アドレスを表示する場合は、該当す

るロールの横にある [View Current IP addresses] リンクをクリックします。

4. アクセスされる各 IP アドレスの [IP Address]、[Host Name]、および [Expire Time] が表示されま

す。[Expire Time] には、DNS reply TTL に基づく値が表示されます。その DNS ホストの IP アド

レスは、[Expire Time] の値に到達すると無効になります。

図 9-8 すべてのロールの現在の IP アドレスの表示
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グローバル レイヤ 2 イーサネット トラフィック ポリシーの追加     
ヒント ホストベースのポリシー アクセスに問題が生じた場合は、テスト用のクライアント マシンのコマンド 
プロンプトから ipconfig /flushdns を実行してみてください。Cisco NAC アプライアンスは、該当

する IP アドレスを許可リストに入れる前に DNS 応答を必要とします。

プロキシ サーバとホスト ポリシー

CAS で指定されたプロキシ サーバが使用される場合、ユーザ（たとえば、要件を満たす必要のある 
Temporary ユーザまたは Quarantine ユーザ）がロールでイネーブルにされているホスト サイトにだけ

アクセスできるようにできます。

プロキシ設定は CAS 管理ページを使用して CAS で設定されたローカル ポリシーであり、この機能を

イネーブルにするには次のページを設定する必要があることに注意してください。

 • [Device Management] > [Clean Access Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [Proxy]

 • [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Filter] > [Roles] > [Allowed 
Hosts] （[Parse Proxy Traffic] オプションがイネーブルに設定されている必要があります） 

詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration Guide, 
Release 4.5(1)』を参照してください。

また、「プロキシの設定」（P.6-3）も参照してください。

グローバル レイヤ 2 イーサネット トラフィック ポリシーの
追加

（注） レイヤ 2 イーサネット トラフィック制御は、レイヤ 2 イーサネット制御が CAS 設定ページでイネーブ

ルになっているバーチャル ゲートウェイ モードで動作する Clean Access Server にだけ適用されます。

システム内にすでに存在しているすべてのデフォルト ロール（Unauthenticated、Temporary、
Quarantine）のトラフィック ポリシーを設定することができます。通常のログイン ユーザ ロールを作

成してから、トラフィック ポリシーを設定する必要があります（第 7 章「ユーザ管理：ユーザ ロール

とローカル ユーザの設定」を参照）。

1. [User Management] > [User Roles] > [Traffic Control] > [Ethernet] の順番に進みます。全ロールの

レイヤ 2 イーサネット トラフィック制御ポリシーのリストが表示されます（図 9-2）。
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帯域利用の制御
図 9-9 レイヤ 2 イーサネット トラフィック制御ポリシー

2. [Action] ドロップダウン メニューで [Allow] または [Block] を選択します。

3. [Protocol] ドロップダウン メニューで許可またはブロックするレイヤ 2 イーサネット トラフィッ

クのタイプを指定します。

（注） すべてのレイヤ 2 トラフィックを許可する場合を除いて、「IBM Systems Network Architecture 
（SNA）」プロトコルだけが CCA で利用できます。追加のプリセット オプションについては、

Clean Access Manager の Cisco Clean Access アップデート サービスを通じて今後のリリース

で利用可能になる予定です。

4. [Enable] をクリックします。

5. [Add] をクリックします。

トラフィック制御ポリシーの「追加」後、CAM は、[Protocol] ドロップダウン メニューで指定したオ

プションの説明を使用して、エントリの Description カラムを自動的に入力します。

帯域利用の制御
Cisco NAC アプライアンスを使用すると、ユーザが使用できるネットワーク帯域幅をロール別に制御

できます。CAM のグローバル フォームを使用すれば必要に応じてシステム ユーザ ロールに帯域管理

を設定できますし、またローカル フォームを使用すれば、一部の Clean Access Server だけに帯域管理

を設定することも可能です。ただし、この機能を使用するためには、まず CAS でこのオプションがイ

ネーブルに設定されている必要があります。さらに、個々のロールまたはロール全体の各ユーザに対す

る帯域制限も指定できます。
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帯域利用の制御
たとえば、1 つの CAM で 2 つの CAS を管理している場合、すべてのロールを指定することも、必要

に応じて一部のロール（Guest ロール、Quarantine ロール、Temporary ロールなど）に帯域幅管理を設

定することもできます。帯域幅が重要なのは、CAS1 が配置されているネットワーク セグメントだけ

であり、CAS2 が配置されているネットワーク セグメントでは帯域幅を重要視する必要がないのであ

れば、CAS1 では帯域管理を有効にし、CAS2 では有効にしないといった設定方法も可能です。

また、バースト時に、帯域制限からのわずかな逸脱を許可することもできます。これによって、ユーザ

によるコンテンツのストリーミングや大きなファイルの転送は帯域制限の対象としながら、断続的に帯

域リソースを必要とするユーザ（たとえば、ページのダウンロードや閲覧時）に対応することができま

す。

デフォルトでは、ロールの帯域ポリシーは無制限になります（アップストリーム トラフィックとダウ

ンストリーム トラフィックの両方とも 1 に指定）。

ロールの帯域幅の設定 
1. まず、[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Filter] > [Roles] > 

[Bandwidth] に進み、その CAS で帯域管理をイネーブルにします。

2. [Enable Bandwidth Management] を選択し、[Update] をクリックします。

（注） ローカル帯域幅の管理の詳細は、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and 
Administration Guide,Relase 4.5(1)』 を参照してください。

3. [User Management] > [User Roles] > [Bandwidth] から、帯域幅の制限を設定するロールの横にあ

る [Edit] ボタンをクリックします。次の図のように、[Bandwidth] フォームが表示されます。

図 9-10 User ロール用の Bandwidth フォーム 

（注） あるいは、[User Management] > [User Roles] > [List of Roles] に進み、該当ロールの横の [BW] ボタ

ンをクリックする方法でも設定できます。
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ユーザ セッション タイムアウトおよびハートビート タイムアウトの設定
4. [Upstream Bandwidth および Downstream Bandwidth] に、[Upstream Bandwidth] と [Downstream 
Bandwidth] の 大帯域幅をキロビット /秒単位で設定します。アップストリーム トラフィックは、

非信頼ネットワークから信頼ネットワークへのトラフィックです。ダウンストリーム トラフィッ

クは、信頼ネットワークから非信頼ネットワークへのトラフィックです。

5. [Burstable Traffic] に、帯域制限からのわずかな（1 秒）逸脱を許可するレベルとして、2 ～ 10 の
値を入力します。[Burstable Traffic] にレベル 1 を設定すると、バースト トラフィックをディセー

ブルにする効果があります。

[Burstable Traffic] フィールドは、バケットの「容量」を判断するために使用されるトラフィック 
バースト係数です。たとえば、帯域幅が 100 Kbps で、[Burstable Traffic] フィールドが 2 の場合、

そのバケットの容量は 100Kb*2=200Kb です。あるユーザが一定時間に 1 つもパケットを送信しな

かった場合、そのユーザのバケットには 大で 200 Kb のトークンが入ります。そのユーザがパ

ケットを送信する必要が生じた場合、そのユーザはすぐに 200 Kb のパケットを送信できます。そ

の後、そのユーザが追加パケットを送信する場合は、100 Kbps のレートでトークンが来るのを待

たなければなりません。これは、平均レートが 100 Kbps で、ピーク レートは約 200 Kbps である

と考えることもできます。つまり、これは、Web ブラウズのようなバースト アプリケーションの

使用に対応することを目的とした機能なのです。

6. [Shared Mode] フィールドで、次のいずれかを選択します。

 – [All users share the specified bandwidth]：この設定値は、そのロールのすべてのユーザに適用

されます。この場合、設定された値が使用可能な総帯域幅になります。したがって、あるユー

ザが使用可能な帯域幅の 80 ％を占有した場合、そのロールの他のユーザは残りの 20 ％の帯域

幅しか使用できません。

 – [Each user owns the specified bandwidth]：この設定値は、各ユーザに適用されます。使用中

の総帯域幅は、そのロールのオンライン ユーザの数の増減によって変化しますが、各ユーザ

の帯域幅は同じです。

7. （任意）[Description] にその帯域設定値の説明を入力します。

8. 完了したら、[Save] をクリックします。

この帯域設定は、該当ロールに適用され、[Bandwidth] タブに表示されます。

（注） 帯域幅の管理がイネーブルになっている場合、ロールを指定せずにデバイス フィルタを通じて許可さ

れたデバイスには、Unauthenticated ロールの帯域幅が使用されます。詳細については、「デバイスおよ

びサブネットのグローバル フィルタリング」（P.3-10）を参照してください。

ユーザ セッション タイムアウトおよびハートビート タイム
アウトの設定

タイムアウト プロパティは、設定時間経過後にユーザ セッションを終了させることにより、ネット

ワーク セキュリティを強化します。自動ユーザ タイムアウトの主なメカニズムは次の 3 つです。

 • セッション タイマー

 • ハートビート タイマー

 • 証明済みデバイス タイマー（「証明済みデバイス タイマーの設定」（P.10-35）を参照）

ここでは、セッション タイマーとハートビート タイマーについて説明します。
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ユーザ セッション タイムアウトおよびハートビート タイムアウトの設定   
セッション タイマー 
セッション タイマーは、ユーザ ロール固有の絶対的なタイマーです。あるロールにセッション タイ

マーが設定されると、そのロールに属すユーザのセッションは、セッション タイマーに設定された時

間だけしか持続できません。たとえば、ユーザ A が 1:00pm にログインし、ユーザ B が 1:30pm にログ

インし、両者ともセッション タイマーが 2 時間に設定されている Test ロールに属している場合、ユー

ザ A は 3:00pm に、ユーザ B は 3:30pm にログアウトされます。セッション タイムアウトが設定され

ていると、接続状態やアクティビティに関係なく、ユーザのセッションは終了します。

ハートビート タイマー 
ハートビート タイマーでは、Clean Access Server からの ARP クエリに応答しない場合、ユーザが何分

後にネットワークからログオフされるかを設定します。この機能によって、CAS は、ネットワークか

らログオフせずにネットワークから去った（マシンのシャットダウンやサスペンドによって）ユーザを

検出し、切断できます。ハートビート タイマーは、ローカル認証か外部認証かに関係なく、すべての

ユーザに適用される点に注意してください。

接続の確認は、ping ではなく、ARP クエリで実行されます。これによって、ICMP トラフィックがブ

ロックされていても、ハートビート チェックは機能します。CAS には、その非信頼側の ARP テーブ

ルが維持されており、そのテーブルには、CAS が非信頼側で認識した、またはクエリを送信したすべ

てのマシンが含まれています。特定のマシンからのパケットが検出されないと、通常の ART キャッ

シュ タイムアウトを通じて、そのマシンの ARP エントリはタイムアウトになります。パケットが検出

されれば、そのマシンのエントリには、fresh のマークが付きます。CAS の ARP キャッシュに完全に

解決されたエントリがなく、ハートビート タイマーの設定時間のあいだ ARP に応答しないマシンは、

ネットワーク上には存在しないと見なされ、そのマシンのセッションは終了します。

インバンド（L2）セッション

インバンド構成の場合、ユーザ セッションはクライアントの MAC アドレスと IP アドレスに基づいて

確立され、次のいずれかが発生するまで持続します。

 • Web ユーザ ログアウト ページまたは Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent ログアウト オプ

ションを通じてユーザがネットワークからログアウトした場合 

 • 管理者がそのユーザを手動でネットワークから削除した場合

 • そのユーザ ロールのセッション タイマーの設定に従ってセッション タイムアウトが発生した場合

 • CAS がハートビート タイマーを使用して、そのユーザが接続されていないと判断し、CAM がそ

のセッションを終了した場合 

 • Certified Device リストが消去され（自動または手動で）、そのユーザがネットワークから削除され

た場合

OOB（L2）およびマルチホップ（L3）のセッション

セッション タイマーは、マルチホップ L3 インバンド配置の場合も、L2（インバンドまたはアウトオ

ブバンド）配置の場合と同様に機能します。

L3 配置の場合、ユーザ セッションは MAC アドレスではなく、固有の IP アドレスに基づいて確立され

ます。

ハートビート タイマーは、L2 配置に加えて L3 配置の非アクティブ /アイドル タイマーとして動作し

ます。L3 配置の場合、タイマーでのハートビートは次のケースで説明されているように動作します。
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ユーザ セッション タイムアウトおよびハートビート タイムアウトの設定
 • ルータがプロキシ ARP を実行しない L3 配置

Clean Access Server でハートビート タイマーが設定された期間ユーザからのパケットが検出され

ない場合、ユーザはログアウトされます。ユーザのマシンがネットワークに接続されていても 
CAS に到達するネットワーク上で 1 つもパケットを送信していない場合、ログアウトされます。

ユーザがアクティブになっていない場合でも、現在のシステムは多くのパケットを送信するので

（チャット プログラム、Windows アップデート、AV ソフトウェア、Web ページの広告など）、こ

のようなことは滅多にありません。

 • ルータ /VPN コンセントレータがネットワーク上の IP アドレスのプロキシ ARP を実行している 
L3 配置

このシナリオでは、デバイスがネットワークに接続されている場合、ルータはデバイスの IP アド

レスのプロキシ ARP を実行します。そうでない場合、デバイスがネットワークに接続されていな

いと、ルータはプロキシ ARP を実行しません。一般的に、VPN コンセントレータだけがこのよう

に動作します。この場合、Clean Access Server サーバでパケットが検出されないと、CAM/CAS 
がユーザの ARP を実行しようとします。プロキシ ARP のためルータが CAS に応答すると、

CAM/CAS はユーザをログアウトしません。そうでない場合、デバイスがネットワーク上になく

なったためにルータが CAS に応答しないと、CAM/CAS はユーザをログアウトします。

 • ルータ /VPN コンセントレータがサブネット全体のプロキシ ARP を実行している L3 配置

このシナリオでは、個別デバイスの接続の有無に関係なくルータ /VPN コンセントレータはプロキ

シ ARP を実行します。この場合、ハートビート タイマーの動作は変更されず、CAM/CAS はユー

ザをログアウトしません。

（注） • ハートビート タイマーはアウトオブバンド ユーザには適用されません。

 • マルチホップ L3 VPN コンセントレータ統合構成で SSO（シングルサインオン）機能が設定され

ている場合、CAS でユーザのセッションがタイムアウトになっても、そのユーザがまだ VPN コン

セントレータにログインしたままであれば、SSO によってそのユーザはユーザ名 /パスワードを指

定せずに CAS にログバックできます。

セッション タイマーとハートビート タイマーの相互作用

 • セッション タイマーがゼロに設定されていて、ハートビート タイマーが設定されていない場合、

ユーザは Online Users リストから削除されず、再ログインを要求されません。

 • セッション タイマーがゼロに設定されていて、ハートビート タイマーが設定されている場合は、

ハートビート タイマーが有効になります。

 • セッション タイマーがゼロ以外に設定されていて、ハートビート タイマーが設定されていない場

合は、セッション タイマーが有効になります。

 • 両方のタイマーが設定されている場合は、到達した 初のタイマーが 初にアクティブになりま

す。

 • ユーザがログアウトしてマシンをシャットダウンすると、そのユーザは Online Users リストから

削除され、再ログオンが必要となります。

 • DHCP リース時間がセッション タイムアウトより大幅に長い場合、DHCP リースは効果的に再利

用されません。

詳細については、「アクティブ ユーザの意味」（P.15-4）を参照してください。
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ユーザ セッション タイムアウトおよびハートビート タイムアウトの設定   
セッション タイマーの設定（ユーザ ロール単位）

1. [User Management] > [User Roles] > [Schedule] > [Session Timer] の順番に進みます。

図 9-11 セッション タイマー 

2. タイムアウト値を設定するロールの横にある [Edit] ボタンをクリックします。

3. [Session Timeout] チェックボックスをオンにし、分単位で時間を入力します。設定した時間後に

ユーザ セッションはタイムアウトになります。タイムアウト クロックは、ユーザのアクティビ

ティには関係なく、ユーザのログオン時に開始されます。セッション期限の経過後もネットワーク

の使用を続けるユーザは、ネットワークに再度ログインしなければなりません。

4. （任意）[Description] フィールドに、そのセッション時間制限の説明を入力します。

5. 完了したら、[Update] をクリックします。

ハートビート タイマー（ユーザ非アクティブ タイムアウト）の設定

1. [Schedule] タブで、[Heartbeat Timer] フォームを開きます。

図 9-12 ハートビート タイマー

2. [Enable Heartbeat Timer] チェックボックスをクリックします。

3. [Log Out Disconnected Users After] フィールドに、分単位で時間を設定します。接続試行によって

到達できないユーザは、この時間が経過すると、ネットワークからログオフされます。

4. [Update] をクリックして設定値を保存します。
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Agent Temporary および Quarantine ロールのポリシーの設定
ネットワークからログオフされても、Certified Devices List からそのユーザが削除されるわけではあり

ません。ただし、Certified Devices List から削除されたユーザは、ネットワークからもログオフされま

す。管理者は、ユーザを個別にネットワークから排除することも、一度にすべてのユーザのセッション

を終了させることもできます。詳細については、「Certified Devices List」（P.10-9）および「オンライ

ン ユーザ リスト」（P.15-3）を参照してください。

（注） Clean Access セッションベースの接続設定に基づいてクライアント マシンがシャットダウンされた場

合、Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agentは CAS にログアウト要求を送信しません。

Agent Temporary および Quarantine ロールのポリシーの
設定

ここでは、次の場合に必要な一般的なトラフィック ポリシーおよびセッション タイムアウトの設定に

ついて説明します。

 • 「Agent Temporary ロールの設定」（P.9-20）

 • 「ネットワーク スキャン Quarantine ロールの設定」（P.9-22）

詳細については、第 10 章「Clean Access の設定概要」を参照してください。

Agent Temporary ロールの設定 
システム チェックで不合格となったユーザは、Agent Temporary ロールに指定されます。このロール

の目的は、Agent 要件に適合するために必要なリソースだけに、ユーザ アクセスを制限することです。

Quarantine ロールとは異なり、システムには 1 つの Agent Temporary ロール（Agent Temp ロール）だ

けを設定できます。このロールは全面的に変更することが可能であり、必要なインストレーション 
ファイルへのユーザ アクセスを許可するトラフィック制御ポリシーをすべてこのロールに集めること

を目的としています。Temporary ロールが削除された場合、デフォルトの設定では Unauthenticated 
ロールが使用されます。Temporary ロールに使用されるロール名は（Agent のバージョンとともに）、

[Device Management] > [Clean Access> Clean Access Agent] > [Distribution] に表示されます。

Temporary ロールには、セッション タイムアウトとトラフィック ポリシーの両方を設定する必要があ

ります。Temporary ロールのデフォルト セッション タイムアウトは 4 分ですが、この値は、後述の方

法で変更できます。Temporary および Quarantine のロールには、非信頼側から信頼側へのすべてのト

ラフィックをブロックするというトラフィック制御ポリシーがデフォルトで設定されています。重要な

のは、ユーザがログインを試行する Normal Login ロールに必要条件（必要なパッケージ）を関連付け

る場合、クライアントは Temporary ロールの間にその条件を満たさなければならないという点です。

したがって、クライアントがダウンロード サイトで、必要なすべてのソフトウェア インストール ファ

イルにアクセスできるように、Temporary ロールにトラフィック制御ポリシーを追加する必要がありま

す。

第 12 章「エージェント要件の設定」に、Agent 要件の詳細が説明してあります。また、「ユーザ ロー

ルのタイプ」（P.7-2）も参照してください。

Temporary ロールのセッション タイムアウトの設定

1. [User Management] > [User Roles> Schedule] の順番に進みます。

2. [Session Timer] リストが表示されます。
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Agent Temporary および Quarantine ロールのポリシーの設定    
図 9-13 [Schedule] タブ

3. Temporary ロールの [Edit] ボタンをクリックします。

4. Temporary ロールの [Session Timer] フォームが表示されます（図 9-14）。

図 9-14 セッション タイマー - Temporary ロール 

5. [Session Timeout] チェックボックスをオンにします。

6. ユーザ セッションの持続時間を分単位で入力します（デフォルトは 4 分）。システムのパッチや設

定のために必要なファイルをユーザがダウンロードできるように適切な値を選択してください。

7. （任意）[Description] に、そのセッション タイムアウト条件の説明を入力します。

8. [Update]をクリックします。[Session Timer] リストに、Temporary ロールの新しい時間が表示さ

れます。

Temporary ロールのトラフィック制御ポリシーの設定

1. [User Management] > [User Roles] から、[Traffic Control] タブをクリックします。デフォルトで

は、[IP] トラフィック ポリシーのリストが表示されます。

2. ロールのドロップダウン メニューから [Temporary Role] を選択し、[Untrusted->Trusted] の方向

はそのままにして、[Select] をクリックします。これによって、Temporary ロールのすべての IP 
ポリシーが表示されます。
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Agent Temporary および Quarantine ロールのポリシーの設定
図 9-15 IP トラフィック ポリシー - Temporary ロール

3. IP ポリシーを設定する場合は、Temporary ロールの横の [Add Policy] リンクをクリックします。

たとえば、必要なソフトウェア インストール ファイルを（CAM にあるファイルのファイル配信要

件などを通じて）提供する場合は、非信頼側から信頼側への IP ベースのトラフィック ポリシーと

して、Temporary ロールに、CAM のポート 80（HTTP）（10.201.240.11 /255.255.255.255:80 な
ど）へのアクセスを許可するようなポリシーを設定します。ユーザが他の外部 Web ページやサー

バを使用してシステムを修正できるようにする場合は、それらの Web リソースへのアクセスを許

可するポリシーを設定します。[Add Policy] ページについての詳細は、「IP ベースのポリシーの追

加」（P.9-4）を参照してください。

4. ホストベースのポリシーを設定する場合は、[Traffic Control] タブの上部にある [Host] リンクをク

リックします。次の各項の説明に従って、インストール ファイルが置かれているサーバにアクセ

スできるように、ホストベースのトラフィック ポリシーを設定してください。

 – 「デフォルト許可ホストのイネーブル設定」（P.9-10）

 – 「許可ホストの追加」（P.9-11）

 – 「デフォルト ロール用のトラフィック ポリシーの追加」（P.9-28）

ネットワーク スキャン Quarantine ロールの設定

ネットワーク スキャンの設定に関する詳細は、第 14 章「ネットワーク スキャンの設定」を参照してく

ださい。

Clean Access は、クライアント システムに重大な脆弱性を発見すると、そのユーザを Quarantine ロー

ルに指定します。このロールは、マシンを修正するためにユーザに一時的なネットワーク アクセス権

を与えることを目的としたメカニズムです。脆弱なユーザの隔離は、任意設定の機能です。隔離の代わ

りに、ユーザのアクセスをブロックしたり、ユーザに警告を与える方法もあります。ユーザを隔離しな

い場合は、次の手順を飛ばして次に進んでください。
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Agent Temporary および Quarantine ロールのポリシーの設定    
Quarantine ロールの追加作成

システムには、あらかじめセッション タイムアウトが 4 分に設定され、トラフィック ポリシーの設定

だけを必要とするデフォルト Quarantine ロールが 1 つあります。複数の Quarantine ロールを使用する

場合は、次の手順に従って、追加の Quarantine ロールを作成してください。

1. [User Management] > [User Roles] > [New Role] の順番に進みます。

2. そのロールの [Role Name] と [Role Description] を入力します。Quarantine ロールを特定のログイ

ン ロールに関連付ける場合は、新しい名前として、そのログイン ロールと隔離タイプを表す名前

を付けると判別しやすくなります。たとえば、その Quarantine ロールを 「R1」というログイン 
ロールに関連付ける場合は、「R1-Quarantine」といった名前にします。

3. [Role Type] リストで、[Quarantine Role] を選択します。

4. 必要に応じて、ロールのその他の設定値を入力します。名前、説明、ロール タイプ以外のロール

設定値はデフォルトの値のままにしておいてもかまいません （詳細については、「新しいロールの

追加」（P.7-7）を参照してください）。

5. [Create Role] ボタンをクリックします。[List of Roles] タブにこのロールが表示されます。

Quarantine ロールのセッション タイムアウトの設定 
システムにはあらかじめ、セッション タイムアウトが 4 分に設定されたデフォルトの Quarantine ロー

ルが 1 つあります。ロールのセッション タイムアウトは、次の手順で設定します。

1. [User Management] > [User Roles] > [Schedule] > [Session Timer] の順番に進みます。

2. 該当する Quarantine ロールの横にある [Edit] ボタンをクリックします。

3. その Quarantine ロールの [Session Timer] フォームが表示されます。

図 9-16 セッション タイマー - Quaratine ロール

4. [Session Timeout] チェックボックスをクリックします。

5. ユーザ セッションの持続時間を分単位で入力します。ユーザがシステムを修正するために必要な

ファイルをダウンロードするのに十分な時間を選択します。

6. （任意）[Description] に、そのセッション タイムアウト条件の説明を入力します。

7. [Update] をクリックします。[List of Roles] タブのそのロールの横の [Session Timeout] カラムに

新しい値が表示されます。
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Agent Temporary および Quarantine ロールのポリシーの設定
これらのパラメータを比較的小さい値に設定すると、ネットワークをログアウトせずにコンピュータを

再起動したユーザを CAS が検出 /切断しやすくなります。ここに入力したセッション タイマーの値は、

スキャンや必要なソフトウェアのダウンロードをテストしたうえで、さらに適切な値に変更しなければ

ならない場合もあります。

（注） 接続チェックは ARP メッセージで実行されるので、トラフィック制御ポリシーによってクライアント

への ICMP トラフィックがブロックされていても、ハートビート チェックは機能します。

Quarantine ロールのトラフィック制御ポリシーの設定

1. [User Management] > [User Roles] > [List of Roles] から、そのロールの横にある [Policies] ボタン

をクリックします（または [Traffic Control] タブをクリックして、ドロップダウン メニューから 
Quarantine ロールを選択し、[Select] をクリックする方法もあります）。

2. ロールのドロップダウン メニューから [Quarantine Role] を選択し、[Untrusted->Trusted] の方向

はそのままにして、[Select] をクリックします。これによって、その Quarantine ロールのすべての 
IP ポリシーが表示されます。

3. [IP] ポリシーを設定する場合は、その Quarantine ロールの横の [Add Policy] リンクをクリックし

ます。

図 9-17 Add Policy - Quarantine ロール

4. 「IP ベースのポリシーの追加」（P.9-4）の手順に従って、各フィールドを設定します。

 – 必要なソフトウェア インストール ファイルを CAM から（ネットワーク スキャンの 
Vulnerabilities ページなどを通じて）提供する場合は、非信頼側から信頼側への IP ベースのト

ラフィック ポリシーとして、その Quarantine ロールに、CAM のポート 80（HTTP）
（10.201.240.11 /255.255.255.255:80 など）へのアクセスを許可するようなポリシーを設定し

ます。

 – ユーザが他の外部 Web ページやサーバを使用してシステムを修正できるようにする場合は、

それらの Web リソースへのアクセスを許可するポリシーを設定します。「デフォルト ロール用

のトラフィック ポリシーの追加」（P.9-28）も参照してください。

5. ホスト ポリシーを設定する場合は、[Traffic Control] タブの上部にあるその Quarantine ロールの 
[Host] リンクをクリックします。 次の各項の説明に従って、インストール ファイルが置かれている

サーバにアクセスできるように、ホストベースのトラフィック ポリシーを設定してください。
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トラフィック ポリシーの例 
 – 「デフォルト許可ホストのイネーブル設定」（P.9-10）

 – 「許可ホストの追加」（P.9-11）

 – 「デフォルト ロール用のトラフィック ポリシーの追加」（P.9-28）

Quarantine ロールを設定したら、その Quarantine ロールをユーザに適用できます。[General Setup] タ
ブの [Block/Quarantine users with vulnerabilities in role] オプションでユーザの Quarantine ロールとし

てそのロールを選択します。詳細については、「General Setup の概要」（P.10-19）を参照してくださ

い。

Quarantine ロールの設定が完了したら、「Clean Access Manager のリポジトリへの Nessus プラグイン

のロード」（P.14-3）の説明に従って、スキャン プラグインをロードします。

トラフィック ポリシーの例
ここでは、次の項目について説明します。

 • 「Windows ドメイン認証用の認証サーバ トラフィックの許可」（P.9-25）

 • 「ローカル サーバでの企業向け AV 更新用トラフィックの許可」（P.9-26）

 • 「ゲーム ポートの許可」（P.9-26）

 • 「デフォルト ロール用のトラフィック ポリシーの追加」（P.9-28）

Windows ドメイン認証用の認証サーバ トラフィックの許可

ネットワーク上のユーザが Cisco NAC アプライアンスで認証を受ける前に、Windows ドメインの認証

を受けることができるようにする場合は、次に示す 低限のポリシーによって、Unauthenticated ロー

ルのユーザが AD（NTLM）ログイン サーバにアクセスできるようにします。

Allow    TCP    *:*    Server/255.255.255.255: 88

Allow    UDP    *:*    Server/255.255.255.255: 88

Allow    TCP    *:*    Server/255.255.255.255: 389

Allow    UDP    *:*    Server/255.255.255.255: 389

Allow    TCP    *:*    Server/255.255.255.255: 445

Allow    UDP    *:*    Server/255.255.255.255: 445 

Allow    TCP    *:*    Server/255.255.255.255: 135

Allow    UDP    *:*    Server/255.255.255.255: 135

Allow    TCP    *:*    Server/255.255.255.255: 3268

Allow    UDP    *:*    Server/255.255.255.255: 3268

Allow    TCP    *:*    Server/255.255.255.255: 139

Allow    TCP    *:*    Server/255.255.255.255: 1025
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トラフィック ポリシーの例
ローカル サーバでの企業向け AV 更新用トラフィックの許可

Trend Micro OfficeScan などの企業向けアンチウイルス製品の定義の更新を許可するには、自動 AV 定
義更新用のローカル サーバへのアクセスを許可するように Tenporary ロールを設定する必要がありま

す。

Trend Micro OfficeScan の場合、Temporary ロール ポリシーは、AutoPccP.exe によるローカル サーバ

へのアクセスを許可する必要があります。Agent が Trend クライアントをローカルに呼び出し、次に 
Trend クライアントが（TrendMicro の設定に従って）（¥¥<trendserverip¥ofcscan¥Autopccp.exe にあ

る）共有ドライブまたは HTTP を通じて AutoPccP.exe ファイルを実行して AV パッチをダウンロード

します。

ゲーム ポートの許可

Microsoft Xbox Live などのゲーム サービスを許可する場合は、ゲーム ユーザ ロールを作成し、その

デバイスの MAC アドレスのフィルタを追加して（[Device Management] > [Filters] > [Devices] > 
[New]）、作成したゲーム ロールをそのデバイスに割り当てることをシスコでは推奨しています。この

ようにすれば、そのゲーム ロールのトラフィック ポリシーを作成し、ゲーム ポートのトラフィックを

許可できます。

Microsoft Xbox
次に示すのは、Microsoft Xbox ポートのアクセスを許可するポリシーの推奨例です。

 • Kerberos-Sec (UDP); Port 88; UDP; Send Receive

 • DNS Query (UDP); Port 53; Send 3074 over UDP/tcp

 • Game Server Port（TCP）：22042

 • Voice Chat Port（TCP/UDP）：22043 ～ 22050

 • Peer Ping Port（UDP）：

 • Peer Query Port（UDP）：

その他のゲーム ポート

表 9-1 に、その他のゲーム ポート（PlayStation など）へのアクセスを許可する推奨ポリシーをまとめ

ます。

表 9-1 その他のゲーム ポート用のトラフィック ポリシー 1 

プロトコル ポート プロトコル 
2300 ～ 2400 UDP
4000 TCP、UDP
4000 TCP、UDP
80 TCP
2300 UDP
6073 UDP

2302 ～ 2400 UDP
33334 UDP
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トラフィック ポリシーの例 
33335 TCP
6667 TCP
3783 TCP
27900 TCP
28900 TCP
29900 TCP
29901 TCP
27015 TCP

各クライアントに 2213 + 1（第 1 コンピュータは 
2213、第 2 コンピュータは 2214、第 3 コン

ピュータは 2215 など）

TCP

6073 TCP

2302 ～ 2400 UDP
27999 TCP
28000 TCP

28805 ～ 28808 TCP
9999 TCP
47624 TCP

2300 ～ 2400 TCP

2300 ～ 2400 UDP
6073 UDP

2302 ～ 2400 UDP
47624 TCP

2300 ～ 2400 TCP

2300 ～ 2400 UDP

5120 ～ 5300 UDP
6500 UDP
27900 UDP
28900 UDP
3782 TCP
3782 UDP
27910 TCP、UDP
6073 UDP

2302 ～ 2400 UDP
47624 TCP

2300 ～ 2400 TCP

2300 ～ 2400 UDP
4000 TCP
7777 TCP、UDP

表 9-1 その他のゲーム ポート用のトラフィック ポリシー 1 （続き）

プロトコル ポート プロトコル 
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トラフィック ポリシーの例
詳細は、次の項目を参照してください。

 • 「デバイス フィルタとゲーム ポート」（P.3-17）
 • http://www.cisco.com/warp/customer/707/ca-mgr-faq2.html#q16

 • 「新しいロールの追加」（P.7-7）

デフォルト ロール用のトラフィック ポリシーの追加 
次の説明に従って、デフォルト ロール（Unauthenticated、Temporary、Quarantine）に非信頼側から

信頼側へのトラフィック ポリシーを作成することにより、任意のリソースへのユーザ アクセスを許可

できます。

Unauthenticated ロール 
CAM または外部 URL 上のロゴやファイルを参照するように Web ログイン ページをカスタマイズする

場合は、Unauthenticated ロールに対して、CAM または外部サーバへの HTTP（ポート 80）アクセス

を許可するような IP ポリシーを作成します（「リソース ファイルのアップロード」（P.6-13）および

「右フレームのコンテンツの作成」（P.6-11）も参照してください）。

Agent Temporary ロール 
 • 企業向けアンチウイルス製品の定義アップデートを提供する場合、Clean Access Agent がライブ 

アップデートをトリガできるようにローカル アップデート サーバへのアクセスを許可します

（「ローカル サーバでの企業向け AV 更新用トラフィックの許可」（P.9-26）を参照）。

（注） Cisco NAC Web Agent は自動修正をサポートしていないので、これが適用されるのは 
Clean Access Agent だけです。

 • CAM から（File Distribution などを通じて）必要なソフトウェア パッケージを提供する場合は、

Temporary ロールに対して、CAM のポート 80（HTTP）へのアクセスを許可するような IP ポリ

シーを作成します。必ず、CAM へのアクセスだけを許可するような IP アドレス /サブネット マス

ク（10.201.240.11/255.255.255.255:80 など）を指定してください。

 • デフォルトのホスト ポリシーおよび信頼 DNS サーバをイネーブルにするか、または更新サイトへ

のユーザ アクセスを許可するような新しい許可ホスト ポリシーを作成します（「デフォルト許可ホ

ストのイネーブル設定」（P.9-10）を参照）。

 • Temporary ロールのユーザが外部 Web ページまたはサーバにアクセスできるようにするために、

任意のトラフィック ポリシーを追加し、設定します（たとえば、「Agent ユーザ用の Network 
Policy ページ（AUP）の設定」（P.11-8）を参照してください）。

4000 TCP

27015 ～ 27020 TCP
6667 TCP

28800 ～ 29000 TCP

1. http://www.us.playstation.com/support.aspx?id=installation/networkadaptor/415013907.html で提供されている
情報も参照してください。

表 9-1 その他のゲーム ポート用のトラフィック ポリシー 1 （続き）

プロトコル ポート プロトコル 
9-28
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16410-01-J

http://www.cisco.com/warp/customer/707/ca-mgr-faq2.html#q16


 

第 9 章      ユーザ管理：トラフィック制御、帯域幅、スケジュール

トラフィック ポリシーの例 
Quarantine ロール 
 • CAM から（ネットワーク スキャンの Vulnerabilities ページなどを通じて）必要なソフトウェア 

パッケージを提供する場合は、Quarantine ロールに対して、CAM のポート 80（HTTP）へのアク

セスを許可するような IP ポリシーを作成します。必ず、CAM へのアクセスだけを許可するような 
IP アドレス /サブネット マスク（10.201.240.11/255.255.255.255:80 など）を指定してください。

 • デフォルトのホスト ポリシーおよび信頼 DNS サーバをイネーブルにするか、または更新サイトへ

のユーザ アクセスを許可するような新しい許可ホスト ポリシーを作成します（「デフォルト許可ホ

ストのイネーブル設定」（P.9-10）を参照）。

 • Quarantine ロールのユーザが修復のために外部 Web ページまたはサーバにアクセスできるように

するために、任意のトラフィック ポリシーを追加し、設定します。

表 9-2 に、リソース、ロール、システム ロールのトラフィック ポリシーの例をまとめて示します。

詳細は、次の項目を参照してください。

表 9-2 各ロールの一般的なトラフィック ポリシー 

リソース ロール ポリシーの例（非信頼側から信頼側へ）

IP ベースのトラフィック ポリシー 
ログイン ページのロゴ /右側

のフレームのコンテンツ

（logo.jpg、file.htm）

Unauthenticated IP（CAM または外部サーバ上のファイル）:

TCP *.* <CAM_IP_address または 
external_server_IP_address> / 255.255.255.255: 
http（80）を許可ユーザ同意ページ

（UAP.htm）

アクセス ブロック後のリダイ

レクト URL（block.htm）（任

意）

ネットワーク ポリシー ペー

ジ（AUP.htm）

Temporary 

ファイル配布条件ファイル

（Setup.exe）
脆弱性レポート ファイル

（fixsteps.htm、stinger.exe）
Quarantine 

ホスト ベースのトラフィック ポリシー

信頼 DNS サーバのイネーブ

ル設定

ホスト ポリシー

を使用するすべ

てのロール

Trusted DNS Server: e.g. 63.93.96.20、または * 
（任意の DNS サーバ）

リンク配布条件（外部 Web 
サイト）

Temporary Default Host：windowsupdate.com、または 

Custom Host: database.clamav.net（同等）
脆弱性レポート（外部 Web 
サイトへのリンク）

Quarantine 

その他

その環境でのプロキシ サーバ プロキシを通じ

たアクセスを使

用するあらゆる

ロール

IP: <proxy_IP_address>/255.255.255.255:http(80)

Host: proxy-server.com (equals)

フル ネットワーク アクセス Normal Login 
ロール

Allow ALL TRAFFIC * /* 
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ホストベースのポリシーに関するトラブルシューティング
 • 「リソース ファイルのアップロード」（P.6-13）

 • 「右フレームのコンテンツの作成」（P.6-11）

 • 「ユーザ ページの概要」（P.10-27）は、Web コンソール内のユーザ ページ /設定位置のリストです。

 • 「File Distribution /Link Distribution / Local Check 要件の作成」（P.12-43）

 • 「脆弱性の処理の設定」（P.14-10）

図 9-18 ファイル配布条件用のトラフィック ポリシーの例（CAM 内のファイル）

ホストベースのポリシーに関するトラブルシューティング
ホストベースのポリシーの場合、トラフィックを許可するためには、CAS が DNS 応答を認識できなけ

ればなりません。ホストベースのポリシーに問題が生じた場合は、次の事項を確認してください。

 • 許可ホストがイネーブルに設定されていること。

 • 追跡する DNS サーバのリストに DNS サーバが正しく追加されていること（あらゆる DNS サーバ

を追跡する場合はアスタリスク（「*」）を追加することもできます）。

 • DNS サーバが CAS の信頼側インターフェイス上にあること。DNS サーバが CAS の非信頼側にあ

ると、CAS は DNS トラフィックを認識しません。

 • DNS 応答トラフィックが CAS を通過すること。たとえば、戻りトラフィック（つまり信頼側から

非信頼側へのトラフィック）の代替ルート（トラフィックが CAS を通じて送出されるのに CAS を
通じて戻らないようなルート）がないことを確認します。これは、Unauthenticated または 
Temporary ロールの信頼側から非信頼側への方向に、「Block ALL」ポリシーを追加することに

よってテストできます。このようなポリシーを追加しても DNS が成功するようなら、代替パスが

あると判断できます。

 • クライアントに表示されている DNS サーバが正しいこと。

 • そのクライアントのプロキシの設定値が正しいこと（プロキシの設定が必要な場合）。

 • [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Filters] > [Roles] > [Allowed 
Hosts] > [View Current IP Address List] で、ホストベースのポリシーで追跡されている現行の IP 
のリストを確認する。このリストが空の場合、ユーザにはセキュリティ メッセージが表示されま

す。
9-30
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16410-01-J



 

Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager イ
OL-16410-01-J
C H A P T E R 10

Clean Access の設定概要 

この章では、Cisco NAC アプライアンスの Clean Access の設定に関する基本事項を説明します。この

章の内容は次のとおりです。

 • 「Clean Access の概要」（P.10-1）

 • 「アップデートの取得」（P.10-12）

 • 「General Setup の概要」（P.10-19）

 • 「ユーザ ページの概要」（P.10-27）

 • 「証明済みデバイスの管理」（P.10-32）

ネットワーク スキャンの設定に関する詳細は、第 14 章「ネットワーク スキャンの設定」を参照してく

ださい。

エージェント要件に関する詳細は、第 12 章「エージェント要件の設定」を参照してください。

Clean Access の概要 
Clean Access の適合ポリシーによって、コンピュータ ウイルス、ワーム、およびその他の悪意ある

コードのネットワークへの脅威を軽減できます。Clean Access は、ネットワーク アクセス条件を強制

し、クライアント上にあるセキュリティの脅威や脆弱性を検出し、パッチやアンチウイルスおよびアン

チスパイウェア ソフトウェアを配布できる強力なツールです。このツールを使用すると、設定された

セキュリティ条件への不適合がある場合、アクセスのブロックやユーザの隔離を実行できます。これに

よって、危害を受ける前にウイルスやワームをネットワークのエッジで阻止します。

Clean Access はユーザがネットワークへのアクセスを試行すると、クライアント システムを評価しま

す。Clean Access のほとんどの機能は、ユーザ ロール別およびオペレーティング システム別に設定さ

れ、適用されます。そのため、ネットワークにアクセスするユーザやデバイスのタイプに応じて、

Clean Access を適切にカスタマイズすることができます。Clean Access には、クライアント システム

上の脆弱性を検出し、ユーザが脆弱性を修正したり必要なパッケージをインストールしたりできるよう

にする方法が 3 つあります。

 • [Clean Access Agent]：ローカル マシンに、エージェントベースのポスチャ評価と修復を提供しま

す。ユーザは Clean Access Agent をダウンロードしてインストールする必要があります。これに

よって、ホスト レジストリの表示、プロセス検査、アプリケーション検査、サービス検査が可能

となります。このエージェントを使用すると、ユーザがシステムを修正できるように、AV/AS 定
義の更新、Clean Access Manager にアップロードされたファイルの配布、または Web サイトへの

リンクの配布を実行できます。

 • [Cisco NAC Web Agent]：Clean Access Agent と同様に、この Windows クライアント マシン用の

一時的な Web Agent は、ローカル マシン用のエージェントベースのポスチャ評価と修正を提供し、

ホスト レジストリの表示、プロセス検査、アプリケーション検査、およびサービス検査を可能に
10-1
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Clean Access の概要
します。ただし、Clean Access Agent と異なるのは、Cisco NAC Web Agent は「永続性」のない

エンティティであるため、単一ユーザ セッションを提供する間だけクライアント マシンに存在す

るということです。エージェント アプリケーションをダウンロードしてインストールする代わり

に、ユーザがブラウザ ウィンドウを開くと、NAC アプライアンスの Web ログイン ページにログ

インします。クライアント マシン上で 自己解凍型のエージェント スタブ インストーラを開始する

方法について、Cisco NAC Web Agent、ActiveX コントロール、または Java アプレットのいずれ

かを選択して起動し、Web Agent ファイルをクライアントの一時ディレクトリにインストールしま

す。インストールが完了すると、Cisco NAC Web Agent はポスチャ評価を実行し、システムをス

キャンしてネットワーク セキュリティの適合を確認します。また、適合ステータスを NAC アプラ

イアンス システムにレポートします。Cisco NAC Web Agent では、Clean Access Agent と同じ修

復機能を実行しません。Web Agent を使用する場合、ネットワーク セキュリティに適合させるよ

うにするには、ユーザがクライアント マシンを手動で修復する必要があります。

 • [Network Scanner]：ネットワークベースの脆弱性評価と Web ベースの修復を提供します。これ

は、ローカル Clean Access Server 内のネットワーク スキャナであり、実際のネットワーク スキャ

ンや、特定のホストに多いよく知られたポート脆弱性のチェックを実行します。脆弱性が発見され

ると、Clean Access Manager に設定されている Web ページがユーザに表示され、Web サイトへの

リンクまたはシステムの修正方法に関する情報が提示されます。

ご使用のネットワークでは、Clean Access を以下の方法で使用できます。

 • Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent だけ

 • ネットワーク スキャンだけ

 • エージェントとネットワーク スキャン

Clean Access Agent のダウンロード 

図 10-1 は、管理者がユーザのロールおよび OS に対して Clean Access Agent の使用を要求した場合

に、Clean Access Agent の初回のダウンロードおよびインストールがどのように進行するかを示してい

ます。

図 10-1 Clean Access Agent のダウンロード 

Clean Access Agent ソフトウェアは、Clean Access Manager ソフトウェアに、その一部として必ず含

まれています。CAM をインストールすれば、Clean Access Agent の「セットアップ インストール」

ファイルと「パッチ アップグレード」ファイルがインストールされ、自動的に CAM から CAS へ発行

されます。 クライアントにエージェントを配布するのは、ただ CAM Web コンソールで該当するユーザ 
ロール /オペレーティング システムに対して Clean Access Agent を使用するように要求するだけです。

エージェントのダウンロードとインストールが完了すると、CAM に設定した Clean Access Agent の条

件に従って、エージェントがクライアント上で検査を実行します。

ユーザは、ネットワークにログインするために Web ブラウザを開くことによって、初回の Clean 
Access Agent のダウンロードとインストールを行うことができます。ユーザのログイン証明書から、

エージェントを必要とするロールにそのユーザが関連付けられると、そのユーザは Clean Access Agent 
ダウンロード ページにリダイレクトされます。Clean Access Agent のダウンロードとインストール後
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すぐに、ユーザはエージェントの ダイアログを使用してネットワークにログインするよう促され、

エージェント条件と Nessus プラグイン脆弱性（イネーブルの場合）のスキャンを受けます。ユーザの

ロールおよびオペレーティング システムに設定されている条件を満たし、スキャンに合格すれば（イ

ネーブルの場合）、そのユーザはネットワークへのアクセスが許可されます。

Web コンソールで自動アップグレード オプションを設定すれば、クライアントに エージェント パッチ 
アップグレード ファイルを配布できます。CAM でのエージェント パッチ アップグレードの取得は、

「Clean Access Updates」（P.10-8）を通じて行われます。

詳細については、第 11 章「Agent の配布」を参照してください。

VPN ユーザの Clean Access Agent

Cisco NAC アプライアンスを使用すると、VPN コンセントレータまたはルータ（または複数のルー

タ）の後ろにインバンドで CAS を配置できます。Cisco NAC アプライアンスは、ユーザと CAS の間

に 1 つ以上のルータがある場合、CAM と CAS が固有の IP アドレスによってユーザを追跡できるよう

にすることで、マルチホップのレイヤ 3 インバンド配置をサポートしています。レイヤ 2 に接続する

ユーザについては、従来どおり、CAM/CAS がユーザ MAC アドレスに基づいてユーザ セッションの

管理を継続します。図 10-5 は、Clean Access Agent を使用してシングル サインオンしている、VPN 
コンセントレータ ユーザによる Clean Access Agent のダウンロードおよびスキャン プロセスを示しま

す。

図 10-2 SSO を使用する VPN コンセントレータ ユーザの場合の Clean Access Agent

詳細は、「Cisco VPN SSO」（P.8-16）、および『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server 
Installation and Configuration Guide Release 4.5(1)』の「Integrating with Cisco VPN Concentrators」
を参照してください。

L3 OOB ユーザの Clean Access Agent

Cisco NAC アプライアンスは、アウトオブバンド（ワイヤード）配置のマルチホップ L3 サポートを可

能にし、管理者は CAS アウトオブバンドを中央（コアまたは分散レイヤ）に配置して、L3 スイッチの

後ろ（たとえば、ルーテッド アクセス）にいるユーザと、場合によっては WAN ルータの後ろにいる

リモート ユーザをサポートすることができます。L3 OOB を使用することで、複数の L3 ホップ分 
CAS から離れているユーザがサポートされ、そのユーザのトラフィックは認証 /ポスチャ評価のために 
Cisco NAC アプライアンスだけを通過します。

Clean Access Agent の MAC 検出メカニズムは、L3 OOB 配置で自動的にクライアント MAC アドレス

を取得します。
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Web ログインを実行しているユーザは、ユーザ マシンの MAC アドレスを判別するために、ユーザの

ログイン前に、ActiveX コントロール（IE ブラウザ用）または Java アプレット（IE 以外のブラウザ

用）のいずれかをクライアントマシンにダウンロードして実行します。次にこの情報は CAS と CAM 
にレポートされ、IP アドレス /MAC アドレス マッピングが提供されます。

Clean Access Agent のクライアント評価プロセス 

図 10-3 は、Clean Access Agent を介するユーザ認証時の Clean Access クライアント評価プロセス

（ネットワーク スキャンの有無も含めて）を示しています。

図 10-3 Clean Access Agent のクライアント評価 

Clean Access では次のユーザ ロールを使用します。ユーザ ロールにはトラフィック ポリシーおよび

セッション タイムアウトと指定して設定する必要があります。

 • Unauthenticated ロールは、Clean Access Server の後ろにいる未認証ユーザに適用され、Web ログ

インまたはネットワーク スキャンを実行しているユーザに割り当てられます。

 • Clean Access Agent Temporary ロールは、Clean Access Agent ログインを実行しているユーザに割

り当てられます。

 • Quarantine ロールは、ネットワーク スキャンによってクライアント マシンに脆弱性が発見された

ユーザに割り当てられます。

ユーザが Clean Access Agent の条件を満たした場合またはネットワーク スキャンで脆弱性が発見され

なかった場合、またはその両方の場合には、そのユーザは標準ログイン ユーザ ロールでのネットワー

ク アクセスが許可されます。詳細については、「Clean Access ロール」（P.7-4）を参照してください。
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Cisco NAC Web Agent の起動

図 10-4 は、ユーザのロールおよびオペレーティング システムに対して、Cisco NAC Web Agent を使

用するように要求する場合の Cisco NAC Web Agent の起動の流れを示しています。

図 10-4 Cisco NAC Web Agent のユーザ対話 /ユーザ体験

ネットワーク スキャンのクライアント評価 

図 10-5 は、Web ログインを通じたユーザ認証時の全般的なネットワーク スキャンのクライアント評価

プロセスを示しています。あるユーザ ロールに対して、Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent と
ネットワーク スキャンが両方ともイネーブルに設定されている場合、図 10-3 のプロセス後、図 10-5 
のネットワーク スキャンのプロセスが続きます。この場合、エージェントのダイアログにユーザ情報

が表示されます（適用できる場合）。
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Clean Access の概要
図 10-5 ネットワーク スキャンのクライアント評価（Web ログイン）

Clean Access Agent
Clean Access Agent は、Windows システムに常駐する読み取り専用の使いやすいクライアント ソフト

ウェアで、アプリケーションまたはサービスの稼動、レジストリ キーの有無、またはレジストリ キー

の値を確認する機能があります。また、このエージェントは、マシンを脆弱性やウイルス感染から守る

ために必要なソフトウェアをインストールしているかどうかを確認できます。

（注） Clean Access Agent のポスチャ評価には、クライアント側ファイアウォールによる制約はありません。

このエージェントは、パーソナル ファイアウォールがインストールされ、稼動していても、クライア

ントのレジストリ、サービス、アプリケーションを検査できます。

Clean Access Agent には次の機能があります。

 • 初回のワンタイム Web ログインによって簡単にエージェントをクライアントにダウンロードしイ

ンストールできます。エージェントは、そのクライアント PC の現在のユーザおよびその他のすべ

てのユーザにデフォルトでインストールされます。

 • Windows バージョンおよび Mac OS X（認証だけ）バージョンのエージェント。

 • クライアント マシンに対するエージェントの直接またはスタブ インストールの柔軟なインストー

ル オプション。

 • エージェント ユーザ ダイアログをローカライズするためのエージェント言語テンプレートのサ

ポート（対応しているローカル /言語 OS プラットフォーム用） 。

 • 自動アップグレード エージェントをクライアントにインストールすると、エージェントの以降の

バージョンは自動的に検出、ダウンロードされ、アップグレードが行われます。エージェントは、

ログイン要求のたびに新しいエージェント パッチ アップグレード ファイルがあるかを確認しま

す。管理者は、エージェントの自動アップグレードを、すべてのユーザに対して必須または任意に

設定できます。また パッチ アップグレードの通知をディセーブルに設定することもできます。

 • 主要な AntiVirus（AV; アンチウイルス）および AntiSpyware（AS; アンチスパイウェア）ベン

ダーに対応できる AV/AS チェック機能が組み込まれています。AV/AS のルールと条件を設定でき

るため、クライアントで実行する必要のある も一般的なタイプのチェックを簡単に実行でき、ま

たエージェントによってクライアント マシン上の AV および AS 定義ファイルを自動的に検出およ

び更新できます。「Clean Access Updates」（P.10-8）を使用することにより、CAM での AV/AS 製
品のサポートは常に 新の状態に保たれます。
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 • クライアントが要件を満たしていない場合には、証明済み /デジタル署名済の実行可能プログラム

を起動する機能。詳細については、「Launch Programs 要件の設定」（P.12-46）を参照してくださ

い。

 • ルールとチェックのカスタム設定。管理者はクライアントに特定のアプリケーション、サービス、

またはレジストリ キーがあるかをチェックするための条件を設定できます。その際、あらかじめ

定義されたシスコのチェックおよびルール、または独自に作成したカスタム チェックおよびルー

ルを使用できます。

 • マルチホップ L3 In-Band（IB; インバンド）および Out-of-Band（OOB; アウトオブバンド）配置

のサポートおよび VPN コンセントレータ /L3 アクセス。クライアントと CAS の間に（L2 の近接

ではなく）1 つ以上の L3 ホップがあるネットワーク構成の場合、クライアントが CAS を認識でき

るように、CAM/CAS/エージェントを設定できます。また、Clean Access を Cisco VPN コンセン

トレータの後ろに（インバンドで）統合する場合は、Single Sign-On（SSO； シングルサインオ

ン）もサポートされます。詳細は、「L3 配置サポートのイネーブル化」（P.11-10）、および『Cisco 
NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration Guide Release 4.5(1)』の

「Integrating with Cisco VPN Concentrators」または「Configuring Layer 3 Out-of-Band (L3 
OOB)」を参照してください。

 • Windows ドメインの Active Directory シングルサインオン。Windows AD SSO が Cisco NAC ア
プライアンス用に設定されている場合、Clean Access Agent をインストール済のユーザは、

Windows ドメインにログインする際に、自動的に Cisco NAC アプライアンスにログインできま

す。クライアント システムの条件が自動的にスキャンされます。個別のエージェント ログインは

不要です。詳細は、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration 
Guide Release 4.5(1)』の「Configuring Active Directory Single Sign-On (AD SSO)」の章を参照し

てください。

 • 自動 DHCP リリース /更新。Clean Access Agent が OOB 配置でログインに使用される場合、アク

セス VLAN でクライアントに新規 IP アドレスが必要になると、エージェントは自動的に DHCP 
IP アドレスを更新します。詳細については、「DHCP リリースまたは Agent/ActiveX/Java アプ

レットでの更新」（P.6-6）を参照してください。

（注） OOB クライアント マシンの認証 VLAN の変更検出へのアクセス方法については、「認証 
VLAN 変更設定へのアクセスの設定」（P.4-62）を参照してください。

 • Windows のログオフ /シャットダウンに伴う Clean Access Agent のログオフ。ユーザが Windows 
ドメインからログオフしたり、Windows マシンをシャットダウンした場合に、Cisco NAC アプラ

イアンス ネットワークからのエージェントのログオフを、イネーブルまたはディセーブルに設定

できます。この機能は、OOB 配置には適用されません。

上記のエージェント設定機能に関する詳細は、第 12 章「エージェント要件の設定」を参照してくださ

い。

エージェントの各バージョンの機能については、 新のリリース ノートにある「Clean Access Agent 
Version Summary」を参照してください。

Cisco NAC Web Agent
Clean Access Agent と異なるのは、Cisco NAC Web Agent は「永続性」のないエンティティであるた

め、単一ユーザ セッションを提供する間だけクライアント マシンに存在するということです。エー

ジェント アプリケーションをダウンロードしてインストールする代わりに、ユーザがブラウザ ウィン

ドウを開くと、NAC アプライアンスの Web ログイン ページにログインします。クライアント マシン

上で自己解凍型のエージェント スタブ インストーラを開始する方法について、一時的な Cisco NAC 
Web Agent、ActiveX コントロール、または Java アプレット（[Administration] > [User Pages] > 
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[Login Page] の設定ページの [Web Client (ActiveX/Applet)] オプションを使用して、優先する方法を

指定します）のいずれかを選択して起動します。エージェント ファイルがクライアントの一時ディレ

クトリにインストールされた後、ポスチャ評価 /システムのスキャンが実行されてセキュリティの適合

を確認します。また、適合ステータスを NAC アプライアンス システムにレポートします。この間は、

ユーザは Temporary ロールに限定したアクセス権が付与されます。クライアント マシンが 1 つ以上の

理由により適合していない場合、ネットワーク アクセスを制限したことをユーザに通知します。ユー

ザは次のうちいずれかを実行できます。

 • クライアント マシンを手動で修復および更新する。この場合、Temporary ロールをタイムアウト

する前に再度適合をテストする必要があります。

 • 「制限付き」ネットワーク アクセスのまましばらく使用する。次回のログイン セッションでは、ク

ライアント マシンが条件を満たすようにします。

（注） OOB ユーザが制限付きアクセスを使用する場合は、そのロールが CAM で定義されている

間 OOB ユーザはそのロールを持ち続けます。したがって、ユーザが制限付きアクセス 
ロールで接続中に手動修復を実行できた場合であっても、クライアント マシンは、その

セッションを一度終了してからユーザが再度ログインを試行するまで再スキャンは実行さ

れません。

（注） Cisco NAC Web Agent はクライアントの修復を実行しません。ユーザは、内部ネットワークに

アクセスする前に、Web Agent セッションに関係なく、NAC アプライアンスの条件のガイド

ラインに従って、コンプライアンスを守らなければなりません。Temporary ロールのタイムア

ウトが発生するまでに、ユーザがクライアント マシンを適合するように修正および更新できた

場合、ユーザはクライアント マシンの「再スキャン」を選択して、ネットワークに正常にログ

インできます。

ユーザが適切なログイン証明書を提供し、Web Agent によりクライアント マシンが NAC アプライア

ンスのセキュリティ条件を満たしていることが確認されれば、ブラウザ セッションを開いたまま、

ユーザがネットワークにログインされます。このユーザが Web Agent ブラウザ ウィンドウの [Logout] 
ボタンをクリックしたり、システムを停止したり、NAC アプライアンスの管理者が CAM からセッ

ションを終了するまで、ログインの状態が続きます。セッションの終了後、Web インターフェイスは、

ユーザをネットワークからログアウトさせ、セッションをクライアント マシンから削除します。ユー

ザ ID は Online Users リストに表示されなくなります。

Clean Access Updates

あらかじめパッケージにされたポリシーおよびルールの定期的な更新によって、オペレーティング シ
ステム、アンチウイルス /アンチスパイウェア ソフトウェア、およびその他のクライアント ソフト

ウェアの 新ステータスを検査できます。Cisco NAC アプライアンスは主な AV および AS ベンダーの

ビルトイン サポートを提供します。詳細については、「アップデートの取得」（P.10-12）を参照してく

ださい。

ネットワーク スキャナ

ネットワーク スキャンは、Nessus プラグインによって実行されます。Nessus
（http://www.nessus.org）は、オープン ソースの脆弱性スキャナです。Nessus プラグインは、ネット

ワークを通じてクライアント システムを検査し、セキュリティの脆弱点がないかどうか調べます。シ
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ステムのスキャンの結果、脆弱性またはウイルス感染が発見された場合、Clean Access は、脆弱性を

持つユーザに警告したり、そのユーザのネットワーク アクセスをブロックしたり、あるいはユーザが

システムを修正できる Quarantine ロールに割り当て、ただちに措置を講じます。

（注） クライアントにパーソナル ファイアウォールがインストールされている場合、ネットワーク スキャン

はタイムアウトの結果を応答する可能性が高くなります。結果がタイムアウトの場合、隔離、ネット

ワーク アクセスの制限、またはネットワーク アクセスの許可のどの方法でクライアント マシンを扱う

のかは、任意に決めることができます（パーソナル ファイアウォールが十分な保護を提供している場

合）。

新しい Nessus プラグインがリリースされると、Clean Access Manager のリポジトリにロードできま

す。ロードしたプラグインは、CAM のリポジトリから実際にスキャンを実行する Clean Access Server 
へ自動的に発行されます。CAM は、Clean Access Server 内のプラグイン セットのバージョンが CAM 
内のバージョンと異なっている場合、CAS の起動時にプラグイン セットを CAS に配布します。

Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent の検査とネットワーク スキャンを調整して、ネットワーク 
スキャンの前に脆弱性を修正するソフトウェアの有無をエージェントが検査するようにできます。たと

えば、ある脆弱性に対処するために Microsoft Windows アップデートが必要な場合は、これをエー

ジェントの必須パッケージとして指定できます。このようにすれば、ネットワーク脆弱性スキャンの実

行前に、エージェントはユーザがスキャンに合格するように導くことができます。

（注） • Nessus 2.2 プラグインを使用して、Cisco NAC アプライアンスでスキャンを実行できます。アッ

プロードされている Nessus プラグイン アーカイブのファイル名は、plugins.tar.gz である必要があ

ります。

 • Tenable 社によるライセンス条件のため、シスコは、事前に試験済みの Nessus プラグインまたは

自動プラグインのアップデートをリリース 3.3.6/3.4.1 から Cisco NAC アプライアンスにバンドル

できなくなります。ただし、お客様は引き続き Nessus サイトから Nessus プラグインを選択して手

動でダウンロードできます。入手可能なプラグインについては、

http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=all を参照してください。 

Nessus プラグインについての詳細は、http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=feed を参照

してください。

 • Cisco では、クライアント システムのネットワーク スキャンに使用するプラグインの数は、多く

ても 5 ～ 8 程度にすることを推奨します。これよりも多くのプラグインを使用すると、ユーザのシ

ステムにファイアウォールがある場合、各プラグインがタイムアウトになり、ログインに長い時間

がかかる可能性があります。

詳細については、第 14 章「ネットワーク スキャンの設定」を参照してください。

Certified Devices List
Clean Access Manager の Web コンソールには、ユーザとそのデバイスを管理する 2 つの重要なリスト

である [Online Users] リストと [Certified Devices List] があります。

[Online Users] リストには、IP アドレスとログイン証明書を使用してログイン状態にあるユーザが表示

されます（「オンライン ユーザ リスト」（P.15-3）を参照）。インバンドとアウトオブバンドのオンライ

ン ユーザ リストは個別に存在します。

[Certified Devices List] はデバイス ベースのリストで、次のデバイスが表示されます。

 • エージェントの条件を満たしているデバイスの MAC アドレス
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Clean Access の概要
 • ネットワーク スキャンに合格し、脆弱性のないデバイスの MAC アドレス

Online Users リストからユーザが削除されても、Certified Devices List からクライアント デバイスは

削除されません。ただし、Certified Devices List から手動で削除されたクライアントはネットワークか

らも、Online Users リスト（IB または OOB）からも削除されます。

CAS に近接する L2 ユーザ、およびすべてのエージェント ユーザは、両方のリストで MAC アドレス

と IP アドレスによって追跡されます。1 つ以上の L3 ホップ分 CAS から離れている Web ログイン ユー

ザは、（クライアントの MAC アドレスを取得するために）ActiveX/Java アプレット Web クライアン

トがログイン ページでイネーブルになっていないかぎり、IP アドレスでだけ追跡されます。L3 配置に

関する詳細は、「Agent によるすべての使用可能なアダプタの IP/MAC の送信」（P.11-11）も参照して

ください。

エージェントと Web ログイン ユーザのどちらの場合も、そのデバイスを使用してログインした 初の

ユーザだけが Certified Devices List に記録されます。これは、ユーザ同意ページ（Web ログイン ユー

ザの場合）またはネットワーク ポリシー ページ（エージェント ユーザの場合）を受け入れた認証ユー

ザの識別に役立ちます（そのロールにこれらのページが設定されている場合）。これらのページの詳細

は、表 10-2「Web Login - General Setup の設定オプション」および「ユーザ ページの概要」（P.10-27）
を参照してください。

証明済みデバイスは、以下の事象が発生するまで、Certified Devices List に表示されます。

 • このリストが証明済みデバイス タイマーによって自動的に消去された場合 

 • 管理者がリスト全体を手動で消去した場合 

 • 管理者がリストからそのクライアントを手動で削除した場合

 • ユーザがログアウトするか、またはネットワークから削除され、[General Setup] > [Web Login] 
ページで [Require users to be certified at every web login] オプションがロールに対して選択されて

いる場合 

ネットワーク スキャンを使用する場合は、デバイスがスキャンに合格して Certified Devices List に表

示されると、そのデバイスが Certified Devices List から削除されないかぎり、以降のログイン時に再

スキャンは実行されません。

ネットワーク スキャン ユーザの場合は、Certified Devices List からクライアントが削除されると、再

度ユーザ認証とデバイスのネットワーク スキャンを受けないかぎり、ネットワーク アクセスを許可さ

れません。ネットワーク スキャン ユーザがログオフした場合に必ず Certified Devices List からデバイ

スが削除されるようにするには、[General Setup] > [Web Login] タブの [Require users to be certified at 
every web login] オプションをイネーブルに設定します（「General Setup の概要」（P.10-19）を参照）。

Clean Access Agent ユーザおよび Cisco NAC Web Agent ユーザの場合は、デバイスがすでに Certified 
Devices List に含まれていても、ログインのたびにこのデバイスに対するエージェントの条件が検査さ

れます。

Certified Devices List から削除されたクライアントは、ネットワーク スキャンに合格し、再度エー

ジェントの条件を満たさないと、ネットワークへの再アクセスが許可されません。ユーザ セッション

期間中だけ証明済みとなるフローティング デバイスを追加することができます。また、Certified 
Devices List にネットワーク スキャン デバイスを手動で追加して、Nessus スキャンの対象外にするこ

ともできます。

証明済みデバイス タイマーを使用している場合、タイマーの [Keep Online Users] オプションをイネー

ブルまたはディセーブルに設定することでリストが消去される際に、ユーザを削除するかどうかを設定

できます。詳細については、「証明済みデバイス タイマーの設定」（P.10-35）を参照してください。

詳細は、以下も参照してください。

 • 「証明済みデバイスの管理」（P.10-32） 

 • 「アクティブ ユーザの意味」（P.15-4） 

 • 「アウトオブバンド ユーザ」（P.15-6）
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Clean Access の概要  
 • 「OOB ユーザ」（P.4-66）

ロールベースの設定 
Clean Access のネットワーク保護機能は、ロール別およびオペレーティング システム別にユーザに設

定します。ユーザが Clean Access ネットワークに存在する場合（たとえば、ユーザがインバンド内に

存在する間）以下のユーザ ロールが採用され、これらのロールにはトラフィック ポリシーとセッショ

ン タイムアウトを設定する必要があります。

 • Unauthenticated ロール：Clean Access Server の後ろ側の未認証ユーザ（エージェントまたは Web 
ログイン）用のデフォルト システム ロール。Web ログイン ユーザは、ネットワーク スキャンの実

行中、Unauthenticated ロールになります。

 • Agent Temporary ロール：Clean Access Agent および Cisco NAC Web Agent のユーザは、システ

ムでエージェントの条件を確認している間は Temporary ロールになります。

 • Quarantine ロール：Web ログインとエージェントのいずれのユーザも、ネットワーク スキャンに

よってクライアント マシンに脆弱性があると判断された場合、Quarantine ロールになります。

Temporary ロールおよび Quarantine のロールは、セッション時間とネットワーク アクセスをユーザが

システムを修正する目的だけに制限するためのロールです。

Clean Access は、ユーザ認証時に Web ログイン ページまたは Clean Access Agent/Cisco NAC Web 
Agent を通じて、ユーザの標準ログイン ロールかどうかを判別します。また、そのロールに対して、

条件検査、ネットワーク スキャン、またはその両方を実行すべきかも判断します。その後 Clean 
Access はそのロールおよびオペレーティング システムの設定に従って、条件検査またはネットワーク 
スキャンまたはその両方を実行します。

ユーザのロールは 初のログインの後すぐに判断されますが（そのユーザに関連付けられているスキャ

ンまたはシステム条件を判断するため）、条件を満たしたうえでスキャンを実行し、脆弱性がなくなる

まで、実際には標準ログイン ロールにはなりません。クライアントが条件を満たしていない場合、そ

のユーザは条件を満たすか、またはセッションがタイムアウトになるまで Agent Temporary ロールの

ままです。条件を満たしていても、ネットワーク スキャンで脆弱性が発見されたユーザは、設定に応

じて、Quarantine ロールに割り当てられるか、または単にアクセスをブロックされます。

詳細については、「ユーザ ロールのタイプ」（P.7-2）を参照してください。

Clean Access の設定手順

Clean Access の全体的なセットアップ手順は、以下のとおりです。

ステップ 1 アップデートをダウンロードします。 

Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent およびその他の構成要素の汎用アップデートを取得します。

「アップデートの取得」（P.10-12）を参照してください。

ステップ 2 [General Setup] タブで、ユーザ ロール別および OS 別に Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent 
またはネットワーク スキャンを設定します。 

ロールに対して Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent の使用を要求し、Web ログイン ユーザに

は Web ページのネットワーク スキャンをイネーブルにします。また、脆弱性のあるユーザは隔離する

かアクセスをブロックします。「General Setup の概要」（P.10-19）を参照してください。

ステップ 3 セッション タイムアウトとトラフィック ポリシーを指定して Clean Access 関連のユーザ ロールを設

定します（インバンド）。Quarantine ロールのトラフィック ポリシーは、ユーザ同意ページとネット

ワーク スキャンで不合格になった隔離ユーザ用の Web リソースへのアクセスを許可します。Agent 
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アップデートの取得
Temporary ロールのトラフィック ポリシーは、ユーザが必要とするソフトウェア パッケージのダウン

ロード元リソースへのアクセスを許可します。「Agent Temporary および Quarantine ロールのポリシー

の設定」（P.9-20）を参照してください。

ステップ 4 ネットワーク スキャンまたは Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent のスキャン、またはその両

方を設定します。

ステップ 5 ネットワーク スキャンを設定する場合： Clean Access Manager のリポジトリに Nessus プラグインを

ロードします。ネットワーク スキャンをイネーブルにするには、スキャンを実施する Nessus プラグイ

ンを選択し、ユーザ ロールおよびオペレーティング システムに対して、スキャン結果の脆弱性に関す

る設定を行います。ユーザ同意ページをカスタマイズします。「ネットワーク スキャンの設定手順」

（P.14-2）を参照してください。ネットワーク スキャンの結果は、ネットワーク スキャンを実行しない

ようにブロックするパーソナル ファイアウォールの有効範囲によって異なります。

ステップ 6 Clean Access Agent を設定する場合： [General Setup] > [Agent Login] タブでユーザ ロールに対して、

Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent の使用を要求します。ユーザ ロール別に条件を検討して定

義します。AV 規則を設定するか、またはチェックからカスタム ルールを作成します。AV 規則を AV 
Definition Update 条件に対応付けるか、カスタム規則をカスタム条件に対応付けるか（File 
Distribution/Link Distribution/Local Check）、またはその両方を行います。条件を各ユーザ ロールに対

応付けます。「Windows Clean Access Agent の設定手順」（P.13-2）を参照してください。

ステップ 7 クライアントとして非信頼ネットワークに接続することにより、ユーザ ロールおよびオペレーティン

グ システムの設定をテストします。テストの間、Certified Devices List、[Online Users] ページ、イベ

ント ログを監視します。Web ログインを実行してネットワーク スキャンをテストします。ネットワー

ク スキャン プロセス、ログアウト ページ、および関連するクライアントおよび管理者のレポートを確

認します。 初の Web ログインとエージェントのダウンロード、ログイン、条件検査とスキャンの実

行を通して Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent をテストし、関連するクライアントおよび管理

者のレポートを表示します。

ステップ 8 必要に応じて、フローティング デバイスや免除デバイスなどを設定して、Certified Devices List を管

理します。フローティング デバイスに対しては、各ユーザ セッションの開始時に証明を受ける必要が

あります。免除デバイスは、常にネットワーク スキャン（Nessus スキャン）から除外されます。「証

明済みデバイスの管理」（P.10-32）を参照してください。

詳細については、以下を参照してください。

 • 「ネットワーク スキャンの設定手順」（P.14-2）

 • 「Windows Clean Access Agent の設定手順」（P.13-2）

アップデートの取得 
各種アップデートは、Clean Access Updates サーバから入手できます。このサーバには、[Device 
Management] > [Clean Access> Updates] からアクセスできます。必要に応じて手動で更新したり、自

動的に実行するようにスケジュールすることができます。ここでは、次の方法について説明します。

 • 新アップデートの表示

 • アップデートの設定およびダウンロード

 • CAM アップデートのためのプロキシ設定（任意）
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アップデートの取得
最新アップデートの表示 

ステップ 1 [Device Management] > [Clean Access] > [Updates] の順番に進みます。デフォルトでは [Summary] 
ページが表示されます（図 10-6）。

図 10-6 アップデート概要 

ステップ 2 [Current Versions of Updates] に、現時点で CAM 上にある Cisco Updates の現在のバージョンがすべ

て表示されます。

シスコのチェックおよび規則 
シスコは、ホットフィックス、Windows アップデート、各種アンチウイルス ソフトウェア パッケージ

など、標準クライアント チェック用のさまざまなタイプの設定済み規則（「pr_」）およびチェック

（「pc_」）を提供しています。シスコのチェックおよび規則を使用すると、独自のカスタム チェックお

よび規則の手動作成が必要な場合に、簡単に作成することができます。

Supported AV/AS Product List (Windows/Macintosh)
Cisco NAC アプライアンスの Supported AV/AS Product List は、中央集中型アップデート サーバから

配布されバージョン設定された XML ファイルです。このアップデート サーバは、ポスチャ評価 /修復

のために AntiVirus（AV; アンチウイルス）規則または AntiSpyware（AS; アンチスパイウェア）規則、

ならびに AV または AS の Definition Update 要件の設定に使用されるサポート対象の AV および AS の
ベンダーおよび製品バージョンのほぼ 新のリストを提供します。このリストは、Clean Access Agent 
の各リリースに AV/AS 製品およびバージョンを対応させるため、およびエージェントの新しいバー

ジョンに合せて新しい製品を追加するために定期的に更新されます。リストにはバージョン情報だけが

提供されることに注意してください。CAM が Supported AV/AS Product List をダウンロードする際、

AV/AS 製品の 新バージョンに関する情報がダウンロードされています。実際のパッチ ファイルやウ

イルス定義ファイルはダウンロードされません。この情報に基づいて、エージェントはネイティブ 
AV/AS アプリケーションをトリガしてアップデートを実行することができます。

Supported AV/AS Product List を 新に維持することで、AV/AS 規則の設定ページに新しいエージェ

ントでサポートされる新しい製品がすべて含まれるようになります。CAM 上で Windows Agent の
セットアップ /パッチ バージョンまたは Mac OS Agent を更新している場合は、 新に維持するように

します。

サポート対象の製品およびバージョンについては、[Device Management] > [Clean Access] > [Clean 
Access Agent] > [Rules] > [AV/AS Support Info] を参照するか、 新のリリース ノートの「Clean 
Access Supported AV/AS Product List」の項を参照してください。
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アップデートの取得
デフォルトのホスト ポリシー 
Clean Access には、デフォルトのホストベース ポリシーの自動更新機能があります（Unauthenticated 
ロール、Temporary ロール、および Quarantine ロールの場合）。デフォルト許可ホストはデフォルトで

ディセーブルに設定されているため、[User Management] > [User Roles] > [Traffic Control] > [Hosts] 
でロールごとにイネーブルに設定する必要があります。詳細については、「デフォルト許可ホストのイ

ネーブル設定」（P.9-10）を参照してください。

デフォルトの L2 ポリシー

CAM 上で入手可能なデフォルトのレイヤ 2 トラフィック ポリシーの 新バージョンを表示します。

CAM がアップデートを（[Device Management] > [Clean Access] > [Updates]ページを使用して手動ま

たは自動で）検索するときはいつでも、入手可能なより新しいバージョンのデフォルト レイヤ 2 トラ

フィック ポリシーがあるかどうかを自動的に確認します。

OS 検出フィンガープリント

デフォルトでは、HTTP ヘッダーの User-Agent ストリングを使用して、クライアント OS が判別され

ます。さらに、JavaScript のプラットフォーム情報または TCP/IP ハンドシェイクの OS フィンガープ

リントを、CAM データベース内の OS シグニチャ情報と比較して、クライアント OS を判別すること

もできます。新しい OS シグニチャが使用可能になり、OS フィンガープリントを Windows マシンとし

て検証できるようになると、CAM 内のこの情報を更新できます。拡張 OS フィンガープリントは、

ユーザが HTTP 情報を操作して、クライアント オペレーティング システム の ID を変更できないよう

にするための機能です。この機能は TCP ハンドシェイクだけを検査し、個人用ファイアウォールの有

無に影響されない「パッシブ」検出技術です（Nessus は使用しません）。詳細は、Web コンソールの 
CAS 管理ページの [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Authentication] > 
[OS Detection]、および『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration 
Guide Release 4.5(1)』も参照してください。

（注） OS 検出 /フィンガープリント機能は、ブラウザの User-Agent ストリングと TCP/IP スタック情報の両

方を使用して、クライアント マシンの OS の判別を試行します。検出ルーチンで 適な一致を検出し

ているときに、エンド ユーザがクライアント マシンで TCP/IP スタックを修正してブラウザの 
User-Agent ストリングを変更すると、OS が誤って検出される可能性があります。悪意のあるユーザが 
OS フィンガープリント /検出メカニズムを回避していると考えられる場合は、マシンの OS を確認す

るために管理者がネットワーク スキャンを利用することを推奨します。何らかの理由でネットワーク 
スキャンを使用できないか好ましくない場合、ネットワーク管理者はクライアント マシンに Clean 
Access Agent を事前にインストールしておくか、Cisco NAC Web Agent によるユーザのログインを許

可することを検討する必要があります。

サポートされているアウトオブバンド スイッチ OID
サポートされているスイッチの Object ID（OID; オブジェクト ID）のアップデートは、入手可能にな

ると、ダウンロードされ発行されます。たとえば、サポート対象モデル（Catalyst 3750 シリーズ）の

新規スイッチ（C3750-XX-NEW など）がリリースされた場合、管理者は、CAM/CAS のソフトウェ

ア アップグレードを実行しなくても、CAM で Cisco Updates を実行するだけでそのスイッチ OID を
サポート対象にすることができます。

アップデート スイッチ OID 機能は既存モデルだけに適用されることに注意してください。新規スイッ

チ シリーズが導入される場合、管理者は従来どおりアップグレードして、新規スイッチの OOB をサ

ポートできるようにする必要があります。OOB の詳細は、第 4 章「スイッチ管理：アウトオブバンド

配置の設定」を参照してください。
10-14
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16410-01-J

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html


 

第 10 章      Clean Access の設定概要

アップデートの取得
Windows Clean Access Agent のパッチ 
エージェント アップグレード パッチは CAM に自動的にダウンロードされ、CAS にプッシュされて、

クライアントにダウンロードおよびインストールされます（自動アップグレードが設定されている場

合）。詳細については、「CAA 自動アップグレードの設定」（P.11-29）を参照してください。

Macintosh Clean Access Agent
CAM 上に現在インストールされている Mac OS X Clean Access Agent の現在のバージョンを表示しま

す。これは、ユーザが Cisco NAC アプライアンスに 初にログインした際にクライアント マシンに

アップロードおよびインストールされた Mac OS X Agent のバージョンです。Mac OS X Agent は、

ユーザのサインイン時に CAM 上からより新しいバージョンのエージェントが入手可能な場合、さらに

新しいバージョンに自動的に更新されます。

Cisco NAC Web Agent
CAM 上に現在インストールされている Cisco NAC Web Agent の現在のバージョンを表示します。ロ

グインして一時的な Cisco NAC Web Agent を使用することを選択したユーザは、ユーザ セッションに

必要な 新バージョンのエージェントを毎回受け取ります。

Cisco NAC Web Agent Facilitator (ActiveX/Applet)
Cisco NAC アプライアンスにアクセスして Cisco NAC Web Agent を使用することを選択した場合は、

CAM がクライアント マシンへの一時的なエージェントのインストールに使用する Cisco NAC Web 
Agent ActiveX/Java アプレットの現在のバージョンを表示します。

L3 MAC アドレス検出（ActiveX/アプレット）

ユーザが L3 OOB 配置で Web ログインを実行する場合、クライアント MAC アドレス検出に L3 Java 
アプレットおよび L3 ActiveX Web クライアントが必要です。Clean Access Agent/Cisco NAC Web 
Agent の MAC 検出メカニズムでは、L3 OOB 配置で自動的にクライアント MAC アドレスを取得しま

す（「Agent によるすべての使用可能なアダプタの IP/MAC の送信」（P.11-11）を参照）。

Web ログインを実行しているユーザは、ユーザ マシンの MAC アドレスを判別するために、ユーザの

ログイン前に、ActiveX コントロール（IE ブラウザ用）または Java アプレット（IE 以外のブラウザ

用）のいずれかをクライアントマシンにダウンロードして実行します。次にこの情報は CAS と CAM 
にレポートされ、IP アドレス /MAC アドレス マッピングが提供されます。

ActiveX/Java アプレットおよびブラウザの互換性 
 • ActiveX は、Windows Vista、Windows XP、および Windows 2000 システムの IE 6.0 でサポート

されています。

 • IE 7.0 は、エージェント バージョン 4.1.0.0 以降でサポートされます。

（注） 今後の Windows OS または IE のリリースに対するサポートは、これらのリリースに対してテ

ストを実施し認定後に追加されます。

 • Java アプレットは、Safari 1.2+、Mozilla（Camino、Opera）、および Windows Vista、Windows 
XP、Windows 2000、Mac OS X、Linux オペレーティング システムの Internet Explorer を含む主

要なブラウザ用にサポートされています。

 • Java に関する Firefox の問題があるため、Mac OS X 上の Firefox では Java アプレットはサポート

されません。詳細は、Firefox のリリース ノート

（http://www.mozilla.com/firefox/releases/1.5.0.3.html）を参照してください。
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（注） • Clean Access チェックに 新の Microsoft Windows ホットフィックスを含めるには、常にシスコ

のチェックおよび規則の 新「アップデート」を取得して（必要に応じて Clean Update を使用）、

ホストベースのトラフィック ポリシーが適切に配置されていることを確認します（詳細は、「ホス

トベースのグローバル トラフィック ポリシーの追加」（P.9-9）を参照してください）。

 • CAM/CAS を Cisco NAC アプライアンスの 新リリースにアップグレードすると、すべての 
Perfigo/Cisco 設定済みチェック /規則が自動的に更新されます。

ステップ 3 更新が（手動または自動で）実行されれば、[Summary] ページを参照してアップデートを確認できま

す。

アップデートの設定およびダウンロード

ステップ 1 [Device Management] > [Clean Access] > [Updates] の順番に進みます。

ステップ 2 [Update] サブタブをクリックして、Cisco Updates で CAM にダウンロードする内容、Clean Access 
Updates のチェック頻度、またはその両方を設定します （図 10-7）。

図 10-7 [Device Management] > [Clean Access] > [Updates] > [Update]

ステップ 3 CAM の自動アップデートを設定するには、[Automatically check for updates starting from [ ] every [ ] 
hours] のチェックボックスをオンにして、開始時間を 24 時間形式（13:00:00 など）で入力し、「繰り

返し」間隔（1 時間を推奨）を入力します。
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ステップ 4 [Check for Windows Clean Access Agent updates] オプションをクリックして、CAM が常に 新バー

ジョンのエージェント アップグレード パッチをダウンロードするように設定します。Windows Clean 
Access Agent の自動アップグレードを使用する場合は、このオプションをイネーブルに設定する必要

があります。

ステップ 5 [Check for Macintosh Clean Access Agent updates] オプションをクリックして、CAM が常に 新バー

ジョンのエージェント アップグレード パッチをダウンロードするように設定します。Macintosh Clean 
Access Agent の自動アップグレードを使用する場合は、このオプションをイネーブルに設定する必要

があります。

ステップ 6 [Check for Cisco NAC Web Agent updates] オプションをクリックして、CAM が常に 新バージョンの 
Cisco NAC Web Agent アップグレード パッチをダウンロードするように設定します。

ステップ 7 [Check for CCA L3 Java Applet/ActiveX web client updates] オプションをクリックして、CAM が常に

新バージョンの L3 Java アプレットおよび ActiveX Web クライアントをダウンロードするように設

定します。Web ログイン ユーザは、CAS が L3 配置（特に L3 OBB）で MAC 情報を取得できるよう

に、ログイン ページからこれらのヘルパー制御をダウンロードする必要があります。エージェントを

使用すると、エージェントはクライアント MAC 情報を自動的に CAS に送信します。

ステップ 8 次のいずれかを実行します。

a. [Update] をクリックし、 新のシスコ チェックおよび規則、エージェント アップグレード パッ

チ、Supported AV/AS Product List、およびデフォルト ホスト ポリシーで、既存のデータベースを

手動で更新します。

b. [Clean Update] をクリックして、以前のアップデート アイテムをデータベースから削除してから i
チェック、規則、エージェント パッチ、および Supported AV/AS Product List のうちユーザが作

成したもの以外）、新しいアップデートをダウンロードします。詳細については、「デフォルト許可

ホストのイネーブル設定」（P.9-10）を参照してください。

ステップ 9 アップデートを取得すると、ページ下部に次のステータス メッセージが表示されます。

 • [Cisco auto-update schedule]（イネーブルの場合）

 • [Latest Version of Cisco Checks & Rules]：ダウンロードされたシスコのチェックおよび規則の

バージョンを示します。シスコの設定済みチェック（「pc_」）および規則（「pr_」）の 新アップ

デートに、[Check List] および [Rule List] がそれぞれ読み込まれます（[Device Management] > 
[Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Rules]）。

 • [Latest version of Windows Clean Access Agent Installer (Agent Upgrade Patch)]（使用可能な場

合）

 • [Latest version of Macintosh Clean Access Agent Installer (Agent Upgrade Patch)]（使用可能な場

合）

 • インストールされた Latest Cisco NAC Web Agent version、Cisco NAC Web Agent Applet 
Facilitator version、および Cisco NAC Web Agent ActiveX Facilitator version

 • [Latest version of Supported AV/AS Product List]： 

サポート対象 AV/AS 製品リストの 新バージョンを示します。[New AV Rule] またはタイプ [AV 
Definition Update] の要件を作成すると、サポート対象ベンダーおよび製品バージョンのリストが

適宜更新されます。

 • [Latest version of default host policies]： 

Unauthenticated ロール、Temporary ロール、および Quarantine ロール用に提供されているデフォ

ルトのホストベース ポリシーの 新バージョンを表示します。

 • [Latest version of OS detection fingerprint]： 

Windows マシンで新しいオペレーティング システムが利用可能になると、OS 検出フィンガープ

リント（またはシグニチャ）の更新が行われます。
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 • [Latest version of L3 Java Applet web client]： 

L3 Java アプレットの Web クライアントのアップデートが利用可能になると、ダウンロードされて

発行されます。

 • [Latest version of L3 ActiveX web client]： 

L3 ActiveX の Web クライアントのアップデートが利用可能になると、ダウンロードされて発行さ

れます。

 • [Latest version of OOB switch OIDs]： 

サポートされているスイッチの Object ID（OID; オブジェクト ID）のアップデートが利用可能に

なると、ダウンロードされて発行されます。

（注） リリース 4.5 からは、管理者は、CAM アップデートの実行時に（サポートされているス

イッチの他に）サポートされている WLC プラットフォームの Object ID（OID; オブジェ

クト ID）を更新できます。

 • [Latest version of default L2 policies]： 

デフォルト L2 ポリシーのアップデートが利用可能になると、ダウンロードされて発行されます。

CAM アップデートのためのプロキシ設定（任意）

ご使用の CAM でインターネットへの接続にプロキシ サーバが必要な場合、CAM が Clean Access 
Updates を取得できるようにプロキシ サーバを設定します。

ステップ 1 [Device Management] > [Clean Access] > [Updates] の順番に進みます。

ステップ 2 [HTTP Settings] サブタブをクリックします。

図 10-8 [Device Management] > [Clean Access] > [Update] > [HTTP Settings]

ステップ 3 CAM からプロキシ サーバを経由してインターネットにアクセスする場合は、[Use an HTTP proxy 
server to connect to the update server] オプションをクリックします。
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ステップ 4 CAM がインターネットの接続に使用する [Proxy Hostname] と [Proxy Port] を指定します。

ステップ 5 プロキシ サーバでプロキシ セッションの認証に証明書が必要な場合、[Proxy Authentication] の方法を

次のうち 1 つ以上指定します。

 • [Basic]：CAM とプロキシ サーバの間のプロキシ セッションを認証するのに必要な [Username] お
よび [Password] の入力が求められます。

 • [Digest]：[Basic] 設定の場合と同様に、このオプションでも CAM とプロキシ サーバ間のプロキ

シ セッションの認証に [Username] と [Password] の入力と、さらに証明書のハッシュが必要です。

また、ユーザ名とパスワードをネットワーク上で保護するために情報をダイジェスト認証するプロ

キシ サービスが必要になります。

 • [NTLM]：CAM とプロキシ サーバ間のプロキシ セッションの認証に [Username] と [Password] が
必要であることに加えて、既存の Microsoft Windows NT LAN Manager（NTLM）プロキシ サー

ビスをサポートするために、プロキシの [Host] および [Domain] を指定する必要があります。

（注） [NTLM] オプションは NTLM バージョン 1 およびバージョン 2 をサポートしています。

ステップ 6 [Save] をクリックします。

General Setup の概要
ポスチャ評価を設定する前に、[Device Management] > [Clean Access] > [General Setup] で Clean 
Access Agent スキャン、ネットワーク スキャン、またはその両方を 初にイネーブルに設定する必要

があります。

 • エージェント ログイン サブページで、ユーザ ロール /OS ごとに Clean Access Agent/Cisco NAC 
Web Agent を制御できます。

 • Web Login サブページで、ユーザロール /OS ごとにネットワーク スキャンを制御できます。

ダイアログおよび Web ページの内容だけでなく、ユーザが特定のユーザ ロールおよび OS でログイン

した場合にページを表示するかどうかを指定することもできます。ロールに対して Clean Access 
Agent/Cisco NAC Web Agent とネットワーク スキャンの両方をイネーブルに設定する場合、[Agent 
Login] と [Web Login] の両方の設定ページでロール /OS オプションの設定を確認します。

（注） エージェントおよびネットワーク スキャンのページは必ず、ユーザ ロール単位とクライアント OS 単
位の両方で設定されます。

エージェント ログイン 
Clean Access Agent および Cisco NAC Web Agent のユーザが初回の Web ログインを 初に実行する

際に、エージェント セットアップ インストール ファイルをダウンロードしてインストールするために 
Web ログイン ページとエージェント ダウンロード ページが表示されます。エージェントのインストー

ル後、Clean Access Agent ユーザは、自動的にポップアップされる Clean Access Agent ダイアログか

らログインすることになります。このダイアログが自動的に表示されるのは、システム トレイ アイコ

ン メニューで [Popup Login Window] が選択されている場合です（デフォルト設定）。Clean Access 
Agent ユーザは、Clean Access Agent のシステム トレイ アイコンを右クリックして [Login] を選択す
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ることで、ログイン ダイアログを表示させることもできます。Cisco NAC Web Agent ユーザは、クラ

イアント マシンのスキャンの結果、エージェント条件の設定に適合していることが確認されると、

ネットワークに自動的に接続されます。

（注） Clean Access Agent のログイン /ログアウトは、VPN SSO、AD SSO、および MAC アドレスベースの

ログインなど、特殊なログインに対しては使用できません（グレイアウトで表示されます）。マシンが

即座に再ログインしようとするため、これらの構成ではログアウト オプションは不要です。

エージェント ユーザの場合、エージェント ダイアログで通信が実行されるため、Quarantine ロール 
ページやポップアップ脆弱性スキャン レポートは表示されません。エージェント ユーザがログインし

た後、ネットワークにアクセスする前に同意しなければならない [Network Policy] ページ

（[Acceptable Use] ページ）を設定することもできます。

リモートユーザの確認に RADIUS サーバを使用するように Clean Access Manager を設定した場合、エ

ンド ユーザのエージェント ログイン セッションでは、標準のユーザ ID およびパスワード加えて、他

のダイアログ セッションで利用できない追加の認証チャレンジ /レスポンス ダイアログに対応するこ

とができます。この追加の対話方式は、RADIUS サーバ自体のユーザ認証プロファイルによるもので、

Clean Access Manager や Clean Access Server に追加設定は不要です。たとえば、標準のユーザ ID お
よびパスワードに加えてトークン生成 PIN や他のユーザ固有の認定証を確認するような、RADIUS 
サーバ プロファイル設定に追加の認証確認を装備することができます。この場合、1 つ以上のログイン 
ダイアログ画面がログイン セッションの一部として表示される場合があります。

（注） 選択した RADIUS 認証方式に従って正しく対話するように、RADIUS サーバおよび関連クライアント

が設定されていることを確認します。

表 10-1 は、図 10-9 に示す Agent Login の設定について説明します。
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図 10-9 Agent Login - General Setup

表 10-1 Agent Login - General Setup の設定オプション 

設定項目 説明

User Role システム内のすべてのロールが表示されるドロップダウン メニューから、ユーザ ロールを選

択します。Clean Access Agent を必要とするロールごとに Agent Login を設定します （新規

ユーザ ロールの作成方法については、「新しいロールの追加」（P.7-7）を参照してください）。

Operating System 特定のユーザ ロールのクライアント OS を選択します。

デフォルトの [ALL] を選択すると、OS 固有の設定値が指定されていない場合、すべてのクラ

イアント オペレーティング システムにデフォルト設定が適用されます。

[WINDOWS_ALL] を選択すると、Windows OS 固有の設定値が指定されていない場合、すべ

ての Windows オペレーティング システム に設定が適用されます。
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Require use of Clean 
Access Agent (for 
Windows and Macintosh 
OSX only)

このチェックボックスをオンにすると、選択したユーザ ロールおよび OS のクライアントは、

初回の Web ログイン後に [Clean Access Agent Download Page Message]（または URL）にリ

ダイレクトされます。ユーザは、ネットワークにログインするために、Clean Access Agent を
ダウンロードおよびインストールして、使用するように促されます。デフォルトのダウンロー

ド指示メッセージを変更するには、HTML テキストまたは URL を入力します。「概要」

（P.12-1）を参照してください。

（注） 第 12 章「エージェント要件の設定」に従って、Clean Access Agent の条件設定も完了

する必要があります。 
 

[Require use of Clean Access Agent] および [Require use of Cisco NAC Web Agent] の
オプションは、同時に使用できません。両方のオプションを使用できるように選択し

た場合は、ユーザがログイン ページに誘導されたときに両方の選択肢を表示します。

Require use of Cisco NAC 
Web Agent (for Windows 
only)

このチェックボックスをオンにすると、選択したユーザ ロールおよび OS のクライアントは、

初回の Web ログイン後に [Cisco NAC Web Agent Download Page Message]（または URL）に

リダイレクトされます。ユーザは、一時的な Cisco NAC Web Agent をダウンロードおよびイ

ンストールして、ネットワークにアクセスに使用するように促されます。デフォルトのダウン

ロード指示メッセージを変更するには、HTML テキストまたは URL を入力します。「概要」

（P.12-1）を参照してください。

（注） 第 12 章「エージェント要件の設定」に従って、Clean Access Agent の条件設定も完了

する必要があります。 
 

[Require use of Clean Access Agent] および [Require use of Cisco NAC Web Agent] の
オプションは、同時に使用できません。両方のオプションを使用できるように選択し

た場合は、ユーザがログイン ページに誘導されたときに両方の選択肢を表示します。

Allow restricted network 
access in case user cannot 
use Clean Access Agent

このオプションのチェックボックスをオンにすると、Clean Access Agent のインストールも 
Cisco NAC Web Agent の起動もどちらも選ばなかったユーザに制限付きネットワーク アクセ

スを許可します。この機能は、主に、エージェントが必要なユーザ ロールにログインしている

ユーザで、（たとえば、マシンに対する権限が足りない、管理者権限がないなどの場合）エー

ジェントのダウンロードとインストールを実行できないシステムのユーザにアクセスを許可す

るためのものです。

ユーザは、クライアント マシンが修復に失敗すると、限定的にネットワークにアクセスできる

「制限付き」ネットワーク アクセスも利用できます。ユーザは、割り当てられたユーザ ロール

でログインする前に、ネットワーク アクセス条件を満たすように更新を実行する必要がありま

す。

詳細については、「Agent ユーザに対する制限付きネットワーク アクセスの設定」（P.11-7）を

参照してください。

Restricted Access User 
Role

このドロップダウン メニューを使用して、Clean Access Agent をインストールせずに、または 
Cisco NAC Web Agent をインストールおよび起動せずに制限付きネットワーク アクセスに同

意するユーザ用のユーザ ロールを指定します。

Restricted Access Button 
Text

NAC アプライアンス システムにログイン可能なユーザに表示するこのボックスのテキストを

変更できます。Cisco NAC Web Agent ログイン ダイアログに表示される「カスタマイズされ

た」ボタンのテキストです。Clean Access Agent からログインする場合、この設定可能なテキ

スト文字列は表示されません。代わりに、Clean Access Agent ユーザにだけ「限定的な」ボタ

ン ラベルを表示します。

表 10-1 Agent Login - General Setup の設定オプション （続き）

設定項目 説明
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General Setup の概要  
Show Network Policy to 
Clean Access Agent users 
[Network Policy Link:]

Network Policy（Acceptable Use Policy）Web ページへの Clean Access Agent/Cisco NAC 
Web Agent ログイン セッションでリンクをエージェント ユーザに表示する場合は、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、ネットワークにアクセスす

る前にユーザが同意しなければならないポリシーまたは情報のページを提供できます。この

ページは、外部 Web サーバまたは Clean Access Manager 自体に保存しておくことができます。

 • 外部サーバ上に置かれているページとリンクさせる場合は、[Network Policy Link] フィー

ルドに http://mysite.com/helppages の形式で URL を入力します。

 • ネットワーク ポリシー ページ（たとえば、「helppage.htm」）を CAM に保存する場合は、

[Administration] > [User Pages] > [File Upload] で、そのページをアップロードしてから、

[Network Policy Link] フィールドに http://<CAS_IP_address>/auth/helppage.htm の 
URL を入力することにより、そのページを示します。

（注） [Network Policy] ページが表示されるのは、そのデバイスでログインした 初のユーザ

だけです。これは、[Network Policy] ページに同意した認証ユーザの識別に役立ちま

す。Certified Devices List からデバイスを消去すると、次回のログイン時にユーザは再

度ネットワーク ポリシーに同意しなければなりません。

詳細については、P.10-4 の図 10-3および「Agent ユーザ用の Network Policy ページ（AUP）
の設定」（P.11-8）を参照してください。

Logoff Clean Access 
Agent users from network 
on their machine logoff or 
shutdown after <x> secs 
(for Windows & In-Band 
setup)

ユーザが Windows ドメインをログオフしたり（[スタート ] > [シャットダウン ] > [現在のユー

ザのログオフ ]）、Windows ワークステーションをシャットダウンした場合に、Clean Access 
ネットワークからそのエージェントがログオフできるように設定する場合は、このオプション

をクリックします。これで、ユーザが Online Users リストから削除されます。

（注） CAM で [Logoff Clean Access Agent users from network on their machine logoff or 
shutdown] のオプションをイネーブルに設定しないと、クライアント上の現在のユーザ

がクライアント システムからログオフした場合でも、 後に認証されたユーザがログ

インした状態のままになります。SSO の場合、このクライアントを使用する次回の

ユーザは、前回のユーザの証明書でログインされます。（SSO を実行しない）Cisco 
NAC Web Agent の場合、次回のユーザには、前回のユーザのアクセス権が付与されま

す。

Refresh Windows domain 
group policy after login 
(for Windows only) 

このチェックボックスをオンにすると、ユーザ ログイン後自動的に Windows ドメイン グルー

プ ポリシーが更新されます（GPO アップデートが実行されます）（Windows の場合だけ）。こ

の機能は、Windows AD SSO が Clean Access Agent ユーザに設定されている場合に GPO アッ

プデートを容易にするためのものです。詳細は、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server 
Installation and Configuration Guide Release 4.5(1)』の「Enable GPO Updates」の項を参照し

てください。

Automatically close login 
success screen after [] secs

このチェックボックスをオンにして、ユーザが標準ログイン ロールで正常に認証 /ログインし

た後にログイン成功のダイアログを自動的に閉じる時間を設定します（設定しない場合、ログ

イン ユーザは、[OK] ボタンをクリックする必要があります）。時間を 0 秒に設定すると、エー

ジェント ログイン成功の画面は表示されません（P.13-14 の図 13-22を参照）。有効な範囲は 0 
～ 300 秒です。

Automatically close 
logout success screen 
after [] secs (for Windows 
only)

このチェックボックスをオンにして、ユーザが手動でログアウトする際にログアウト成功のダ

イアログを自動的に閉じる時間を設定します（設定しない場合は、ログアウトしたユーザは 
[OK] ボタンをクリックする必要があります）。時間を 0 秒に設定すると、ログアウト成功の画

面は表示されません（P.13-15 の図 13-24を参照）。有効な範囲は 0 ～ 300 秒です。

表 10-1 Agent Login - General Setup の設定オプション （続き）

設定項目 説明
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General Setup の概要
Web Login

図 10-10 Web Login - General Setup 

Web ログイン ユーザには、ログイン ページとログアウト ページ、Quarantine ロール ページまたはア

クセス ブロック ページ、および Nessus 脆弱性スキャン レポートのうち、イネーブルに設定されてい

るものが表示されます。ネットワークにアクセスする前に、Web ログイン ユーザにユーザ同意ページ

を設定することもできます。

リモートユーザの確認に RADIUS サーバを使用するように Clean Access Manager を設定した場合、初

回の Web ログイン セッションでは、標準のユーザ ID およびパスワードに加えて、追加の認証チャレ

ンジ /レスポンス ダイアログに対応することができます。この追加の対話方式は、RADIUS サーバ自

体のユーザ認証プロファイルによるもので、Clean Access Manager や Clean Access Server に追加設定

は不要です。たとえば、標準のユーザ ID およびパスワードに加えてトークン生成 PIN や他のユーザ固

有の認定証を確認するような、RADIUS サーバ プロファイル設定に追加の認証確認を装備することが

できます。この場合、1 つ以上のログイン ダイアログ画面がログイン セッションの一部として表示さ

れる場合があります。

（注） 選択した RADIUS 認証方式に従って正しく対話するように、RADIUS サーバおよび関連クライアント

が設定されていることを確認します。

表 10-2 では、図 10-10 に示されている [General Setup] > [Web Login] の設定オプションについて説明

します。すべてのユーザ ページの例と説明は、P.10-27 の表 10-3を参照してください。
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General Setup の概要  
表 10-2  Web Login - General Setup の設定オプション 

設定項目 説明

User Role Clean Access の [General Setup] の設定を適用するユーザ ロールを選択します。ドロップダウ

ン リストには、システム内のすべてのロールが表示されます。[User Management] > [User 
Role] で、ユーザ ロールを設定します（「新しいロールの追加」（P.7-7）を参照）。

Operating System 特定のユーザ ロールのクライアント OS を選択します。デフォルトの「ALL」の設定を選択す

ると、OS 固有の設定値が指定されていない場合、すべてのクライアント オペレーティング シ
ステムに設定が適用されます。

Show Network Scanner 
User Agreement Page to 
web login users

Web ログインおよびネットワーク スキャン後に、[User Agreement Page]（「Virus Protection 
Information」）を表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。このページには、

[User Agreement] 設定フォームで設定した内容が表示されます。ネットワークにアクセスする

ためには、ユーザは [Accept] ボタンをクリックしなければなりません。

（注） ユーザ同意ページが表示されるのは、そのデバイスでログインした 初のユーザだけ

です。これは、ユーザ同意ページに同意した認証ユーザの識別に役立ちます。

Certified Devices List からデバイスを消去すると、次回のログイン時にユーザは再度、

このページで同意しなければなりません。

このオプションを選択する場合は、「ユーザ同意（User Agreement）ページのカスタマイズ」

（P.14-16）の説明に従って、ページの設定を確認する必要があります。

Enable pop-up scan 
vulnerability reports 
from User Agreement 
Page 

このチェックボックスをオンにすると、ポップアップ ブラウザ ウィンドウから、Web ログイ

ン ユーザに対してネットワーク スキャンの結果を表示することができます。ポップアップ 
ウィンドウがクライアント コンピュータでブロックされている場合、ユーザはログアウト 
ページの [Scan Report] リンクをクリックすることでレポートを表示できます。

Require users to be 
certified at every web 
login 

 • このチェックボックスをオンすると、ネットワークにアクセスするたびにユーザにネット

ワーク スキャンを強制できます。

 • ディセーブルに設定すると（デフォルト）、ユーザ証明が必要になるのは、そのユーザが

初にネットワークにアクセスしたとき、または [Certified Devices List] からそのユーザ

の MAC アドレスが消去されるまでの間です。

（注） このオプションは、In-Band Online Users リストにだけ適用します。このオプション

をイネーブルにして、Online Users リスト エントリを削除すると、同じ MAC アドレ

スを使用する Online Users リスト（インバンドまたはアウトオブバンド）のエントリ

が他にない場合は、対応する Certified Devices List エントリが削除されます。

Exempt certified devices 
from web login 
requirement by adding to 
MAC filters

このチェックボックスをオンにすると、Clean Access の [Certified Devices List] 上にあるデバ

イスの MAC アドレスが認証パススルー リストに追加されます。これによって、デバイスは、

次回のネットワーク アクセス時に認証と Clean Access プロセスをどちらも回避できます。
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General Setup の概要
Block/Quarantine users 
with vulnerabilities in 
role

 • このチェックボックスをオンにして、ドロップダウン メニューから [Quarantine] ロールを

選択すると、ネットワーク スキャン後に脆弱性が発見された場合、そのユーザは 
Quarantine ロールに割り当てられます。Quarantine ロールで隔離されたユーザは、システ

ムの問題を修正し、再度ネットワーク スキャンを受けて、脆弱性が発見されなくなるまで

ネットワークにアクセスできません。

 • ネットワーク スキャン後に脆弱性が発見された場合にネットワークからユーザをブロック

するには、このチェックボックスをオンにして、ドロップダウン メニューから [Block 
Access] を選択します。ブロックされたユーザには、[Message (or URL) for Blocked 
Access Page:] フィールドに入力した内容のアクセスブロック ページが表示されます。

（注） Quarantine ロールの名前の横にあるカッコ内に、ロール セッションの期限が表示され

ます。このセッション時間は、ユーザ同意ページにも表示されます（Quarantine ユー

ザに対して、このページの表示がイネーブルになっている場合）。

Show quarantined users 
the User Agreement Page 
of 

[Block/Quarantine users with vulnerabilities in role] で、[Quarantine] を選択した場合は、下部

にこのオプションが表示されます。これによって、スキャンで不合格になったユーザ用に選択

された Quarantine ロール専用のユーザ同意ページを表示できます。あるいは、Clean Access 
でユーザの標準ログイン ロールに関連付けられたページを表示したり、ページを何も表示させ

ないことも可能です。詳細については、「ユーザ同意（User Agreement）ページのカスタマイ

ズ」（P.14-16）を参照してください。

Message (or URL) for 
Blocked Access Page:

[Block/Quarantine users with vulnerabilities in role] で、[Block Access] を選択した場合は、下

部にこのオプションが表示されます。デフォルトのメッセージを変更する場合は、ユーザが 
Nessus スキャンに不合格となったため、ネットワークからブロックされたときに表示する

メッセージの HTML テキストまたは URL を入力します。

表 10-2  Web Login - General Setup の設定オプション （続き）

設定項目 説明
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ユーザ ページの概要 
ユーザ ページの概要 
ログインと Nessus スキャンのプロセス中にユーザに表示される Web ページ、および Web 管理コン

ソールで設定するリストについて、表 10-3 に概要を示します。

 
表 10-3 ユーザ ページの概要 

ページ 設定場所 目的

Web ログイン ページ

ログイン ペー

ジ

[Administration] > [User 
Pages] > [Login Page]

詳細については、「ユーザ ログ

イン ページ」（P.6-1）を参照し

てください。

ログイン ページは、エージェント /ネットワーク スキャン用の Web ペー

ジとは別に設定され、ネットワーク スキャンだけを使用する場合には

ネットワーク認証インターフェイスになります。エージェント ユーザが

このページの使用しなければならないのは、エージェントのインストー

ル ファイルを 初にダウンロードするときの 1 回だけです。ログイン 
ページは、VLAN、サブネット、クライアント OS 別に設定できます。

ユーザは、認証のために自分の証明書を入力し、CAM はローカル ユー

ザ /ユーザ ロールの設定に基づいて、ユーザに割り当てるロールを判断

します。

ログアウト 
ページ

（Web ログイン 
ユーザだけ）

[User Management] > [User 
Roles] > [New Role] または 
[Edit Role]

詳細については、「ログアウト 
ページ情報の指定」（P.6-16）
を参照してください。

ログアウト ページは、認証に Web ログインを使用するユーザにだけ表示

されます。ユーザが正常にログインすると、ユーザのブラウザにログア

ウト ページがポップアップされ、選択したオプションの組み合せに応じ

て、ユーザのステータスが示されます。

（注） ユーザ（特に Quarantine ロールのユーザ）は、このログアウト 
ページを閉じないように注意する必要があります。このページを

閉じてしまうと、セッション タイムアウトが発生するまでログ

アウトできなくなります。
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ユーザ ページの概要
Clean Access Agent ユーザ ページ

Clean Access 
Agent ダウン

ロード ページ

[Device Management] > 
[Clean Access] > [General 
Setup] > [Agent Login]

「概要」（P.12-1）を参照してく

ださい。

「Agent ユーザに対する制限付

きネットワーク アクセスの設

定」（P.11-7）を参照してくだ

さい。

Clean Access Agent の使用が必要なロールのユーザには、初回のワンタ

イム Web ログイン後にこのページが表示され、エージェントのダウン

ロードとインストールを促します。エージェントをインストールしたら、

ユーザはブラウザを開くのではなく、エージェントを使用してログイン

しなければなりません。

ダウンロード ページの下部には、ロールに従ってユーザがエージェント

を使用するように要求されている場合にエージェントをダウンロードで

きないときは、Restricted Network Access ボタンを配置するように任意

に設定することができます。

（任意）制限付

きネットワーク

アクセス

Cisco NAC 
Web Agent 
エージェント起

動ページ

 

（任意）制限付

きネットワーク

アクセス

[Device Management] > 
[Clean Access] > [General 
Setup] > [Agent Login]

「概要」（P.12-1）を参照してく

ださい。

「Agent ユーザに対する制限付

きネットワーク アクセスの設

定」（P.11-7）を参照してくだ

さい。

Cisco NAC Web Agent を使用する必要があるロールのユーザには、Web 
ログインの後にこのページが表示され、Web Agent の起動を促します。

ダウンロード ページの下部には、ロールに従ってユーザが Cisco NAC 
Web Agent を使用するように要求されている場合にこれを起動できない

ときは、[Restricted Network Access] ボタンを配置するように任意に設

定することができます。

表 10-3 ユーザ ページの概要 （続き）

ページ 設定場所 目的
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ユーザ ページの概要 
Clean Access 
ネットワーク 
ポリシー ペー

ジ

[Device Management] > 
[Clean Access] > [General 
Setup] > [Agent Login] 

「Agent ユーザ用の Network 
Policy ページ（AUP）の設定」

（P.11-8）およびP.10-4 の
図 10-3を参照してください。

「Network Usage Terms & Conditions」リンクを表示するように Clean 
Access Agent を設定できます。このリンクをクリックすると、事前に設

定済みのネットワーク利用ポリシー Web ページが開き、これに同意する

ことができます。このページは、外部の Web サーバまたは CAM 自体に

保存しておくことができます。エージェント ユーザが、ネットワークに

アクセスするためには、エージェント ダイアログで [Accept] ボタンをク

リックする必要があります。

表 10-3 ユーザ ページの概要 （続き）

ページ 設定場所 目的
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ユーザ ページの概要
Web ログイン /ネットワーク スキャナ ユーザ ページ

ネットワーク 
スキャン ユー

ザ同意ページ

イネーブルに設定： 
[Device Management] > 
[Clean Access] > [General 
Setup] > [Web Login] 

設定ページ： 
[Device Management] > 
[Clean Access] > [Network 
Scanner] > [Scan Setup] > 
[User Agreement]

「ユーザ同意（User 
Agreement）ページのカスタマ

イズ」（P.14-16）およびP.10-6 
の図 10-5を参照してください。

このページをイネーブルに設定すると、Web ログイン ユーザに対して、

認証およびネットワーク スキャン合格後にこのページが表示されます。

ネットワークにアクセスするためには、ユーザは [Accept] ボタンをク

リックしなければなりません。

脆弱性スキャン 
レポート

イネーブルに設定： 
[Device Management] > 
[Clean Access] > [General 
Setup] > [Web Login] 

設定ページ： 
[Device Management] > 
[Clean Access] > [Network 
Scanner] > [Scan Setup] > 
[Vulnerabilities]

「脆弱性の処理の設定」

（P.14-10）およびP.10-6 の
図 10-5を参照してください。

イネーブルに設定すると、ネットワーク スキャンによって脆弱性が発見

された場合、Web ログイン ユーザに、このクライアント レポートが表示

されます。ログアウト ページにも、このレポートへのリンクが表示され

ます。管理者は、[Device Management] > [Clean Access] > [Network 
Scanner] > [Reports] から、このクライアント レポートの管理バージョン

を表示できます。ネットワーク スキャンで脆弱性が発見されたエージェ

ント ユーザに対して、エージェント ダイアログの一部としてこの情報が

表示されます。レポートは次のように表示されます。

アクセス ブ
ロック ページ

[Device Management] > 
[Clean Access] > [General 
Setup] > [Web Login] 

「ユーザ同意（User 
Agreement）ページのカスタマ

イズ」（P.14-16）を参照してく

ださい。

イネーブルに設定すると、ネットワーク スキャンによってクライアント 
システムに脆弱性が発見され、ネットワークからブロックされる場合に、

Web ログイン ユーザに対してこのページが表示されます。

表 10-3 ユーザ ページの概要 （続き）

ページ 設定場所 目的
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ユーザ ページの概要 
ロール別にユーザを特定のページまたは URL（Clean Access の外）にリダイレクトする方法について

は、「ローカル ユーザ アカウントの作成」（P.7-15）を参照してください。

Clean Access の設定に関するその他の事項は、「General Setup ページでの設定」（P.14-6）を参照して

ください。

エージェント条件の設定に関する詳細は、第 12 章「エージェント要件の設定」を参照してください。

User 
Agreement 
Page：隔離

ユーザ、オリジ

ナル ロール

イネーブルに設定： 
[Device Management] > 
[Clean Access] > [General 
Setup] > [Web Login] 

設定ページ： 
[Network Scanner] > [Scan 
Setup] > [User Agreement]

[Normal Login] ロールを選択

します。

「ユーザ同意（User 
Agreement）ページのカスタマ

イズ」（P.14-16）を参照してく

ださい。

イネーブルに設定すると、ネットワーク スキャンによってクライアント 
システムに脆弱性が発見されて隔離される場合に、Web ログイン ユーザ

に対してこのページが表示されます。

このページには、Normal Login ロール用のユーザ同意ページと同じ 
[Information Page Message (or URL)] コンテンツ（「Virus Protection 
Information」）が表示されます。ただし、[Acknowledgment 
Instructions] にはオリジナル ロールのセッション タイムアウトがハード

コードされていて、さらに、ボタン ラベルは、「Report」および

「Logout」にハードコードされています。

ユーザ同意ペー

ジ：

隔離ユーザ、
Quarantine 
ロール

イネーブルに設定： [Device 
Management] > [Clean Access] 
> [General Setup] > [Web 
Login] 

設定ページ： [Network 
Scanner] > [Scan Setup] > [User 
Agreement] 

該当する [Quarantine] ロールを

選択します。

「ユーザ同意（User 
Agreement）ページのカスタマ

イズ」（P.14-16）を参照してく

ださい。

イネーブルに設定すると、ネットワーク スキャンによってクライアント 
システムに脆弱性が発見されて隔離される場合に、Web ログイン ユーザ

に対してこのページが表示されます。

このページでは、Quarantine ロール専用のユーザ同意ページを指定でき

ます（上述の Normal Login ロール用の Quarantine 版ユーザ同意ページ

を使用するのではありません）。[Acknowledgment Instructions] には 
Quarantine ロール用のセッション タイムアウトがハードコードされ、ま

たボタン ラベルも「Report」および「Logout」にハードコードされてい

ます。

表 10-3 ユーザ ページの概要 （続き）

ページ 設定場所 目的
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証明済みデバイスの管理 
ここでは、次の項目について説明します。

 • 「免除デバイスの追加」（P.10-33）

 • 「証明済みデバイスまたは免除デバイスの手動消去」（P.10-34）

 • 「証明済みデバイスのレポートの表示」（P.10-35）

 • 「アウトオブバンドの証明済みデバイスに関するスイッチ /WLC 情報の表示」（P.10-35）

 • 「証明済みデバイス タイマーの設定」（P.10-35）

 • 「フローティング デバイスの追加」（P.10-38）

ユーザ デバイスがネットワーク スキャンを通過するか、またはエージェントの条件を満たしている場

合、Clean Access Server は、そのデバイスの MAC アドレスを Certified Devices List に追加します

（CAS に近接する L2 ユーザの場合）。

（注） Certified Devices List はクライアント MAC アドレスに基づいて作成されているため、L3 配置のユー

ザには Certified Devices List は適用されません。

ネットワーク スキャンが実行される場合、Certified Devices List に追加されているデバイスは、その 
MAC アドレスが Certified Devices List 上にあるかぎり、そのデバイスのユーザがログアウトして別の

ユーザとしてネットワークにアクセスしても、再度証明プロセスを受ける必要はありません （マルチ

ユーザ デバイスに対してログインのたびに再認証を求めるには、そのデバイスをフローティング デバ

イスとして設定する必要があります）。

Clean Access Agent ユーザおよび Cisco NAC Web Agent ユーザの場合は、デバイスがすでに Certified 
Devices List に含まれていても、ログインのたびにエージェントの条件が検査されます。

自動的に Certified Device List に追加されたデバイスは、手動で消去することも、間隔を指定して自動

的に消去することも可能です。管理者は免除デバイスをリストに手動で追加するため、これを手動で削

除する必要があります。したがって、グローバルの Certified Devices Timer フォームを使用して一定間

隔で定期的にリストを消去しても、Certified Devices List 上の免除デバイスは自動的に削除されませ

ん。

Certified Devices List からデバイスを消去すると（手動でも自動でも）、次のアクションが実行されま

す。

 • IB クライアントは、In-Band Online Users リストから削除され、ネットワークからログオフされま

す。

 • OOB クライアントは、OOB Online Users リストから削除され、ポートをバウンスされます 

（OOB VGW でポート バウンスがディセーブルに設定されていない場合、詳細は「ポート プロ

ファイルの追加」（P.4-30）を参照してください）。

 • 次回のログイン時にクライアント デバイスに対して再度 Clean Access 条件を強制します。

[Monitoring] > [Online Users] > [View Online Users] で IB ユーザまたは OOB ユーザをネットワーク

からログオフさせても、そのクライアントは Certified Devices List からは削除されません。したがっ

て、このようなユーザのクライアント デバイスは、ネットワーク スキャンを強制されずに再度ログイ

ンできます。エージェント ユーザの場合は、デバイスがすでに Certified Devices List に含まれていて

も、ログインのたびにこのデバイスに対するエージェントの条件が検査されます。
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（注） Certified Devices List には、既知の L2 MAC アドレスに基づいて認証および証明されたユーザが表示

されるため、IP アドレスだけで追跡されるリモートの VPN/マルチホップ L3 ユーザに関する情報は、

Certified Devices List には表示されません。認証済みのリモート VPN/マルチホップ L3 ユーザを確認

するには、In-Band Online Users リストを表示してください。これらのユーザの User MAC フィールド

には、「00:00:00:00:00:00」が表示されます。

アクティブなユーザ セッションの終了に関する詳細は、「アクティブ ユーザの意味」（P.15-4）および

「OOB ユーザ」（P.4-66）を参照してください。

証明済みデバイスが、ある CAS から別の CAS に移動した場合、そのデバイスがすべての Clean 
Access Server に対してグローバル レベルで免除デバイスとして手動でリストに追加されていなけれ

ば、新しい CAS で再度 Nessus スキャンを受けなければなりません。したがって、ある Clean Access 
Server の Clean Access 条件を別の CAS より厳しくすることも可能です。

デバイスの証明とリストへの追加は Clean Access Server 別にしか実行できませんが、削除する場合は、

すべての Clean Access Server からグローバルに証明済みデバイスを削除することも、また特定の CAS 
だけからローカルに削除することも可能です（詳細は、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server 
Installation and Configuration Guide Release 4.5(1)』を参照してください）。

また、「Certified Devices List」（P.10-9）も参照してください。

免除デバイスの追加

デバイスを「免除」デバイスとして指定すると、ネットワーク スキャン（Nessus スキャン）からその

デバイスを除外します。クライアントに対してネットワーク スキャン レポートは作成されません。デ

バイスを手動で免除するには、そのデバイスを Certified Devices List に追加します。この MAC アドレ

スがリスト上に存在している間はネットワーク スキャンの回避が許可されます。

（注） デバイスを免除デバイスとして追加しても、クライアント マシンの Clean Access Agent ポスチャ評価

は免除されません。

（注） ユーザまたはデバイスに対する認証を回避できるようにする手順は、「デバイスおよびサブネットのグ

ローバル フィルタリング」（P.3-10）を参照してください。

免除デバイスの追加手順

ステップ 1 [Device Management] > [Clean Access] > [Certified Devices] > [Add Exempt Device] の順番に進みま

す。
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図 10-11 免除デバイスの追加

ステップ 2 [Exempt Device MAC Address] フィールドに、MAC アドレスを入力します。一度に複数のアドレスを

追加する場合は、アドレスの区切りに改行を使用してください。

ステップ 3 [Add Exempt] をクリックします。

ステップ 4 [Certified Devices List] ページが表示され、免除デバイスが強調表示されます（図 10-12）。

（注） このフォームで追加された免除デバイスは、すべての Clean Access Server で免除扱いとなります。特

定の Clean Access Server だけに対する免除デバイスの指定については、『Cisco NAC Appliance - Clean 
Access Server Installation and Configuration Guide Release 4.5(1)』を参照してください。

図 10-12 Clean Access Certified Devices List

証明済みデバイスまたは免除デバイスの手動消去

デバイスの MAC アドレスを消去する場合は、[Device Management] > [Clean Access] > [Certified 
Devices] > [Certified Devices List] の順番に進み、以下をクリックします。

 • [Clear Exempt]：[Add Exempt] ボタンを使用して手動で追加された MAC アドレスだけを削除す

る場合

 • [Clear Certified]：Clean Access Server によって自動的に追加された MAC アドレスだけを削除す

る場合

 • [Clear All]：免除デバイスと証明済みデバイスの両方の MAC アドレスを削除する場合 
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アドレスを個別に削除する場合は、その MAC アドレスの横にある [Delete] をクリックします。

証明済みデバイスのレポートの表示

[Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Reports] から、証明済みデバイスに

対する前回のエージェント スキャンの結果を表示できます。[View] ボタンをクリックすると、個々の

クライアントがどのような条件、ルール、検査に合格または不合格になったのかを調べることができま

す。詳細については、「スキャン レポートの表示」（P.14-14）を参照してください。

[Device Management] > [Clean Access] > [Network Scanner] > [Reports] からは、証明済みデバイスに

対する前回のネットワーク スキャンの結果をいつでも表示できます。個別のスキャン レポートを表示

する場合は、[Report] アイコンをクリックします。詳細については、「スキャン レポートの表示」

（P.14-14）を参照してください。

アウトオブバンドの証明済みデバイスに関するスイッチ /WLC 情報の表示

アウトオブバンド ユーザの場合だけ、[Certified Devices List ]（図 10-12）にはアウトオブバンド ス
イッチの IP アドレスおよび特定ポートを含む [Location] カラム、または「（ワイヤレス LAN コント

ローラの場合は）特定のアウトオブバンド WLC の IP アドレスおよび SSID」 が読み込まれます。

OOB クライアントの詳細は、以下を参照してください。

 • 第 4 章「スイッチ管理：アウトオブバンド配置の設定」および「アウトオブバンド ユーザ」

（P.15-6）

 • 第 5 章「Wireless LAN コントローラの管理：ワイヤレス アウトオブバンド配置の設定」

証明済みデバイス タイマーの設定

自動的に Certified Device List を削除するように証明済みデバイスの「タイマー」を設定することがで

きます。これにより、タイマーを適用する時間がくるたびに、Certified Devices List 全体を削除する必

要がなくなります。管理者は次のことが可能になります。

 • Clean Access Server、ユーザ ロール、認証プロバイダーごとに、またはこれら 3 つすべて合せて、

Certified Devices List を削除することができます。

 • [Keep Online Users] オプションを使用して、ユーザをネットワークから削除せずに証明済みのデ

バイスを削除することができます。[Keep Online Users] オプションが選択されている場合、リス

トの削除時にユーザ セッションは即座に終了せず、ユーザ ログアウト時（または OOB のリンク

ダウン時）に終了します。ユーザ認証とデバイスの修復後にデバイスをリストに再入力することが

できます。

 • （ピーク時のユーザの再ログインおよび証明書を管理するために）Certified Devices List を一度に

削除するか、またはバッチ処理で削除します。リストに追加されている期間や決められたバッチ間

隔に応じてデバイスを削除できます。これにより、数多くのデバイスを削除する際に CAM データ

ベース管理が容易になります。

 • 複数の独立したタイマーを設定します。管理者は、（スケジュール化されたジョブ /タスクのよう

に）証明済みデバイス タイマーの複数インスタンスを作成し保存することができます。各タイ

マーは互いに独立して、個別に更新できます。たとえば、6 つの CAS ペアを管理する場合、管理

者は各 HA-CAS ペアに対して別々のタイマーを作成できます。
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（注） Certified Devices Timer フォームは、Clean Access によって Certified Devices List に追加されたデバ

イスだけを消去する自動プロセスです。手動で Certified Devices List に追加された免除デバイスは消

去されません。[Keep Online Users] オプションが無効に設定されている場合、Certified Devices List 
を削除するとすべてのオンライン ユーザ セッションが中断されます。

新規証明済みデバイス タイマーを作成するには、次の手順を実行します。

1. [Device Management] > [Clean Access] > [Certified Devices] > [Timer] の順番に進みます。デフォ

ルトで、[List] ページが表示されます。

図 10-13 Certified Devices Timer - List 

2. [New] サブリンクをクリックして、[New Timer] 設定フォームを起動します。
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図 10-14 New Certified Devices Timer 

3. [Timer Name] に、タイマーの名前を入力します。

4. （任意）タイマーの説明を [Description] フィールドに入力します。

5. [Enable this timer] のチェックボックスをオンにして、設定直後にこのタイマーを適用します。

6. ネットワークからユーザを削除せずに Certified Devices List からクライアント [Keep Online 
Users] デバイスを削除する場合は、 のチェックボックスをオンにします。

7. [Start Date and Time] に、タイマーの開始日付と時間を [YYYY-MM-DD hh:mm:ss] の形式で入力

します。[Start Date and Timer] には、このタイマーが Certified Devices List を削除する初回の日

付と時間を設定します。

8. [Recurrence] に、このタイマーの繰り返し間隔を日数単位で入力します。たとえば、[Recurrence] 
が 7 の場合、初回の削除から 7 日後の [Start Time] の指定時間に Certified Devices List を削除しま

す。「0」 を入力すると、Certified Devices List を 1 回だけ削除します。

9. ドロップダウン メニューから任意の項目を選択して、以下の Criteria でこのタイマーを適用しま

す。

a. [Clean Access Server]：このタイマーを [Any CCA Server]（任意の CCA サーバ、デフォル

ト）に適用するか、IP アドレスで指定された CAS に適用します。
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b. [User Role]：このタイマーを [Any User Role]（任意のユーザ ロール、デフォルト）に適用す

るか、特定のシステム ユーザ ロールに適用します。

c. [Provider]：このタイマーを [Any Provider]（任意のプロバイダー、デフォルト）に適用する

か、特定のシステム [Auth Provider]（ローカル DB またはその他）に適用します。

10. 指定した日数 Certified Devices List 上に追加されているデバイスだけを削除するため、[Minimum 
Age] を日数単位で入力します。「0」 を入力すると、Certified Devices List に追加された期間に関係

なくすべてのデバイスが削除されます。

11.（Criteria によってソートされた）Certified Devices List からタイマーで一度にどの程度削除する

か、その [Method]（方法）を選択します。次のオプションを選択できます。

a. [Clear all matching certified devices]（一致する証明済みデバイスをすべて削除）。

b. [Clear the oldest [] matching certified devices only]（古い方から [] 個の証明済みデバイスだけ

を削除）。（たとえば、[10] の場合、ソート リストの中で古い方から 10 個の証明済みデバイス

が削除されます）。 
c. [Clear the oldest [] certified devices every [] minutes until all matching certified devices are 

cleared]（すべての一致する証明済みデバイスが削除されるまで、古い方から [] 個の証明済み

デバイスを [] 分ごとに削除）。

12. 設定終了後、[Update] をクリックします。これにより、証明済みデバイス タイマー リスト内にタ

イマーが保存されます。

（注） ユーザ セッションの終了に関するその他の事項は、「ユーザ セッション タイムアウトおよびハート

ビート タイムアウトの設定」（P.9-16）を参照してください。

フローティング デバイスの追加

フローティング デバイスの証明が有効なのは、1 回のユーザ セッション中だけです。ユーザがログア

ウトすると、そのデバイスの次のユーザは再度証明プロセスを受けなければなりません。フローティン

グ デバイスは、kiosk コンピュータや図書館で貸し出される無線カードなどの共用機器を管理する場合

に便利です。

セッション期間による証明以外に、これまでに証明されていないデバイスも設定できます。これは、

ネットワークの非信頼側からマルチユーザ トラフィックを導くダイヤルアップ ルータなど、マルチ

ユーザ デバイスの管理に役立ちます。この場合、Clean Access Server はネットワーク トラフィックの

送信元と宛先として、そのデバイスの MAC アドレスだけを認識します。このようなデバイスの証明を

許可すると、 初のユーザの証明後、他のユーザも証明を免除されることになります。証明されていな

いフローティング デバイスとしてルータの MAC アドレスを設定すれば、そのデバイスを通じてネッ

トワークにアクセスする各ユーザは個別に、脆弱性 /条件に適合しているかどうか評価されます。

この場合、ユーザは IP アドレスで区別されるため、 ユーザには異なる IP アドレスが必要です。ルータ

が NAT サービスを実行する場合、Clean Access Manager はユーザを区別できず、 初のユーザだけが

証明されます。

図 10-15 に、[Floating Devices] タブを示します。
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図 10-15 Floating Devices 

（注） VPN コンセントレータまたはマルチホップ L3 配置の場合、管理者は、ルータ /VPN コンセントレータ

の MAC アドレスをフローティング デバイス リストに追加しなければなりません（入力例：

00:16:21:11:4D:67 1 vpn_concentrator）。『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and 
Configuration Guide Release 4.5(1)』の「Integrating with Cisco VPN Concentrators」を参照してくだ

さい。

フローティング デバイスの設定手順 
1. [Device Management] > [Clean Access] > [Certified Devices] > [Add Floating Device] の順番に進

みます。

2. [Floating Device MAC Address] フィールドに、MAC アドレスを入力します。フォームのエント

リを次のように入力します。

<MAC> <type> <description>

上記で

 – <MAC> は、そのデバイスの MAC アドレスです。

 – <type> は、次のいずれかです。

0：セッション範囲での証明 

1：そのデバイスを証明済みとは見なさない場合

 – <description> は、そのデバイスの説明です（任意）。

各要素の区切りにはスペースを入力し、複数のエントリ間の区切りには改行を使用します。次の例

を参考にしてください。

 00:16:21:23:4D:67 0 LibCard1 
 00:16:34:21:4C:68 0 LibCard2 
 00:16:11:12:4A:71 1 Router1 

3. [Add Device] をクリックして、設定値を保存します。

フローティング デバイスを削除する場合は、その MAC アドレスの [Delete] アイコンをクリックしま

す。
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C H A P T E R 11

Agent の配布

この章では、クライアント マシンに Clean Access Agent（CAA）および Cisco NAC Web Agent を配

布するために、Clean Access Manager（CAM）および Clean Access Server（CAS）の配布、インス

トール、および自動アップグレードのオプションをイネーブルにして、設定する方法について説明しま

す。

 • 「概要」（P.11-1）

 • 「デフォルト ログイン ページの追加」（P.11-3）

 • 「Agent の使用要求」（P.11-3）

 • 「ネットワーク アクセスのイネーブル化（L3 または L2）」（P.11-9）

 • 「Agent の配布およびインストールの設定」（P.11-16）

 • 「CAA 自動アップグレードの設定」（P.11-29）

 • 「CAM への CAA の手動アップロード」（P.11-35）

 • 「CAA のダウングレード」（P.11-36）

概要
CAA および Cisco NAC Web Agent クライアント マシンに対して、ローカル マシン エージェント ベー

スのポスチャ評価および修復を行う機能があります。

ユーザは CAA（読み取り専用クライアント ソフトウェア）をダウンロードおよびインストールして、

ホストのレジストリ、プロセス、アプリケーション、およびサービスをチェックすることができます。

CAA を使用すると、AV（アンチウイルス）や AS（アンチスパイウェア）の定義を更新したり、CAM 
にアップロードされたファイルを配布したり、ユーザがファイルをダウンロードしてシステムを修復で

きるように Web サイトへのリンクを配布したり、情報や手順を配布することができます。

Cisco NAC Web Agent は、CAA のように「永続的」ではないため、単一ユーザ セッションを収容す

る間クライアント マシン内に存在するだけです。Agent アプリケーションをダウンロードしインス

トールする代わりに、ユーザがブラウザ ウィンドウを開くと、NAC アプライアンス Web ログイン 
ページにログインし、一時 Cisco NAC Web Agent を起動するように選択し、自己解凍 Agent スタブ イ
ンストーラがファイルをクライアント マシンの一時ディレクトリにダウンロードし、ポスチャ評価を

実行してシステムをスキャンし、セキュリティ コンプライアンスを確認し、コンプライアンス ステー

タスを Cisco NAC アプライアンス システムにレポートし戻します。

CAA/Cisco NAC Web Agent のポスチャ評価を CAM に設定するには、規則およびチェック基準（任

意）に基づいて要件を作成してから、ユーザ ロールまたはクライアント オペレーティング システムに

適用します。
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概要
（注） 概要については、「Clean Access Agent のクライアント評価プロセス」（P.10-4）を参照してください。

L3 配置のユーザ

Cisco NAC アプライアンスはマルチホップ L3（レイヤ 3）配置、および CAA からの Virtual Private 
Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）コンセントレータ /L3 アクセスをサポートし

ます。この機能を使用すると、クライアントが CAS から（L2 上で近接するのではなく）L3 上で 1 
ホップ以上離れるようにネットワークが設定されている場合に、クライアントは CAS を検出できま

す。CAS で L3 サポートをイネーブルにし、マルチホップ L3 環境または Cisco VPN コンセントレー

タの背後で、CAA に対する有効な Discovery Host が存在することを確認する必要があります。

配布

CAA セットアップ インストール ファイルおよび Cisco NAC Web Agent は CAM ソフトウェアに組み

込まれていて、すべての CAS に自動的に配布されます。初期インストールのために CAA をクライア

ントに配布するには、[General Setup] > [Agent Login] タブで、ユーザ ロールおよびオペレーティング 
システムに CAA を使用するように要求する必要があります。その後、クライアントが CAA を要求す

ると、CAS は Agent セットアップ ファイルを配布します （この動作は、Cisco NAC Web Agent には

適用されません）。CAS の Agent のバージョンが期限切れの場合、CAS は CAM から使用可能な 新

バージョンを取得してから、クライアントに配布します。

自動アップグレード

CAM で Agent 自動アップグレードを設定すると、ユーザはログイン時に、CAM で入手可能な 新

パッチ バージョンの CAA に自動的にアップグレードすることができます。Cisco NAC Web Agent の
場合、ユーザは自動的に 新バージョンの一時 Agent を CAM からダウンロードします。

インストール 
ユーザが Agent を 初にインストールするときに必要なユーザの相互作用のレベルを設定できます。

OOB ユーザ

アウトオブバンド ユーザが Agent を使用できるのは、認証および証明書のためにインバンドにとど

まっている場合に限られるため、Agent 設定は、インバンド ユーザとアウトオブバンド ユーザで同じ

です。

規則およびチェック基準

設定済みのシスコのチェック基準と規則、およびユーザ設定のカスタム チェック基準と規則を使用し

て、Agent は稼動しているアプリケーションまたはサービスの有無、レジストリ キーの有無、または

レジストリ キーの値を調べることができます。シスコの設定済み規則は、Critical Windows OS ホット

フィックスをサポートしています。

Agent アップデート

シスコは CAM Web コンソールの [Updates] ページで、複数のアップデートを時間ごとに追跡して、提

供しています。また、 新バージョンの Windows および Macintosh の Clean Access Agent Upgrade 
Patches および Cisco NAC Web Agent Upgrade Patches を入手可能になった時点で提供しています。詳

細については、「アップデートの取得」（P.10-12）を参照してください。
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デフォルト ログイン ページの追加  
Agent 設定手順

CAA および Cisco NAC Web Agent の配布を設定するために必要な手順は、次のとおりです。

ステップ 1 「デフォルト ログイン ページの追加」（P.11-3）

ステップ 2 「Agent の使用要求」（P.11-3）

ステップ 3 「ネットワーク アクセスのイネーブル化（L3 または L2）」（P.11-9）

ステップ 4 「Agent の配布およびインストールの設定」（P.11-16）

ステップ 5 「CAA 自動アップグレードの設定」（P.11-29）

ステップ 6 「Agent の使用要求」（P.11-3）

ステップ 7 第 12 章「エージェント要件の設定」の手順に従って Agent の要件を設定します。

デフォルト ログイン ページの追加
Web ログイン ユーザと CAA/Cisco NAC Web Agent ユーザが認証プロバイダー リストを取得するに

は、ログイン ページを追加して、システムに格納し、ユーザが CAA を介して認証できるようにする必

要があります。デフォルト ユーザ ログイン ページを迅速に追加する手順については、「デフォルト ロ
グイン ページの追加」（P.6-3）を参照してください。

（注） L3 OOB 配置の場合、「ログイン ページ用に Web クライアントをイネーブル化」（P.6-5）が必要です。

Agent の使用要求 
Clean Access Agent や Cisco NAC Web Agent の使用要求は、ユーザ ロールおよびオペレーティング 
システムごとに設定されます。特定のロールに Agent が必要な場合、このロールに属するユーザが 
Web ログインを使用して 初に認証を受けると、Agent ダウンロード ページに転送されます

（図 11-2）。このユーザは、CAA インストール ファイルをダウンロードして実行するか、Cisco NAC 
Web Agent を起動するように要求されます。このユーザがインストールを終了すると、CAA を使用し

てネットワークにログインするように要求されます （クライアント マシンがユーザ ロールに設定され

ている Agent 要件を満たしている限り、Cisco NAC Web Agent ユーザは自動的にネットワークに接続

されます）。

1. [Device Management] > [Clean Access] > [General Setup] > [Agent Login] に移動します

（図 11-1）。

2. CAA または Cisco NAC Web Agent を使用するようにユーザに要求する [User Role] を選択しま

す。

3. ドロップダウン メニューから選択できる項目から [Operating System] を選択します。

（注） [Download Clean Access Agent] Web ページまたは [Launch Cisco NAC Web Agent] Web ペー

ジを適切にユーザにプッシュするために、所定のロールに合わせてオペレーティング システム

が正しく設定されていることを確認してください。
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Agent の使用要求
4. Windows または Mac OS X CAA を使用して Cisco NAC アプライアンス システムにユーザがログ

インする必要がある場合、[Require use of Clean Access Agent] のチェックボックスをオンにしま

す。Windows Clean Access Agent Distribution 設定の詳細については、「Windows CAA の配布」

（P.11-17）を参照してください。Mac OS X Clean Access Agent Distribution 設定の詳細について

は、「Mac OS X CAA の配布」（P.11-19）を参照してください。

（注） Clean Access Agent およびユーザ ダイアログの例については、それぞれ「Windows Clean 
Access Agent」（P.13-1）および「Mac OS X Clean Access Agent」（P.13-21）を参照してくだ

さい。

5. Cisco NAC Web Agent を使用している Cisco NAC アプライアンス システムにユーザがログインす

る必要がある場合、[Require use of Cisco NAC Web Agent] のチェックボックスをオンにします。

Clean Access Agent および ユーザ ダイアログの例については、「Cisco NAC Web Agent」
（P.13-43）を参照してください。

（注） [Require use of Clean Access Agent] および [Require use of Cisco NAC Web Agent] オプショ

ンは、相互に排他的では「ありません」。両方のオプションをイネーブルにするように選択し

た場合、Login ページに誘導された際に両方の選択が提示されます。

6. デフォルト メッセージを残すか、任意で独自の HTML メッセージを [Clean Access Agent 
Download Page Message (or URL)] や [Cisco NAC Web Agent Launch Page Message (or URL)] テ
キスト フィールドに入力することができます。

7. [Update] をクリックします。
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Agent の使用要求 
図 11-1 General Setup 

（注） [General Setup] ページの設定の詳細については、「General Setup の概要」（P.10-19）を参照してくださ

い。

Web ログイン ページで初めてログインする CAA ユーザには、CAA ダウンロード ページが表示されま

す（図 11-2 を参照）。
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Agent の使用要求
図 11-2 CAA ダウンロード ページ 

Web ログイン ページで初めてログインする Cisco NAC Web Agent ユーザには、CAA ダウンロード 
ページが表示されます（図 11-3 を参照）。
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Agent の使用要求 
図 11-3 Cisco NAC Web Agent 起動ページ

Agent ユーザに対する制限付きネットワーク アクセスの設定

管理者は、たとえばマシンに権限がなかったり、ゲスト アクセスなどにより、ユーザが CAA を自分で

ダウンロードおよびインストールしない、またはユーザ自身が Cisco NAC Web Agent を起動しないこ

とを選択した場合に備えて、ユーザに制限付きネットワーク アクセスを設定できます。この拡張機能

は、割り当てられたユーザ ロールで Agent を介してログインする必要がある場合でも、ゲストまたは

企業環境内のパートナーがネットワークにアクセスできるよう支援することを目的としています。

ユーザは、クライアント マシンが修復に失敗すると、限定的にネットワークにアクセスできる「制限

付き」ネットワーク アクセスも利用できます。ユーザは、割り当てられたユーザ ロールでログインす

る前に、ネットワーク アクセス条件を満たすように更新を実行する必要があります。

制限付きネットワーク アクセス オプションは、[Require use of the Clean Access Agent] や [Require 
use of the Cisco NAC Web Agent] チェックボックスがオンの場合だけ設定可能で、このオプションに

より、表示されるボタンやテキストの他に、ユーザに割り当てるユーザ ロールを設定することができ

るようになります。ユーザが 初の Web ログインを実行し、Agent のダウンロードにリダイレクトさ

れると、[Device Management] > [Clean Access] > [General Setup] | [Agent Login] で [Allow restricted 
network access in case user cannot use Clean Access Agent] オプションがイネーブルの場合に、ページ

（図 11-2 および図 11-3）の [Download Clean Access Agent] や [Launch Cisco NAC Web Agent] ボタ

ンの下に、[Restricted Network Access] テキストとボタンが表示されます（「Allow restricted network 
access in case user cannot use Clean Access Agent」（P.10-22）を参照）。ユーザが CAA をダウンロー

ドしないか、Cisco NAC Web Agent を起動しないことを選択した場合、[Get Restricted Network 
Access] ボタンをクリックして、割り当てられたロールで許可されたアクセス権を同じブラウザ ページ

から取得できます。
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Agent の使用要求
ネットワーク セキュリティ要件を満たすためにクライアント マシンで更新が必要なことが明らかな場

合に、Agent ログインや修復をサポートするために、Agent ログイン ダイアログ セッション中にユー

ザは「制限付き」ネットワーク アクセスを受け入れることを選択できます。Agent セッション中に、

ユーザは、割り当てられたユーザ ロールに関係なく、[Limited]（CAA）または [Get Restricted 
Network Access]（Cisco NAC Web Agent）をクリックして、即座にネットワークにアクセスすること

ができます。詳細については、「Windows Clean Access Agent ユーザ ダイアログ」（P.13-2）および

「Cisco NAC Web Agent ユーザ ダイアログ」（P.13-46）を参照してください。

次の点に注意してください。

 • ブルーのシェーディングで表示される In-Band Online Users リストに、制限付きネットワーク ア
クセス ユーザが表示されます。

たとえば、ユーザが Agent をインストールできず、OOB 配置で [Restricted Access] ボタンをク

リックすると、そのユーザが In-Band Online Users リストに表示され、CAS が OOB を実行してい

る場合でも認証 VLAN に留まります。この場合、管理者は制限付きロールに ACL を設定して、そ

のロールのユーザのアクセスを制御できます。

 • 制限付きネットワーク アクセス ユーザは、ポスチャ評価要件を満たしていないため、Certified 
Devices List には表示されません。

Agent ユーザ用の Network Policy ページ（AUP）の設定

ここでは、Agent ユーザ用の Network Policy ページ（または Acceptable Usage Policy （AUP））への

ユーザ アクセスを設定する方法について説明します。ログインし、要件の評価が完了すると、

[Accept] ダイアログ（P.13-13 の図 13-21またはP.13-61 の図 13-78）と [Network Usage Terms & 
Conditions] リンクが表示されます。ネットワークにアクセスするユーザは、このリンク先の Web ペー

ジの内容を承諾する必要があります。このリンクを使用すると、ネットワークの適切な使用方法に関す

るポリシーまたは情報ページが表示されます。このページは、外部の Web サーバまたは CAM 自体に

保存しておくことができます。

Network Policy リンクの設定手順

1. [Device Management] > [Clean Access] > [General Setup] に移動します（P.11-5 の図 11-1を参

照）。

2. [User Role]、[Operating System]、および [Require use of Clean Access Agent]/[Require Use of 
Cisco NAC Web Agent] が設定されていることを確認します。

3. [Show Network Policy to Clean Access Agent and Cisco NAC Web Agent users [Network Policy 
Link:]] をクリックします。CAA および Cisco NAC Web Agent に Network Usage Policy Web ペー

ジへのリンクが表示されます。ネットワークにアクセスする Agent ユーザは、このリンクの内容

を承諾する必要があります。

4. このページを CAM でホスティングする場合は、[Administration] > [User Pages] > [File Upload] 
を使用して、ページ（「helppage.htm」など）をアップロードする必要があります。詳細について

は、「リソース ファイルのアップロード」（P.6-13）を参照してください。外部 Web サーバでペー

ジをホスティングする場合は、次のステップに進みます。

5. [Network Policy Link] フィールドに、次のように、ネットワーク ポリシー ページの URL を入力

します。

 – 外部ホスティング ページにリンクする場合は、次のフォーマットで URL を入力します。 
http://mysite.com/helppages 

 – CAM にアップロードしたページ（「helppage.htm」など）を指定する場合は、次のように 
URL を入力します。 
http://<CAs_IP_address>/auth/helppage.htm
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ネットワーク アクセスのイネーブル化（L3 または L2）   
6. Temporary ロールにトラフィック ポリシーを追加して、ユーザがこのページに HTTP 経由でアク

セスできるようにします。詳細については、「デフォルト ロール用のトラフィック ポリシーの追

加」（P.9-28）を参照してください。

Agent ユーザに Network Policy ダイアログを表示する方法については、P.13-13 の図 13-21および

P.13-61 の図 13-78を参照してください。

CAA プロセスのどの部分で [Network Policy] ダイアログが表示されるかについては、「Clean Access 
Agent のクライアント評価プロセス」（P.10-4）を参照してください。CAA プロセスのどの部分で 
[Network Policy] ダイアログが表示されるかについては、「Cisco NAC Web Agent の起動」（P.10-5）を

参照してください。

Agent Temporary ロールの設定

Agent Temporary ロールのトラフィック ポリシーおよびセッション タイムアウトの設定の詳細につい

ては、「Agent Temporary ロールの設定」（P.9-20）を参照してください。

ネットワーク アクセスのイネーブル化（L3 または L2）
Cisco NAC アプライアンスはデフォルトで、CAS から L2 上で接近するインバンド Agent ユーザをサ

ポートします。

VPN/L3 配置の場合は、Web ログインに対して、または CAS から L3 上で複数ホップ離れている 
Agent ユーザに対して、L3 サポートを「イネーブル」にする必要があります。

Agent ユーザがホームベース無線ルータまたは NAT（ネットワーク アドレス変換）デバイスを使用し

てネットワークに接続できないように、L2/L3 アクセスを制限することもできます。

CASでは、次のネットワーク アクセス オプションを設定できます。

 • [Enable L3 support]：このオプションがイネーブルの場合、CAS はすべてのホップのユーザを許

可します。マルチホップ L3 インバンド配置の場合、この設定は CAS レベルで Web ログイン ユー

ザと Agent ユーザに対する CAS の L3 検出をイネーブル /ディセーブルにします。設定されると、

CAS はルーティング テーブルを使用してパケットを送信するように強制されます。

 • [Enable L3 strict mode to block NAT devices with Clean Access Agent]：このオプションがオンの

場合（「Enable L3 support」とともに）、CAS はユーザ パケットの送信元 IP アドレスを CAA が送

信した IP アドレスに照らし合わせ、ユーザと CAS 間の NAT 装置を使用するすべての L3 Agent 
ユーザをブロックします。

 • [Enable L2 strict mode to block L3 devices with Clean Access Agent]：このオプションがイネーブ

ルの場合、CAS はユーザ パケットの送信元 MAC アドレスを CAA が送信した MAC アドレスに

照らし合わせ、CAS から複数ホップ離れたすべての L3 Agent ユーザをブロックします。ユーザが

ネットワークにアクセスするには CAS とユーザのクライアント マシンの間にあるルータをすべて

取り外す必要があります。

 • すべてのオプションをオフのまま変更しない（デフォルト設定）：CAS は L2 モードで動作し、す

べてのクライアントが 1 ホップ離れていると想定します。CAS は、CAS とクライアントの間に

ルータが配置されているかどうかを区別できません。ルータの MAC アドレスは、ログインする

初のユーザおよび以降のユーザのマシンとして使用できます。MAC アドレスは認識されないた

め、ルータを介して送受信を行う実際のクライアント マシンではチェックが実行されません。
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ネットワーク アクセスのイネーブル化（L3 または L2）
（注） • L2 配置だけを使用している場合、[Enable L3 support] オプションがオンになっていないことを確

認してください。

 • L3 および L2 strict オプションは同時に使用できません。一方のオプションをイネーブルにすると、

別のオプションがディセーブルになります。

 • L3 または L2 strict モードをイネーブルまたはディセーブルにするには、必ず CAS の [Update] お
よび [Reboot] を実行する必要があります。[Update] を実行すると、次に再起動するまで、Web コ
ンソールでは変更された設定が維持されます。[Reboot] を実行すると、CAS 内のプロセスが起動

します。

L2/L3 strict モードの詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and 
Configuration Guide, Release 4.5(1)』 を参照してください。

CAA は L2 検出のために、Agent が稼動しているマシン上にあるすべてのアダプタのすべてのデフォ

ルト ゲートウェイに、検出パケットを送信します。CAS がデフォルト ゲートウェイ（実 IP/NAT ゲー

トウェイ）として、またはデフォルト ゲートウェイの前のブリッジ（仮想ゲートウェイ）として配置

されている場合、CAS は応答します。

CAS が L2 検出に応答しない場合、Agent は L3 検出を実行します（L3 検出がイネーブルな場合）。

CAA は Discovery Host（CAS の信頼できる方の側にある IP アドレス）にパケット送信を試みます。

この IP アドレスは [Installation] ページの [Discovery Host] フィールドで設定されます。通常のデフォ

ルト設定は、CAM の IP アドレスです。CAA を CAS/CAM から取得して、[Discovery Host] が正しく

設定され、UDP 8906 ユニキャストが実行されるようにします。CAS が存在する場合に、これらのパ

ケットが CAS に到達すると、CAS はパケットを代行受信して、CAA に応答します。

（注） タスクバー メニューから CAA を右クリックして [Properties] を選択すると、クライアントの 
[Discovery Host] を確認できます（P.13-6 の図 13-7を参照）。

（注） CAS を検出するために、CAA は UDP ポート 8905（L2 ユーザ）および UDP ポート　8906（L3 ユー

ザ）で SWISS（独自の CAS Agent 通信プロトコル）パケットを送信します。CAS は、常に UDP ポー

ト 8905 および 8906 を傍受し、デフォルトによりポート 8905 でトラフィックを受け入れます。L3 サ
ポートがイネーブルでない場合、CAS は UDP ポート 8906 でトラフィックをドロップします。Agent 
は 5 秒ごとに SWISS 検出を実行します。

ここでは、次の項目について説明します。

 • 「L3 配置サポートのイネーブル化」（P.11-10）（VPN/L3 配置の場合は必須）

L3 配置サポートのイネーブル化 
ここでは、L3 配置（L3 インバンド、L3 インバンド /VPN、L3 アウトオブバンド）のサポートをイ

ネーブルにする方法について説明します。

 • Agent によるすべての使用可能なアダプタの IP/MAC の送信

 • Agent の VPN/L3 アクセス

 • L3 サポートのイネーブル化

 • L3 機能のディセーブル化
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ネットワーク アクセスのイネーブル化（L3 または L2）   
（注） Certified Devices List には、既知の L2 MAC アドレスに基づいて認証および証明されたユーザが表示

されるため、リモートのVPN/マルチホップ L3 ユーザに関する情報は、Certified Devices List には表

示されません。 

認証されたリモート VPN/マルチホップ L3 ユーザを確認するには、In-Band Online Users リストを参

照してください。 

VPN/マルチホップ L3 ユーザの User MAC フィールドには、「00:00:00:00:00:00」と表示されます。

Agent によるすべての使用可能なアダプタの IP/MAC の送信

CAA および Cisco NAC Web Agent は、すべての配置による CAS に、クライアントのすべてのネット

ワーク アダプタの MAC アドレスを自動送信します。この Agent 機能は、次の内容を実現する場合に

役立ちます。

 • MAC ベース装置の認証（「デバイスおよびサブネットのグローバル フィルタリング」（P.3-10）を

参照）

Agent ユーザの MAC アドレスに「許可」のデバイス フィルタが設定されている場合、CAS は 
UDP 検出応答で Agent に通知し、Agent はユーザ ログインを要求せずに装置の認証とポスチャ評

価を許可します。

 • L3 配置（「ログイン ページ用に Web クライアントをイネーブル化」（P.6-5）を参照）

Agent は CAS 設定に関係なく、ログイン要求時に常にクライアントの MAC/IP アドレス ペアを送

信します。その後、CAS が読み取る内容と廃棄する内容を判別します。CAS が L3 配置に対応し

ている場合、CAS は UDP 検出およびログイン要求時に Agent の MAC/IP アドレスを取得します。

CAS が L2 strict モードに設定されている場合、必要ないので CAS はすべての IP アドレスを廃棄

します（「L2/L3 Strict モードのイネーブル化」（P.11-14）も参照）。

L3 OOB の詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and 
Configuration Guide, Release 4.5(1)』の「Configuring Layer 3 Out-of Band (L3 OOB)」を参照し

てください。

（注） Agent を CAS にレポートし戻す MAC アドレスの数を 小限にするために、クライアント マシンで

「ExceptionMACList」レジストリ設定を使用して、Agentが CAS にレポートする必要のない 1 つまた

は複数の MAC アドレスを指定します。詳細については、付録 C「Windows クライアント レジストリ

設定」の表 C-5 を参照してください。

Agent の VPN/L3 アクセス 
Clean Access Manager、Clean Access Server、および Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent は、

マルチホップ L3 配置をサポートしています。Agent は次の処理を実行します。

1. クライアント ネットワーク上で CAS（L2 配置）を検索します。検索されない場合は、

2. CAM に検出パケットを送信して、CAS を検出しようとします。これにより、CAS が複数ホップ

分離れている場合（マルチホップ配置）でも、検出パケットは CAS を通過するため、CAS はこれ

らのパケットを代行受信して、Agent に応答します。

クライアントが L3 上で 1 ホップ以上離れている場合に、クライアントが CAS を検出するには、クラ

イアントが Web ログイン後に Download Clean Access Agent ページを通して、あるいは自動アップグ

レードを通して、CAS から CAA を 初にダウンロードする必要があります。いずれの方法でも、

Agent は Discovery Host（デフォルトでは、CAM）の IP アドレスを取得して、トラフィックを L3 
ネットワーク経由で CAM/CAS に送信することができます。この方法でインストールされた Agent は、
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ネットワーク アクセスのイネーブル化（L3 または L2）
L3/VPN コンセントレータ配置でも、通常の L2 配置でも使用できます。Cisco NAC Web Agent を使用

している場合、クライアントは Web ログイン後に Launch Cisco NAC Web Agent ページを介して 
Agent を起動する必要があります。

CAS からの直接ダウンロード以外の方法を使用して Agent を取得してクライアントにインストールし

ても、必要な Discovery 情報は Agent に提供されず、インストールされたこれらの Agent はマルチ

ホップ L3 配置で稼動できません。

VPN/L3 アクセスをサポートするには、次の作業が必要です。

1. 「L3 サポートのイネーブル化」（P.11-12） のオプションをオンにして、[Device Management] > 
[CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Network] > [IP] で CAS の Update および Reboot を実行

します。

2. [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Installation] で有効な 
[Discovery Host] を指定します（デフォルトでは CAM の信頼できる IP アドレスに設定されていま

す）。

3. クライアントは 初に、次の 2 つの方法のいずれかで Agent をダウンロードまたは起動する必要が

あります。

 – CAS の [Download Clean Access Agent] Web ページ（Webログインを使用）

 – 4.5.x.x Clean Access Agent への自動アップグレード

 – [Launch Cisco NAC Web Agent] Web ページの起動

4. Single Sign-On（SSO）がサポートされるのは、Cisco NAC アプライアンスと Cisco VPN コンセ

ントレータが統合されている場合だけです。

（注） • VPN 接続上にとどまっている間に Agent をアンインストールしても、接続は終了しません。

 • VPN コンセントレータ SSO 配置の場合に、Agent を CAS からダウンロードまたは起動しないで、

他の方法でダウンロードすると、Agent は CAM の実行時 IP 情報を取得できないため、ポップ

アップが自動表示されず、クライアントはスキャンされません。

 • 3.5.0 以前のバージョンの CAA がすでにインストールされている場合、または Agent が CAS 以外

の方法でインストールされている場合は、Web ログインを実行して CAS から直接 Agent セット

アップ ファイルをダウンロードし、Agent を再インストールして、L3 機能を取得する必要があり

ます。

L3 サポートのイネーブル化 
ここでは、CAS 上で、Web ログインまたは Agent ユーザに対する L3 サポートをイネーブルにする方

法を示します。

1. [Device Management] > [CCA Servers] > [List of Servers] に移動して、CAS の [Manage] ボタン

をクリックします。CAS の管理ページが表示されます。

2. [Network] タブをクリックします。デフォルトで、[IP] フォームが表示されます。
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ネットワーク アクセスのイネーブル化（L3 または L2）   
図 11-4 [CAS Network] タブ 

3. [Clean Access Server Type] には、CAM に CAS を追加したときに選択されたサーバ タイプが表示

されます。

4. [Enable L3 support] のチェックボックスをクリックします。

5. [Trusted Interface] および [Untrusted Interface] 設定は、インストール中に指定された設定パラ

メータまたはユーザ設定の設定値と一致する必要があります。

6. [Update] をクリックします。

7. [Reboot] をクリックします。

8. CAA ユーザの場合は、[Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > 
[Installation] の [Discovery Host] フィールドが正しいことを確認します。

（注） • L3 のイネーブル化 /ディセーブル化機能は、デフォルトでディセーブルです。この設定変更を有効

にするには、[Update] および [Reboot] をクリックする必要があります。

 • CAA または Cisco NAC Web Agent を VPN トンネル モードで機能させるには、L3 をイネーブル

にする必要があります。
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ネットワーク アクセスのイネーブル化（L3 または L2）
L3 機能のディセーブル化

管理者は CAS レベルで L3 機能をイネーブルまたはディセーブルにすることができます（P.11-13 の
図 11-4を参照）。アップグレードまたは新規インストールを実行した場合、L3 機能は、デフォルトで

ディセーブルです。L3 機能をイネーブルにするには、CAS を更新して、リブートする必要がありま

す。

L3 機能をディセーブルにするには（CAS レベル）

CAS の L3 検出を CAS レベルでディセーブルにする手順は、次のとおりです。

1. [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Network] > [IP] に移動して、

[Enable L3 support] のチェックボックスをディセーブル（オフ）にします。

2. [Update] をクリックします。

3. [Reboot] をクリックします。

L2/L3 Strict モードのイネーブル化

管理者は、任意で L2 または L3 strict モードを使用して、CAS への CAA および Cisco NAC Web 
Agent クライアント接続を制限できます。CASでは、次のネットワーク アクセス オプションを設定で

きます。

 • [Enable L3 support]：このオプションがイネーブルの場合、CAS はすべてのホップのユーザを許

可します。マルチホップ L3 インバンド配置の場合、この設定は CAS レベルで Web ログイン ユー

ザと Agent ユーザに対する CAS の L3 検出をイネーブル /ディセーブルにします。設定されると、

CAS はルーティング テーブルを使用してパケットを送信するように強制されます。

 • [Enable L3 strict mode to block NAT devices with Clean Access Agent]：（[Enable L3 support] と
ともに）このオプションがオンの場合、CAS はユーザ パケットの送信元 IP アドレスを Agent が送

信した IP アドレスに照らし合わせ、ユーザと CAS 間の NAT 装置を使用するすべての L3 Agent 
ユーザをブロックします。

 • [Enable L2 strict mode to block L3 devices with Clean Access Agent]：このオプションがイネーブ

ルの場合、CAS はユーザ パケットの送信元 MAC アドレスを Agent が送信した MAC アドレスに

照らし合わせ、CAS から複数ホップ離れたすべての L3 Agent ユーザをブロックします。ユーザが

ネットワークにアクセスするには CAS とユーザのクライアント マシンの間にあるルータをすべて

取り外す必要があります。

 • すべてのオプションをオフのまま変更しない（デフォルト設定）：CAS は L2 モードで動作し、す

べてのクライアントが 1 ホップ離れていると想定します。CAS は、CAS とクライアントの間に

ルータが配置されているかどうかを区別できません。ルータの MAC アドレスは、ログインする

初のユーザおよび以降のユーザのマシンとして使用できます。MAC アドレスは認識されないた

め、ルータを介して送受信を行う実際のクライアント マシンではチェックが実行されません。

（注） • L2 配置だけを使用している場合、[Enable L3 support] オプションがオンになっていないことを確

認してください。

 • L3 および L2 strict オプションは相互に排他的で、一方をイネーブルにするともう一方がディセー

ブルになります。
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ネットワーク アクセスのイネーブル化（L3 または L2）   
 • L3 または L2 strict モードをイネーブルまたはディセーブルにするには、必ず CAS の [Update] お
よび [Reboot] を実行する必要があります。[Update] を実行すると、次に再起動するまで、Web コ
ンソールでは変更された設定が維持されます。[Reboot] を実行すると、CAS 内のプロセスが起動

します。

L2/L3 strict モードの詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and 
Configuration Guide, Release 4.5(1)』 を参照してください。
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Agent の配布およびインストールの設定
Agent の配布およびインストールの設定
各ソフトウェア リリースの CAM ソフトウェアには、CAA および Cisco NAC Web Agent の 新の

セットアップ バージョンが自動的に組み込まれています。CAS をインストールした場合、および Web 
Clean Access Updates または手動アップロードを通して CAM が新バージョンの Agent を入手した場

合、CAM は Agent セットアップ インストール ファイルを各 CAS に自動的に配布します。

ユーザが CAA セットアップ ファイルをダウンロードしたり、インストールしたりできるようにする

か、Cisco NAC Web Agent を起動できるようにするには、「Agent の使用要求」（P.11-3）を参照してく

ださい。新しい Agent ユーザが Web ログインを介して 初にログインすると、CAA ダウンロード 
ページが表示されます。自動アップグレードがイネーブルである場合、新しい CAA バージョンが入手

可能になると、既存の CAA ユーザはログイン時にアップグレードするように要求されます。Cisco 
NAC Web Agent ユーザは、クライアント マシンがネットワーク セキュリティ パラメータに適合して

いる限り、ネットワークに自動的に接続されます。

ここでは、次の項目について説明します。

 • 「Windows CAA の配布」（P.11-17）

 • 「Mac OS X CAA の配布」（P.11-19）

 • 「[Installation] ページ」（P.11-20）（Clean Access Agent および Cisco NAC Web Agent）

 • 「CAA スタブ インストーラ」（P.11-22）

 • 「CAA MSI インストーラ」（P.11-24）
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Agent の配布およびインストールの設定 
Windows CAA の配布

[Distribution] ページ（図 11-5）には、Windows CAA に関係する次の設定オプションがあります。

（注） Mac OS X CAA に関連した情報および設定については、「Mac OS X CAA の配布」（P.11-19）を参照し

てください。

図 11-5 [Distribution] ページ - Windows

 • [Clean Access Agent Temporary Role]：Agent の一時的ロールの名前が表示されます（デフォルト

は「Temporary」）。Role Name を変更する手順については、「ロールの変更」（P.7-13）を参照して

ください。

（注） • CAA を VPN トンネル モードで機能させるには、CAS で [Enable L3 support] オプションをオンに

する必要があります（[Device Management] > [Clean Access Servers] > [Manage [CAS_IP]] > 
[Network] > [IP]）。

 • 詳細については、「L3 配置サポートのイネーブル化」（P.11-10）を参照してください。

 • [Windows Current Clean Access Agent Setup Version]：CAM にインストールしたソフトウェア リ
リースに付属の、完全な Windows CAA セットアップ インストール ファイルのバージョン。クラ

イアントへの Agent の初期インストールには、Agent セットアップ ファイルが必要です。Agent 
セットアップ ファイルは、Updates を実行しても配布されません。「CAA セットアップおよびパッ

チ（アップグレード）ファイル」（P.11-31）を参照してください。
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Agent の配布およびインストールの設定
 • [Windows Current Clean Access Agent Patch Version]：インストール済みの CAA が自身をアップ

グレードするためにダウンロードする Windows CAA パッチ アップグレード ファイルのバージョ

ン。アップグレード バージョンには、CAM が Updates ページからダウンロードした内容が反映さ

れます。「Agent の使用要求」（P.11-3）を参照してください。

 • [Current Clean Access Agent is a mandatory upgrade]：このオプションをオンにして、[Update] を
クリックした場合、ユーザがログインするときに、ユーザは 新バージョンの Agent へのアップ

グレードを促すプロンプトを受け入れるように強制されます。オフのままの場合（オプション 
アップグレード）、ユーザは 新の Agent バージョンへのアップグレードを促されますが、アップ

グレードを延期して、引き続き既存の Agent でログインすることができます。「CAM での必須 
CAA 自動アップグレードのディセーブル化」（P.11-30）を参照してください。

（注） 新しい CAM/CAS インストールでは、デフォルトで、[Device Management] > [Clean Access] 
> [Clean Access Agent] > [Distribution] の [Current Clean Access Agent Patch is a mandatory 
upgrade] オプションが自動的に設定されます。CAM/CAS をアップグレードすると、現在の設

定（イネーブルまたはディセーブル）がアップグレード後のシステムに継承されます。 
 

[Current Clean Access Agent Patch is a mandatory upgrade] オプションは、Windows Agents リ
リース 4.1（2）以前にだけ適用されます。

 • [Do not offer current Clean Access Agent Patch to users for upgrade]：このオプションをオンにし

て、[Update] をクリックした場合、CAM から Agent アップデートを入手できる場合も、すべての 
Agent ユーザにアップグレード通知（必須またはオプション）が表示されません。このオプション

をオンにすると、実質的に Agent パッチ アップグレードはユーザに配信されなくなります。

 • [Allow 4.5.0.x Agents to log in]：このオプションをオンにすると、強化されたセキュリティや 
4.5.x.x Agent へのアップグレードを必要とせずに、4.1.0.1 または 4.1.0.2 Agent を使用してユーザ

がログインできるようになります。

 • [Clean Access Agent Setup/Patch to Upload]：[Browse] ボタンを使用して、Agent セットアップ イ
ンストール ファイル（setup.tar.gz）または Agent パッチ アップグレード ファイル

（upgrade.tar.gz）をこのフィールドに手動でアップロードします。

（注） CAM は Agent セットアップ ファイルと アップグレード ファイルのタイプをファイル名で区別

するため、ダウンロードでは常に同じファイル名を使用する必要があります。たとえば、

CCAAgentSetup-4.5.x.x.tar.gz または CCAAgentUpgrade-4.5.x.x.tar.gz のようになります。

詳細については、「CAM への CAA の手動アップロード」（P.11-35）を参照してください。

 • [Version]：手動アップロードの場合は、ダウンロード時の CAA と同じバージョン番号を使用しま

す。
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Agent の配布およびインストールの設定 
Mac OS X CAA の配布

[Distribution] ページ（図 11-6）には、Mac OS X CAA に関係する次の設定オプションがあります。

（注） Mac OS X CAA に関連した情報および設定については、「Windows CAA の配布」（P.11-17）を参照し

てください。

図 11-6 [Distribution] ページ - Mac OS X

 • [Clean Access Agent Temporary Role]：Agent の一時的ロールの名前が表示されます（デフォルト

は「Temporary」）。Role Name を変更する手順については、「ロールの変更」（P.7-13）を参照して

ください。

（注） • CAA を VPN トンネル モードで機能させるには、CAS で [Enable L3 support] オプションをオンに

する必要があります（[Device Management] > [Clean Access Servers] > [Manage [CAS_IP]] > 
[Network] > [IP]）。

 • 詳細については、「L3 配置サポートのイネーブル化」（P.11-10）を参照してください。

 • [Macintosh Clean Access Agent Setup/Patch Version]：Macintosh Clean Access Agent Setup 
Installation および Patch Upgrade ファイルのバージョン。アップグレード バージョンには、CAM 
が Updates ページからダウンロードした内容が反映されます。「Agent の使用要求」（P.11-3）を参

照してください。

 • [Current Clean Access Agent is a mandatory upgrade]：このオプションをオンにして、[Update] を
クリックした場合、ユーザがログインするときに、ユーザは 新バージョンの Agent へのアップ

グレードを促すプロンプトを受け入れるように強制されます。オフのままの場合（オプション 
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アップグレード）、ユーザは 新の Agent バージョンへのアップグレードを促されますが、アップ

グレードを延期して、引き続き既存の Agent でログインすることができます。「CAM での必須 
CAA 自動アップグレードのディセーブル化」（P.11-30）を参照してください。

（注） 新しい CAM/CAS インストールでは、デフォルトで、[Device Management] > [Clean Access] 
> [Clean Access Agent] > [Distribution] の [Current Clean Access Agent Patch is a mandatory 
upgrade] オプションが自動的に設定されます。CAM/CAS をアップグレードすると、現在の設

定（イネーブルまたはディセーブル）がアップグレード後のシステムに継承されます。 
 

[Current Clean Access Agent Patch is a mandatory upgrade] オプションは、Windows Agents リ
リース 4.1（2）以前にだけ適用されます。

 • [Do not offer current Clean Access Agent Patch to users for upgrade]：このオプションをオンにし

て、[Update] をクリックした場合、CAM から Agent アップデートを入手できる場合も、すべての 
Agent ユーザにアップグレード通知（必須またはオプション）が表示されません。このオプション

をオンにすると、実質的に Agent パッチ アップグレードはユーザに配信されなくなります。

 • [Clean Access Agent Setup/Patch to Upload]：[Browse] ボタンを使用して、Agent セットアップ イ
ンストール ファイル（setup.tar.gz）「または」 Agent パッチ アップグレード ファイル

（upgrade.tar.gz）をこのフィールドに手動でアップロードします。

（注） CAM は Agent セットアップ ファイルと アップグレード ファイルのタイプをファイル名で区別

するため、ダウンロードでは常に同じファイル名を使用する必要があります。たとえば、

CCAAgentSetup-4.5.x.x.tar.gz または CCAAgentUpgrade-4.5.x.x.tar.gz のようになります。

詳細については、「CAM への CAA の手動アップロード」（P.11-35）を参照してください。

 • [Version]：手動アップロードの場合は、ダウンロード時の CAA と同じバージョン番号を使用しま

す。

[Installation] ページ

CAA および Cisco NAC Web Agent が 初にインストールされる際に必要なユーザの相互作用のレベ

ルを設定できます。インストール オプションは、Agent の直接のインストール（ユーザが Agent をク

ライアント マシンに直接インストールする）とスタブ インストール（CAA インストーラがスタブ イ
ンストーラで起動するか、ユーザが Cisco NAC Web Agent を起動する）の両方に適用されます。

（注） CAA がインストールされると、「Clean Access Agent」および「Uninstall Clean Access Agent」ショー

トカットがデスクトップに表示されます。

インストール オプションの設定手順

ステップ 1 「Agent の使用要求」（P.11-3）の説明に従って、Agent の使用が必要であることを確認します。

ステップ 2 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Installation] に移動します。
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図 11-7 CAA の [Installation] ページ 

 • [Discovery Host]：このフィールドは、独自の暗号化された UDP ベース プロトコルを CAM に送

信して、L3 配置内の CAS を検出する場合に、CAA が使用します。このフィールドには、CAM 
の IP アドレス（または DNS ホスト名）が自動的に読み込まれます。通常、デフォルト IP アドレ

スは変更する必要がありません。ただし、CAM の IP アドレスが CAS を介してルーティングされ

ない場合は、Discovery Host に、CAS を介してクライアント マシンから到達可能な任意の IP アド

レスまたはホスト名を設定できます。

（注） CAM は常に CAS の信頼できる側のルーテッド インターフェイス上に存在する必要があるた

め、デフォルトで [Discovery Host] は CAM の IP に設定されています。これは、CAM の IP 
に到達するために、信頼できない側のクライアント トラフィックが CAS を通過する必要があ

ることを意味します。クライアントが Discovery Host IP に接続を試みる場合、CAS はトラ

フィックを代行受信して、ログイン プロセスを開始します。ACL で CAM を保護するために

良の方法がとられ、クライアント トラフィックが実際に CAM に到達すべきでないことが想

定されます。さらにセキュリティを高めるために（L3 が正しく配置された後）、[Discovery 
Host] を CAM IP ではなく、信頼できる側の IP に変更できます。

ステップ 3 デフォルトで、[Installation Options] が [Windows] でイネーブルにされています。

ステップ 4 ユーザがマシンで直接インストーラを起動した場合は、次の [Direct Installation Options] からいずれか

を選択します。

 • [User Interface]：  

[No UI]：CCAAgent_Setup.exe の File Download ダイアログでユーザが [Open] をクリック（また

は保存および実行）すると、ユーザ入力が必要なくなります。[Preparing to Install] ダイアログが

短期間表示され、Agent が自動的にダウンロードおよびインストールされます。
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[Reduced UI]：ユーザが [Open to launch] をクリックして CCAAgent_Setup.exe ファイルを実行

（または保存および実行）すると、[Preparing to Install] および InstallShield Wizard の [Installing 
Cisco Clean Access Agent] 画面が表示されますが、ユーザ入力フィールド（[Next] ボタンなど）

はディセーブルで、Agent が自動的に抽出およびインストールされます。

[Full UI]（デフォルト）：ユーザが [Open] をクリックまたは CCAAgent_Setup.exe ファイルを保

存および実行すると、通常のインストール ダイアログが表示されます。Destination Folder ディレ

クトリ画面を含む CAA および Cisco NAC Web Agent の InstallShield Wizard が表示されます。

CAS の場合、ユーザは各ペインで Next、Install、および Finish ボタンをクリックして、インス

トールを完了します。

 • [Run Agent After Installation]：  

[Yes]（デフォルト）：Agent のインストール後、Agent Login 画面がポップアップします。

[No]：Agent のインストール後、Agent Login 画面は表示されません。ユーザはデスクトップの 
[Clean Access Agent] ショートカットをダブルクリックして、Agent を開始して、タスクバーに表

示する必要があります。Agent は [コントロール パネル ] > [プログラムの追加と削除 ] > [Cisco 
Clean Access Agent] でインストールを確認できます。Agent が開始すると、[Pop Up Login 
Window] がタスクバー メニューでイネーブルの場合に Login 画面がポップアップします。

ステップ 5 Cisco NAC アプライアンス Agent スタブでインストーラが起動した場合は、次の [Stub Installation 
Options] からいずれかを選択します。

 • [User Interface]：  

[No UI]：インストーラを抽出するダイアログだけが表示されます。

[Reduced UI]：ほとんどのインストール ダイアログが表示されますが、ユーザはターゲット ロ
ケーションを選択することはできません。

[Full UI]（デフォルト）：すべてのインストール ダイアログが表示され、ユーザはターゲット ロ
ケーションを選択することができます。ペインをクリックして、インストールを完了する必要があ

ります。

 • [Run Agent After Installation]：  

[Yes]（デフォルト）：Agent のインストール後、Agent Login 画面がポップアップします。

[No]：Agent のインストール後に Agent Login 画面が表示されず、Agent ユーザはデスクトップ 
ショートカットをダブルクリックして、Agent を開始する必要があります。

ステップ 6 [Update] をクリックして設定値を保存します。

ステップ 7 [CCAA MSI Stub]：このボタンをクリックして、Microsoft Installer 形式で CAA のスタブ インストー

ラをダウンロードします。詳細については、「CAA スタブ インストーラ」（P.11-22）および「CAA 
MSI インストーラ」（P.11-24）を参照してください。

ステップ 8 [CCAA EXE Stub]：このボタンをクリックして、一般的な実行ファイル形式で CAA のスタブ インス

トーラをダウンロードします。詳細については、「CAA スタブ インストーラ」（P.11-22）を参照して

ください。

CAA スタブ インストーラ

Cisco NAC アプライアンスは、マシンの管理者権限を持たないユーザがスタブ サービスから CAA を
インストールまたはアップデートできるスタブ インストーラを用意しています。スタブ サービスは、

admin ユーザではないユーザが次の機能をサポートするために必要です。

 • Agent のダウンロードとインストール 
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Agent の配布およびインストールの設定 
 • Agent のアップグレード

 • 実行ファイルの起動（「Launch Programs 要件の設定」（P.12-46）を参照）

 • WSUS アップデートの起動（「Windows Server Update Services 要件の設定」（P.12-17）） 

 • Authentication VLAN 変更検出へのアクセス（「認証 VLAN 変更設定へのアクセスの設定」

（P.4-62）を参照）

 • IP 更新の実行

Agent インストーラのインストーラ プロキシは強化されており、ターゲットの実行ファイルのデジタ

ル署名をチェックして、デジタル署名が信頼できる場合にだけインストールを実行します。

Agent Setup Installation プログラムが開始すると、次の内容を実行します。

1. インストーラを展開します。

2. ユーザの現在の権限をチェックします。

3. ユーザに admin 権限がある場合は、インストーラが起動します。

4. ユーザが admin ユーザでない場合

a. Agent スタブが実行されているかどうか（またはインストールされているが実行されていない

かどうか）を確認します。

b. スタブが実行されていない場合は、Agent の実際のインストーラが展開されず、Agent がイン

ストールされません。

c. スタブが実行されている場合、ユーザのローカル Temp ディレクトリでインストーラを起動す

るという要求がスタブに送信されます（Cisco NAC アプライアンスは実際のインストーラが

展開された正確なロケーションを認識します）。

スタブ インストーラは管理者によって配布される必要があり、CAA の [Installation] ページの [CCAA 
MSI Stub]（Microsoft Installer 形式）または [CCAA EXE Stub]（一般的な実行可能な形式）の管理者

のダウンロード ボタンを使用して、CAM からダウンロードまたは取得できます。詳細については、

「CAA MSI インストーラ」（P.11-24）を参照してください。

表 11-1 で、CAA の正規のインストールとスタブ インストールの違いについて説明します。

表 11-2 は、使用可能な CAA インストール オプションを説明したものです。

表 11-1 インストール - 通常 Agent と Agent スタブ

Clean Access Agent CAA スタブ

 • フル Agent は、インストール /アップ

グレードに管理者権限が必要です。

 • 実行するためのすべての権限が付与

されます。

 • フル Agent は、一般的に、ユーザに

権限がある場合は Cisco NAC アプラ

イアンス Web ログイン（https）を経

由してインストールされ、ユーザに

権限がない場合は社内の Systems 
Management Server（SMS）を経由

してインストールされます。

 • スタブ サービスは、パッチ管理ソフトウェア

（SMS、Altiris 等）を経由するか、直接マシンにイン

ストールされます。

 • スタブ Agent は、 初の Agent のインストールで使

用できます。admin ユーザ以外のユーザは、

Weblogin から Agent をダウンロードし、インストー

ルできます（admin 権限は不要です）。

 • スタブは、定期的な Agent アップデートを実行する

のに使用できます。admin ユーザ以外のユーザは、

CAS から Agent をアップグレードできます（admin 
権限は不要です）。

 • スタブにより、admin ユーザ以外のユーザに対して

追加の Agent 機能がイネーブルになります。
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Agent の配布およびインストールの設定
CAA MSI インストーラ

Cisco NAC アプライアンスには、Windows クライアント マシンの CAA 用に 2 種類の MSI
（Microsoft Installer 形式）インストーラが用意されています。

 • フル CAA 用の MSI インストーラ（CCAAgent-4.5.x.x.msi） 
この MSI ファイルは、Cisco Software Download サイト

（http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/cca-agent）から Agent バージョンごとにインストー

ル可能です。

注意 MSI ファイルを Cisco Secure Software からダウンロードする際（バージョンが常にダウンロー 
ファイル名に指定されています。たとえば CCAAgent-4.5.x.x.msi）、インストール前にファイル名

を CCAAgent.msi と名前変更する必要があります。ファイル名を CCAAgent.msi と名前変更する

と、クライアント上で Agent をアップグレードする際にインストール パッケージが前のバージョン

を削除して、 新バージョンをインストールできるようになります。

表 11-2 インストール パッケージ オプション

タイプ 必要な権限 取得元 説明

スタブ EXE ユーザ CAM からのダウンロードだけ CAA スタブ サービス用の EXE インス

トーラ パッケージ

スタブ MSI ユーザ CAM からのダウンロードだけ CAA スタブ サービス用の MSI インス

トーラ パッケージ

Agent MSI 管理者 Cisco Secure Downloads からだ

け使用可能

フル CAA 用の MSI インストーラ パッ

ケージ 

（注） このパッケージは、CAM から直

接取得できません。インストー

ラに移動するには、2 つの初期パ

ラメータ（Discovery Host およ

びインストール モード）が必要

です。

Agent セットアップ 管理者 Cisco NAC アプライアンス ソフ

トウェアとともにインストール

（注） CAM（[Distribution] 
ページ）でこのインス

トーラを手動で更新でき

ます。

マシンの admin ユーザ向け CAA インス

トーラ、または、インストールされたス

タブ サービスを使用した admin ユーザ

以外のユーザ向けインストーラ。

Windows Agent の Web ログイン インス

トール用に使用されます（たとえば 
[Download Clean Access Agent] ペー

ジ）。

Agent パッチ 管理者 バージョン更新が Cisco Updates 
を介して CAM にプッシュされ

る

Agent 間アップグレードのインストーラ

Cisco NAC Web Agent ユーザ バージョン更新が Cisco Updates 
を介して CAM にプッシュされ

る

マシンの admin ユーザ以外のユーザの 
Temporal Agent。自分自身をインストー

ル /アンインストールするために、ブラ

ウザで Java または ActiveX を実行する

ための権限が必要です。
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このファイルにより、admin ユーザ以外のユーザのマシンにフル CAA をインストールできるよう

になります。この MSI パッケージは、渡すべき 2 つのパラメータ（Discovery Host およびインス

トール モード（「No UI」や「Reduced UI」など））が必要です。

 • CAA スタブの MSI インストーラ（CCAAgentMSIStub.zip） 
この MSI ファイルは、CAM の [Clean Access Agent] > [Installation] ページにある [CCAA MSI 
Stub] ダウンロード ボタンをクリックして CAM から直接ダウンロードします（「[Installation] 
ページ」（P.11-20）を参照）。このファイルにより、admin ユーザ以外のユーザに CCAAgentStub 
サービスをインストールできるようになります。スタブにインストールする必要のある追加パラ

メータはありません。

MSI を使用した CAA の直接インストール

CAA MSI パッケージを取得したら、次の手順を使用してクライアント マシンにフル CAA をインス

トールするのに使用できます。Microsoft MSI インストーラ ユーティリティ（msiexec）は、

Microsoft's MSI インストーラ エンジンへのインターフェイスです。これは、MSI ファイルをさまざま

な方法でインストールするのに使用できるいくつかのパラメータを受け入れます。インストールされる

と msiexec を使用して自動的に CAA を起動できます。

ステップ 1 「CCAAgent-<version>.msi」フル インストーラ ファイルを Cisco Secure Downloads からダウンロード

します。

ステップ 2 ファイルの名前を「CCAAgent.msi」に変更します。 

注：Cisco Secure Software から MSI ファイルをダウンロードする際、インストールする前に 
CCAAgent.msi にファイル名を変更する必要があります。

ステップ 3 CCAAgent.msi ファイルをクライアント マシンの特定のフォルダに配置します（たとえば、次の例で

は C:¥temp¥CCAAgent.msi です）。

ステップ 4 フル CAA の場合、コマンド プロンプトで「msiexec」と入力して、クライアント マシンに Agent をイ

ンストールする際に MSI インストーラに渡すことのできる任意のパラメータのリストを表示すること

ができます（図 11-8）。

図 11-8 [msiexec Options] ウィンドウ
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CAA に次の 2 つのカスタム パラメータが使用されます。

 • SERVERURL=http://<DiscoveryHostIP-or-DNS>/ 

 • LAUNCHCCA=[0,1]

（注） SERVERURL パラメータの IP アドレスまたは DNS 名の後ろにスラッシュ（「/」）が必要です。

ステップ 5 CAA や Agent スタブをインストールする場合に使用するクライアント マシンの設定、ターゲット ロ
ケーション、およびオプションのパラメータに基づいて、次のように「msiexec」コマンド ラインを作

成します。

msiexec /package C:¥temp¥CCAAgent.msi /qn SERVERURL=http://10.10.1.4/

このコマンド ラインの例は、CAA の実行ファイル「CCAAgent.msi」をクライアント マシンの 
C:¥temp¥ ディレクトリにサイレントにインストールし、Agent を起動し、Windows Registry の 
Discovery Host 値を「http://10.10.1.4」に設定します。

（注） CAA が次のインストールを自動起動しないようにするには、次のように「LAUNCHCCA=0」
パラメータを msiexec コマンド ラインに必ず含めるようにします。 
msiexec /package C:¥temp¥CCAAgent.msi /qn LAUNCHCCA=0 SERVERURL=http://10.10.1.4/ 
 

msiexec ユーティリティのデフォルト設定は「LAUNCHCCA=1」です。これは、インストー

ル後に CAA を自動起動します。

ステップ 6 コマンド プロンプトで作成した「msiexec」コマンド ラインを入力します（または [スタート ] > [ファ

イル名を指定して実行 ] をクリックしてこれを入力します）。これは、指定したパラメータで CAA また

は CAA スタブをクライアント マシン ロケーションにインストールします。

図 11-9 コマンド プロンプトへの「msiexec」の入力

CAA がクライアント マシンにインストールされ、「LAUNCHCCA=0」パラメータを使用して設定し

ている場合を除いて、バックグラウンドで自動起動します。

MSI を使用した CAA スタブのインストール

ユーザに管理者権限がない場合、MSI Stub Installer を使用して Cisco NAC アプライアンス Agent スタ

ブ サービスをクライアント マシンにインストールできます。CAA スタブ サービスは、Agent 自体を

自動的にインストール（または起動）するのに使用できます。

MSI インストーラを使用して、クライアント マシンに CAA スタブをインストールする手順は、次の

とおりです。
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Agent の配布およびインストールの設定 
ステップ 1 「[Installation] ページ」（P.11-20）の説明に従って、「CCAAgentMSIStub.zip」の MSI Stub インストー

ラのローカル コピーを設定、ダウンロード、および保存します。

ステップ 2 「CCAAgentStub.msi ファイル」を展開し、Stub インストーラをユーザに配布できるロケーションに保

存します。

ステップ 3 （たとえば E メールの添付ファイルまたは共通のネットワーク アーカイブからのダウンロードとして）

MSI インストーラの起動方法と一緒に「CCAAgentStub.msi ファイル」をユーザに配布します。[Full 
UI] User Interface オプションで MSI Stub インストーラを設定した場合は、インストール プロセス中に 
CAA 実行ファイルをクライアント マシンにインストールする場所に関する追加の手順を指定します。

CAA MSI インストールの確認

CAA スタブ インストーラ

CAA スタブがインストールされていることを確認するには、CCAAgentStub が Windows マシンの 
Services コントロール パネルから表示されていることを確認します。サービスが稼動中であることを

確認するには、CCAAgentStub.exe がクライアント マシンの [Windows タスク マネージャ ] > [プロセ

ス ] にあることを確認します。

CAA のフル インストール

CAA が起動すると、図 11-10 で示しているように、緑の Agent アイコンが Windows タスクバーに表

示されます。

図 11-10 Windows Taskbar の CAA アイコン

図 11-11 で示しているように、Discovery Host を、HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > 
Cisco > Clean Access Agent > ServerUrl のクライアント レジストリから確認できます。

（注） 詳細については、付録 C「Windows クライアント レジストリ設定」の表 C-6 を参照してください。
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図 11-11 クライアント マシンの Windows レジストリ
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CAA 自動アップグレードの設定
ここでは、次の項目について説明します。

 • 「CAM での Agent 自動アップグレードのイネーブル化」（P.11-29）

 • 「ユーザに対する CAA アップグレードのディセーブル化」（P.11-29）

 • 「CAM での必須 CAA 自動アップグレードのディセーブル化」（P.11-30）

 • 「CAA 自動アップグレードのユーザ エクスペリエンス」（P.11-30）

 • 「CAA のアンインストール」（P.11-30）

 • 「CAA セットアップおよびパッチ（アップグレード）ファイル」（P.11-31）

 • 「CAA 自動アップグレードの互換性」（P.11-33）

 • 「3.5.0 以前の CAA からのアップグレード」（P.11-33）

CAM での Agent 自動アップグレードのイネーブル化

CAA 自動アップグレードをイネーブルにするには、次の処理を実行する必要があります。

1. リリース 4.1（0）以上の CAM および CAS を稼動させ、3.5.1 以上のバージョンの CAA をクライ

アントにインストールします（「CAA 自動アップグレードのユーザ エクスペリエンス」（P.11-30） 
を参照）。

2. ロールおよびクライアント オペレーティング システムに対して CAA を使用するように要求しま

す（「Agent の使用要求」（P.11-3） を参照）。

3. 新バージョンの Clean Access Agent Upgrade パッチを取得します。必須または任意の両方の自

動アップグレードで、より新しいバージョンの CAA パッチを [Device Management > Clean 
Access] > [Updates] > [Update] を介して CAM にダウンロードする必要があります。そうしない

と、新しい Agent にアップグレードするように要求するプロンプトが表示されません（「Agent の
使用要求」（P.11-3） を参照）。

（注） Cisco NAC Web Agent インストーラ ファイルをアップグレードした場合、Web Agent を使用してログ

インしているユーザは、常にこの Agent バージョンを使用してログインします。

ユーザに対する CAA アップグレードのディセーブル化

CAA パッチ アップグレードのユーザへの通知および配布をディセーブルにする手順は、次のとおりで

す。

1. [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Distribution] に移動します

（P.11-17 の図 11-5を参照）。

2. [Do not offer current Clean Access Agent Patch to users for upgrade] のチェックボックスをオンに

します。

3. [Update] をクリックします。
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CAM での必須 CAA 自動アップグレードのディセーブル化

CAM/CAS を新規にインストールすると、デフォルトで、必須自動アップグレードが自動的にイネー

ブルになります。CAM/CAS をアップグレードすると、現在の設定（イネーブルまたはディセーブル）

がアップグレード後のシステムに継承されます。すべてのユーザに対して必須 Agent 自動アップグ

レードをディセーブルにする手順は、次のとおりです。

1. [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Distribution]に移動します

（P.11-17 の図 11-5）。

2. [Current Clean Access Agent Patch is a mandatory upgrade] のオプションをオフにします。

3. [Update] をクリックします。

（注） 新の AV/AS 製品サポートを実現するために、[Current Clean Access Agent Patch is a mandatory 
upgrade] オプションを設定することを推奨します。

CAA 自動アップグレードのユーザ エクスペリエンス

自動アップグレードがイネーブル化されていて、新しいパッチ アップグレード バージョンの CAA を 
CAM で使用できる場合、ユーザは次のように操作します。

 • 新規ユーザは、 初のワンタイム Web ログイン後に、CAA の入手可能な 新のセットアップ 
バージョンをダウンロードして、インストールします。

 • 既存のユーザは、Agent の 新のパッチ バージョンに自動アップグレードするように、ログイン

時に要求されます（ユーザに対するアップグレード通知がイネーブルの場合）。ユーザが [OK] を
クリックするか（必須アップグレード）、または [Yes] をクリックすると（任意アップグレード）、

クライアントは新しい Agent バージョンのインストールを自動的に開始します。

 • ログイン時に Agent を自動アップグレードするようにアウトオブバンド ユーザに要求するために

は、アウトオブバンド ユーザが認証 VLAN（仮想 LAN）上になければなりません。

 • [General Setup] ページの設定が異なっている場合を除き、インバンド ユーザは Windows ドメイン

をログオフするか、またはマシンをシャットダウンしても、CAA にログインしたままです。詳細

については、「Logoff Clean Access Agent users from network on their machine logoff or shutdown 
after <x> secs (for Windows & In-Band setup)」（P.10-23）を参照してください。

詳細については、「CAA 自動アップグレードの互換性」（P.11-33）も参照してください。

CAA のアンインストール

ここでは、次の方法について説明します。

 • 「Windows CAA のアンインストール」（P.11-30）

 • 「Mac OS X CAA のアンインストール」（P.11-31）

Windows CAA のアンインストール

Agent は Windows クライアントの C:¥Program Files¥Cisco Systems¥Clean Access Agent¥ にインス

トールされます。次の方法で CAA をアンインストールできます。

 • [スタート ] メニュー > [プログラム ] > [Cisco Systems] > [Cisco Clean Access] > [Uninstall Clean 
Access Agent]
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 • [スタート ] メニュー > [コントロール パネル ] > [プログラムの追加と削除 ] > [Cisco Clean Access 
Agent]

（注） CAM から配布された Agent のバージョンを変更するには、「CAM への CAA の手動アップロード」

（P.11-35）を参照してください。

Mac OS X CAA のアンインストール

Mac OS X の CAA をアンインストールするには、2 つの手順があります。

1. ゴミ箱に CAA アプリケーションをドラッグします。Agent アプリケーションは、

/Library/Application Support/Cisco Systems/CCAAgent.app にあります。

2. ゴミ箱に CAA インストレーション レシートをドラッグします。レシートは、

/Library/Receipts/CCAAgent.pkg にあります。

これらの 2 つの手順が完了すると、アプリケーションのすべての痕跡を完全に削除したため、インス

トーラを次に実行するときに、インストーラのボタンには「UPGRADE」ではなく、「INSTALL」が

表示されます。

Macintosh OS X からの dhcp_refresh ツールの削除

Mac OS X Agent および関連ファイルを完全に削除するには、次の 3 つのファイルが削除されているこ

とを確認する必要があります。

 • /Applications フォルダの CCAAgent.app

 • /Library/Receipts フォルダの受領ファイル CCAAgent.pkg

 •  /sbin フォルダの dhcp_refresh

/sbin にコピーされ、格納されている dhcp_refresh ツールを手動で削除しなければならない場合もあ

ります。dhcp_refresh ツールは、この場所に 2 種類の方法（Java アプレットまたは Macagent インス

トーラ アプリケーション）を使用してコピーされます。このツールを削除できる方法には 2 種類あり

ます。

 • Terminal.app セッションを開いて、次のように入力します。

cd /sbin
sudo rm dhcp_refresh

 • Finder.app メソッドを使用します。

a. [Finder] > [Go] > [Go to Folder] に移動します。

b. プロンプトで「/sbin」と入力します。

c. dhcp_refresh ファイルをゴミ箱にドラッグします。

d. ポップアップする認証ダイアログに管理者パスワードを入力します。

CAA セットアップおよびパッチ（アップグレード）ファイル

CAA の自動アップグレードでは、Agent セットアップ バージョンと Agent パッチ（アップグレード）

バージョンのクライアント インストール ファイルが区別されます。これらのファイルは、異なる条件

で使用される同じ Agent の 2 つのインストーラに対応しています。
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 • Agent セットアップ インストーラ 

古いバージョンの Agent がまだインストールされていないクライアントでのフレッシュ インス

トールに使用します。ユーザは 初のワンタイム Web ログイン後に、[Download Clean Access 
Agent] ページから Agent セットアップ ファイルをダウンロードします。

 • Agent アップグレード（またはパッチ）インストーラ 

インストール済みの古いバージョンの CAA が自動アップグレードのためにダウンロードします。

ユーザはログイン後に、およびマシンのリブート後に（[General Setup] ページで設定されている

場合のオプション）、Agent アップグレード ファイルをダウンロードするように要求されます。

CAA インストール ファイルの CAM へのロード

Agent セットアップまたはアップグレード ファイルは、次に示すように、CAM に格納されます。これ

らのファイルのいずれかが CAM に格納されている場合、ファイルは CAS にパブリッシュされてから、

クライアントまたはユーザに配布されます。

CAA セットアップ 
CAA セットアップ ファイルは、CAM ソフトウェア リリースに付属の完全な Agent セットアップ イン

ストール ファイルです。インターネットによる更新では配布されません。有効なインストール方法は、

次のとおりです。

1. CAM CD インストール

2. CAM ソフトウェア アップグレード

3. Web コンソールを介した CCAAgentSetup-4.5.x.x.tar.gz ファイル（または Clean Access Mac OS 
X Agent の場合は CCAAgentMac OSX-4.5.x.x.tar.gz）の CAM への手動のアップロード。詳細に

ついては、「CAM への CAA の手動アップロード」（P.11-35）を参照してください。

CAA パッチ（アップグレード） 
CAA パッチ ファイルは、既存の Agent によってダウンロードおよびインストールされたアップグレー

ド ファイルです。有効なインストール方法は、次のとおりです。

1. CAM CD インストール

2. CAM ソフトウェア アップグレード

3. インターネットからの Clean Access Updates（[Device Management] > [Clean Access] > 
[Updates]）

4. Web コンソールを介した、CCAAgentUpgrade-4.5.x.x.tar.gz ファイルの CAM への手動アップ

ロード。詳細については、「CAM への CAA の手動アップロード」（P.11-35）を参照してくださ

い。

注意 CAM は Agent セットアップ ファイルとアップグレード ファイルのタイプをファイル名で区別する

ため、ダウンロードでは常に同じファイル名を使用する必要があります。たとえば、

CCAAgentSetup-4.5.x.x.tar.gz または CCAAgentUpgrade-4.5.x.x.tar.gz のようになります。
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CAA 自動アップグレードの互換性

新バージョンの CAA セットアップ インストール ファイルおよびパッチ（アップグレード）インス

トール ファイルは、各 Cisco NAC アプライアンス ソフトウェア リリースの CAM ソフトウェアに自

動的に組み込まれます。CAA は 4 桁のバージョン設定（たとえば 4.5.x.x）を使用しています。CAA 
へのアップグレードは、一般的に AV/AS 製品サポート拡張や新規 Agent機能（OS サポート等）に対

応します。

リリース 4.5 における CAA バージョンの互換性詳細については、『Support Information for Cisco NAC 
Appliance Agents Release 4.5』を参照してください。

Cisco Updates 
自動アップグレードがイネーブルで CAA がすでにクライアントにインストールされている場合、

Agent アップグレードが入手可能になると、Agent はアップグレードを自動検出し、CAS からダウン

ロードして、ユーザ確認後にクライアント上で自動アップグレードをします。管理者は Agent 自動

アップグレードをユーザに対して必須にするか、任意にするかを設定できます。

Agent パッチ アップグレードをユーザに配布しないようにするために、[Distribution] ページの [Do not 
offer current Clean Access Agent Patch to users for upgrade] のオプションのチェックマークをオンにし

ます。これにより、新規 Agent アップデートが CAM で使用可能になった場合にユーザにアップグレー

ドを通知しないようになります。

（注） • 4.5.x.x CAA を自動ダウンロードして、クライアントに配布できるのは、4.5 CAS だけです。

 • 新の 4.5 リリースをアップグレードする際に、すべてのクライアントを 新の 4.5.x.x CAA に
アップグレードすることも推奨します。

 • 4.5.x.x CAA は、古いCAA（4.0.x および 4.1.x.x）の自動アップグレードをサポートしています。

 • 3.5.1 よりも前の CAA のユーザの場合は、「3.5.0 以前の CAA からのアップグレード」（P.11-33）
を参照してください。

 •  バージョン アップグレードの制約事項の詳細については、『Release Notes for Cisco NAC 
Appliance (Cisco Clean Access), Version 4.5(1)』の「Agent Upgrade Compatibility Matrix」を参

照してください。

3.5.0 以前の CAA からのアップグレード 
バージョン 3.5.0 以前の CAA は、自動アップグレード機能をサポートしていません。この場合、古い

バージョンの CAA から 4.5.x.x 以上へのユーザ アップグレードを有効にするには、次のいずれかの方

法を使用します。

 • CD インストール 

セットアップ実行可能ファイル（.exe）を CD からユーザに配布します。

（注） ユーザに VPN/L3 アクセスを許可する場合は、配布する Agent セットアップ インストール 
ファイルが CAS から直接ダウンロードされていて、クライアントが VPN/L3 機能に必要な 
CAM IP 情報を取得できることを確認してください。
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 • Web ログイン /CAA のダウンロード 

Web ログインを実行するようにすべてのユーザに通知します。Web ログインを使用すると、目的

のユーザ ロールおよびクライアント OS で Agent を使用するように要求された場合、ユーザは 
CAA ダウンロード ページにリダイレクトされます。

 • 新の 4.5.x.x セットアップ実行可能ファイルを配布する File Distribution 要件の作成 

この方法については、後で説明します。

File Distribution 要件による CAA アップグレード 
次の手順では、自動アップグレードをサポートしないバージョン（3.5.0 以前のバージョンなど）が稼

動している場合に、CAA をアップグレードする方法を示します。また、ロール内のユーザがネット

ワークにログインする前に、必要なソフトウェアをダウンロードおよびインストールするためのソフト

ウェア パッケージ要件を作成する方法も示します。この場合、必要なパッケージは、新しいバージョ

ンの Agent に対応した Agent セットアップ インストール ファイルです。

ユーザがファイルをダウンロードし、実行可能ファイルをダブルクリックすると、Agent インストーラ

（3.5.1+）は古い Agent がインストールされているかどうかを自動的に検出し、古いバージョンを削除

して、代わりに新しいバージョンをインストールします。また、アップグレード中にクライアントで稼

動していた古いバージョンのアプリケーションもシャットダウンします。この処理が終わると、ユーザ

は新しいバージョンの Agent を使用してログインするように要求されます。

（注） ロールに関する要件を設定する場合は、古いバージョンの Agent で新しい Agent の新機能がサポート

されないことに注意してください（つまり、Agent アップグレード要件を作成する場合は、該当する要

件だけをロールに適用し、古い Agent でサポートされない追加要件は適用しないでください）。「CAA 
自動アップグレードの互換性」（P.11-33）も参照してください。

（注） この手順（クライアントの要件）では、.exe ファイルがアップロードされます。

ステップ 1 http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/ciscosecure/cleanaccess.shtml にある CAA ダウンロード 
ページにログインし、 新の CAA インストール ファイル（CCAAgentSetup-4.5.x.y.tar.gz など）を、

マシン上のアクセス可能な場所にダウンロードします（ファイル名の x.y を適用可能なバージョン番号

で置き換えます）。

（注） Agent インストール ファイルを配布しても、クライアントは VPN/L3 機能に必要な CAM IP 情
報を取得できません。Agent から VPN/L3 へのアクセスをイネーブルにするには、Agent イン

ストール ファイルを CAS から直接取得する必要があります。

ステップ 2 ファイルを展開します（ファイル名の .x をそれぞれ変更します）。

> tar xzvf CCAAgentSetup-4.5.x.y.tar.gz  

ステップ 3 CCAA フォルダに CCAAgent_Setup.exe ファイルが格納されます。

ステップ 4 CAM Web 管理コンソールで、[Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > 
[Rules] > [New Check] に移動します。クライアントのレジストリ

（HKLM¥SOFTWARE¥Cisco¥Clean Access Agent¥）内に、4.5.x.（y-1）より後のバージョン（値名 :
バージョンおよび値データ タイプ :バージョン）を検索するレジストリ チェック（タイプ : レジストリ

値）を作成します。たとえば、4.5.1.0 を配布する場合は、4.5.0.0 よりあとのバージョンを検索するよ
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うにレジストリ チェックを設定します。チェック /規則に対応するクライアント OS を選択して、

[Automatically create rule based on this check] オプションをオンにし、[Add Check] をクリックしま

す。

ステップ 5 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Requirements] > [New Requirement] 
に移動します。File Distribution 要件を作成し、CCAA フォルダを参照して、[File to Upload] フィール

ド内の展開済み CCAAgent_Setup.exe ファイルをアップロードします。クライアント OS を選択し、

要件名およびユーザに対する説明を入力して、[Add Requirement] をクリックします。

（説明の例は次のようになります 
You are running version 3.5.0 or below of the Clean Access Agent. Please upgrade to 

the latest version by clicking the Download button. Save the CCAAgent_Setup.exe file 

to your computer, then double-click this file to start the installation. Follow the 

prompts to install the Agent.）

ステップ 6 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Requirements] > 
[Requirement-Rules] で、Agent アップグレード要件およびオペレーティング システムを選択し、レジ

ストリ チェック規則に対応するチェックボックスをクリックして、[Update] をクリックします。

ステップ 7 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Requirements] > 
[Role-Requirements] で、Agent アップグレード要件を選択し、ユーザ ロールに対応付けます。

ステップ 8 トラフィック ポリシーを Temporary ユーザ ロールに追加して、CAM の IP アドレスにだけ HTTP ア
クセスを許可します。このようにすると、クライアントはセットアップ実行可能ファイルをダウンロー

ドできるようになります。

ステップ 9 ユーザとしてテストします。すべてが適切に設定されている場合は、4.5.x.x CAA を使用してダウン

ロード、インストール、およびログインできます。

CAM への CAA の手動アップロード
CAM/CAS のソフトウェア アップグレードまたは新規インストールを実行する場合、CAA のインス

トール ファイルまたはパッチ アップグレード ファイルは CAM ソフトウェアに自動的に組み込まれる

ため、アップロードする必要がありません。ただし、場合によっては、Agent セットアップ インス

トール ファイル（setup.tar.gz）または Agent パッチ アップグレード ファイル（upgrade.tar.gz）を 
CAM に直接手動でアップロードすることができます。たとえば、Agent を再インストールする必要が

ある場合や、新規ユーザに配布された Agent のバージョンをダウンロードする場合などです（詳細に

ついては、「CAA のダウングレード」（P.11-36）を参照してください）。この機能を使用すると、管理

者は配布用の古いセットアップ ファイルまたはパッチ アップグレード ファイルを元のバージョンに戻

すことができます。

（注） 同じ [Distribution] ページのインターフェイス制御を使用して、Agent セットアップ インストール ファ

イルまたは Agent パッチ アップグレード ファイルを手動でアップロードできます。CAM は Agent 
セットアップ ファイルと アップグレード ファイルのタイプをファイル名で区別するため、ダウンロー

ドでは常に同じファイル名を使用する必要があります。たとえば、CCAAgentSetup-4.5.x.x.tar.gz また

は CCAAgentUpgrade-4.5.x.x.tar.gz のようになります。

（注） ファイルを手動でアップロードすると、CAM は CAA セットアップ ファイルまたは CAA アップグ

レード ファイルを接続先の CAS に自動的にパブリッシュします。パブリッシュ中にバージョン チェッ

クは行われないため、Agent セットアップ をダウングレードしたり、置き換えることができます。
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CAM/CAS および Agent のバージョン互換性の詳細については、『Release Notes for Cisco NAC 
Appliance (Cisco Clean Access), Version 4.5(1)』の「Agent Upgrade Compatibility Matrix」の項を参

照してください。

次の手順では、CAM に CAA セットアップ ファイルまたは パッチ ファイルを手動でアップロードす

る方法を示します。

注意 Agent セットアップ ファイルまたはパッチ ファイルは tar.gz ファイルとして（展開しないで）

CAM にアップロードする必要があります。アップロード前に、.exe ファイルを抽出しないでくだ

さい。

ステップ 1 Cisco Secure Software にログインし

（http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/ciscosecure/cleanaccess.shtml）、Cisco Clean Access 
Agent ダウンロード ページを開いて、CCAAgentSetup-4.5.x.y.tar.gz ファイルまたは

CCAAgentUpgrade-4.5.x.y.tar.gz ファイルをマシン上のアクセス可能な場所にダウンロードします

（ファイル名の .x.y は使用可能なバージョン番号で置き換えます）。

ステップ 2 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Distribution] に移動します

（「Windows CAA の配布」（P.11-17）を参照）。 

ステップ 3 [Clean Access Agent Setup/Patch to Upload] フィールドで、[Browse] をクリックし、CAA セットアッ

プ ファイルまたはパッチ ファイルが格納されたフォルダに移動します。

ステップ 4 .tar.gz ファイルを選択し、[Open] をクリックします。テキスト フィールドにファイルの名前が表示さ

れます。

ステップ 5 [Version] フィールドに、アップロードする Agent のバージョンを入力します（4.5.x.x など）。入力し

た Version は、.tar.gz ファイルのバージョンと完全に一致する必要があります。

ステップ 6 [Upload] をクリックします。

CAA のダウングレード
CAM の CAA のバージョンを手動でダウングレードする手順は、次のとおりです。詳細については、

「CAM への CAA の手動アップロード」（P.11-35）を参照してください。

ステップ 1 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Distribution] で、[Current Clean 
Access Agent Patch is a mandatory upgrade] チェックボックスをオフにして、[Update] をクリックしま

す。

ステップ 2 [Device Management] > [Clean Access] > [Updates] で、[Check for CCA Agent upgrade patches] 
チェックボックスをオフにして、[Update] をクリックします。

ステップ 3 Cisco Secure Software Web サイト

（http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/ciscosecure/cleanaccess.shtml）の該当する Cisco Clean 
Access フォルダから、ユーザに配布する以前のバージョンの Agent の CCAAgentSetup-4.1.x.y.tar.gz 
および CCAAgentUpgrade-4.1.x.y.tar.gz ファイルをダウンロードします。

ステップ 4 [Device Management] > [CCA Servers] > [List of Servers] の [Connected] ステータスに、すべての 
CAS が表示されていることを確認します。
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ステップ 5 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Distribution] で、Setup.tar.gz ファ

イルを参照およびアップロードしてから、Upgrade.tar.gz ファイルを CAM にアップロードします。

[Upload] をクリックする前に、必ず [Version Field] に Agent の正しいバージョン（たとえば、4.1.6.0）
を入力するようにします。ファイルは自動的に CAS にパブリッシュされます。

ステップ 6 さらに、ダウングレードされた 4.1.x.y CAA に新しい Link Distribution 要件を設定できます。配布す

るダウングレードされたバージョン（たとえば、4.1.2.1）に Agent バージョンが一致するかどうかを

確認するレジストリ チェックを設定します。一致しない場合は、URL
（https://<CAS_IP_or_name>/auth/perfigo_dm_enforce.jsp）にユーザがダイレクトされる必要があ

ります。

ステップ 7 また、代わりにエンド ユーザに手順を提供する Local Check 要件を作成して、Agent（たとえば、

4.1.x.y）をアンインストールし、weblogin を再度実行して、ダウングレードされた Agent（たとえば、

4.1.2.1）をダウンロードできます。

（注） Mac OS X Agent は、ダウングレードをサポートしていません。たとえば、古い Mac OS X Agent（古

いバージョン番号）をアップロードして、[Current Clean Access Agent Patch is a mandatory upgrade] 
オプションをチェックした場合、クライアント マシンは自動アップグレードを求めません。
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C H A P T E R 12

エージェント要件の設定

この章では、クライアント マシン上で Clean Access Agent（CAA）および Cisco NAC Web Agent が
ポスチャ評価と修復を実行できるように CAM の要件を設定する方法について説明します。

 • 「概要」（P.12-1）

 • 「AV および AS Definition Update 要件の設定」（P.12-3）

 • 「Windows Server Update Services 要件の設定」（P.12-17）

 • 「Windows Update 要件の設定」（P.12-25）

 • 「カスタム チェック、規則、および要件の設定」（P.12-31）

 • 「Launch Programs 要件の設定」（P.12-46）

 • 「要件と規則のマッピング」（P.12-60）

 • 「ユーザ ロールへの要件の適用」（P.12-62）

 • 「要件の自動修復の設定」（P.12-67）

 • 「Mac OS X Agent 要件の作成」（P.12-71）

 • 「レポートの表示」（P.12-92）

概要

（注） Mac OS X CAAは、Windows CAA および Cisco NAC Web Agent 用に設計された要件、規則、チェッ

クのサブセットだけをサポートします。Mac OS X エージェント固有の要件、規則、チェック情報の詳

細については、「Mac OS X Agent 要件の作成」（P.12-71） を参照してください。

要件

CAA または Cisco NAC Web Agent を実行しているクライアント マシンのポスチャ評価を実行するた

めに、クライアントのオペレーティング システムで実行するクライアント評価タイプ基づいて、要件

を設定し実装する必要があります。要件は、ネットワーク アクセスを実現するためにユーザがシステ

ムで実行しなければならない（あるいは、実行してはならない）機能について、ビジネスレベルの判断

を行う場合に使用されます。要件のメカニズムは、ユーザ ロールでクライアントが満たさなければな

らない 1 つまたは複数の規則に、クライアントが違反した場合のユーザの対処法をマップします。新し

い要件を作成する場合、いくつかの異なる要件タイプから 1 つ（たとえば、AV Definition Update）を

選択し、クライアントが要件に違反した場合に、ユーザに表示する Agent ダイアログのオプション、

ボタン、および対処法の説明を設定します。異なる要件タイプを作成する手順の詳細については、次を

参照してください。
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概要
 • 「AV および AS Definition Update 要件の設定」（P.12-3）

 • 「Windows Server Update Services 要件の設定」（P.12-17）

 • 「Windows Update 要件の設定」（P.12-25）

 • 「カスタム チェック、規則、および要件の設定」（P.12-31）

 • 「Launch Programs 要件の設定」（P.12-46）

規則

Windows Server Update Service（WSUS）の「Severity」オプション要件タイプを除くすべてのケース

において、クライアント マシンでセキュリティ標準を満たしていることを確認するために、規則を要

件にマップする必要があります。規則は、クライアント マシンを検証し、要件を満たしているかどう

かを評価するために Agent が使用する単位です。規則には、次のものがあります。

 • AV/AS 要件に関連付けられた設定済み AV/AS 規則。これには、クライアント マシンを検証する

ための追加チェックが不要です。

 • 1 つまたは複数の存在チェックを備えた設定済みシスコ規則（pr_rule）。たとえば、「Critical」
アップデートだけに対処する Windows ホット フィックス関連「pr_」規則です。pr_rules を複数

の異なる要件タイプの検証基準としてマッピングできます。Cisco Rules の詳細については、「シス

コの設定済み規則（「pr_」）」（P.12-32）を参照してください。

 • 1 つまたは複数の設定済みまたはカスタム チェックで構成されたカスタム規則。カスタム規則は、

チェックに基づいて規則式を設定することでユーザ自身が作成するものです。

規則の要件をマッピングする詳細については、「要件と規則のマッピング」（P.12-60） を参照してくだ

さい。

チェック

チェックは規則の基礎的な要素ですが、多くの場合これを設定する必要はありません。チェックは選択

された OS に対応する単一のレジストリ、ファイル、サービス、またはアプリケーション チェックで

す。カスタム ファイルを作成する場合に使用されます。チェックには、シスコの設定済みチェック

（pc_ check）または自分で作成するカスタム チェックがあります。規則を要件にマッピングする際に、

正確にクライアント マシンを検証するために適切なチェック（pc_ checks またはカスタム チェック）

が所定の位置に配置されていることを確認します。

（注） 設定済み（pr_）規則は、すでにクライアント マシンのセキュリティ標準を検証する 1 つまた

は複数のチェックと関連付けられています。設定済み規則またはチェックがニーズと一致しな

い場合だけカスタム規則またはチェックを作成する必要があります。詳細については、「カス

タム チェック、規則、および要件の設定」（P.12-31）を参照してください。

ロール マッピング

要件を 1 つまたは複数の規則にマッピングした後、 後の手順は要件を標準ログイン ユーザ ロールに

関連付けることです。標準ユーザ ロールへの認証を試行するユーザは、標準ログイン ロールに対応す

る要件にパスするまで、Temporary ロールに配置されます。

 • この要件に正常に適合したユーザは、標準ログイン ロールでのネットワーク作業が許可されます。

 • 要件に違反したユーザは、Agent ダイアログに記載された手順を実行して、要件に正常に適合しな

いかぎり、Temporary ロールのままでセッションをタイムアウトします。

ロールへの要件のマッピングに関する詳細は、「ユーザ ロールへの要件の適用」（P.12-62）を参照して

ください。
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（注） 要件を標準ログイン ユーザ ロールにマップするには、「ユーザ ロールの作成」（P.7-1）の説明

に従って、ロールを作成しておく必要があります。

ユーザ ログイン /エージェント動作

ユーザ ログイン /修復中に、[Agent] ダイアログには、クライアント マシンを検証するために割り当て

られた要件に応じて、ユーザがクリックできるさまざまなボタンが表示されます。

 • [File Distribution] では、CAA に [Download] ボタンが表示されます。

 • [Link Distribution] では、CAA/Cisco NAC Web Agent に [Go To Link] ボタンが表示されます。

 • [Local Check] では、CAA に [Download] ボタン（ディセーブル）が表示されます。

 • [AV Definition Update] では、CAA に [Update] ボタンが表示されます。

 • [AS Definition Update] では、CAA に [Update] ボタンが表示されます。

 • [Windows Update] では、CAA に [Update] ボタンが表示されます。

 • [Launch Programs] では、CAA に [Launch] ボタンが表示されます。

 • [Windows Server Update Service] では、CAA に [Update] ボタンが表示されます。

アウトオブバンド ユーザの場合は、要件の認証および適合に成功すると、インバンド ネットワーク

（認証 VLAN 上）を離れて、アクセス VLAN 上のアウトオブバンド ネットワークにアクセスできま

す。

Agent ダイアログおよび動作の詳細については、第 13 章「Cisco NAC アプライアンス エージェント」

を参照してください。

（注） Mac OS X Agent は、Windows Clean Access Agent および Cisco NAC Web Agent と同じ動作を備え

ていません。Mac OS X Agent の動作の詳細については、「Cisco NAC Web Agent」（P.13-43）を参照

してください。

AV および AS Definition Update 要件の設定

（注） Mac OS X CAAは、Windows CAA および Cisco NAC Web Agent 用に設計された要件、規則、チェッ

クのサブセットだけをサポートします。Mac OS X エージェント固有の要件、規則、チェック情報の詳

細については、「Mac OS X Agent 要件の作成」（P.12-71） を参照してください。

[AV Definition Update] および [AS Definition Update] 要件タイプは、クライアント上にあるサポート

対象 AV/AS 製品の定義ファイルのレポートおよび更新に使用できます。クライアントが AV/AS 要件

に違反した場合、CAA はクライアントにインストールされた AV/AS ソフトウェアと直接通信します。

ユーザが CAA ダイアログ の [Update] ボタンをクリックすると、定義ファイルは自動的に更新されま

す。

（注） Cisco NAC Web Agent は、[Go To Link] 手動修復機能だけをサポートしています。Cisco NAC Web 
Agent は、[Update]、[Download]、または [Launch] 修復アクション、および自動修復をサポートして

いません。
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AV 規則には AV ベンダーに関するロジックが多数組み込まれていて、AV Definition Update 要件が対

応付けられています。AS 規則にはほとんどの AS ベンダーに関するロジックが組み込まれていて、AS 
Definition Update 要件が対応付けられています。AV または AS Definition Update 要件の場合、チェッ

クを設定する必要はありません。次のように対応付けます。

 • AV Definition Update 要件と AV 規則およびユーザ ロールや OS 

 • AS Definition Update 要件と AS 規則およびユーザ ロールや OS 

さらに、AV/AS 要件に違反した場合にユーザに表示する Agent ダイアログの説明を設定します。

（注） 可能であれば、クライアントの AV ソフトウェアをチェックする場合に、AV Definition Update 要件に

対応付けられた AV 規則を使用することを推奨します。サポート対象外の AV 製品の場合、または AV 
規則を介して AV 製品 /バージョンを使用できない場合、管理者は常に AV ベンダーに関するシスコ提

供の pc_ checks および pr_rules を使用したり、[Device Management] > [Clean Access] > [Clean 
Access Agent] を通して（[New Check]、[New Rule]、および [New File/Link/Local Check 
Requirement] を使用して）独自のカスタム チェック、規則、および要件を作成することができます

（「カスタム チェック、規則、および要件の設定」（P.12-31）を参照）。 
 

Cisco NAC アプライアンスは AV ベンダーがサポートするインストール方式およびメカニズムと連携

して機能します。AV ベンダーが AV 製品の基本メカニズム突然変更した場合、Clean Access チームは

できるだけ早く Supported AV/AS Product List または CAA/Cisco NAC Web Agent を更新して、新し

い AV 製品の変更をサポートします。その間に、管理者は常に目的の AV 製品に「カスタム」規則

（pc_checks/pr_ 規則など）を使用して対処し、[Any selected rule succeeds] の要件を設定することがで

きます。

図 12-1に、クライアントが AV Definition Update 要件に違反した場合に表示される CAA ダイアログ

を示します。

図 12-1 Required AV Definition Update（CAA ユーザ ダイアログ）
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AV 規則および AS 規則

AV 規則および AS 規則は、Supported AV/AS Product List 内のベンダーおよび製品のリストに対応付

けら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。

 • [Installation AV Rules]：選択された AV ソフトウェアがクライアント オペレーティング システム

に対応するようにインストールされているかどうかを調べます。

 • [Virus Definition AV Rules]：クライアントのウイルス定義ファイルが 新であるかどうかを調べ

ます。[Virus Definition AV Rules] を AV Definition Update 要件に対応付けると、要件に違反した

ユーザが CAA の [Update] ボタンをクリックして更新を自動実行し、システム レポート機能が要

件の Cisco NAC Web Agent ユーザに警告することができるようになります。

AS 規則には 2 つの基本タイプがあります。

 • [Installation AS Rules]：選択された AS ソフトウェアがクライアント OS に対応するようにインス

トールされているかどうかを調べます。

 • [Spyware Definition AS Rules]：クライアントの AS 定義ファイルが 新であるかどうかを調べま

す。[Spyware Definition AS Rules] を AS Definition Update 要件に対応付けると、要件に違反した

ユーザが CAA の [Update] ボタンをクリックして更新を自動実行し、システムレポート機能が要件

の Cisco NAC Web Agent ユーザに警告することができるようになります。

通常、[AV Rules] は [AV Definition Update] 要件に、[AS Rules] は [AS Definition Update] 要件に対

応付けられます。

AV Definition Update 要件を作成する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 「AV/AS サポート情報の確認」（P.12-7）

ステップ 2 「AV 規則の作成」（P.12-9）

ステップ 3 「AV Definition Update 要件の作成」（P.12-11）

ステップ 4 「要件と規則のマッピング」（P.12-60）

ステップ 5 「ユーザ ロールへの要件の適用」（P.12-62）

ステップ 6 「要件の検証」（P.12-63）

AS Definition Update 要件を作成する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 「AV/AS サポート情報の確認」（P.12-7）

ステップ 2 「AS 規則の作成」（P.12-14）

ステップ 3 「AS Definition Update 要件の作成」（P.12-15）

ステップ 4 「要件と規則のマッピング」（P.12-60）

ステップ 5 「ユーザ ロールへの要件の適用」（P.12-62）

ステップ 6 「要件の検証」（P.12-63）
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（注） AV または AS 規則 /要件を別の方法で設定する方が便利な場合があります。次の例を参考にしてくだ

さい。

 • 特定のベンダーの一部の製品バージョンでは、CAA による製品の自動更新をサポートしていない

場合があります。この場合は、インストールされた AV/AS 製品のインターフェイスを通して、

AV/AS 定義ファイルを更新するようにユーザに指示する説明を設定できます（AV または AS 
Definition Update 要件の [Description] フィールドを使用）。

 • AV または AS 規則に別の要件タイプ（[Link Distribution] や [Local Check] など）を対応付けて、

CAA ボタンおよびユーザの対処法を [Update] から [Go to Link] に変更したり、アクション ボタン

をディセーブルにして説明だけを表示することができます。この方法により、ユーザが実行するア

クションを柔軟に設定できます。

 • 異なる Enforce Type も設定できます。クライアント向けのレポートを生成したり、ユーザが要件

を満たす期間を延長し、その期間はユーザがネットワークからブロックされないようにできます。

詳細については、「Optional および Audit 要件の設定」（P.12-64）を参照してください。
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AV/AS サポート情報の確認

Cisco NAC アプライアンスを使用すると、複数のバージョンの CAA をネットワークで使用できます。

Agent に新しいアップデートを適用すると、リリース時点での 新の AV/AS 製品のサポートが追加さ

れます。 適な方法（Def Date または Def Version）が選択され、入手可能な AV/AS 製品および 
Agent のバージョンに基づいて AV/AS 定義チェックを実行します。[AV/AS Support Info] ページには、

CAM にダウンロードされた 新の Supported AV/AS Product List と Agent の互換性が詳細に表示され

ています。また、AV/AS 製品ごとの定義ファイルの 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 バージョンが表示されています。クライアントの AV/AS 情報と、[AV/AS 
Support Info] ページを比較して、クライアントの定義ファイルが 新であるかを確認できます。ネッ

トワークで複数のバージョンの Agent が稼動している場合、このページを使用すると、特定の製品を

サポートするため実行しなければならないバージョンを判別することができます。

Agent サポート詳細を表示するには、次の手順を行います。

ステップ 1 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Rules] > [AV/AS Support Info] に移

動します。

ステップ 2 [Category] ドロップダウン メニューで [Antivirus]（図 12-2）または [Anti-Spyware]（図 12-3）を選

択します。

図 12-2 AV/AS Support Info - AV ベンダーの例
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図 12-3 AV/AS Support Info - AS ベンダーの例

ステップ 3 ドロップダウン メニューで、対応するベンダー（[Antivirus Vendor] または [Anti-Spyware Vendor]）
を選択します。

ステップ 4 AS 製品の場合、サポートされているのは Windows Vista/XP/2K オペレーティング システムだけで

す。製品の詳細については、[Minimum Agent Version Required to Support AS Products] テーブルで確

認してください。

（注） AS 定義の日付 /バージョンの定期更新は、Cisco Updates から実行できます。更新サービスが使用可能

になるまで、システムは定義ファイルを AS Spyware Definition 規則（[Device Management] > [Clean 
Access] > [Clean Access Agent] > [Requirements] > [Requirement-Rules]）の現在のシステム日付より

も x 日間古い日付に設定します。

ステップ 5 AV 製品の場合は、[Operating System] ドロップダウン メニューで次のオペレーティング システムのい

ずれかを選択し、クライアント システムのサポート情報を表示します。

 • Windows Vista/XP/2000

 • Windows 9x/ME

（注） リリース 4.5 Web コンソール設定ページにオプションが表示されている場合でも、Cisco 
NAC アプライアンスは、Windows ME または Windows 98 クライアント ログインを公式

にサポートしなくなりました。

 • Mac OSX

（注） Mac OS X クライアント マシン要件設定の詳細については、「Mac OS X Agent 要件の作成」

（P.12-71）を参照してください。

この選択を行うと、次のテーブルにデータが読み込まれます。

 • [Minimum Agent Version Required to Support AV Products] は、各 AV 製品のサポートに必要な

小の Agent バージョンを表示します。たとえば、4.1.3.0 以降の Agent は Aluria Security Center 
AntiVirus 1.x を必要とするロールにログインすることはできますが、これよりも前の Agent バー

ジョンの場合は、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する場合、Def Version チェックが使用されます。
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 • [Latest Virus Definition Version/Date for Selected Vendor] は、AV 製品の 新バージョンと日付の

情報を表示します。 新クライアントの AV ソフトウェアに、同じ値が表示されます。

（注） Agent はバージョン情報を CAM に送信します。CAM が 初に AV チェックに使用するのは、常にウ

イルス定義のバージョンです。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、 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 規則を設定するには、次の手順を行います。

ステップ 1 新バージョンの Supported AV/AS Product List が存在することを確認してください（「アップデート

の取得」（P.10-12）を参照）。

ステップ 2 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Rules] > [New AV Rule] に移動し

ます。

図 12-4 New AV Rule

ステップ 3 [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。
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ステップ 4 ドロップダウン メニューで、特定の [Antivirus Vendor] または [ANY]（任意の）ベンダーを選択しま

す。この操作を行うと、選択した [Operating System] に対応する、[ANY]（任意の）ベンダー オプ

ションの情報または指定ベンダーのサポート対象製品および製品バージョンが、ページの下部にある 
[Checks for Selected Operating Systems] テーブルに読み込まれます。

ステップ 5 [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。このように

すると、下部のテーブル内の、対応する [Installation] または [Virus Definition] カラムのチェックボッ

クスがイネーブルになります。

ステップ 6 ドロップダウン メニューから [Operating System] を選択します。この操作を行うと、このクライアン

ト OS でサポートされる製品バージョンが下部のテーブルに読み込まれます。

 • Windows Vista/XP/2000

 • Windows ME/98

（注） リリース 4.5 Web コンソール設定ページにオプションが表示されている場合でも、Cisco 
NAC アプライアンスは、Windows ME または Windows 98 クライアント ログインを公式

にサポートしなくなりました。

 • Mac OSX

（注） Mac OS X クライアント マシン要件設定の詳細については、「Mac OS X Agent 要件の作成」

（P.12-71）を参照してください。

ステップ 7 オプションの [Rule Description] に入力します。

ステップ 8 [Checks for Selected Operating Systems] テーブルで、対応する [Installation] または [Virus Definition] 
カラム内のチェックボックスをクリックして、クライアント上で検索する製品バージョンを選択しま

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調べます。

 • [Virus Definition] は、指定された製品のウィルス定義ファイルが、クライアント上で 新かどう

かを調べます。

（注） 定義規則では、Agent は 初に製品がインストールされているかどうかを確認し、次に定義ファイルが

新かどうかを調べます。

ステップ 9 [Add Rule] をクリックします。新しい AV 規則が [Rule List] の下部に、指定した名前で追加されます。

（注） AV 規則を設定する際に、[ANY] AV ベンダー オプションと、ベンダー固有の [ANY Product/ANY 
Version] オプションでは、次のように動作が異なります。

 • ANY ベンダーの場合、Agent はインストールされた製品がサポート対象ベンダーからのものかど

うかについて、サーバを問い合せる必要があります。Agent は、ログイン セッションの 初にだ

け問い合せるために、ユーザは [Cancel] をクリックするか Agent を再起動して、サーバの応答を

更新し、ログイン プロセスを繰り返す必要があります。
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 • 特定のベンダーの [ANY Product/ANY Version] の場合、Agent はクライアント マシンにインス

トールしたもの対して必要なベンダーが一致していることだけが必要です。問い合せは不要です。

AV Definition Update 要件の作成

次の手順は、対応する 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

検索する、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 AV 定義ファ

イルが 新でない場合、ユーザは CAA の [Update] ボタンをクリックして、Agent 独自の更新メカニズ

ムを既存の AV ソフトウェアによって起動することができます。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）。

（注） Cisco NAC Web Agent は、[Go To Link] 手動修復機能だけをサポートしています。Cisco NAC Web 
Agent は、[Update]、[Download]、または [Launch] 修復アクション、および自動修復をサポートして

いません。

AV Definition Update 要件を作成するには、次の手順を行います。

ステップ 1 [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。
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図 12-5 New Requirement

ステップ 2 [Requirement Type] で、[AV Definition Update] を選択します。

ステップ 3 ドロップダウン メニューで [Enforce Type] を選択します。

 • [Mandatory]：要件を強制します。ユーザにはこの要件が伝えられ、クライアント システムが要件

を満たさないかぎりユーザは次に進んだり、ネットワークにアクセスすることはできません。

 • [Optional]：要件を強制しません。ユーザには要件が伝えられますが、必要に応じて Agent ダイア

ログで [Next] をクリックし、無視できます。クライアント システムが要件を満たさなくても、

ユーザは次に進んだり、ネットワークにアクセスすることができます。

 • [Audit]：サイレント監査。ユーザに通知せずにクライアント システムの要件がサイレントに

チェックされ、レポートが生成されます。レポートの結果（成功または失敗）は、ユーザのネット

ワーク アクセスに影響しません。

詳細については、「Optional および Audit 要件の設定」（P.12-64）を参照してください。

ステップ 4 クライアントでこの要件を実行する [Priority] を選択します。ハイ プライオリティ（たとえば、1）の

場合、他のすべての要件よりこの要件が優先されてシステムでチェックされ、その順序で CAA および 
Cisco NAC Web Agent ダイアロ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。
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ステップ 5 CAA の自動修復をイネーブルにして設定する場合

a. ドロップダウン メニューから [Remediation Type [Manual | Automatic]] を選択します。[Manual] 
を選択すると、前の Agent 動作が維持されます。ユーザは、CAA の [Next] ボタンを使用して、各

要件をクリックする必要があります。[Automatic] を選択すると、自動修復を実行するように 
Agent が設定されます。この場合、Agent は自動的に更新を実行するか、ユーザのログイン後にク

ライアントで必要なプログラムを起動します。

b. 自動修復を使用するように要件を設定した場合、[Interval] に秒数を設定します（デフォルト間隔

は 0 です）。要件タイプに応じて、この間隔は、Agent が修復を再試行するまでの遅延を設定した

り、特定の修復プロセスに認められる合計時間を設定するものです。

c. [Retry Count []] を入力します。再試行カウントの指定は、 初に失敗した場合に Agent が自動的

に要件を再試行する回数の制限を設定します （デフォルトの再試行カウント設定は 0 です）。

自動修復の設定に関する詳細については、「要件の自動修復の設定」（P.12-67）を参照してくださ

い。

（注） Cisco NAC Web Agent は自動修復をサポートしていません。

ステップ 6 ドロップダウン メニューで [Antivirus Product Name] を選択するか、[ANY] 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。

ステップ 7 [Requirement Name] に、Agent 内でこの AV ウイルス定義ファイル要件を識別する一意の名前を入力

します。名前は、CAA または Cisco NAC Web Agent ダイアログでユーザが確認できます。

ステップ 8 [Description] フィールドに、要件の説明、および要件に違反した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、[Update] ボタンをクリックしてシステムを更新するために、要

件の Cisco NAC Web Agent ユーザおよび CAA ユーザに警告する手順を含めます。

ステップ 9 少なくとも 1 つのクライアント [Operating System ]に対応するチェックボックスをクリックします

（少なくとも 1 つをオンにする必要があります）。

ステップ 10 [Add Requirement] をクリックして、Requirement List に要件を追加します。
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AS 規則の作成

AS 規則を設定するには、次の手順を行います。

ステップ 1 新バージョンの Supported AV/AS Product List が存在することを確認してください（「アップデート

の取得」（P.10-12）を参照）。

ステップ 2 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Rules] > [New AS Rule] に移動しま

す。

図 12-6 New AS Rule

ステップ 3 [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。

ステップ 4 ドロップダウン メニューで [Anti Spyware Vendor] を選択するか、または [ANY] を選択して、サポー

トされている AS ベンダーまたは製品をすべて選択します。この操作を行うと、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および製品バージョンが読み込まれます。

ステップ 5 [Type] ドロップダウン メニューで、[Installation] または [Spyware Definition] を選択します。このよ

うにすると、その下のテーブル内の、対応する [Installation] または [Spyware Definition] カラムの

チェックボックスがイネーブルになります。

ステップ 6 ドロップダウン メニューから [Operating System] を選択します。

 • Windows Vista/XP/2000

 • Mac OSX

（注） Mac OS X クライアント マシン要件設定の詳細については、「Mac OS X Agent 要件の作成」

（P.12-71）を参照してください。

ステップ 7 オプションの [Rule Description] に入力します。
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ステップ 8 [Checks for Selected Operating Systems] テーブルで、対応する [Installation] または [Spyware 
Definition] カラム内のチェックボックスをクリックして、クライアント上で検索する製品バージョン

を選択します。

 • [ANY] をクリックすると、この AS 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調べます。

 • [Spyware Definition] は、指定された製品のスパイウェア定義ファイルが、クライアント上で 新

かどうかを調べます。

（注） 定義規則では、Agent は 初に製品がインストールされているかどうかを確認し、次に定義ファイルが

新かどうかを調べます。

ステップ 9 [Add Rule] をクリックします。新しい AS 規則が [Rule List] の下部に、指定した名前で追加されます。

AS Definition Update 要件の作成

AS Definition Update 要件を作成するには、次の手順を行います。

ステップ 1 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Requirements] > [New Requirement] 
に移動します。
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図 12-7 新しい AS Definition Update 要件

ステップ 2 [Requirement Type] で、[AS Definition Update] を選択します。

ステップ 3 ドロップダウン メニューで [Enforce Type] を選択します。

 • [Mandatory]：要件を強制します。ユーザにはこの要件が伝えられ、クライアント システムが要件

を満たさないかぎりユーザは次に進んだり、ネットワークにアクセスすることはできません。

 • [Optional]：要件を強制しません。ユーザには要件が伝えられますが、必要に応じて Agent ダイア

ログで [Next] をクリックし、無視できます。クライアント システムが要件を満たさなくても、

ユーザは次に進んだり、ネットワークにアクセスすることができます。

 • [Audit]：サイレント監査。ユーザに通知せずにクライアント システムの要件がサイレントに

チェックされ、レポートが生成されます。レポートの結果（成功または失敗）は、ユーザのネット

ワーク アクセスに影響しません。

詳細については、「Optional および Audit 要件の設定」（P.12-64）を参照してください。

ステップ 4 クライアントでこの要件を実行する [Priority] を選択します。

ステップ 5 CAA の自動修復をイネーブルにして設定する場合

a. ドロップダウン メニューから [Remediation Type [Manual | Automatic]] を選択します。[Manual] 
を選択すると、前の Agent 動作が維持されます。ユーザは、CAA の [Next] ボタンを使用して、各

要件をクリックする必要があります。[Automatic] を選択すると、自動修復を実行するように 
Agent が設定されます。この場合、Agent は自動的に更新を実行するか、ユーザのログイン後にク

ライアントで必要なプログラムを起動します。
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b. 自動修復を使用するように要件を設定した場合、[Interval] に秒数を設定します（デフォルト間隔

は 0 です）。要件タイプに応じて、この間隔は、Agent が修復を再試行するまでの遅延を設定した

り、特定の修復プロセスに認められる合計時間を設定するものです。

c. [Retry Count []] を入力します。再試行カウントの指定は、 初に失敗した場合に Agent が自動的

に要件を再試行する回数の制限を設定します （デフォルトの再試行カウント設定は 0 です）。

自動修復の設定に関する詳細については、「要件の自動修復の設定」（P.12-67）を参照してくださ

い。

（注） Cisco NAC Web Agent は自動修復をサポートしていません。

ステップ 6 ドロップダウン メニューで [Anti-Spyware Vendor Name] を選択するか、[ANY] を選択します。

[Products] テーブルに、クライアント OS ごとに現在サポートされているスパイウェア定義製品のバー

ジョンがすべて表示されます。

ステップ 7 [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。

名前は、CAA または Cisco NAC Web Agent ダイアログでユーザが確認できます。

ステップ 8 [Description] フィールドに、要件の説明、および要件に違反したユーザの指針となる手順を入力しま

す。AS Definition Update 要件の場合、[Update] ボタンをクリックしてシステムを更新するために、要

件の Cisco NAC Web Agent ユーザと CAA ユーザに対して警告する手順を含めます。

ステップ 9 少なくとも 1 つのクライアント [Operating System ]に対応するチェックボックスをクリックします

（少なくとも 1 つをオンにする必要があります）。

ステップ 10 [Add Requirement] をクリックして、Requirement List に要件を追加します。

Windows Server Update Services 要件の設定

（注） 非管理者ユーザの場合、Agent スタブが WSUS 要件で必須です。詳細については、「CAA スタブ イン

ストーラ」（P.11-22）を参照してください。

CAA の Windows Server Update Services 要件タイプの設定ページを使用すると、管理者は次の点に基

づいて Agent ユーザ マシンで Windows Server Update Services（WSUS）を起動できます。

 • 特定の Windows オペレーティング システムに対する、Cisco Rules（pr_<Windows operating 
system>_hotfixes など）や管理者が設定したカスタム規則

 • Windows Update 重大度チェック

「Cisco Rules」を使用して Windows クライアント マシンを検証することを選択した場合、CAM 内の 1 
つまたは複数の規則に WSUS 要件をマッピングする必要もあります。既存の Cisco（pr_hotfix） Rules 
をクライアント マシンに要件をマッピングするか、Cisco NAC アプライアンス ネットワークへのアク

セスを許可する前にクライアント マシンが特定の基準を確実に満たすように作成した規則をカスタマ

イズするのかを選択できます。外部サーバ アクセスが不要であるため、Cisco Rules を使用すると、よ

り迅速にクライアントの検証とユーザ ログインを行うことができます。ただし、クライアント マシン

は Cisco Rules に含まれる「Critical」ホットフィックスに対してだけチェックされます。pr_rules の詳

細については、「カスタム チェック、規則、および要件の設定」（P.12-31）を参照してください。
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Windows Update [Severity] オプションを使用してクライアント マシンを検証することを選択した場

合、要件と規則のマッピングを設定する必要がなく、チェックに対応するホットフィックスのレベルを

選択できます。次に、[Severity] ポスチャ評価設定では、クライアント マシンのセキュリティ コンプ

ライアンスを検証し、Windows Updates をインストールするために、外部 WSUS 更新サーバへのアク

セスが必要です。これらを完了させるには非常に長い時間がかかる可能性があります。

「Windows Server Update Services」 要件は、修復用に CAA に [Update] ボタンを用意しています。エン

ド ユーザが [Update] ボタンをクリックすると、CCA Agent は Automatic Updates Agent を起動して、

Microsoft 管理またはローカル /サードパーティ管理の WSUS サーバからアップデート ソフトウェアを

取得するように強制します。WSUS 要件を [Mandatory] にすることはできますが、WSUS サーバから

のソフトウェアのダウンロードに時間がかかる場合があります（特に、[Severity] 設定を使用してクラ

イアント マシンを検証した場合）。したがって、クライアント マシンで WSUS 修復をバックグランド 
プロセスとして実行するように、WSUS 要件を [Optional] にすることを推奨します。

（注） Cisco NAC Web Agent は、[Go To Link] 手動修復機能だけをサポートしています。Cisco NAC Web 
Agent は、[Update]、[Download]、または [Launch] 修復アクション、および自動修復をサポートして

いません。

Windows Updates をイネーブルまたはディセーブルにすることだけが必要な場合（つまり、Microsoft 
重大度レベルに基づいて特定の更新が必要ない場合）、WSUS 要件の代わりに標準 Windows Update 要
件を設定できます。詳細については、「Windows Update 要件の設定」（P.12-25）を参照してください。

前提条件

 • ネットワーク管理者は、自動起動機能をサポートするローカル WSUS サーバをサポートするため

に、Automatic Updates Agent が更新されていることを確認する必要があります。詳細については、

以下を参照してください。

 – http://www.microsoft.com/windowsserversystem/updateservices/evaluation/faqs.mspx

 • admin ユーザ以外のユーザは Agent スタブ インストーラを使用して WSUS 要件を実行する必要が

あります。詳細については、「CAA スタブ インストーラ」（P.11-22）を参照してください。

 • Windows Server Update Services 要件タイプは、Windows 2000、Windows XP、および Windows 
Vista に限定されます。

 • Windows Server Update Services 操作をサポートするには、クライアント マシンに 
WUAUENG.dll ファイルのバージョン 5.4.3790.1000（またはより 新のバージョン）がインス

トールされている必要があります。

 • 一部の Microsoft Windows コンポーネント（たとえば、Internet Explorer 7）では、アップデート

を正常に行うために admin 権限が必要になります。ユーザがクライアント マシンに admin 権限を

持たない場合は、Windows アップデート プロセスが「WU_E_NO_INTERACTIVE_USER」エ

ラーを戻します。そのため、admin 権限を必要とする Windows アップデートを Optional にして、

アップデートの失敗を 小限に抑えることを推奨します。詳細については、以下を参照してくださ

い。

 – http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa387289.aspx

 • WSUS によって強制されたアップデートは、時間がかかる場合があります。このアップデートは、

バックグラウンドで起動されて、実行されます。

 • クライアント修復中にその他のすべてのデスクトップ Windows の 上部に WSUS アップデート /
インストール ダイアログが必要な場合、「KeepWSUSOnTop」DWORD レジストリ設定を使用で

きます。詳細については、付録 C「Windows クライアント レジストリ設定」の表 C-3 を参照して

ください。
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 • アップデート エラーがある場合は、クライアント マシンの C:¥Windows¥Windows Update.log 
または C:¥Windows¥WindowsUpdate.log を参照してください。

Windows Server Update Service 要件を作成する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 「Windows Server Update Service 要件の作成」（P.12-19）

ステップ 2 「Windows 規則への Windows Server Update Service 要件のマップ」（P.12-24）

ステップ 3 「ユーザ ロールへの要件の適用」（P.12-62）

ステップ 4 「要件の検証」（P.12-63）

Windows Server Update Service 要件の作成

WSUS 要件を設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Requirements] > [New Requirement] 
に移動します。

図 12-8 新規の Windows Server Update Service 要件

ステップ 2 [Requirement Type] ドロップダウン メニューから、[Windows Server Update Services] を選択します。
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ステップ 3 ドロップダウン メニューで [Enforce Type] を選択します。

 • [Mandatory]：要件を強制します。ユーザにはこの要件が伝えられ、クライアント システムが要件

を満たさないかぎりユーザは次に進んだり、ネットワークにアクセスすることはできません。

 • [Optional]：要件を強制しません。ユーザには要件が伝えられますが、必要に応じて Agent ダイア

ログで [Next] をクリックし、無視できます。クライアント システムが要件を満たさなくても、

ユーザは次に進んだり、ネットワークにアクセスすることができます。

 • [Audit]：サイレント監査。ユーザに通知せずにクライアント システムの要件がサイレントに

チェックされ、レポートが生成されます。レポートの結果（成功または失敗）は、ユーザのネット

ワーク アクセスに影響しません。

詳細については、「Optional および Audit 要件の設定」（P.12-64）を参照してください。

ステップ 4 クライアントでこの要件を実行する [Priority] を選択します。ハイ プライオリティ（たとえば、1）の

場合、他のすべての要件よりこの要件が優先されてシステムでチェックされ、その順序で Agent ダイ

アログに表示されることを意味します。これが Mandatory 要件でそれが失敗する場合、その要件が成

功するまで Agent は次に進みません。

ステップ 5 CAA の自動修復をイネーブルにして設定する場合

a. ドロップダウン メニューから [Remediation Type [Manual | Automatic]] を選択します。[Manual] 
を選択すると、前の Agent 動作が維持されます。ユーザは、CAA の [Next] ボタンを使用して、各

要件をクリックする必要があります。[Automatic] を選択すると、自動修復を実行するように 
Agent が設定されます。この場合、Agent は自動的に更新を実行するか、ユーザのログイン後にク

ライアントで必要なプログラムを起動します。

b. 自動修復を使用するように要件を設定した場合、[Interval] に秒数を設定します（デフォルト間隔

は 0 です）。要件タイプに応じて、この間隔は、Agent が修復を再試行するまでの遅延を設定した

り、特定の修復プロセスに認められる合計時間を設定するものです。

c. [Retry Count []] を入力します。再試行カウントの指定は、 初に失敗した場合に Agent が自動的

に要件を再試行する回数の制限を設定します （デフォルトの再試行カウント設定は 0 です）。

自動修復の設定に関する詳細については、「要件の自動修復の設定」（P.12-67）を参照してくださ

い。

（注） Cisco NAC Web Agent は自動修復をサポートしていません。

ステップ 6 [Windows Updates Validation by] で、クライアント マシンにインストールされている Windows オペ

レーティング システムを検証する際に使用する検証方法を指定します。

 • [Cisco Rules]：Cisco Rules（たとえば pr_<Windows operating system>_Hotfixes）または 
CAM 上の類似の管理者設定カスタム規則を使用して、クライアントの Windows オペレーティン

グ システムが 小のセキュリティ標準を満たしているかどうかを確認します。これは、クライア

ント マシンのセキュリティ ポスチャに迅速にアクセスする方法で、CAM ローカル データベース

でアクセス可能な基準を前提にしています。迅速な実行のために、（「Critical」および

「Important」Windows updates をインストールする）Express インストールとともに Cisco Rules 
を検証方法として使用し、インストール元として Windows Servers を使用することを推奨します。
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（注） このオプションを選択した場合、「Windows 規則への Windows Server Update Service 要件

のマップ」（P.12-24）で説明しているように要件とルールのマッピングを設定する必要が

あります。 
 

独自のカスタム規則を使用して検証する場合、既存の Cisco Rule（たとえば 
pr_<Windows operating system>_Hotfixes）と同じように設定することを推奨します。

チェックするために、ホットフィックスの重大度レベルを把握しておく必要があります

（たとえば「Important」対 「Low」)。詳細については、「チェックおよび規則のコピー」

（P.12-33）を参照してください。

 • [Severity]：Microsoft の管理するサーバまたはローカルの Windows Update サーバを使用して、ク

ライアントの Windows オペレーティング システムが 小セキュリティ標準を満たしているかどう

かを確認します。この検証方法では、WSUS 要件を任意の規則にマッピングする必要はありませ

ん。ただし、[Severity] 設定には、外部 WSUS サーバを使用してアップデートが現在クライアント 
マシンにインストールされていることを確認して、要件を満たすために必要な Windows Updates 
をインストールするために、CAM が必要です。 
 

ローカル管理またはホスト Windows（WSUS）サーバを使用して Windows Updates を実行して、

WSUS 要件を満たしている場合、CAA は WSUS にアップデートをインストールするように要求

します。WSUS エージェントは、指定された重大度レベルで使用可能な「すべての」アップデー

トを自動的にインストールすることに注意してください （つまり、5 つの「Important」アップ

デートと 3 つの「Critical」アップデートがあり、クライアント マシンにすでにいくつかのアップ

デートが実行されている場合、WSUS インストーラは要件タイプに指定された「すべての」アッ

プデートを自動的にインストールします）。その結果、重大度に基づくクライアント マシンの検証

で、評価と修復に時間がかかる可能性があります。

（注） ステップ 9 の [Windows Updates Installation Sources] 設定で、[Severity] オプションに一

致する検証方法を設定します。

ステップ 7 [Windows Updates to be Installed] で、インストールするアップデートのレベルを指定します。検証方

法は、基本的にアップデートをトリガするためにマシンで不足しているものをチェックします。実際の

アップデートは、Microsoft または WSUS サーバから送信されます。インストールされたアップデート

の数は、ここで選択したアップデートのレベルに依存します。たとえば、Critical ホットフィックスだ

けを選択する Cisco Rules による検証を選択し、 [Medium] レベルで、[Custom] Windows Updates をイ

ンストールすることを選択した場合、Critical ホットフィックスがクライアントで不足している場合に

限り、すべての「Critical」、「Important」、および「Moderate」ホットフィックスがクライアントにイ

ンストールされます。

 • [Express]：このオプションは、Windows Update アプリケーションの [Express] オプションから入

手できる Windows Updates をインストールします。一般的に、[Express] オプションには、

[Important and Critical] Windows Updates だけが含まれています。ただし、Express アップデート

の Microsoft バージョンがその他のインストール（Service Pack アップデートなど）を含んでいる

場合、「すべての」アップデートが自動的にクライアント マシンにインストールされます。

 • [Custom]：この設定と関連するドロップダウン メニューを使用し、関連するドロップダウン メ
ニューから [Critical]、[Medium]、または [All] を選択して、重要度に基づいてアップデートをイ

ンストールします。

 – [Critical]：[Critical] Microsoft Windows Updates だけをインストールします。

 – [Medium]：すべての [Critical]、[Important]、および [Moderate] Windows Updates をインス

トールします。
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 – [All]：すべての [Critical]、[Important]、[Moderate]、および [Low] Windows Updates をイン

ストールします。

すべての場合において、WSUS サーバは、クライアントにインストールするためにすべてのアッ

プデートを自動的にダウンロードします。したがって、クライアント マシンにすでに指定の重大

度の 5 アップデートの内 3 がインストール済であっても、WSUS サーバはすべてのアップデート

をダウンロードし、インストールします。

ステップ 8 [Upgrade to Latest OS Service Pack] をクリックして、ユーザのオペレーティング システムから入手で

きる 新のサービス パックを自動的にインストールします。

（注） このオプションは、上部の [Medium] または [All] Custom アップデートを指定する場合に自動

的にインストール プロセスに含まれます。「省略」することはできません。[Critical] Custom 
アップデートを指定した場合、このオプションをイネーブルまたはディセーブルに選択できま

す。 
 

Cisco Rules は、すべて「Critical」Windows Updates を検証し、 小の Windows 2000 Service 
Pack および Windows XP Service Pack アップデートがクライアント マシンでインストールさ

れているかどうかを確認します。[Windows Updates to be Installed] で「Critical」だけがイン

ストールされるように選択する場合、Windows 2000 Service Pack 4 および Windows XP 
Service Pack 2 がクライアント マシンに表示されない場合があります。そのため、クライアン

ト マシンは「Cisco Rules」経由でポスチャ評価を渡しません。「Cisco Rules」を使用してクラ

イアント マシンを検証し、「Critical」アップデートだけが必要な場合、この問題に対処するに

は、Service Pack Updates も要求し、「Cisco Rules」のポスチャ評価を使用してクライアント

を検証することを推奨します（「Cisco Rules」ではなく、「Severity」でクライアント マシンを

検証するように選択した場合、これは問題にはなりません）。

（注） 通常、Windows Service Pack アップデートのダウンロードとインストールには時間がかかります。フ

ル サービス パックのインストレーションで Windows オペレーティング システムを更新するように

ユーザに要求する前に、Temporary Role ユーザのセッション タイムアウト時間を延長して、インス

トールとアップデートの長いプロセス時間を調整します （「Temporary ロールのセッション タイムアウ

トの設定」（P.9-20） を参照）。

ステップ 9 [Windows Updates Installation Sources] で、Windows アップデートのソースを指定します。

 • [Windows Servers]：Microsoft の管理する Windows Update サーバを使用して Windows オペレー

ティング システムを更新します。

 • [Managed WSUS Servers]：Windows サーバ管理者またはその他の信頼できるサードパーティ 
ソースによって管理されているリソースを使用して、Windows オペレーティング システムを更新

します。

ステップ 10 [Installation Wizard Interface Setting] で、Windows Update のインストール中にユーザに Installation 
Wizard ユーザ インターフェイスを表示するかどうかを指定します。

 • [Show UI]：Windows Update Installation Wizard の経過表示が更新プロセス中にユーザに表示され

るため、ユーザは更新されているコンポーネントの内容とアップデートが完了した時間を知ること

ができます （Windows Update 中に Installation Wizard ユーザ インターフェイスを表示するには、

ユーザはクライアント マシン上に管理者権限を持っている必要があります）。
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（注） クライアント修復中にその他のすべてのデスクトップ Windows の 上部に WSUS アップ

デート /インストール ダイアログが必要な場合、「KeepWSUSOnTop」DWORD レジスト

リ設定を使用できます。詳細については、付録 C「Windows クライアント レジストリ設

定」の表 C-3 を参照してください。

 • [No UI]：アップデート プロセスが開始すると、Windows Update がバックグラウンドで行われ、

アップデートが完了した場合にだけユーザに通知されます。

ステップ 11 [Requirement Name] に、Agent 内でこの要件を識別する一意の名前を入力します。名前は、CAA また

は Cisco NAC Web Agent ダイアログでユーザが確認できます。

ステップ 12 [Description] フィールドに、要件の説明のほか、要件を満たさなかったユーザを誘導する方法（ユー

ザが [Update] ボタンをクリックして、システムを更新する方法を含む）を入力します。[Windows 
Server Update Service] では、CAA に [Update] ボタンが表示されます。

ステップ 13 次の 1 つまたは複数のチェックボックスをオンにして、要件の [Operating System] を設定します。

 • [Windows 2000]

 • [Windows XP (All)]、あるいは 1 つまたは複数の特定の Windows XP オペレーティング システム

 • [Windows Vista (All)]、 あるいは 1 つまたは複数の特定の Windows Vista オペレーティング システ

ム

ステップ 14 [Add Requirement] をクリックします。

ステップ 15 [Windows Updates Validation by Cisco Rules] の WSUS 要件を設定した場合、次の手順「Windows 規
則への Windows Server Update Service 要件のマップ」に進みます。

それ以外は、次の手順に進んで、設定を完了します。

 • 「ユーザ ロールへの要件の適用」（P.12-62） 

 • 「要件の検証」（P.12-63）
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Windows 規則への Windows Server Update Service 要件のマップ

[Cisco Rules] で [Windows Updates Validation by] の Windows Server Update Service 要件を設定した

場合は、この項の手順を実行します（「Windows Server Update Service 要件の作成」（P.12-19） を参

照）。

[Severity] で [Windows Updates Validation by] を指定した場合、Windows Server Update Service を既

存の Windows Rule にマップする必要はないため、この項を省略できます。

Windows Server Update Service 要件を Windows 規則にマッピングするには、次の手順で行います。

ステップ 1 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Requirements] > 
[Requirement-Rules] に移動します。

図 12-9 規則への Windows Update 要件の対応付け

ステップ 2 [Requirement Name] ドロップダウン メニューから、設定した WSUS 要件を選択します。

ステップ 3 Windows Server Update Service 要件と規則のマッピングを設定するには、この要件に対して検証する

各オペレーティング システムで次の手順を繰り返します。

a. [Operating System] ドロップダウン メニューで、「Windows Server Update Services 要件の設定」

（P.12-17）のステップ 13 で要件を設定したオペレーティング システムの 1 つを選択します。

規則は、設定するオペレーティング システムに従ってシステム内に分類されます。[Operating 
System] ドロップダウン メニューは、ページの下部にある [Rules for Selected Operating System] 
テーブルの選択で表示されます。たとえば、複数のホットフィックス規則を [Requirement-Rule] 
ページの Windows XP (All) にマッピングした場合、個別にWindows XP のバージョン（たとえば 
Windows XP Pro/Home、Windows XP Tablet PC、Windows XPMedia Center など）を [Operating 
System] ドロップダウン メニューから選択して、各 OS バージョン用の pr_hotfix 規則（たとえば、

それぞれ pr_XP_Hotfixes、pr_XP_TabletPC_Hotfixes、pr_XP_MCE_Hotfixes など）を「Rules 
for Selected Operating System」リストで表示し、選択することができます。

b. [Requirement met if] の次のいずれかのオプションを選択します。
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Windows Update 要件の設定  
 – [All selected rules succeed]（デフォルト）：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

択した規則を 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

した規則をすべて満たさないことである場合

c. AV Virus/AS Spyware Definition 規則のオプションを無視します。

d. [Rules for Selected Operating System] リストは、選択した OS（pr_ rule または設定した規則）の

システム内に存在するすべての規則を表示します。この要件でイネーブルにする各規則のチェック

ボックスをオンにします。一般的にこの要件に関連付けられている規則は、次のとおりです。

 – pr_AutoUpdateCheck_Rule（Windows XP (All)、Windows 2000） 

 – pr_XP_Hotfixes（Windows XP Pro/Home）

 – pr_2K_Hotfixes（Windows 2000）

 – pr_Vista_<version>_Hotfixes（Windows Vista Home Basic/Premium、Business、Ultimate、
Enterprise）

すべての規則が [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Rules] > [Rule 
List] に表示されます。

e. [Update] をクリックして、マッピングを完了します。

ステップ 4 「ユーザ ロールへの要件の適用」（P.12-62）および「要件の検証」（P.12-63）に進んで、設定を完了し

ます。

Windows Update 要件の設定
Agent の「Windows Update」要件タイプ設定ページでは、管理者が Windows Update 設定のチェック

と変更を行って、Agent ユーザ マシンで Windows Updater を起動することができます。

この要件が設定されている場合、このオプションがマシンでディセーブルに設定されている Windows 
Vista、Windows 2000、または Windows XP クライアント マシンの Automatic Updates をオンにでき

ます。

Windows Update 要件（デフォルトで [Optional] に設定済み）では、CAA に常に修復用の [Update] ボ
タンがあります。エンド ユーザが [Update] ボタンをクリックすると、CAA が Automatic Updates 
Agent を起動して、外部 WSUS サーバからソフトウェア アップデートを取得するように強制します。

WSUS サーバからのソフトウェア ダウンロードには、時間がかかる場合があります。したがって、修

復がバックグラウンドで実行されるように Windows Update 要件を [Optional] のままにしておくこと

を推奨します。

（注） Cisco NAC Web Agent は、[Go To Link] 手動修復機能だけをサポートしています。Cisco NAC Web 
Agent は、[Update]、[Download]、または [Launch] 修復アクション、および自動修復をサポートして

いません。

Windows オペレーティング システムは、オペレーティング システムのインストールの一部としてホッ

トフィックスとサービス パックを含めるために、さまざまな方法でカスタマイズできます。場合に

よっては、ホットフィックスがオペレーティング システムの一部であるときに CAA がレジストリ内の

ホットフィックスのキー値を検出できないこともあります。このようなケースでは、外部 l Windows 
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Windows Update 要件の設定
Updates サーバにアクセスするように設定された Windows Server Update Services（WSUS）要件を使

用することを推奨します。詳細については、「Windows Server Update Services 要件の設定」（P.12-17）
を参照してください。

前提条件

 • Windows Server Update Services 要件タイプは、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista ク
ライアント マシンにだけ適用されます。シスコベースおよび Windows ベースのクライアント オペ

レーティング システム検証およびアップデートの重要度によるカスタマイズされたアップデート 
インストレーション オプションのチェックをサポートしています。

 • ネットワーク管理者は、自動起動機能をサポートするローカル WSUS サーバをサポートするため

に、Automatic Updates Agent が更新されていることを確認する必要があります。詳細については、

http://www.microsoft.com/windowsserversystem/updateservices/evaluation/faqs.mspx を参照して

ください。

 • Windows Server Update Services 操作をサポートするには、クライアント マシンに 
WUAUENG.dll ファイルのバージョン 5.4.3790.1000（またはより 新のバージョン）がインス

トールされている必要があります。

 • admin ユーザ以外のユーザの場合、WSUS 要件を実行するために、CAA スタブ サービスがクライ

アント マシンにインストールされ、実行されている必要があります。詳細については、「CAA ス
タブ インストーラ」（P.11-22）を参照してください。

 • WSUS によって強制されたアップデートは、時間がかかる場合があります。一般的に、このアッ

プデートはバックグラウンドで起動されて、実行されます。

 • 一部の Microsoft Windows コンポーネント（たとえば、Internet Explorer 7）では、アップデート

を正常に行うために admin 権限が必要になります。ユーザがクライアント マシンに admin 権限を

持たない場合は、Windows アップデート プロセスが「WU_E_NO_INTERACTIVE_USER」エ

ラーを戻します。そのため、admin 権限を必要とする Windows アップデートを Optional にして、

アップデートの失敗を 小限に抑えることを推奨します。詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa387289.aspx を参照してください。

 • アップデート エラーが発生した場合は、C:¥Windows¥Windows Update.log または 
C:¥Windows¥WindowsUpdate.log を参照してください。

Windows Update 要件を設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 「Windows Update 要件の作成」（P.12-27）

ステップ 2 「Windows 規則への Windows Update 要件のマップ」（P.12-30）

ステップ 3 「ユーザ ロールへの要件の適用」（P.12-62）

ステップ 4 「要件の検証」（P.12-63）
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Windows Update 要件の設定  
Windows Update 要件の作成

Windows Update 要件を設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Requirements] > [New Requirement] 
に移動します。

図 12-10 新規の Windows Update 要件

ステップ 2 [Requirement Type] ドロップダウン メニューから、[Windows Update] を選択します。

ステップ 3 ドロップダウン メニューで [Enforce Type] を選択します。

 • [Optional]（デフォルト設定）：要件を強制しません。ユーザには要件が伝えられますが、必要に

応じて Agent ダイアログで [Next] をクリックし、無視できます。クライアント システムが要件を

満たさなくても、ユーザは次に進んだり、ネットワークにアクセスすることができます。

（注） アップデート プロセスをバックグラウンドで実行することにより、ユーザ エクスペリエン

スを 適化するため、Windows Update 要件タイプはデフォルトで [Optional]（または [do 
not enforce]）に設定されています。[Automatically download and install] オプションを選

択する場合は、この要件を [Optional] のままにしておくことを推奨します。

 • [Mandatory]：要件を強制します。ユーザにはこの要件が伝えられ、クライアント システムが要件

を満たさないかぎりユーザは次に進んだり、ネットワークにアクセスすることはできません。
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 • [Audit]：サイレント監査。ユーザに通知せずにクライアント システムの要件がサイレントに

チェックされ、レポートが生成されます。レポートの結果（成功または失敗）は、ユーザのネット

ワーク アクセスに影響しません。

詳細については、「Optional および Audit 要件の設定」（P.12-64）を参照してください。

ステップ 4 クライアントでこの要件を実行する [Priority] を選択します。ハイ プライオリティ（たとえば、1）の

場合、他のすべての要件よりこの要件が優先されてシステムでチェックされ、その順序で Agent ダイ

アログに表示されることを意味します。これが Mandatory 要件でそれが失敗する場合、その要件が成

功するまで Agent は次に進みません。

ステップ 5 CAA の自動修復をイネーブルにして設定する場合

a. ドロップダウン メニューから [Remediation Type [Manual | Automatic]] を選択します。[Manual] 
を選択すると、前の Agent 動作が維持されます。ユーザは、CAA の [Next] ボタンを使用して、各

要件をクリックする必要があります。[Automatic] を選択すると、自動修復を実行するように 
Agent が設定されます。この場合、Agent は自動的に更新を実行するか、ユーザのログイン後にク

ライアントで必要なプログラムを起動します。

b. 自動修復を使用するように要件を設定した場合、[Interval] に秒数を設定します（デフォルト間隔

は 0 です）。要件タイプに応じて、この間隔は、Agent が修復を再試行するまでの遅延を設定した

り、特定の修復プロセスに認められる合計時間を設定するものです。

c. [Retry Count []] を入力します。再試行カウントの指定は、 初に失敗した場合に Agent が自動的

に要件を再試行する回数の制限を設定します （デフォルトの再試行カウント設定は 0 です）。

自動修復の設定に関する詳細については、「要件の自動修復の設定」（P.12-67）を参照してくださ

い。

（注） Cisco NAC Web Agent は自動修復をサポートしていません。

ステップ 6 [Windows Update Setting] ドロップダウンから、次のいずれかのオプションを選択します。

 • Do not change setting

 • Notify to download and install 

 • Automatically download and notify to install 

 • Automatically download and install 

これらの設定内容は、Windows クライアント（図 12-11）の [Automatic Updates] ダイアログ設定に対

応します。

ステップ 7 Windows Update の実行中または実行後にすべてのクライアント マシンの Automatic Updates に対する

管理者指定の設定を強制する場合は、[Permanently override user setting with administrator Windows 
Update Setting] チェックボックスをオンにします。チェックボックスをオンにしない場合、Automatic 
Updates がクライアントでディセーブルの場合にだけ admin 設定が適用されます。それ以外の場合、

Automatic Updates がイネーブルの場合にユーザ設定が適用されます。

ステップ 8 [Requirement Name] に、Agent 内でこの要件を識別する一意の名前を入力します。名前は、CAA また

は Cisco NAC Web Agent ダイアログでユーザが確認できます。

ステップ 9 [Description] フィールドに、要件の説明のほか、要件を満たさなかったユーザを誘導する方法（ユー

ザが [Update] ボタンをクリックして、システムを更新する方法を含む）を入力します。Windows 
Update では CAA に Update ボタンが表示されます。

ステップ 10 次の 1 つまたは複数のチェックボックスをオンにして、要件の [Operating System] を設定します。

• [Windows 2000]

• [Windows XP (All)]、あるいは 1 つまたは複数の特定の Windows XP オペレーティング システム
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 • [Windows Vista (All)]、 あるいは 1 つまたは複数の特定の Windows Vista オペレーティング システ

ム

（注） 選択したオペレーティング システムが、「Windows Server Update Services 要件の設定」

（P.12-17）でこの Windows Update 要件にマッピングしようとしている規則に設定されている

オペレーティング システムと一致していることを確認します。

ステップ 11 [Add Requirement] をクリックします。

図 12-11 Windows XP の Automatic Updates 
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Windows 規則への Windows Update 要件のマップ

Windows Update 要件を 1 つまたは複数の規則にマッピングするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Requirements] > 
[Requirement-Rules] に移動します。

図 12-12 規則への Windows Update 要件の対応付け

ステップ 2 [Requirement Name] ドロップダウン メニューから、設定した Windows Update 要件を選択します。

ステップ 3 Windows Update 要件と規則のマッピングを設定するには、サポートする各オペレーティング システム 
に対して、次の手順を繰り返します。

a. [Operating System] ドロップダウン メニューで、「Windows Update 要件の設定」（P.12-25）のス

テップ 10 で要件を設定したオペレーティング システムの 1 つを選択します。

規則は、設定するオペレーティング システムに従ってシステム内に分類されます。[Operating 
System] ドロップダウン メニューは、ページの下部にある [Rules for Selected Operating System] 
テーブルの選択で表示されます。たとえば、複数のホットフィックス規則を [Requirement-Rule] 
ページの [Windows XP (All)] にマッピングした場合、個別にWindows XP のバージョン（たとえ

ば Windows XP Pro/Home、Windows XP Tablet PC、Windows XPMedia Center など）を 
[Operating System] ドロップダウン メニューから選択して、各 OS バージョン用の pr_hotfix 規則

（たとえば、それぞれ pr_XP_Hotfixes、pr_XP_TabletPC_Hotfixes、pr_XP_MCE_Hotfixes など）

を [Rules for Selected Operating System] リストで表示し、選択することができます。

b. [Requirement met if] の次のいずれかのオプションを選択します。
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 – [All selected rules succeed]（デフォルト）：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

択した規則を 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

した規則をすべて満たさないことである場合

c. AV Virus/AS Spyware Definition 規則のオプションを無視します。

d. [Rules for Selected Operating System] リストは、選択した OS（pr_ rule または設定した規則）の

システム内に存在するすべての規則を表示します。この要件でイネーブルにする各規則のチェック

ボックスをオンにします。この要件に関連付けられている一般的な規則は、次のとおりです。

 – pr_AutoUpdateCheck_Rule（Windows XP (All)、Windows 2000） 

 – pr_XP_Hotfixes（Windows XP Pro/Home）

 – pr_2K_Hotfixes（Windows 2000）

 – pr_Vista_<version>_Hotfixes（Windows Vista Home Basic/Premium、Business、Ultimate、
Enterprise）

すべての規則が [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Rules] > [Rule 
List] に表示されます。

e. [Update] をクリックして、マッピングを完了します。

ステップ 4 「ユーザ ロールへの要件の適用」（P.12-62）および「要件の検証」（P.12-63）に進んで、設定を完了し

ます。

カスタム チェック、規則、および要件の設定

（注） Mac OS X CAAは、Windows CAA および Cisco NAC Web Agent 用に設計された要件、規則、チェッ

クのサブセットだけをサポートします。Mac OS X エージェント固有の要件、規則、チェック情報の詳

細については、「Mac OS X Agent 要件の作成」（P.12-71） を参照してください。

チェックは、クライアント システムを調べる場合に使用する条件ステートメントです。 も単純な場

合、1 つの要件は、1 つのチェックで構成される 1 つの規則から作成可能です。条件ステートメントの

結果が true の場合、システムは Agent 要件に適合し、対処が不要であると見なされます。

チェックを作成するには、まず要件の識別機能を判別します。この機能（レジストリ キーやプロセス

名など）によって、クライアントが要件を満たしているかどうかが示されなければなりません。このよ

うなインジケータを見つけるために、要件を満たしているシステムを調べることを推奨します。必要に

応じて、ソフトウェア付属のマニュアルを参照して、Clean Access チェックに使用する識別機能を判

別します。要件に使用するインジケータを判別したら、次の手順を使用して、チェックを作成します。

カスタム要件

カスタム要件を作成すると、ユーザが規則条件を満たすためのメカニズムに規則を対応付けることがで

きます。このメカニズムには、インストール ファイル、外部リソースへのリンク、単なる命令などが

あります。規則チェックが満たされない場合（たとえば、必要なソフトウェアがクライアント システ

ム上に見つからない場合）は、設定に応じて、ユーザに警告を表示したり、システムを修復するように
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ユーザに要求することができます。図 12-13 で示すように、ブール演算子「&」（and）、「|」（or）、お

よび「!」（not）を使用して、1 つの規則内で複数のチェックを連結できます。1 つの要件に複数の規則

を使用する場合は、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を、「選択されたいずれか

の規則を満たす」、「すべての規則を満たす」、「どの規則も満たさない」の中から指定することができま

す。

図 12-13 カスタム チェック、規則、および要件

シスコの規則

規則は、1 つ以上のチェックで構成される条件ステートメントです。1 つの規則内で複数のチェックを

論理演算子で連結し、クライアント システムの複数の機能をテストできる ブール ステートメントを形

成することができます。

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] > [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。

設定済みの規則には名前に「pr」のプレフィクスがあり（「pr_XP_Hotfixes」など）、テンプレートと

して使用する場合にコピーできますが、編集したり、削除することはできません。「pr_」規則の [Edit] 
ボタンをクリックして、その規則を定義する規則式を参照できます。設定済みの規則の規則式は、設定

済みのチェック（たとえば、「pc_Hotfix835732」）および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 から更新されます。たとえば、Windows XP、pr_XP_Hotfixes 規則用にリ

リースされている新規の Critical Windows OS ホットフィックスは、対応するホットフィックス 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。

（注） シスコの設定済み規則は、Critical Windows オペレーティング システム ホットフィックスだけに対し

てサポートを提供することを目的としています。

Look4SymAV

Look4McAfeeAV

&

sym_exeE xists

processIsActive

RecentVDefExist

mcafee_exe Exists

processIsActive

RecentVDefExist

MustHaveAntiVirus

&
campusAVInstall.zip

install, update
or start software
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カスタム 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ステートメントです。表 12-1 に、使用可能なカスタム チェックのタイプとテスト

の内容について表示します。

シスコの設定済みチェック（「pc_」）
設定済みのチェックには名前に「pc」のプレフィクスがあり（pc_Hotfix828035 など）、[Device 
Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Rules] > [Check List] に表示されます。

CSA をチェックするための設定済み規則の使用

シスコの設定済み規則を使用して、Cisco Security Agent（CSA）がクライアントにすでにインストー

ルされ、実行されているかどうかをチェックする Agent 要件を作成できます。次の内容を実行します。

1. 新規の Link Distribution または File Distribution 要件を作成します（Windows Vista/XP/2000 の場

合）。

2. 次の規則のいずれか、または両方に要件を関連付けます（Windows Vista/XP/2000 の場合）。

 – pr_CSA_Agent_Version_5_0

 – pr_CSA_Agent_Service_Running

3. 適用するユーザ ロールに要件を関連付けます。

（注） 設定済みまたはカスタム規則を使用して、カスタム要件を作成するための詳細については、「設定の概

要」（P.12-34）を参照してください。

チェックおよび規則のコピー

設定済みの規則およびチェックは編集できませんが、テンプレートとして使用できます。編集不可能な

チェックまたは規則を変更するには、対応する [Copy] ボタンをクリックして、まずコピーを作成しま

す。チェックのコピーを [Check List] の下部に copy_of_checkname 形式で追加します。規則のコピー

表 12-1 チェック

チェックのカテゴリ チェック タイプ

レジストリ チェック  • レジストリ キーの有無

 • レジストリ キー値、バージョン、または変更日

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  • 稼動しているサービスの有無 
アプリケーション チェック  • 稼動しているアプリケーションの有無 
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を [Rules List] の下部に、copy_of_rulenameの形式で追加します。対応する [Edit] ボタンをクリック

して、Edit フォームを起動し、チェックまたは規則を変更します。編集されたチェックおよび規則は、

次の説明に従って、設定したり、要件や規則に対応付けることができます。

設定の概要

カスタム要件の作成手順は、次のとおりです。

ステップ 1 「カスタム チェックの作成」（P.12-34）

ステップ 2 「カスタム規則の作成」（P.12-40）

ステップ 3 「規則の検証」（P.12-42）

ステップ 4 「カスタム規則の作成」（P.12-43）

ステップ 5 「要件と規則のマッピング」（P.12-60）

ステップ 6 「ユーザ ロールへの要件の適用」（P.12-62）

ステップ 7 「要件の検証」（P.12-63）

カスタム チェックの作成

カスタム チェックを設定するには、次の手順を行います。

ステップ 1 [Clean Access Agent] タブで、[Rules] サブメニューをクリックし、[New Check] ページを開きます。

図 12-14 New Check
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（注） すべてのカスタム チェックの場合、ステップ 2 ～ 7 に従い、各チェックタイプの特定のコンフィグ

レーション設定を参照して、次にステップ 8 に進みます。

ステップ 2 [Check Category]（[Registry Check]、[File Check]、[Service Check]、または [Application Check]）
を選択します。

ステップ 3 Category に対応する [Check Type] を選択し、次の項で説明しているように特定のフォーム フィールド

に入力します。パラメータ、演算子、および（チェック タイプが値比較の場合）ステートメントの値

およびデータ タイプを指定し、[Add Check] をクリックして評価ステートメントを作成します。条件

ステートメン gが False に評価された場合は、必要なソフトウェアが存在しないと見なされています。

 • 「レジストリ チェック」（P.12-36）

 • 「ファイル チェック」（P.12-37）

 • 「サービス チェック」（P.12-38）

 • 「アプリケーション チェック」（P.12-40）

ステップ 4 [Check Name] にわかりやすい名前を入力します。このチェックから作成された規則はチェックをこの

名前で参照するため、チェックにはわかりやすい一意の名前を付けてください。名前は大文字と小文字

を区別します。スペースや特殊文字を含まない 255 文字未満の文字列を指定する必要があります。

ステップ 5 オプションの [Check Description] に入力します。

ステップ 6 次の 1 つまたは複数のチェックボックスをオンにして、要件の [Operating System] を設定します。

• [Windows All]

• [Windows 2000]

• [Windows ME]

• [Windows 98]

• [Windows XP (All)]、あるいは 1 つまたは複数の特定の Windows XP オペレーティング システム

• [Windows Vista (All)]、あるいは 1 つまたは複数の特定の Windows Vista オペレーティング シス

テム 

（注） リリース 4.5 Web コンソール設定ページにオプションが表示されている場合でも、Cisco NAC 
アプライアンスは、Windows ME または Windows 98 クライアント ログインを公式にサポート

しなくなりました。

ステップ 7 必要に応じて、[Automatically create rule based on this check] を選択します。この場合、追加された

チェックがこの規則に自動的に読み込まれ、「checkname-rule」と名前が付けられます。

ステップ 8 終了したら [Add Check] をクリックします。
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レジストリ チェック

 • [Registry Key]：特定のキーがレジストリにあることかどうかをチェックします。

 • [Registry Value (Default)]：名前のない（デフォルト）レジストリ キーが存在するか、または特定

の値、バージョン、または変更日が設定されているかを調べます。

 • [Registry Value]：名前付きのレジストリ キーが存在するか、または特定の値、バージョン、また

は変更日が設定されているかを調べます。

図 12-15 レジストリ チェック タイプ 

a. [Registry Key] フィールドで、クライアント レジストリのエリアを選択します。

 – HKLM - HKEY_LOCAL_MACHINE 

 – HKCC - HKEY_CURRENT_CONFIG

 – HKCU - HKEY_CURRENT_USER

 – HKU - HKEY_USERS

 – HKCR - HKEY_CLASSES_ROOT

検索するパスを入力します。

例： HKLM ¥SOFTWARE¥Symantec¥Norton AntiVirus¥version

b. 特定の Registry Value を検索する場合は、[Value Name] を入力します。

c. 複数の Registry Value を検索する場合は、[Value Data Type] を入力します。

1. "Number" Value Data Type（注：REG_DWORD は Number と同等）の場合は、ドロップダウ

ンから [Operators]（equals （等しい）、greater than（より大きい）、less than（未満）、does 
not equal（等しくない）、greater than or equal to（以上）、less than or equal to（以下））の 1 
つを選択します。
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2. "String" Value Data Type の場合は、ドロップダウンから [Operators]（equals（等しい）、

equals (ignore case)（等しい、大文字と小文字を区別しない）、does not equal（等しくない）、

starts with（で始まる）、does not start with（で始まらない）、ends with（で終わる）、does not 
end with（で終わらない）、contains（を含む）、does not contain（を含まない））の 1 つを選択

します。

3. "Version" Value Data Type の場合は、ドロップダウンから [Operators]（earlier than（よりも

前）、later than（よりも後）、same as（に等しい））の 1 つを選択します。

4. "Date" Value Data Type の場合は、ドロップダウンから [Operators]（earlier than（よりも前）、

later than（よりも後）、same as（に等しい））の 1 つを選択します。

d. "Date" Value Data Type を指定する場合は、2 つの値のいずれかも選択して、チェックを行います。

これにより、現在の日付より x 日多いまたは少ない単位として [older than] または [newer than] を
指定することができます。

 – mm/dd/yyyy hh:MM:ss 形式でクライアント マシンの日付 /時刻を入力します。

 – ドロップダウンから [CAM date]、[+]、または [-] を選択して、日数を入力します。

e. Registry Value を検索する場合は、[Value Data] を入力します。

（注） "String" Value Data Type では、ストリングの 大の長さは、256 文字です。

ファイル チェック

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

 • [File Date]：特定の変更日または作成日を持つファイルがシステムに存在するかどうかを調べま

す。

 • [File Version]：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。
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図 12-16 ファイル チェック タイプ 

a. [File Path] で、次のように選択します。

 – [SYSTEM_DRIVE]：C:¥ ドライブを検索します。

 – [SYSTEM_ROOT]：Windows システムのルート パスを検索します。

 – [SYSTEM_32]：C:¥WINDOWS¥SYSTEM32 を検索します。

 – [SYSTEM_PROGRAMS]：C:¥Program Files を検索します。

b. [Operator] で、次のように選択します。

 – [exists] または [does not exist]：File Existence チェック

 – [earlier than]、[later than]、[same as]：File Date または File Version チェック

c. [File Date] チェック タイプでは、次の 2 つの値のいずれかも選択して、[File Date] をチェックし

ます。これにより、現在の日付より x 日多いまたは少ない単位として [older than] または [newer 
than] を指定することができます。

 – mm/dd/yyyy hh:MM:ss 形式でクライアント マシンの日付 /時刻を入力します。

 – ドロップダウンから [CAM date]、[+]、または [-] を選択して、日数を入力します。

d. [File Date] チェック タイプでは、[File Date Type] を選択します。

 – Creation date

 – Modification date

サービス チェック

 • [Service Status]：システムで現在稼動しているサービスがあるかどうか 
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図 12-17 サービス チェック タイプ

a. [Service Name] を入力します。ここで [Service Name] とは、ユーザが Microsoft Management 
Console で「Service Name:」プレフィクスのあるサービスをダブルクリックしたときに表示され

る名前のことです。たとえば、「Windows Firewall/Internet Connection Sharing（ICS）」は、サー

ビスをチェックするために [Service Name] フィールドで「SharedAccess」として設定される必要

があります。

b. Operator を選択します。

 – running 

 – not running
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アプリケーション チェック

 • [Application Status]：システムで現在稼動しているアプリケーションがあるかどうか

図 12-18 アプリケーション チェック タイプ

a. [Application Name] を入力します。

b. [Operator]（[running] または [not running]）を選択します。

カスタム規則の作成

規則は複数のチェックおよび演算子で構成された式です。特定のオペレーティング システムのポス

チャを評価するための単位として、Agent で使用されます。規則式の結果によって、Agent 要件との適

合性が評価されます。1 つの規則を 1 つのチェックで構成したり、複数のチェックをブール演算子で連

結することができます。表 12-2 に演算子およびその評価順を示します。

表 12-2 規則の演算子

プライオ

リティ 演算子 説明

 1  () 評価プライオリティ用のカッコ 
 2  ! not
 3  & and 
 3  | or 
12-40
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16410-01-J



 

第 12 章      エージェント要件の設定

カスタム チェック、規則、および要件の設定 
プライオリティが等しい演算子は、左から右に評価されます。たとえば、規則は次のように定義できま

す。

adawareLogRecent & (NorAVProcessIsActive | SymAVProcessIsActive) 

規則を満たすためには、adawareLogRecent チェック、および NorAVProcessIsActive チェックと 
SymAVProcessIsActive チェックのいずれかを満たす必要があります。カッコがない場合は、次の式と

同じになります。

(adawareLogRecent & NorAVProcessIsActive) | SymAVProcessIsActive

この場合、規則を満たすためには、SymAVProcessIsActive、または 初の 2 つのチェックの両方が 
True である必要があります。

カスタム規則を作成するには、次の手順を行います。

ステップ 1 [Clean Access Agent] タブで、[Rules] サブメニュー リンクをクリックしてから、[New Rule] をクリッ

クします。

図 12-19 New Rule 

ステップ 2 [Rule Name] に一意の規則名を入力します。

ステップ 3 [Rule Description] に入力します。

ステップ 4 規則を適用する [Operating System] を選択します。アップデートをダウンロードした場合、この OS に
対応する設定済みチェックが、下部の [Checks for Selected Operating System] リストに表示されます。

ステップ 5 チェックおよび演算子を連結して、[Rule Expression] を作成します。リストを使用してチェックの名

前を選択し、[Rule Expression] テキスト フィールドにコピー アンド ペーストします。チェックが複数

ある場合は、()（評価プライオリティ）、!（not）、&（and）、|（or）の演算子を使用します。

次の例を参考にしてください。
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adawareLogRecent & (NorAVProcessIsActive | SymAVProcessIsActive) 

1 つのチェックをテストする単純な規則の場合は、チェック名を入力します。

SymAVProcessIsActive 

ステップ 6 [Add Rule] をクリックします。

コンソールによって規則が検証され、形式が正しい場合は、[Rule List] に表示されます。このリストか

ら、規則を削除、変更、またはコピーする（規則をコピーして新しい規則を作成する）ことができま

す。

規則の検証 
CAM は作成された規則および要件を自動的に検証します。規則が無効な場合（特に、ターゲット OS 
に関連する規則が無効な場合）は、チェックと規則の間に互換性がありません。これらのエラーは、特

定の OS に対応するチェックおよび規則を複数作成した後で、特定のチェックに対応する OS プロパ

ティを変更した場合に発生することがあります。この場合は、このチェックを使用する規則、および以

前に設定した OS に引き続き適用可能な規則は、無効になります。規則を検証すると、このようなエ

ラーや、その他のエラーが検出されます。

[Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Rules] > [Rule List] の [Validity] カ
ラムでは、規則が有効の場合はブルーのチェックマーク、規則が無効の場合はレッドの 「X」が表示さ

れます。マウスでこのアイコンを強調表示して、このフォームでどのチェックが規則を無効にしている

かを確認してください。

Invalid rule [rulename], Invalid check [checkname] in rule expression. 

図 12-20 Rule List 

無効な規則を修正するには、次の手順を行います。

ステップ 1 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Rules] > [Rule List] に移動します。

ステップ 2 無効な規則に対応する [Edit] ボタンをクリックします。

ステップ 3 無効な [Rule Expression] を訂正します。チェックが削除されたために規則が無効になった場合は、有

効なチェックに規則を対応付けます。

ステップ 4 正しい [Operating System] が 選択されていることを確認します。

ステップ 5 [Requirement met if:] 式が正しく設定されていることを確認します。
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ステップ 6 [Save Rule] をクリックします。

ステップ 7 この規則に基づくすべての要件が、「要件の検証」（P.12-63）の説明に従って、訂正されているかを確

認します。

カスタム規則の作成

カスタム要件は、オペレーティング システムに指定された一連の規則を、Agent ダイアログを介して

ユーザにプッシュされるファイル、配信リンク、または説明に対応付けるメカニズムです。カスタム要

件では、インストール ファイル、またはソフトウェアをダウンロードできるリンクを指定できます。

ローカル チェックが特定のインストール ファイルに対応付けられていない場合、要件は規則を情報

メッセージ（たとえば、ソフトウェアを削除したり、ウイルス チェックを実行するようにユーザに指

示するメッセージ）に対応付けることができます。新しい要件は、設定プロセス中にいつでも作成でき

ます。ただし、要件を有効にするには、OS の規則およびユーザ ロールの両方に要件を対応付けておく

必要があります。

File Distribution /Link Distribution / Local Check 要件の作成

カスタム要件を設定するには、次の手順を行います。

ステップ 1 [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。

図 12-21 New Requirement（File Distribution） 

ステップ 2 [Requirement Type] を選択します。

 • [File Distribution]：CAA によるユーザ ダウンロードでインストール パッケージを使用できるよう

にして、必要なソフトウェアを直接配布します。この場合、ユーザがダウンロードするファイル

は、[File to Upload] フィールドを使用して CAM に格納されます（[File Distribution] を介して使
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用可能にすることのできる 大ファイルサイズは 500MB です）。CAA でファイルをダウンロード

する場合、HTTP アクセスを CAM にだけ許可するトラフィック ポリシーを Temporary ロール用

に作成する必要があります。「デフォルト ロール用のトラフィック ポリシーの追加」（P.9-28）を

参照してください。

（注） Cisco NAC Web Agent は、[Go To Link] 手動修復機能だけをサポートしています。Cisco NAC Web 
Agent は、[Update]、[Download]、または [Launch] 修復アクション、および自動修復をサポートして

いません。

 • [Link Distribution]：ソフトウェアが使用可能な別の Web ページ（ソフトウェア ダウンロード 
ページなど）にユーザを転送します。リンクへの HTTP（および HTTPS の両方またはいずれか一

方）はアクセスを許可するように Temporary ロールが設定されているか確認します。

 • [Local Check]：インストール可能なソフトウェアに対応付けられていないチェックを作成して、

Windows Update Service（Automatic Updates）がイネーブルであるかどうかの確認や、システム

に存在してはならないソフトウェアの検索などを実行する場合に使用します。

ステップ 3 ドロップダウン メニューで [Enforce Type] を選択します。

 • [Mandatory]：要件を強制します。ユーザにはこの要件が伝えられ、クライアント システムが要件

を満たさないかぎりユーザは次に進んだり、ネットワークにアクセスすることはできません。

 • [Optional]：要件を強制しません。ユーザには要件が伝えられますが、必要に応じて Agent ダイア

ログで [Next] をクリックし、無視できます。クライアント システムが要件を満たさなくても、

ユーザは次に進んだり、ネットワークにアクセスすることができます。

 • [Audit]：サイレント監査。ユーザに通知せずにクライアント システムの要件がサイレントに

チェックされ、レポートが生成されます。レポートの結果（成功または失敗）は、ユーザのネット

ワーク アクセスに影響しません。

詳細については、「Optional および Audit 要件の設定」（P.12-64）を参照してください。

ステップ 4 要件の [Priority] を指定します。値が 小（「1」など）の要件のプライオリティが 大になり、 初に

実行されます。要件に失敗した場合、この要件に設定された対処法の説明がユーザにプッシュされ、そ

の他の要件はテストされません。したがって、失敗する可能性が も高い要件のプライオリティを 大

にすることによって、処理時間を 短にすることができます。

ステップ 5 Link Distribution 要件タイプに対してだけ、CAA を使用した自動修復をイネーブルにし、設定するこ

とが可能です。詳細については、「要件の自動修復の設定」（P.12-67）を参照してください。

（注） Cisco NAC Web Agent は自動修復をサポートしていません。

ステップ 6 [Version] フィールドでは、さまざまなバージョンの要件を追跡できます。これは特に、必要なソフト

ウェアに対するアップデートが複数存在する場合に便利です。番号（1、2、3）、小数（1.0）、または

文字など、必要な任意のバージョン設定方式を使用できます。

ステップ 7 Requirement Type として [File Distribution] を選択した場合は、[File to Upload]フィールドの横にある 
[Browse] をクリックして、必要なソフトウェアのインストール ファイル（.exe）が格納されたフォル

ダに移動します。

ステップ 8 Requirement Type として [Link Distribution] を選択した場合は、[File Link URL] フィールドに、イン

ストール ファイルまたはパッチ アップデートを取得できる Web ページの URL を入力します。

ステップ 9 [Requirement Name] に、システム要件を識別する一意の名前を入力します。名前は、CAA または 
Cisco NAC Web Agent ダイアログでユーザが確認できます。

ステップ 10 [Description] フィールドに、要件の説明、およびユーザに役立つ手順を入力します。次の点に注意し

てください。
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 • [File Distribution] では、CAA に [Download] ボタンを表示します。

 • [Link Distribution] では、CAA/Cisco NAC Web Agent に [Go To Link] ボタンを表示します。

 • [Local Check] では、CAAに [Download] ボタン（ディセーブル）が表示されます。

ステップ 11 要件を適用する [Operating System] を選択します（少なくとも 1 つ選択する必要があります）。

ステップ 12 [Add Requirement] をクリックして、ダウンロード要件の設定を保存します。

ステップ 13 [Requirement List]に要件が表示されます。

図 12-22 に、CAA の要件設定フィールドの表示例を示します。

図 12-22 オプションの Link Distribution 要件の例 
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Launch Programs 要件の設定

（注） この機能を使用するには、CAA のバージョン 4.1.0.0 以降が必要です。この機能は、Windows Vista、
Windows 2000、および Windows XP マシンにだけ適用されます。Mac OS X CAA および Cisco NAC 
Web Agent は、この要件タイプをサポートしていません。Mac OS X エージェント固有の要件、規則、

チェック情報の詳細については、「Mac OS X Agent 要件の作成」（P.12-71） を参照してください。

Launch Programs Requirement タイプにより、管理者は CAA を通じて認定された（署名された）復旧

プログラムを起動できます。管理者はチェックと規則の条件を作成できます。失敗した場合、管理者は

マシンを修正するための復旧プログラムを起動するように設定できます。複数のプログラムが許可され

ており、管理者が指定した順序で起動します。

CAA は、ユーザがデバイスの admin ユーザ権限を有しているかどうかに応じて、2 つの方法でプログ

ラムを起動します。

admin 権限によるプログラムの起動

ユーザがクライアント マシンに admin 権限を持っている場合、実行可能なすべてのプログラムを使用

できます。プログラムは直接起動し、アプリケーションのデジタル署名や検証は不要です。

admin 権限なしのプログラムの起動

ユーザが admin 権限を Lしていない場合、Clean Access スタブ サービスをクライアント マシンにイン

ストールする必要があり、ターゲットの実行ファイルは Agent スタブを通じて起動します（Agent スタ

ブの詳細については、 「CAA スタブ インストーラ」（P.11-22）を参照してください）。Agent スタブ

は、プログラム起動前にプログラムが信頼できる認証局によって署名されていることを確認します。実

行ファイルには、次の内容が含まれています。

 • 特定のフィールド値を使用した証明書によって署名された有効なデジタル署名

 • 特定の項目値を使用したファイルのバージョン情報

次の点にも注意してください。

 • Stub Agent は、実行ファイルとだけ連携し、バッチ ファイルは許可されません。

 • 実行ファイルは、適切な証明書チェーンのあるコード署名証明書で署名されている必要がありま

す。コード署名証明書がクライアント マシンにインストールしている必要があります。

 • ルート証明書もクライアント マシンにインストールされている必要があり、Windows の信頼でき

るルート認証局にある必要があります。

 • 証明書をインストールすること以外に、実行する実行ファイルに特化されたレジストリ キーを作

成する必要があります。詳細については、「Agent によるデジタル署名の確認および実行可能プロ

グラムの信頼方法」（P.12-47）を参照してください。
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Agent によるデジタル署名の確認および実行可能プログラムの信頼方法

実行ファイルを実行するクライアント コンピュータで、スタブ サービスで実行する実行ファイルのス

タブ サービス定義の下にある レジストリに、Trust<N> キーを追加する必要があります。プログラム

に必要なレジストリ キーが Agent および Agent スタブで信頼されるように読み込むのは、管理者の責

任です。CAA スタブは、次のように、信頼されるデジタル署名に対して起動プログラムを検証します。

1. デジタル署名を確認します。デジタル署名が信頼できることを確認します。

2. レジストリ内の情報に基づいて署名者の証明書情報を確認します。

関連レジストリ構造が次のように表示されます。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥CCAAgentStub¥Trust<N>
¥

                                                                                   ¥Certificate¥2.5.4.3 "Cisco Systems"

                                                                                   ¥FileVersionInfo¥ProductName "Clean Access"

上記で

 • <N> は数値です。

 • Certificate の下のエントリの各値は、完全に大文字小文字の区別がありません。

 • FileVersionInfo の下のエントリの各値は、ファイル情報ストリーム内の対応する値に表示されて

いる必要があり、これも大文字小文字の区別がありません。

 • Certificate および FileVersionInfo の下のすべてのエントリは、信頼されるターゲットとして認定

されるための条件を満たす必要があります（AND 演算子）。

 • いずれかの Trust<N> チェーンが条件を満たす場合、ターゲットは起動することを認められます。

（注） Certificate および FileVersionInfo レジストリ キーの下にあるサポート対象値名のリストについては、

付録 C「Windows クライアント レジストリ設定」の表 C-7 を参照してください。

設定例

Launch Programs 設定例の場合、「CAA を介した Launch Programs 例」（P.12-50）を参照してくださ

い。
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Launch Programs 要件の作成

Launch Programs 要件を設定するには、次の手順を行います。

ステップ 1 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Requirements] > [New Requirement] 
に移動します。

図 12-23 新規の Launch Program 要件

ステップ 2 [Requirement Type] で、[Launch Programs] を選択します。

ステップ 3 ドロップダウン メニューで [Enforce Type] を選択します。

 • [Mandatory]：要件を強制します。ユーザにはこの要件が伝えられ、クライアント システムが要件

を満たさないかぎりユーザは次に進んだり、ネットワークにアクセスすることはできません。

 • [Optional]：要件を強制しません。ユーザには要件が伝えられますが、必要に応じて Agent ダイア

ログで [Next] をクリックし、無視できます。クライアント システムが要件を満たさなくても、

ユーザは次に進んだり、ネットワークにアクセスすることができます。

 • [Audit]：サイレント監査。ユーザに通知せずにクライアント システムの要件がサイレントに

チェックされ、レポートが生成されます。レポートの結果（成功または失敗）は、ユーザのネット

ワーク アクセスに影響しません。

詳細については、「Optional および Audit 要件の設定」（P.12-64）を参照してください。
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ステップ 4 クライアントでこの要件を実行する [Priority] を選択します。ハイ プライオリティ（たとえば、1）の

場合、他のすべての要件よりこの要件が優先されてシステムでチェックされ、その順序で CAA ダイア

ロ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。

ステップ 5 CAA の自動修復をイネーブルにして設定する場合

a. ドロップダウン メニューから [Remediation Type [Manual | Automatic]] を選択します。[Manual] 
を選択すると、前の Agent 動作が維持されます。ユーザは、CAA の [Next] ボタンを使用して、各

要件をクリックする必要があります。[Automatic] を選択すると、自動修復を実行するように 
Agent が設定されます。この場合、Agent は自動的に更新を実行するか、ユーザのログイン後にク

ライアントで必要なプログラムを起動します。

b. 自動修復を使用するように要件を設定した場合、[Interval] に秒数を設定します（デフォルト間隔

は 0 です）。要件タイプに応じて、この間隔は、Agent が修復を再試行するまでの遅延を設定した

り、特定の修復プロセスに認められる合計時間を設定するものです。

c. [Retry Count []] を入力します。再試行カウントの指定は、 初に失敗した場合に Agent が自動的

に要件を再試行する回数の制限を設定します （デフォルトの再試行カウント設定は 0 です）。

自動修復の設定に関する詳細については、「要件の自動修復の設定」（P.12-67）を参照してくださ

い。

（注） Cisco NAC Web Agent は自動修復をサポートしていません。

ステップ 6 次のように起動するようにプログラムを設定します。

a. [Program Name] で、プログラムを起動するルート ロケーション（[SYSTEM_DRIVE]、
[SYSTEM_ROOT]、[SYSTEM_32]、[SYSTEM_PROGRAMS]、または [None]）をドロップダ

ウンから選択し、隣接しているテキスト フィールドにプログラム実行ファイルの名前を入力しま

す。

b. さらに特定のパスまたはプログラムのパラメータが必要な場合は、[Program Parameters] テキスト 
フィールドに入力します。

c. [Add Program] をクリックします。これにより、[Program Name] と [Program Parameters] がプロ

グラムのサブリストに追加され、要件で起動されます。

d. さらに追加するプログラムを設定するか、[Delete] チェックボックスをオンにして、リストからプ

ログラムを削除します。

ステップ 7 追加するプログラムまたはプログラム リストの設定が終了したら、[Requirement Name] を入力しま

す。

ステップ 8 ユーザに表示する [Description] を入力します。

ステップ 9 この要件が適用される Windows の [Operating System] のチェックボックスをオンにします。

ステップ 10 [Add Requirement] をクリックします。

（注） 詳細については、「CAA を介した Launch Programs 例」（P.12-50）を参照してください。
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CAA を介した Launch Programs 例
次に、Launch Programs を使用して、CAA を介して認定された（署名付き）プログラムを起動する例

を示します。CA 権限を使用してプログラムに署名する場合は、この例にある専用アプリケーションの

署名の実行方法に関連する手順を省略できます。

ユーザがクライアント マシンに admin 権限を持っている場合、実行可能なすべてのプログラムを使用

できます。ユーザが admin 権限を持っていない場合、Agent スタブからターゲットの実行ファイルを

起動します（詳細については、「Launch Programs 要件の設定」（P.12-46）を参照してください）。

コードまたはプログラム署名はプログラムにデジタル署名を添付するプロセスなので、起動時に「信頼

できるもの」として見なすことができます。NAC アプライアンスが署名されたプログラムを起動する

場合、「Launcher」は実行する前に署名が信頼できるソースからのものであること（つまり、CA 証明

書が信頼できるストアにあるかどうか）を確認します。署名がないアプリケーションを起動することは

セキュリティ上危険なので、アプリケーションの署名が必要です。誰もが起動しようとしているプログ

ラムにトロイの木馬やウイルスを仕掛けて、危害を加えることができるためです。

Thawte および Verisign の Certificate Authority（CA; 認証局）は、署名サービスを提供しています。

独自にプログラムに署名する場合、次の内容が必要です。

 • CA サーバ（公開または秘密）

 • CA サーバによって発行された証明書

 • 秘密鍵、CA サーバの公開鍵（上記の証明書用） 

 • 署名が必要な .exe、.dll、.scr、.wsh

 • 署名ツール（signcode.exe/signtool.exe など）

（注） 用例およびツール

 • http://www.pantaray.com/signcode.html

 • http://www.cryptguard.com/documentation_resources_tools.shtml

要件の追加 

ステップ 1 [Launch Programs] タイプの New Requirement を作成します。

ステップ 2 Requirement について [Optional]、[Mandatory]、または [Audit] の中から選択します。

ステップ 3 認定されたプログラムを起動するルート ロケーションを指定します。

 • System_Root = C:¥Windows

 • System_32 = C:¥Windows¥System32

 • System_Programs = C:¥Program Files

図 12-24 ルート ロケーションの選択 
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ステップ 4 より詳細なパスとプログラム パラメータを追加できます。

図 12-25 プログラム パラメータの指定

ステップ 5 [Add Program] をクリックして、Program Name リストにプログラムを追加します。

図 12-26 プログラムの追加 

ステップ 6 [Save Requirement] をクリックします。

アプリケーション署名の設定

ステップ 1 .exe ファイルの署名に使用される証明書と秘密鍵を取得します。Private CA（たとえば、MS CA サー

バ）または Public CA（Verisign/Thawte など）から取得できます。その他のファイルは必要なツール

です。

図 12-27 証明書の取得

ステップ 2 cert2spc.exe ツールを使用して、SPC ファイル（別名 Software Publishing Certificate）を作成します。

C:¥inetsdk¥test>cert2spc prem1.cer prem1.spc
Succeeded

ステップ 3 これにより、次のような prem1.spc ファイルが作成されます。
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図 12-28 SPC の作成 

ステップ 4 signcode.exe を実行します。

C:¥inetsdk¥test>signcode

図 12-29 signcode.exe の実行 

ステップ 5 署名が必要な .EXE を参照して、選択します（この例では、tftpd.exe）。
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図 12-30 署名する実行ファイルの選択 

ステップ 6 [Custom] オプションを選択します。

図 12-31 [Custom] オプションの選択 

ステップ 7 [Select from File] をクリックして、作成した prem1.spc ファイルを選択します。
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図 12-32 SPC ファイルの選択 

ステップ 8 [Browse] をクリックして、秘密鍵の prem1.pvk ファイルを選択します。

図 12-33 秘密鍵の参照 

ステップ 9 秘密鍵の使用に必要なパスワードがある場合は、パスワードを入力します。
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図 12-34 秘密鍵へのパスワードの入力 

ステップ 10 署名に使用するハッシュ アルゴリズムを選択します。

図 12-35 ハッシュ アルゴリズムの選択

ステップ 11 次のように画面に表示されるデフォルト値をそのまま使用します。
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図 12-36 デフォルト値の使用

ステップ 12 [Finish] をクリックします。

図 12-37 [Finish] のクリック 

ステップ 13 再び秘密鍵のプロンプトが表示される場合は、再入力します。次のメッセージが表示されます。
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図 12-38 秘密鍵の再入力（必要な場合）

ステップ 14 ファイルを右クリックし、[Properties] を選択して、EXE が署名されていることを確認します。デジタ

ル署名のタブと Certificate CN 名で確認します。

図 12-39 署名された実行ファイルの確認

ステップ 15 次に、NAC アプライアンスのカスタム チェックと規則を作成して、TFTPD32.exe アプリケーション

が実行されているかどうかをチェックします。

図 12-40 チェックの作成 

ステップ 16 後に、この規則を使用する要件を次のように作成します。
12-57
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド         

OL-16410-01-J



 

第 12 章      エージェント要件の設定        
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図 12-41 要件の作成 

署名されたプログラムの起動（ユーザ ビュー） 

ステップ 1 CAA でユーザがログインします。Cisco NAC アプライアンスは TFTPD32.exe が実行されていないこ

とを検出します。ユーザは隔離され、復旧することが求められます。

ステップ 2 [Launch] をクリックすると、TFTPD32.exe が起動します。

ステップ 3 [Next] をクリックして、ネットワークにログインします。
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図 12-42 署名されたプログラムの起動（ユーザ ビュー）
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要件と規則のマッピング

（注） Mac OS X CAAは、Windows CAA および Cisco NAC Web Agent 用に設計された要件、規則、チェッ

クのサブセットだけをサポートします。Mac OS X エージェント固有の要件、規則、チェック情報の詳

細については、「Mac OS X Agent 要件の作成」（P.12-71） を参照してください。

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。

要件と規則をマッピングするには、次の手順を行います。

ステップ 1 [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。

図 12-43 要件と規則のマッピング

ステップ 2 [Requirement Name] メニューで、マップする要件を選択します。

ステップ 3 [Operating System] メニューで、要件に対応した OS 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。

ステップ 4 AV Virus Definition 規則（背景がイエロー）および AS Spyware Definition 規則（背景がブルー）の場

合は、クライアントの定義ファイルの日付が、CAM が [Updates] から入手可能なものよりも数日間古

い日付になるように、CAM を設定することができます（ 新の製品ファイル日付については、[Rules] 
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> [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 /スパイウェア

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。

次のいずれかのチェックボックスをクリックします。

 • [For AV Virus Definition rules, allow definition file to be x days older than]

 • [For AS Spyware Definition rules, allow definition file to be x days older than]

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。この場合、定義日をファイル /シス

テム日付よりも古い日付に設定できません。

次のいずれかを選択します。

 • [Latest file date]：クライアント定義ファイルを、CAMの 新のウイルス /スパイウェア定義日よ

りも指定日数だけ古い日付にすることができます。

 • [Current system date]：クライアント定義ファイルを、 後に [Update] が実行された時点の CAM 
のシステム日よりも指定日数だけ古い日付にすることができます。

（注） AS Spyware Definition 規則の場合、Cisco Update サービスを使用してスパイウェア定義ファイルの日

付 /バージョンを定期的に更新するまで、この機能は適用されます（定義ファイルを現在のシステム日

付よりも X 日間古くすることができます）。 
 

特定の要件にこの機能を設定した場合、Agent は AV/AS 製品の定義日を検索してから、日付がこの要

件を満たすかどうかを検証します。Agent が定義日を検出できない場合（この製品で定義日の検出がサ

ポートされていない場合など）、この機能は無視され、Agent はクライアントに 新の定義バージョン

があるかどうかを調べます。

ステップ 5 ページをスクロールダウンして、要件に対応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。規則はプライオリティ順に適用されます（P.12-40 の表 12-2を参照）。

図 12-44 要件にマップする規則の選択

ステップ 6 [Requirements met if] オプションで、次のいずれかのオプションを選択します。

 • [All selected rules 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、選択し

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、選択した

規則をすべて満たさないことである場合 

クライアントが要件に適合しない場合は、要件に対応付けられたソフトウェアをインストールするか、

または指示された手順を実行する必要があります。
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ステップ 7 [Update] をクリックします。

ユーザ ロールへの要件の適用

（注） Mac OS X CAAは、Windows CAA および Cisco NAC Web Agent 用に設計された要件、規則、チェッ

クのサブセットだけをサポートします。Mac OS X エージェント固有の要件、規則、チェック情報の詳

細については、「Mac OS X Agent 要件の作成」（P.12-71） を参照してください。

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 終手順では、システム内のユーザ グループに要件を適用します。

（注） 標準ログイン 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（「ユーザ ロールの作成」

（P.7-1）を参照）。

要件とユーザ ロールをマッピングするには、次の手順を行います。

ステップ 1 [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。

図 12-45 ロールと要件のマッピング
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ステップ 2 [Role Type] メニューで、設定するロールのタイプを選択します。通常は、[Normal Login Role] を選択

します。

ステップ 3 [User Role] メニューで、ロールの名前を選択します。

ステップ 4 ロール内でユーザに適用する各要件に対応した [Select] チェックボックスをクリックします。

ステップ 5 [Update] をクリックします。

ステップ 6 終了する前に、ロール内のユーザが CAA または Cisco NAC Web Agent を使用する必要があるか確認

してください。「Agent の使用要求」（P.11-3）を参照してください。

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。[Device Management] > [Clean Access] > 
[Clean Access Agent] > [Requirements] > [Requirement List] の [Validity] カラムは、規則が有効の場

合はブルーのチェックマーク、規則が無効の場合はレッドの「X」を表示します。マウスでこのアイコ

ンを強調表示して、このフォームでどの規則とチェックが要件を無効にしているかを確認してくださ

い。

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。一般的に、オペレーティング システムが一致

しない場合に要件 /規則が無効になります。

無効な要件を修正するには、次の手順を行います。

ステップ 1 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Requirements] > 
[Requirement-Rules] に移動します。

ステップ 2 無効な規則またはチェックを訂正します（「規則の検証」（P.12-42）を参照）。

ステップ 3 ドロップダウン メニューで無効な [Requirement Name] を選択します。

ステップ 4 [Operating System] を選択します。

ステップ 5 [Requirement met if:] 式が正しく設定されていることを確認します。

ステップ 6 要件に対して選択された規則が有効であること（Validity カラム内にブルーのチェックマークが付いて

いること）を確認します。
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図 12-46 要件リスト 

Optional および Audit 要件の設定

（注） Mac OS X CAAは、Windows CAA および Cisco NAC Web Agent 用に設計された要件、規則、チェッ

クのサブセットだけをサポートします。Mac OS X エージェント固有の要件、規則、チェック情報の詳

細については、「Mac OS X Agent 要件の作成」（P.12-71） を参照してください。

[New Requirement] または [Edit Requirement] フォームの [Enforce Type] ドロップダウン メニューだ

けを使用して、[Mandatory]、[Optional]、または [Audit] 要件を作成できます。オプション要件を使用

すると、この要件に違反した場合に、ネットワークからクライアントをブロックしなくても、Agent 
ユーザの管理レポートを表示することができます。オプション要件に違反したユーザは Temporary 
ロールに配置され、Agent ダイアログの要件名の前に「Optional」が付加されます。ただし、この場合

も、[Next] をクリックして、次の要件に進むか、その他の要件が設定されていない場合はネットワー

ク作業を継続できます。

ユーザが要件を満たす期間を延長し、その期間はネットワークからユーザがブロックされないようにす

る場合は、特定の日付で要件を満たすように指示する命令をオプション要件に設定します。後で、指定

された日に要件を適用して、要件を必須にすることができます。

ユーザに通知せずにクライアント システムの要件をサイレントにチェックし、レポートを生成するに

は、ユーザのネットワーク アクセスに影響せずに、結果（成功または失敗）だけを報告する監査だけ

の要件を設定できます。

Optional および Audit 要件を作成するには、次の手順を行います。

ステップ 1 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Requirements] > [New Requirement] 
に移動します。
12-64
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16410-01-J



 

第 12 章      エージェント要件の設定

Optional および Audit 要件の設定   
図 12-47 Optional および Audit 要件

ステップ 2 ドロップダウン メニューで [Requirement Type] を選択します。

ステップ 3 [Enforce Type] ドロップダウン メニューから [Optional]（強制なし）または [Audit]（サイレント評価）

を選択します。

[Optional] 要件では、ユーザには要件が伝えられますが、必要に応じて Agent ダイアログで [Next] を
クリックし、無視できます。クライアント システムが要件を満たさなくても、ユーザは次に進んだり、

ネットワークにアクセスすることができます。[Audit] 要件では、システムは監査レポートを生成しま

すが、クライアント マシンにユーザ ダイアログが表示されず、ユーザのネットワーク アクセスは影響

されません。

ステップ 4 クライアントでこの要件を実行する [Priority] を選択します。ハイ プライオリティ（たとえば、1）の

場合、他のすべての要件よりこの要件が優先されてシステムでチェックされ、その順序で CAA および 
Cisco NAC Web Agent ダイアロ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。

ステップ 5 CAA の自動修復をイネーブルにして設定する場合

a. ドロップダウン メニューから [Remediation Type [Manual | Automatic]] を選択します。[Manual] 
を選択すると、前の Agent 動作が維持されます。ユーザは、CAA の [Next] ボタンを使用して、各

要件をクリックする必要があります。[Automatic] を選択すると、自動修復を実行するように 
Agent が設定されます。この場合、Agent は自動的に更新を実行するか、ユーザのログイン後にク

ライアントで必要なプログラムを起動します。

b. 自動修復を使用するように要件を設定した場合、[Interval] に秒数を設定します（デフォルト間隔

は 0 です）。要件タイプに応じて、この間隔は、Agent が修復を再試行するまでの遅延を設定した

り、特定の修復プロセスに認められる合計時間を設定するものです。

c. [Retry Count []] を入力します。再試行カウントの指定は、 初に失敗した場合に Agent が自動的

に要件を再試行する回数の制限を設定します （デフォルトの再試行カウント設定は 0 です）。

自動修復の設定に関する詳細については、「要件の自動修復の設定」（P.12-67）を参照してくださ

い。
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（注） Cisco NAC Web Agent は自動修復をサポートしていません。

ステップ 6 要件タイプに対応する各フィールドを設定します。

ステップ 7 [Requirement Name] にオプション要件の名前を入力します。

ステップ 8 [Description] フィールドに説明を入力し、この要件がオプション要件であること、および Agent ダイ

アログの [Next] ボタンをクリックしてネットワーク作業を継続できることをユーザに通知します。次

の点に注意してください。

 • [File Distribution] では、CAA に [Download] ボタンを表示します。

 • [Link Distribution] では、CAA/Cisco NAC Web Agent に [Go To Link] ボタンを表示します。

 • [Local Check] では、CAAに [Download] ボタン（ディセーブル）が表示されます。

 • [AV Definition Update] では、CAA に [Update] ボタンを表示します。

 • [AS Definition Update] では、CAA に [Update] ボタンを表示します。

 • [Windows Update] では、CAA に [Update] ボタンを表示します。

 • [Launch Programs] では、CAA に [Launch] ボタンを表示します。

 • [Windows Server Update Service] では、CAA に [Update] ボタンを表示します。

ステップ 9 [Operating System]  で、該当するチェックボックスをクリックします。

ステップ 10 [Add Requirement] をクリックします。

必須要件と同じ方法で、オプション要件を規則およびロールに対応付ける必要があります。設定を完了

する手順については、次を参照してください。

 • 「要件と規則のマッピング」（P.12-60）

 • 「ユーザ ロールへの要件の適用」（P.12-62）

図 12-48 オプション要件の CAA ダイアログ
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要件の自動修復の設定
File Distribution および Local Check を除くすべての要件タイプの自動修復を設定できます。

（注） Mac OS X CAA および Cisco NAC Web Agent は、自動修復をサポートしません。Mac OS X エージェ

ント固有の要件、規則、チェック情報の詳細については、「Mac OS X Agent 要件の作成」（P.12-71） を
参照してください。

自動修復を設定するには、次の手順を行います。

ステップ 1 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Requirements] > [New Requirement] 
に移動し、[Requirement Type] を選択します。次のものに対して自動修復を設定できます。

 • Link Distribution

 • AV Definition Update

 • AS Definition Update

 • Windows Update

 • Launch Programs

 • Windows Server Update Services 

ステップ 2 ドロップダウン メニューから [Enforce Type [Mandatory | Optional | Audit]] を選択します。

ステップ 3 ドロップダウン メニューから [Remediation Type [Manual | Automatic]] を選択します。

[Manual] を選択すると、前の Agent 動作が維持されます。ユーザは、[Next] ボタンを使用して、各要

件をクリックする必要があります。

[Automatic] を選択すると、自動修復を実行するように Agent が設定されます。この場合、CAA は自

動的に更新を実行するか、ユーザのログイン後にクライアントで必要なプログラムを起動します。たと

えば次のように、Agent が要件タイプに応じて自動的に異なるアクションを実行します。

 • Link Distribution に対してデフォルト ブラウザで URL が自動的に起動します。

 • AV/AS Definition Update に対してクライアントの AV/AS 定義ファイルを自動的に更新します。

 • Windows Update に対して（バックグラウンドで）Windows Auto Update を自動的に起動します。

 • Launch Programs の場合プログラムが自動的に起動します。

 • Windows Server Update Services の場合 WSUS クライアント アップデートが自動的にインストー

ルされます。

[Automatic] オプションをオンにした場合、同じ要件を再試行するまで Agent が待機する時間

（[Interval]）、およびクライアントで 初に要件の実行に失敗した場合に Agent が再試行する回数

（[Retry Count]）をオプションで設定することができます。これらのオプションの影響は、要件タイプ

によって多少異なります。

[Auto Remediation] 中に、Agent ダイアログは [Details] および [Manual] ボタンだけ表示します。

[Details] ボタンをクリックすると、自動修復の追加進捗メッセージが表示されます。Auto 
Remediation が失敗した場合、ユーザは [Manual] ボタンをクリックして Agent を Manual モードに戻

して、ユーザが各要件をクリックする必要がある状態に戻すことができます。

ステップ 4 [Interval[] Secs] を入力します。
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 • [Interval []secs ]：デフォルトは 0 です。要件タイプに応じて、この間隔は、Agent が修復を再試

行するまでの遅延を設定したり、特定の修復プロセスに認められる合計時間を設定するものです。

間隔が 0 に設定された場合、Temporary ロールがタイムアウトするまで Agent は 自動修復を試行

し続けます。

 – [AV Definition Update/AS Definition Update/Windows Server Update Services]：初期修復試行

に失敗した場合、次の更新試行を再開するまでの Agent の待機時間がこの間隔によって定義さ

れます。たとえば、AV Definition Update に対して 30 秒の間隔が設定された場合、要件に違

反すると、クライアントの AV 定義ファイルを更新する初期試行の終わりから、Agent は 30 
秒待機した後に次の更新試行を開始します。

 – [Link Distribution/Windows Update/Launch Programs]：この要件タイプの場合、Agent が修

復試行を完了することのできる合計秒数がこの間隔によって定義されます。たとえば、

Launch Programs 要件に対して間隔が 60 秒に設定されている場合、Agent がプログラムを起

動してプログラムを 60 秒間実行することができます。60 秒経過した後にクライアントが要件

に合致しない場合、Agent は即座にプログラムを再起動します。

ステップ 5 [Retry Count []] を入力します。

 • [Retry Count []]：デフォルトは 0 です。間隔が 0 の場合、Temporary ロールがタイムアウトするま

で Agent は 自動修復を試行し続けます。それ以外の場合、再試行カウントを指定すると、 初に

違反したときに Agent が自動的に要件を再試行する回数の制限が設定されます。Temporary ロー

ルがタイムアウトになる前に Retry Count に達した場合、Auto Remediation ダイアログには、ユー

ザに [Manual] ボタンをクリックすることを求める赤いステータス テキストが表示されます。

 – AV Definition Update / AS Definition Update / Windows Server Update Services

 – Link Distribution / Windows Update / Launch Programs

Retry Count の後でも Mandatory 要件に違反する場合、Agent が停止し、ユーザ ロールの次の優先要件

を実行しません。ユーザはネットワークにアクセスできなくなります。

Optional 要件の場合、初期試行が終了した後に、指定された Retry Count や初期試行が成功したか失敗

したかに関係なく、Agent は常に次の要件に進みます。ただし、間隔が指定されている場合、Agent は
その指定された時間待機した後に、次の要件に進みます。

図 12-49 自動修復例 - Windows Update In Process
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自動修復が失敗した場合、ユーザには図 12-50 で示しているような失敗メッセージが表示され、

[Details] ボタンをクリックして修復結果（図 12-51）を確認するか、[Continue] ボタンをクリックして 
CAA 認証プロセスに戻ることができます。次に、ユーザはログイン セッションを取り消すか、「制限

された」ネットワーク アクセス（図 12-52）を受け入れます。

図 12-50 自動修復例 - Windows Update 失敗
 

図 12-51 自動修復例 - 自動修復詳細
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図 12-52 自動修復例 - WSUS Requirement Authentication ダイアログへの復帰
 

12-70
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16410-01-J



 

第 12 章      エージェント要件の設定

Mac OS X Agent 要件の作成    
Mac OS X Agent 要件の作成
MAC OS X ACC システムの要件を実装するには、次の要素を同時に設定して対応付けます。

 • 要件

 • AV/AS 規則

 • ユーザ ロールおよびオペレーティング システム

（注） Mac OS X Agent では、カスタム チェックおよびカスタム規則をサポートしていません。AV 規則およ

び AS 規則を割り当てることができるのは、Link Distribution、Local Check、AV Definition Update、
および Mac OS X ポスチャ修復のための AS Definition Update 要件のタイプに対してだけです。

要件は、ネットワーク アクセスを実現するためにユーザがシステムで実行しなければならない（ある

いは、実行してはならない）機能について、ビジネスレベルの判断を行う場合に使用されます。要件の

メカニズムは、ユーザ ロールでクライアントが満たさなければならない 1 つまたは複数の規則に、ク

ライアントが違反した場合のユーザの対処法をマップします。New Requirement を作成する場合、い

くつかの異なる要件タイプから 1 つ（たとえば、AV Definition Update）を選択し、クライアントが要

件に違反した場合に、ユーザに表示する Agent ダイアログのオプション、ボタン、対処法の説明を設

定します。

AV/AS 規則は、要件が Mac OS X オペレーティング システムで合致しているかどうかを評価するため

に Agent で使用されます。AV/AS 規則を要件にマッピングする必要があります。

要件を規則に関連付けたら、 後の設定手順として、標準ログイン ユーザ ロールに要件を関連付けま

す。標準ユーザ ロールへの認証を試行するユーザは、標準ログイン ロールに対応する要件にパスする

まで、Temporary ロールに配置されます。

 • この要件に正常に適合したユーザは、標準ログイン ロールでのネットワーク作業が許可されます。

 • 要件に違反したユーザは、Agent ダイアログに記載された手順を実行して、要件に正常に適合しな

いかぎり、Temporary ロールのままでセッションをタイムアウトします。

アウトオブバンド ユーザの場合は、要件の認証および適合に成功すると、インバンド ネットワーク

（認証 VLAN 上）を離れて、アクセス VLAN 上のアウトオブバンド ネットワークにアクセスできま

す。

要件を標準ログイン ユーザ ロールにマップするには、「ユーザ ロールの作成」（P.7-1）の説明に従っ

て、ロールを作成しておく必要があります。

AV および AS Definition Update 要件の設定 
[AV Definition Update] および [AS Definition Update] 要件タイプは、クライアント上にあるサポート

対象 AV/AS 製品の定義ファイルのレポートおよび更新に使用できます。クライアントが AV/AS 要件

に違反した場合、CAA はクライアントにインストールされた AV/AS ソフトウェアと直接通信します。

ユーザが Assessment Report ウィンドウの [Update] ボタンをクリックすると、定義ファイルは自動的

に更新されます。

AV 規則には AV ベンダーに関するロジックが多数組み込まれていて、AV Definition Update 要件が対

応付けられています。AS 規則にはほとんどの AS ベンダーに関するロジックが組み込まれていて、AS 
Definition Update 要件が対応付けられています。AV または AS Definition Update 要件の場合、チェッ

クを設定する必要はありません。次のように対応付けます。

 • AV Definition Update 要件と AV 規則およびユーザ ロールや OS 

 • AS Definition Update 要件と AS 規則およびユーザ ロールや OS 
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さらに、AV/AS 要件に違反した場合にユーザに表示する Agent ダイアログの説明を設定します。

（注） 可能であれば、クライアントの AV ソフトウェアをチェックする場合に、AV Definition Update 要件に

対応付けられた AV 規則を使用することを推奨します。サポート対象外の AV 製品の場合、または AV 
規則を介して AV 製品 /バージョンを使用できない場合、管理者は常に AV ベンダーに関するシスコ提

供の pc_ checks および pr_rules を使用したり、[Device Management] > [Clean Access] > [Clean 
Access Agent] を通して独自のカスタム チェック要件を作成することができます（「カスタム要件の設

定」（P.12-83）を参照）。 
 

Cisco NAC アプライアンスは AV ベンダーがサポートするインストール方式およびメカニズムと連携

して機能します。AV ベンダーが AV 製品の基本メカニズム突然変更した場合、Clean Access チームは

できるだけ早く Supported AV/AS Product List または CAA をアップグレードして、新しい AV 製品の

変更をサポートします。

図 12-53 に、クライアントが AV Definition Update 要件に違反した場合に表示される Mac OS X CAA 
ダイアログを示します。

図 12-53 必要な AV Definition Update（Mac OS X CAA User ダイアログ）

AV 規則および AS 規則

AV 規則および AS 規則は、Supported AV/AS Product List 内のベンダーおよび製品のリストに対応付

けら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。

 • [Installation AV Rules]：選択された AV ソフトウェアがクライアント オペレーティング システム

に対応するようにインストールされているかどうかを調べます。

 • [Virus Definition AV Rules]：クライアントのウイルス定義ファイルが 新であるかどうかを調べ

ます。[Virus Definition AV Rules] を AV Definition Update 要件に対応付けると、要件に違反した

ユーザが [Assessment Report] ウィンドウの [Remediate] ボタンをクリックして、更新を自動実行

できるようになります。

AS 規則には 2 つの基本タイプがあります。
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 • [Installation AS Rules]：選択された AS ソフトウェアがクライアント OS に対応するようにインス

トールされているかどうかを調べます。

 • [Spyware Definition AS Rules]：クライアントの AS 定義ファイルが 新であるかどうかを調べま

す。[Spyware Definition AS Rules] を AS Definition Update 要件に対応付けると、要件に違反した

ユーザが [Assessment Report] ウィンドウの [Remediate] ボタンをクリックして、更新を自動実行

できるようになります。

通常、[AV Rules] は [AV Definition Update] 要件に、[AS Rules] は [AS Definition Update] 要件に対

応付けられます。

AV Definition Update 要件を作成する手順は、次のとおりです。

1. 「AV/AS サポート情報の確認」（P.12-73）

2. 「AV 規則の作成」（P.12-75）

3. 「AV Definition Update 要件の作成」（P.12-77）

4. 「規則への要件のマップ」（P.12-86）

5. 「ロールへの要件の適用」（P.12-88）

6. 「要件の検証」（P.12-89）

AS Definition Update 要件を作成する手順は、次のとおりです。

1. 「AV/AS サポート情報の確認」（P.12-73）

2. 「AS 規則の作成」（P.12-79）

3. 「AS Definition Update 要件の作成」（P.12-81）

4. 「規則への要件のマップ」（P.12-86）

5. 「ロールへの要件の適用」（P.12-88）

6. 「要件の検証」（P.12-89）

（注） AV または AS 規則 /要件を別の方法で設定する方が便利な場合があります。次の例を参考にしてくだ

さい。

 • 特定のベンダーの一部の製品バージョンでは、Mac OS X Agent による製品の更新 URL をサポー

トしていない場合があります。この場合は、インストールされた AV/AS 製品のインターフェイス

を通して、AV/AS 定義ファイルを更新するようにユーザに指示する説明を設定できます（AV また

は AS Definition Update 要件の [Description] フィールドを使用）。

 • 異なる Enforce Type も設定できます。クライアント向けのレポートを生成したり、ユーザが要件

を満たす期間を延長し、その期間はユーザがネットワークからブロックされないようにできます。

詳細については、「Optional および Audit 要件の設定」（P.12-90）を参照してください。

AV/AS サポート情報の確認

Cisco NAC アプライアンスを使用すると、複数のバージョンの CAA をネットワークで使用できます。

Agent に新しいアップデートを適用すると、リリース時点での 新の AV/AS 製品のサポートが追加さ

れます。 適な方法（Def Date または Def Version）が選択され、入手可能な AV/AS 製品および 
Agent のバージョンに基づいて AV/AS 定義チェックを実行します。[AV/AS Support Info] ページには、

CAM にダウンロードされた 新の Supported AV/AS Product List と Agent の互換性が詳細に表示され

ています。また、AV/AS 製品ごとの定義ファイルの 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 バージョンが表示されています。クライアントの AV/AS 情報と、[AV/AS 
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Support Info] ページを比較して、クライアントの定義ファイルが 新であるかを確認できます。ネッ

トワークで複数のバージョンの Agent が稼動している場合、このページを使用すると、特定の製品を

サポートするため実行しなければならないバージョンを判別することができます。

Agent サポートの詳細を表示するには

ステップ 1 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Rules] > [AV/AS Support Info] に移

動します。

ステップ 2 [Category] ドロップダウン メニューで [Antivirus]（図 12-54）または [Anti-Spyware]（図 12-55）を

選択します。

図 12-54 AV/AS Support Info - AV ベンダーの例

図 12-55 AV/AS Support Info - AS ベンダーの例

ステップ 3 ドロップダウン メニューで、対応するベンダー（[Antivirus Vendor] または [Anti-Spyware Vendor]）
を選択します。
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ステップ 4 [Operating System] ドロップダウン メニューから [Mac OSX] を選択します。製品の詳細については、

[Minimum Agent Version Required to Support AS Products] テーブルで確認してください。

ステップ 5 AV 製品の場合は、[Operating System] ドロップダウン メニューで [Mac OSX] を選択して、クライア

ント システムのサポート情報を表示します。この操作を行うと、次のテーブルにデータが読み込まれ

ます。

 • [Minimum Agent Version Required to Support AV Products] は、各 AV 製品のサポートに必要な

小の Agent バージョンを表示します。たとえば、4.5.0.0 Mac OS X Agent は、clamXav: 0.x およ

び ClamXav: 1.x にログインすることができます。特定のバージョンの Mac OS X Agent が Def 
Date と Def Version の両方のチェックをサポートする場合、Def Version チェックが使用されます。

 • [Latest Virus Definition Version/Date for Selected Vendor] は、AV 製品の 新バージョンと日付の

情報を表示します。 新クライアントの AV ソフトウェアに、同じ値が表示されます。

（注） Agent はバージョン情報を CAM に送信します。CAM が 初に AV チェックに使用するのは、常にウ

イルス定義のバージョンです。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、 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

（注） Mac OS X Agent バージョン 4.5.0.0 を使用してクライアント修復を実行するために、CAM/CAS では、

Cisco NAC アプライアンス リリース 4.5 を実行し、 新の Cisco AV/AS サポート アップデートが存在

している必要があります。

ステップ 1 新バージョンの Supported AV/AS Product List が存在することを確認してください（「アップデート

の取得」（P.10-12）を参照）。

ステップ 2 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Rules] > [New AV Rule] に移動し

ます。
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図 12-56 New AV Rule

ステップ 3 [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。

ステップ 4 ドロップダウン メニューで、特定の [Antivirus Vendor] または [ANY]（任意の）ベンダーを選択しま

す。この操作を行うと、選択した [Operating System] に対応する、[ANY]（任意の）ベンダー オプ

ションの情報または指定ベンダーのサポート対象製品および製品バージョンが、ページの下部にある 
[Checks for Selected Operating Systems] テーブルに読み込まれます。

ステップ 5 [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。このように

すると、下部のテーブル内の、対応する [Installation] または [Virus Definition] カラムのチェックボッ

クスがイネーブルになります。

ステップ 6 [Operating System] ドロップダウン メニューから [Mac OSX] を選択します。

ステップ 7 オプションの [Rule Description] に入力します。

ステップ 8 [Checks for Selected Operating Systems] テーブルで、対応する [Installation] または [Virus Definition] 
カラム内のチェックボックスをクリックして、クライアント上で検索する製品バージョンを選択しま

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調べます。

 • [Virus Definition] は、指定された製品のウィルス定義ファイルが、クライアント上で 新かどう

かを調べます。

（注） 定義規則では、Agent は 初に製品がインストールされているかどうかを確認し、次に定義

ファイルが 新かどうかを調べます。

ステップ 9 [Add Rule] をクリックします。新しい AV 規則が [Rule List] の下部に、指定した名前で追加されます

（図 12-57を参照）。
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図 12-57 [Rule List] の下に表示される [New AV Rules]

（注） AV 規則を設定する際に、[ANY] AV ベンダー オプションと、ベンダー固有の [ANY Product/ANY 
Version] オプションでは、次のように動作が異なります。

 • ANY ベンダーの場合、Agent はインストールされた製品がサポート対象ベンダーからのものかど

うかについて、サーバを問い合せる必要があります。Agent は、ログイン セッションの 初にだ

け問い合せるために、ユーザは [Cancel] をクリックするか Agent を再起動して、サーバの応答を

更新し、ログイン プロセスを繰り返す必要があります。

 • 特定のベンダーの [ANY Product/ANY Version] の場合、Agent はクライアント マシンにインス

トールしたもの対して必要なベンダーが一致していることだけが必要です。問い合せは不要です。

AV Definition Update 要件の作成

次の手順は、対応する 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

検索する、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 AV 定義ファ

イルが 新でない場合、[Assessment Report] ウィンドウの [Remediate] ボタンをクリックして、Mac 
OS X Agent 独自の更新メカニズムを既存の AV ソフトウェアによって起動することができます。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）。

（注） ユーザは、http://www.clamav.net にある ClamXAV ダウンロード サイトにナビゲートすることにより、

ClamWin AV Definition Update 要件だけを解決することができます。CAM の Unauthenticated ロール

の定義済みホスト ポリシー（[User Management] > [User Roles] > [Traffic Control] > [Host]）を使用

することを推奨します。
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ステップ 1 [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。

図 12-58 新しい AV Definition Update 要件

ステップ 2 [Requirement Type] で、[AV Definition Update] を選択します。

ステップ 3 ドロップダウン メニューで [Enforce Type] を選択します。

 • [Mandatory]：要件を強制します。ユーザにはこの要件が伝えられ、クライアント システムが要件

を満たさないかぎりユーザは次に進んだり、ネットワークにアクセスすることはできません。

 • [Optional]：要件を強制しません。ユーザには要件が伝えられますが、必要に応じて [Skip] をク

リックし、無視できます。クライアント システムが要件を満たさなくても、ユーザは次に進んだ

り、ネットワークにアクセスすることができます。

 • [Audit]：サイレント監査。ユーザに通知せずにクライアント システムの要件がサイレントに

チェックされます（Audit 要件はユーザの [Assessment Report] ウィンドウに表示されます）。レ

ポートが自動的に生成され、CAS に送り返されます。レポートの結果（成功または失敗）は、

ユーザのネットワーク アクセスに影響しません。
12-78
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16410-01-J



 

第 12 章      エージェント要件の設定

Mac OS X Agent 要件の作成    
ステップ 4 クライアントでこの要件を実行する [Priority] を選択します。ハイ プライオリティ（たとえば、1）の

場合、他のすべての要件よりこの要件が優先されてシステムでチェックされ、その順序で CAA ダイア

ロ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。

（注） Mac OS X Agent は、自動修復をサポートしていません。したがって、Macintosh クライアント修復の

要件タイプを作成する際に、New Requirement 設定ページに表示される Remediation 機能

（Remediation [Type]、[Interval]、および [Retry Count]）は役割も果たしません。

ステップ 5 ドロップダウン メニューで [Antivirus Product Name] を選択するか、[ANY] 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。

ステップ 6 [Requirement Name] に、Agent 内でこの AV ウイルス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、CAA ダイアログに表示されます。

ステップ 7 [Description] フィールドに、要件の説明、および要件に違反した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、[Remediate] ボタンをクリックしてシステムを更新するよう

に Mac OS X に指示する説明を追加する必要があります。

ステップ 8 少なくとも 1 つのクライアント [Operating System ]に対応するチェックボックスをクリックします

（少なくとも 1 つをオンにする必要があります）。

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

図 12-59 Mac OS X Agent Assessment Report AV Definition Update 要件表示

AS 規則の作成 

（注） Mac OS X Agent バージョン 4.5.0.0 を使用してクライアント修復を実行するために、CAM/CAS では、

Cisco NAC アプライアンス リリース 4.5 を実行し、 新の Cisco AV/AS サポート アップデートが存在

している必要があります。

ステップ 1 新バージョンの Supported AV/AS Product List が存在することを確認してください（「アップデート

の取得」（P.10-12）を参照）。

ステップ 2 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Rules] > [New AS Rule] に移動しま

す。
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図 12-60 New AS Rule

ステップ 3 [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。

ステップ 4 ドロップダウン メニューで [Anti Spyware Vendor] を選択するか、または [ANY] を選択して、サポー

トされている AS ベンダーまたは製品をすべて選択します。この操作を行うと、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および製品バージョンが読み込まれます。

ステップ 5 [Type] ドロップダウン メニューで、[Installation] または [Spyware Definition] を選択します。このよ

うにすると、その下のテーブル内の、対応する [Installation] または [Spyware Definition] カラムの

チェックボックスがイネーブルになります。

ステップ 6 [Operating System] ドロップダウン メニューから [Mac OSX] を選択します。

ステップ 7 オプションの [Rule Description] に入力します。

ステップ 8 [Checks for Selected Operating Systems] テーブルで、対応する [Installation] または [Spyware 
Definition] カラム内のチェックボックスをクリックして、クライアント上で検索する製品バージョン

を選択します。

 • [ANY] をクリックすると、この AS 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調べます。

 • [Spyware Definition] は、指定された製品のスパイウェア定義ファイルが、クライアント上で 新

かどうかを調べます。

（注） 定義規則では、Agent は 初に製品がインストールされているかどうかを確認し、次に定義

ファイルが 新かどうかを調べます。

ステップ 9 [Add Rule] をクリックします。新しい AS 規則が [Rule List] の下部に、指定した名前で追加されます

（図 12-61を参照）。
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図 12-61 [Rule List] の下部に表示される [New AS Rules]

AS Definition Update 要件の作成

（注） Mac OS X Agent では、AV Definition Update と AS Definition Update の両方をサポートしています

が、Cisco NAC アプライアンス リリース 4.5 に関連付けられている Opswat ライブラリには、現在 AS 
Definition Update が含まれていません。したがって、CAM AS Definition Update 要件設定ページで現

在使用可能な AS 定義アップデートがありません。 
 

サポート AV/AS アプリケーションのリストの場合、『Release Notes for Cisco NAC Appliance, Version 
4.5(1)』の「Clean Access Supported AV/AS Product List」の項を参照してください。

ステップ 1 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Requirements] > [New Requirement] 
に移動します。
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図 12-62 新しい AS Definition Update 要件

ステップ 2 [Requirement Type] で、[AS Definition Update] を選択します。

ステップ 3 ドロップダウン メニューで [Enforce Type] を選択します。

 • [Mandatory]：要件を強制します。ユーザにはこの要件が伝えられ、クライアント システムが要件

を満たさないかぎりユーザは次に進んだり、ネットワークにアクセスすることはできません。

 • [Optional]：要件を強制しません。ユーザには要件が伝えられますが、必要に応じて [Skip] をク

リックし、無視できます。クライアント システムが要件を満たさなくても、ユーザは次に進んだ

り、ネットワークにアクセスすることができます。

 • [Audit]：サイレント監査。ユーザに通知せずにクライアント システムの要件がサイレントに

チェックされます（Audit 要件はユーザの [Assessment Report] ウィンドウに表示されます）。レ

ポートが自動的に生成され、CAS に送り返されます。レポートの結果（成功または失敗）は、

ユーザのネットワーク アクセスに影響しません。

ステップ 4 クライアントでこの要件を実行する [Priority] を選択します。

（注） Mac OS X Agent は、自動修復をサポートしていません。したがって、Macintosh クライアント修復の

要件タイプを作成する際に、New Requirement 設定ページに表示される Remediation 機能

（Remediation [Type]、[Interval]、および [Retry Count]）は役割も果たしません。
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ステップ 5 ドロップダウン メニューで [Anti-Spyware Vendor Name] を選択するか、[ANY] を選択します。

[Products] テーブルに、クライアント OS ごとに現在サポートされているスパイウェア定義製品のバー

ジョンがすべて表示されます。

ステップ 6 [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、CAA ダイアログに表示されます。

ステップ 7 [Description] フィールドに、要件の説明、および要件に違反したユーザの指針となる手順を入力しま

す。AS Definition Update 要件の場合は、[Remediate] ボタンをクリックしてシステムを更新するよう

に Mac OS X に指示する説明を追加する必要があります。

ステップ 8 少なくとも 1 つのクライアント [Operating System ]に対応するチェックボックスをクリックします

（少なくとも 1 つをオンにする必要があります）。

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

カスタム要件の設定

カスタム要件を作成すると、ユーザが規則条件を満たすためのメカニズムに規則を対応付けることがで

きます。このメカニズムには、外部リソースへのリンクや単なる命令などがあります。規則チェックが

満たされない場合（たとえば、必要なソフトウェアがクライアント システム上に見つからない場合）

は、設定に応じて、ユーザに警告を表示したり、システムを修復するようにユーザに要求することがで

きます。図 12-13 で示すように、ブール演算子「&」（and）、「|」（or）、および「!」（not）を使用して、

1 つの規則内で複数のチェックを連結できます。1 つの要件に複数の規則を使用する場合は、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を、「選択されたいずれかの規則を満たす」、「すべての

規則を満たす」、「どの規則も満たさない」の中から指定することができます。

図 12-63 カスタム要件
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設定の概要

カスタム要件の作成手順は、次のとおりです。

1. 「カスタム要件の作成」（P.12-84）

2. 「規則への要件のマップ」（P.12-86）

3. 「ロールへの要件の適用」（P.12-88）

4. 「要件の検証」（P.12-89）

カスタム要件の作成

要件は、OS に指定された一連の規則を、Agent ダイアログを介してユーザにプッシュされるファイル、

配信リンク、または説明に対応付けるメカニズムです。要件では、インストール ファイル、またはソ

フトウェアをダウンロードできるリンクを指定できます。ローカル チェックが特定のインストール 
ファイルに対応付けられていない場合、要件は規則を情報メッセージ（たとえば、ソフトウェアを削除

したり、ウイルス チェックを実行するようにユーザに指示するメッセージ）に対応付けることができ

ます。新しい要件は、設定プロセス中にいつでも作成できます。ただし、要件を有効にするには、OS 
の規則およびユーザ ロールの両方に要件を対応付けておく必要があります。

Link Distribution または Local Check 要件の作成

ステップ 1 [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。

図 12-64 新規カスタム要件 
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ステップ 2 [Requirement Type] を選択します。

 • [Link Distribution]：ソフトウェアが使用可能な別の Web ページ（ソフトウェア ダウンロード 
ページなど）にユーザを転送します。リンクへの HTTP（および HTTPS の両方またはいずれか一

方）はアクセスを許可するように Temporary ロールが設定されているか確認します。

図 12-65 Mac OS X Agent Assessment Report Link Distribution 要件表示

 • [Local Check]：インストール可能ソフトウェアと関連付けられていないチェックを作成する際に

これを使用します。たとえば、システムにあるべきまたはあるべきでないソフトウェアを検索する

ことができます （「Message」アイコンを使用して [Mac OS X Agent Assessment Report] ウィンド

ウに Local Check 要件が表示されます）。

図 12-66 Mac OS X Agent Assessment Report Local Check 要件表示

 • [AV Definition Update]：AV 規則を作成する場合に使用します。詳細については、「AV および AS 
Definition Update 要件の設定」（P.12-71）を参照してください。

 • [AS Definition Update]：AS 規則を作成する場合に使用します。詳細については、「AV および AS 
Definition Update 要件の設定」（P.12-71）を参照してください。

ステップ 3 ドロップダウン メニューで [Enforce Type] を選択します。

 • [Mandatory]：要件を強制します。ユーザにはこの要件が伝えられ、クライアント システムが要件

を満たさないかぎりユーザは次に進んだり、ネットワークにアクセスすることはできません。

 • [Optional]：要件を強制しません。ユーザには要件が伝えられますが、必要に応じて [Skip] をク

リックし、無視できます。クライアント システムが要件を満たさなくても、ユーザは次に進んだ

り、ネットワークにアクセスすることができます。「Optional および Audit 要件の設定」（P.12-64）
を参照してください。

 • [Audit]：サイレント監査。ユーザに通知せずにクライアント システムの要件がサイレントに

チェックされます（Audit 要件はユーザの [Assessment Report] ウィンドウに表示されます）。レ

ポートが自動的に生成され、CAS に送り返されます。レポートの結果（成功または失敗）は、

ユーザのネットワーク アクセスに影響しません。

ステップ 4 要件の [Priority] を指定します。値が 小（「1」など）の要件のプライオリティが 大になり、 初に

実行されます。要件に失敗した場合、この要件に設定された対処法の説明がユーザにプッシュされ、そ

の他の要件はテストされません。したがって、失敗する可能性が も高い要件のプライオリティを 大

にすることによって、処理時間を 短にすることができます。

ステップ 5 Requirement Type として [Link Distribution] を選択した場合は、[File Link URL] フィールドに、必要

なインストール ファイルまたはパッチ アップデートを取得できる Web ページの URL を入力します。
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（注） Mac OS X Agent は、自動修復をサポートしていません。したがって、AV Definition Update または 
AS Definition Update 要件タイプを選択する際に New Requirement 設定ページに表示される 
Remediation 機能（Remediation [Type]、[Interval]、および [Retry Count]）は、Macintosh クライア

ント修復作成時に役割を果たしません。

ステップ 6 [Requirement Name] に、システム要件を識別する一意の名前を入力します。この名前は、CAA ダイア

ログに表示されます。

ステップ 7 [Description] フィールドに、要件の説明、およびユーザに役立つ手順を入力します。

ステップ 8 要件を適用する [Operating System] を選択します（少なくとも 1 つ選択する必要があります）。

ステップ 9 [Add Requirement] をクリックして、ダウンロード要件の設定を保存します。

ステップ 10 [Requirement List]に要件が表示されます。

図 12-67 に、CAA の要件設定フィールドの表示例を示します。

図 12-67 Mac OS X Agent 要件（ユーザ表示例）

規則への要件のマップ

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。

（注） Mac OS X Agent では、カスタム チェックおよびカスタム規則をサポートしていません。AV 規則およ

び AS 規則を割り当てることができるのは、Link Distribution、Local Check、AV Definition Update、
および Mac OS X ポスチャ修復のための AS Definition Update 要件のタイプに対してだけです。
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ステップ 1 [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（図 12-68）。

図 12-68 要件にマップする規則の選択

ステップ 2 [Requirement Name] メニューで、マップする要件を選択します。

ステップ 3 [Operating System] メニューで、要件に対応した OS 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。

ステップ 4 [Requirements met if] オプションで、次のいずれかのオプションを選択します。

 • [All selected rules 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、選択し

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、選択した

規則をすべて満たさないことである場合 

クライアントが要件に適合しない場合は、要件に対応付けられたソフトウェアをインストールするか、

または指示された手順を実行する必要があります。

ステップ 5 AV Virus Definition 規則（背景がイエロー）および AS Spyware Definition 規則（背景がブルー）の場

合は、クライアントの定義ファイルの日付が、CAM が [Updates] から入手可能なものよりも数日間古

い日付になるように、CAM を設定することができます（ 新の製品ファイル日付については、[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 /スパイウェア

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。

次のいずれかのチェックボックスをクリックします。

 • [For AV Virus Definition rules, allow definition file to be x days older than]
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 • [For AS Spyware Definition rules, allow definition file to be x days older than]

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。この場合、定義日をファイル /シス

テム日付よりも古い日付に設定できません。

次のいずれかを選択します。

 • [Latest file date]：クライアント定義ファイルを、CAMの 新のウイルス /スパイウェア定義日よ

りも指定日数だけ古い日付にすることができます。

 • [Current system date]：クライアント定義ファイルを、 後に [Update] が実行された時点の CAM 
のシステム日よりも指定日数だけ古い日付にすることができます。

（注） 特定の要件にこの機能を設定した場合、Agent は AV/AS 製品の定義日を検索してから、日付がこの要

件を満たすかどうかを検証します。Agent が定義日を検出できない場合（この製品で定義日の検出がサ

ポートされていない場合など）、この機能は無視され、Agent はクライアントに 新の定義バージョン

があるかどうかを調べます。

ステップ 6 ページをスクロールダウンして、要件に対応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。規則はプライオリティ順に適用されます。

ステップ 7 [Update] をクリックします。

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 終手順では、システム内のユーザ グループに要件を適用します。

（注） 標準ログイン 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（「ユーザ ロールの作成」

（P.7-1）を参照）。

ステップ 1 [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。

図 12-69 ロールと要件のマッピング
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ステップ 2 [Role Type] メニューで、設定するロールのタイプを選択します。通常は、[Normal Login Role] を選択

します。

ステップ 3 [User Role] メニューで、ロールの名前を選択します。

ステップ 4 ロール内でユーザに適用する各要件に対応した [Select] チェックボックスをクリックします。

ステップ 5 [Update] をクリックします。

ステップ 6 終了する前に、ロール内のユーザが Mac OS X CAA を使用する必要があるか確認してください。「Mac 
OS X Agent 要件の作成」（P.12-71）を参照してください。

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。[Device Management] > [Clean Access] > 
[Clean Access Agent] > [Requirements] > [Requirement List] の [Validity] カラムは、規則が有効の場

合はブルーのチェックマーク、規則が無効の場合はレッドの「X」を表示します。

図 12-70 要件リスト 

マウスでレッドの「X」アイコン（ある場合）を強調表示して、このフォームでどの規則とチェックが

要件を無効にしているかを確認してください。

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。一般的に、オペレーティング システムが一致

しない場合に要件 /規則が無効になります。

無効な要件を訂正するには 

ステップ 1 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Requirements] > 
[Requirement-Rules] に移動します。

ステップ 2 ドロップダウン メニューで無効な [Requirement Name] を選択します。

ステップ 3 [Operating System] を選択します。

ステップ 4 [Requirement met if:] 式が正しく設定されていることを確認します。

ステップ 5 要件に対して選択された規則が有効であること（Validity カラム内にブルーのチェックマークが付いて

いること）を確認します。
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Optional および Audit 要件の設定

[New Requirement] または [Edit Requirement] フォームの [Enforce Type] ドロップダウン メニューだ

けを使用して、[Mandatory]、[Optional]、または [Audit] 要件を作成できます。オプション要件を使用

すると、この要件に違反した場合に、ネットワークからクライアントをブロックしなくても、Agent 
ユーザの管理レポートを表示することができます。オプション要件に違反したユーザは Temporary 
ロールに配置され、Agent ダイアログの要件名の前に「Optional」が付加されます。ただし、この場合

も、[Skip] をクリックして、次の要件に進むか、その他の要件が設定されていない場合はネットワーク

作業を継続できます。

ユーザが要件を満たす期間を延長し、その期間はネットワークからユーザがブロックされないようにす

る場合は、特定の日付で要件を満たすように指示する命令をオプション要件に設定します。後で、指定

された日に要件を適用して、要件を必須にすることができます。

ユーザに通知せずにクライアント システムの要件をサイレントにチェックし、レポートを生成して 
CAS に送り返すには、ユーザのネットワーク アクセスに影響せずに、結果（成功または失敗）だけを

報告する監査だけの要件を設定できます。

Optional および Audit 要件を作成するには

ステップ 1 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Requirements] > [New Requirement] 
に移動します。
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図 12-71 Optional および Audit 要件

ステップ 2 ドロップダウン メニューで [Requirement Type] を選択します。

ステップ 3 [Enforce Type] ドロップダウン メニューから [Optional]（強制なし）または [Audit]（サイレント評価）

を選択します。

[Optional] 要件では、ユーザには要件が伝えられますが、必要に応じて [Skip] をクリックし、無視で

きます。クライアント システムが要件を満たさなくても、ユーザは次に進んだり、ネットワークにア

クセスすることができます。[Audit] 要件では、システムは監査レポートを生成しますが、ユーザの 
Assessment Report ウィンドウには Audito 要件が表示されず、ユーザのネットワーク アクセスは影響

されません。

ステップ 4 クライアントでこの要件を実行する [Priority] を選択します。ハイ プライオリティ（たとえば、1）の

場合、他のすべての要件よりこの要件が優先されてシステムでチェックされ、その順序で Agent ダイ

アロ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。

（注） Mac OS X Agent は、自動修復をサポートしていません。したがって、Macintosh クライアント修復の

要件タイプを作成する際に、New Requirement 設定ページに表示される Remediation 機能

（Remediation [Type]、[Interval]、および [Retry Count]）は役割も果たしません。
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レポートの表示
ステップ 5 [Requirement Name] にオプション要件の名前を入力します。

ステップ 6 [Description] フィールドに説明を入力し、この要件がオプション要件であること、および Agent ダイ

アログの [Skip] ボタンをクリックしてネットワーク作業を継続できることをユーザに通知します。

ステップ 7 [Operating System]  で、該当するチェックボックスをクリックします。

ステップ 8 [Add Requirement] をクリックします。

必須要件と同じ方法で、オプション要件を規則およびロールに対応付ける必要があります。詳細につい

ては、「規則への要件のマップ」（P.12-86）および「ユーザ ロールへの要件の適用」（P.12-62）を参照

してください。

図 12-72 Optional 要件の Mac OS X Agent ダイアログ

レポートの表示
管理者 Agent [Reports] ページ（[Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > 
[Reports] > [Report Viewer]）には、CAA および Cisco NAC Web Agent セッションに関する詳細が表

示されます。この情報にはユーザ アクセスの試行回数、およびシステム チェック結果が含まれます。

[Reports] ページを使用すると、管理者は Agent レポートの記録と検索を実行して、情報収集を進めて

編集されたレポート データをエクスポートし、統計分析と Agent 接続問題のトラブルシューティング

に役立てることができます。[Reports] ページは、次のカラム ヘッダーを使用して Agent レポート エン

トリ情報を表示します。

[Status]：緑または赤のフラグは、Agent 接続の成功または失敗を示します。

[User]：クライアント マシンからのセッションを確立するのに使用されるユーザ ID です。

[Agent]：クライアント セッションを開始するのに使用される Agent のタイプを指定します（Windows 
Clean Access Agent、Mac OS X Clean Access Agent、または Cisco NAC Web Agent）

[IP]：クライアント マシンの IP アドレスです。

[MAC]：クライアント マシン インターフェイス MAC アドレスです。

[OS]：クライアント マシンで検出されたオペレーティング システムです。
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[Time]：ユーザが Agent セッションの開始を試行した日付と時刻です。

（注） 背景が赤の Report List エントリは、システム チェックに失敗したクライアントを示します。

図 12-73 Agent 管理者レポート

Reports ページでは、追加のクライアント レポート表示基準をアクティブにして定義することにより、

ユーザ セッションのリストをフィルタリングすることもできます。たとえば、ユーザが毎日（さらに 1 
日数回）ログインするような非常に大きなユーザ アクセス ベースがあり、より管理可能な数にレポー

トの総数を制限する場合、単一のユーザ ID または特定のデバイスからのすべてのユーザ セッションに

関するユーザセッション情報を表示するように選択できます。ドロップダウン メニューから使用可能

なフィルタ パラメータは次のとおりです。

 • [Status]：成功、失敗、または両方のタイプのユーザ セッションをリストすることができます。

 • [Username]：クライアント レポート リストに表示するためのすべてまたは特定の一部のユーザ ID 
を指定できます。

 • [IP]：指定された IP アドレスのすべてまたは一部が一致するものに クライアント レポートのリス

トを限定することができます（たとえば、「starts with」「10.12.4.」と指定することで、このパラ

メータを使用してユーザ リストを 10.12.4.<x> の範囲にある IP アドレスに限定できます）。

 • [MAC]：指定された送信元 MAC アドレスのすべてまたは一部が一致するものにクライアント レ
ポートを限定することができます。

 • [OS]：クライアント マシンで検出されたオペレーティング システムに基づいてクライアント レ
ポートを表示することができます。

 • [Time]：特定の時間以降、または特定の時間までの、クライアント レポート エントリを表示でき

ます（たとえば、直近の 1 時間、前日までなど）。

 • [Software]：特定のインストール済み AV、AS、または未サポートの AV/AS ソフトウェアに対す

るクライアント レポートを表示できます。

 • [Requirement]：特定の Agent 要件に関連したクライアント レポートだけを表示できます。

 • [Requirement Status]：指定された [Requirement]（上記）の成功または失敗 Agent 要件のクライ

アント レポートを表示できます。
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 • [System Name]：指定されたクライアント システム名のすべてまたは一部に関連したクライアント 
レポートを表示できます。

 • [System User]：特定のシステム ユーザ（つまり、実際のユーザ セッションが開始された時点での

クライアント マシンにログインしたユーザで、上記の [Username] と同じ ID でなくてもよい）に

関連したクライアント レポートを表示できます。

 • [System Domain]：クライアント マシンがログインしたシステム ドメインに基づくクライアント 
レポートだけを表示できます。

 • [User Domain]：クライアント [System User] ID が関連しているユーザ ドメインに基づくクライア

ント レポートだけを表示できます。

検索オプションのパラメータを選択し定義した後に [Filter] ボタンをクリックすると、基準に一致する

すべてのクライアント レポート エントリの概要と、各クライアントの詳細な管理者レポートが表示さ

れます。

たとえば、[OS] フィルタ オプションを使用して、ドロップダウン リストからオプションを 1 つ選択す

ることにより、Agent レポート表示をより少ない数のレポート エントリになるようにすることができ

ます（図 12-74）。

図 12-74 Agent 管理者オプション - OS フィルタ オプション

[Reset] をクリックして、フィルタ ドロップダウン メニューからオプションの検索基準を無効にして、

クライアント レポート表示リストをデフォルト設定に戻すことができます。

[View] ボタン（右端にある虫眼鏡アイコン）をクリックして、図 12-75で示すように個別ユーザ レ
ポートを表示します。
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図 12-75 Agent レポートの例 

Agent レポートには、ユーザ、オペレーティング システム、Agent バージョン、およびドメイン情報の

ほか、ユーザ ロールに適用可能な要件（Mandatory および Optional の両方）が表示されます。ユーザ

が満たしている要件はグリーンで、満たしていない要件はレッドで表示されます。要件を構成している

各チェックは、ステータス（Passed、Failed、または Not executed）を基準として表示されます。これ

により、要件に違反した場合に、違反したチェックを正確に表示することができます。

[Not Executed] チェックは、別の OS に適用されたなどの理由により、適用されなかったチェックで

す。[Failed] チェックの原因は、「OR」演算であることがあります。レポートを削除するには、

[Delete] ボタンをクリックします。これにより、フィルタリング基準に基づいて現在選択されているレ

ポート エントリがすべて削除されます。
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Agent レポートのエクスポート

[Export] および [Export (with text)] ボタンを使用して、Agent レポート データを含む CSV ファイルを

ローカル ハードディスク ドライブに保存して、トラブルシュ [ティングまたは統計分析目的で必要な

場合にいつでも検索、表示、変更できるようにします。

ステップ 1 [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Reports] > [Report Viewer] に移動

します（図 12-76を参照）。

ステップ 2 [Export] または [Export (with text)] をクリックします。

図 12-76 Agent レポートのエクスポート

ステップ 3 次のいずれかを実行します。

 • [Open] をクリックして、結果 Agent レポート ファイルを表示します。

 • [Save] をクリックして、Agent レポート ファイルを保存するローカル マシン内のディレクトリに

移動して、ファイル名を入力し、ナビゲーション ダイアログ内の [Save] をクリックすると、以降

の日付のレポートを表示できます。

レポート数の制限

ログ内のレポート数を制限するには、[Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] 
> [Reports] > [Report Setting] を使用します。 大レポート数には 100 ～ 200000（デフォルトは 
30000）を指定します。

CAA/Cisco NAC Web Agent レポートは独自のテーブルに格納され、一般的なイベント ログから分離

されます。
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C H A P T E R 13

Cisco NAC アプライアンス エージェント

この章では、次の Cisco NAC アプライアンス アクセス ポータルの概要、ログイン フロー、および

セッション終了対話について説明します。

 • 「Windows Clean Access Agent」（P.13-1）

 • 「Mac OS X Clean Access Agent」（P.13-21）

 • 「Cisco NAC Web Agent」（P.13-43）

 • 「Agent のトラブルシューティング」（P.13-63）

Windows Clean Access Agent
この項では、クライアント マシンにインストールされている持続的ネットワーク アクセス アプリケー

ション経由でユーザに内部ネットワークへのログインを許可するように Clean Access Agent を設定す

る方法を説明します。

 • 「Windows Clean Access Agent の概要」（P.13-1）

 • 「Windows Clean Access Agent の設定手順」（P.13-2）

 • 「Windows Clean Access Agent ユーザ ダイアログ」（P.13-2）

Windows Clean Access Agent の概要

Clean Access Agent には、クライアント マシンに対して、ローカルマシン エージェント ベースのポス

チャ評価および復旧を行う機能があります。ユーザは CAA（読み取り専用クライアント ソフトウェ

ア）をダウンロードおよびインストールして、ホストのレジストリ、プロセス、アプリケーション、お

よびサービスをチェックすることができます。CAA を使用すると、Windows アップデートまたは AV
（アンチウイルス）や AS（アンチスパイウェア）の定義のアップデートを実行したり、正規の復旧プ

ログラムを起動したり、Clean Access Manager（CAM）にアップロードされたファイルを配布したり、

ユーザがファイルをダウンロードしてシステムを修復できるように Web サイト リンクを Web サイトに

配布したり、情報や手順を配布することができます。

Clean Access Agent は、ユーザがログインすると、ユーザ ロールまたはオペレーティング システムに

設定された要件を Clean Access Server（CAS）から取得し、要求されたパッケージを検索し、レポー

トを（CAS を介して）CAM に送信します。クライアントに関する要件が満たされている場合、ユーザ

はネットワークにアクセスできます。要件が満たされていない場合、Agent は満たされていない要件ご

とに、ユーザにダイアログを表示します。このダイアログ（[New Requirement] フォームで設定）に

は、クライアント マシンを要件に適合させる手順および対処法が表示されます。
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Clean Access Agent のポスチャ評価を CAM に設定するには、規則およびチェック基準（任意）に基づ

いて要件を作成してから、ユーザ ロールまたはクライアント オペレーティング システムに適用しま

す。詳細については、第 12 章「エージェント要件の設定」を参照してください。

（注） 概要については、「Clean Access Agent のクライアント評価プロセス」（P.10-4）を参照してください。

Windows Clean Access Agent の設定手順 
Windows Clean Access Agent を設定するために必要な基本手順は、次のとおりです。

1. 第 11 章「Agent の配布」の手順に従って、CAA の配布とダウンロードをイネーブルにします。

2. 第 12 章「エージェント要件の設定」の手順に従って Agent の要件を設定します。

a. 「AV および AS Definition Update 要件の設定」（P.12-3）

b. 「Windows Server Update Services 要件の設定」（P.12-17）

c. 「Windows Update 要件の設定」（P.12-25）

d. 「カスタム チェック、規則、および要件の設定」（P.12-31）

e. 「Launch Programs 要件の設定」（P.12-46）

f. 「要件と規則のマッピング」（P.12-60）

g. 「ユーザ ロールへの要件の適用」（P.12-62）

h. 「要件の検証」（P.12-63）

i. 「Optional および Audit 要件の設定」（P.12-64）

Windows Clean Access Agent ユーザ ダイアログ

ここでは、ネットワークに Cisco NAC アプライアンスがインストールされており、CAA が必要で、

ユーザ ロール用に設定されている場合のユーザ操作を示します。

（注） VPN コンセントレータの背後の Single Sign-On（SSO）用に設定された CAA の詳細については、

『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』を

参照してください。

1. ユーザが 初に Web ブラウザを開くと、Web ログイン ページにリダイレクトされます

（図 13-59）。
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図 13-1 ログイン ページ

2. ユーザは Web ログイン ページにログインすると、CAA インストール ファイルのワンタイム ダウ

ンロードを実行できる [Clean Access Agent Download] ページにリダイレクトされます

（図 13-59）。

図 13-2 CAA ダウンロード ページ
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3. [Download Clean Access Agent] ボタンをクリックします（ボタンに、ダウンロードされている 
Agent のバージョンが表示されます）。

（注） [Device Management] > [Clean Access] > [General Setup] > [Agent Login] で [Allow restricted 
network access in case user cannot use Clean Access Agent] オプションが選択されている場合、

[Get Restricted Network Access] ボタンと関連するテキストが [Download Clean Access Agent] 
ページに表示されます。詳細については、「エージェント ログイン」（P.10-19）を参照してく

ださい。

4. クライアント システムのダウンロード フォルダに CCAAgent_Setup.exe ファイルを保存してか

ら、CCAAgent_Setup.exe ファイルを実行します。

（注） CAS 証明書がクライアント側で信頼されない場合、ユーザは、Clean Access Agent インストールを正

常に次に進める前に表示される [Security Alert] ダイアログで証明書を受け入れる必要があります。

5. [Welcome to the InstallShield Wizard for Clean Access Agent] ダイアログが表示されます

（図 13-66）。

図 13-3 [Clean Access Agent InstallShield] ウィザード

6. セットアップ ウィザードに、ユーザに簡単なインストール手順のプロンプトが表示され、ユーザ

に CAA を C:¥Program Files¥Cisco Systems¥Cisco Clean Access¥Clean Access Agent にインス

トールし、クライアントにデスクトップ ショートカットを追加するように促します（図 13-4）。

図 13-4 デスクトップ ショートカット 

7. InstallShield Wizard が完了し、ユーザが [Finish] をクリックすると、CAA ログイン ダイアログが

ポップアップし（図 13-5）、システム トレイに CAA タスクバー アイコンが表示されます。
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図 13-5 CAA のログイン ダイアログ

8. 証明書を入力してネットワークにログインします。Web ログイン ページと同様に、複数の認証プ

ロバイダーが設定されている場合は、[Provider] リストから 1 つを選択できます。

（注） セッション ベースの [Remember Me] チェックボックスをクリックすると、ユーザがアプリ

ケーションを終了またはアップグレードしたり、マシンをリブートしたりしない場合、ログイ

ン /ログアウトを何回実行しても [User Name] および [Password] フィールドに、直前に入力し

た値が読み込まれます。マシンを共有している場合は、[Remember Me] チェックボックスをオ

フにして、マシン上の複数のユーザが個々のユーザ名とパスワードを常に入力するようにしま

す。 
 

Cisco Clean Access がユーザ認証で RADIUS サーバを使用しており、追加の証明書を使用して

ユーザを認証するようにサーバが設定されている場合「RADIUS のチャレンジ /レスポンス方

式 Windows Clean Access Agent ダイアログ」（P.13-15）のようにユーザに、1 つ以上の追加の

チャレンジ /レスポンス方式ダイアログが表示される場合があります。

9. ユーザはシステム トレイの CAA アイコンを右クリックして、Agent のタスクバー メニューを起動

できます（図 13-6）。

図 13-6 CAA のタスクバー メニュー

タスクバー メニュー オプションの内容は、次のとおりです。

[Login/Logout]：このトグルは、ユーザのログイン ステータスを反映します。

[Login] は、ユーザが Clean Access Server の背後に存在し、ログインしていない場合に表示されま

す。
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[Logout] は、ユーザがすでに Cisco NAC アプライアンスにログインしている場合に表示されます。

ディセーブル（グレー表示）の [Login] は、CAS から Clean Access Agent への SWISS 応答が存

在しない場合に発生します。次の場合にこの状態になります。

 • CAA が CAS を検出できない場合

 • OOB 配置：Clean Access Agent ユーザが CAS 経由ですでにログインしており、現在アクセス 
VLAN 上にいる場合

 • SSO を使用するマルチホップ L3（VPN/WLC）配置：ユーザが VPN コンセントレータ経由で
認証されており、したがって、すでに Cisco NAC アプライアンスに自動でログインしている
場合 

 • デバイス フィルタ：MAC アドレス ベースの認証がこのユーザのマシンに設定されており、
ユーザ ログインが必要ない場合 

[Popup Login Window]：このオプションは Clean Access Agent が 初にインストールされたとき

にデフォルトで設定されており、ユーザが Clean Access Server の背後に存在し、ログインしてい

ないことを検出した場合に Agent ログイン ダイアログが自動的にポップアップします。

[Properties]：[Properties] を選択すると [Agent Properties and Information] ダイアログ（図 13-7）
が起動し、L3 配置のクライアント マシンおよび Discovery Host にインストールされたすべての 
AV 製品および AS 製品が表示されます。

図 13-7 Properties 

[About]：Clean Access Agent のバージョンが表示されます（図 13-8）。

図 13-8 About 
13-6
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16410-01-J



 

第 13 章      Cisco NAC アプライアンス エージェント

Windows Clean Access Agent   
[Exit]：アプリケーションを終了し、タスクバーの Clean Access Agent アイコンを削除し、ユーザ

を自動的にログオフします。

（注） • Clean Access Agent を終了するか、またはタスクバー アイコンが稼動していない場合は、デスク

トップのショートカット（図 13-7）をクリックすることで Agent を起動して、タスクバー アイコ

ンを表示することができます。

 •  タスクバー メニューで [Popup Login Window] がディセーブルの場合、ユーザは常にシステム ト
レイから Agent アイコンを右クリックして、[Login]（図 13-6）を選択して、ログイン ダイアログ

を起動できます。

（注） [Auto-Upgrade for Already-Installed Agents]：Clean Access Agent がすでにインストールされている場

合、アップグレード通知をディセーブルにしていないかぎり、ログインするたびに自動アップグレード

のプロンプトがユーザに表示されます。オプションでマシンのシャットダウン時に強制的にログアウト

することもできます（デフォルトでは、マシン シャットダウン時もユーザはログインしたままです）。

自動アップグレードは必須またはオプションに設定できます。自動アップグレードがイネーブルの状態

で、新しいバージョンの Agent を CAM から使用できる場合、既存の Agent ユーザにはログイン時に

次のいずれかのアップグレード プロンプトが表示されます（図 13-9 または図 13-10）。

図 13-9 自動アップグレード プロンプトの例（必須）

図 13-10 自動アップグレード プロンプトの例（任意）

10. [OK] または [Yes] をクリックすると、Clean Access Agent を 新バージョンにアップグレードす

るセットアップ ウィザードが起動されます（P.13-53 の図 13-66）。Agent がアップグレードし、

ユーザがログインすると、要件のチェックが続行されます。

11. ユーザが証明書を送信すると、CAA はユーザ ロール用に設定された要件をクライアント システム

が満たすかどうかを自動的にチェックします。ネットワーク スキャンも設定されている場合は、

図 13-67 のダイアログも表示されます。
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図 13-11 Clean Access Agent のスキャニング ダイアログ 
 

12. 要求されたソフトウェアが存在しない場合は、[You have temporary access!] ダイアログ

（図 13-69）が表示されます。ダイアログで指定されたセッション タイムアウト中は、ユーザに 
CAA Temporary ロールが割り当てられます。Temporary ロール セッション タイムアウトはデフォ

ルトで 4 分に設定されており、ユーザが Web リソースにアクセスして、必要なソフトウェアのイ

ンストール パッケージをダウンロードできる十分な時間が設定されている必要があります。

図 13-12 Temporary アクセス：要件に違反 

13. [Continue] をクリックすると、AV またはカスタム要求に関する Clean Access Agent ダイアログが

表示されます。このダイアログでは、欠落しているソフトウェアが識別され、その要件タイプに設

定されている説明、アクション ボタン、またはリンク、またはこの複数が表示されます。
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14. ユーザを次のステップに誘導するために要件の [Description] フィールドに設定した内容が、

[Description] テキストに表示されます。 実行する AV または AS アップデートの説明、アクセスす

る Web リソース、CAM を介して配布しているインストール ファイル、または説明が必要である

場合のある要件のその他の項目すべてを指定します。

[AV Definition Update] 要件（図 13-13）の場合は、[Update] ボタンをクリックして、システムの

クライアント AV ソフトウェアを更新します。

図 13-13 AV Definition Update 要件の例
 

Clean Access Agent は、AV/AS ソフトウェアが更新されると、成功したことを示す確認メッセージを

表示します（図 13-14を参照）。

図 13-14 AV Definition Update が成功したことを示す確認メッセージ

（注） Clean Access Agent はクライアントにインストールされている AV/AS ソフトウェアのアップデート メ
カニズムから受信する応答に基づいて、成功したことを示す確認メッセージを表示します。Agent は 
AV/AS クライアント ソフトウェアとアップデート サーバ間のアップデート相互作用を制御しません。

[AS Definition Update] 要件（図 13-15）の場合は、[Update] ボタンをクリックして、クライアン

ト システムの AS ソフトウェアの定義ファイルを更新します。
13-9
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド         

OL-16410-01-J



 

第 13 章      Cisco NAC アプライアンス エージェント           

Windows Clean Access Agent
図 13-15 AS Definition Update 要件の例
 

[Windows Update] 要件（図 13-16）の場合、ユーザは [Update] ボタンをクリックして、要件に 
[Automatically Download and Install] が設定されている場合に Windows Update を設定し、クライ

アント システムのアップデートを強制します。

図 13-16 Windows Update 要件の例
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[Windows Server Update Service] 要件（図 13-17）の場合、[Update] ボタンをクリックして、

[Windows Server Update Service] を設定し、クライアント システムのアップデートを強制します。

図 13-17 Windows Server Update Service 要件の例
 

[Launch Program] 要件（図 13-18）の場合、[Launch] ボタンをリックして、要件が満たされない

場合に復旧するために、認定されたプログラムを自動起動します。

図 13-18 Launch Programs 要件の例
 

[File Distribution] 要件（図 13-19）の場合、ボタンをクリックすると、[Go To Link] でなく 
[Download] が表示されます。[Download] をクリックすると、[Save file to] ダイアログが表示され

ます。 インストール ファイルをローカル フォルダに保存し、そこから実行可能ファイルを実行す

る必要があります（File Distribution によってユーザに提供できる 大ファイル サイズは 500MB 
です）。
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図 13-19 File Distribution 要件の例
 

[Link Distribution] 要件（図 13-20）の場合は、[Go To Link] をクリックして、必要なソフトウェ

ア インストール ファイルの Web サイトにアクセスできます。 ブラウザが開き、Location フィール

ドで指定された URL が表示されます。

図 13-20 Link Distribution 要件の例
 

15. この段階で [Cancel] をクリックすると、ログイン プロセスが停止します。

16. 要件ごとに、必要な処理（Update、Go To Link、Download）が完了したら、[Next] をクリックし

て次に進む必要があります。Clean Access Agent はシステムを再スキャンして、要件が満たされて

いることを確認します。満たされている場合、Agent はロールに設定された次の要件に進みます。

17. [Network Policy] ページがロールに対応するように設定されている場合、要件が満たされていれ

ば、次のダイアログが表示されます（図 13-21）。（CAM または外部サーバにアップロードされた）

[network usage policy] HTML ページを表示するには、[Network Usage Terms & Conditions] リン

クをクリックします。正常にログインするには、[Accept] ボタンをクリックする必要があります。 
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図 13-21 ネットワーク ポリシー ダイアログ

このダイアログの設定の詳細については、「Agent ユーザ用の Network Policy ページ（AUP）の設

定」（P.11-8）を参照してください。

18. すべての要件が満たされている場合（およびネットワーク ポリシーが設定されている場合はそれ

を受け入れた場合）、ユーザは Temporary ロールから標準ログイン ロールに転送され、ログイン成

功ダイアログが表示されます（図 13-22）。ユーザは標準ログイン ロールで許可されたネットワー

クに自由にアクセスできます。

（注） 要求をオプション化する [Do not enforce requirement] オプションがオンの場合に、Clean Access 
Agent 内でオプション要件に対応する [Next] をクリックすると、その他の要件がすべて満たされてい

れば、次の要件ダイアログまたはログイン成功ダイアログが表示されます。

（注） 管理者は Login および Logout 成功ダイアログが指定した秒数のあとに自動的に閉じるように設定した

り、どちらのダイアログも表示されないように設定したりできます。詳細については、「エージェント 
ログイン」（P.10-19）を参照してください。
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図 13-22 ログイン成功 

19. [Device Management] > [Clean Access] > [General Setup] > [Agent Login] にある [Allow restricted 
network access in case user cannot use Clean Access Agent] オプションをイネーブルにすると、

Clean Access Agent 認証ダイアログに [Limited]（アクセス制限）ボタンが表示され、ユーザが

「制限付き」ネットワーク アクセスの受け入れを選択できます。[Limited] ボタンをクリックした

場合、ユーザは、制限の少ない標準のネットワーク アクセス ロールの代わりに「制限付き」ユー

ザ ロールで Cisco NAC アプライアンス システムにログインし、図 13-23に示されているようなロ

グイン確認ダイアログが提示されます。制限付きネットワーク アクセスのイネーブル化に関する

詳細は、「エージェント ログイン」（P.10-19）を参照してください。

図 13-23 制限付きネットワーク アクセス
 

20. ネットワークをログオフするには、システム トレイ内の CAA アイコンを右クリックして、

[Logout] を選択します。 ログアウト画面が表示されます（図 13-81）。管理者がユーザをネット

ワークから削除する場合、[Popup Login Window] が設定されている場合には、[Login] ダイアロ

グが代わりに再表示されます。
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（注） 管理者は Login および Logout 成功ダイアログが指定した秒数のあとに自動的に閉じるように設定した

り、どちらのダイアログも表示されないように設定したりできます。詳細については、「エージェント 
ログイン」（P.10-19）を参照してください。

図 13-24 ログアウト成功 

21. 要件を満たたユーザは、自身のコンピュータまたは Clean Access Agent 要件に変更がないかぎり、

次のログイン時にこれらの Clean Access Agent チェックにパスします。

22. 要求されたソフトウェア インストールでコンピュータの再起動が必要な場合は、ネットワークを

ログアウトしてから、再起動する必要があります。そうしないと、ユーザはセッションがタイムア

ウトするまで Temporary ロールにとどまります。セッション タイムアウトおよびハートビート 
チェックを設定すると、ネットワークのログアウトに失敗したユーザを手動で切断できます。

RADIUS のチャレンジ /レスポンス方式 Windows Clean Access Agent ダイアログ

リモートユーザの確認に RADIUS サーバを使用するように CAM を設定した場合、エンド ユーザの 
CAA ログイン セッションでは、標準のユーザ ID およびパスワード加えて、他のダイアログ セッショ

ンで利用できない追加の認証チャレンジ /レスポンス ダイアログに対応することができます。この追加

の対話方式は、RADIUS サーバ自体のユーザ認証プロファイルによるもので、CAM に追加設定は不要

です。たとえば、標準のユーザ ID およびパスワードに加えてトークン生成 PIN や他のユーザ固有の認

定証を確認するような、RADIUS サーバ プロファイル設定に追加の認証確認を装備することができま

す。この場合、1 つ以上のログイン ダイアログ画面がログイン セッションの一部として表示される場

合があります。

次の項では、Windows Clean Access Agent ユーザ認証用の対話のやりとりの例を紹介します。

1. リモート ユーザは通常どおりにログインし、ユーザ名とパスワードを入力します（図 13-5 を参

照）。
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図 13-25 Windows Clean Access Agent のログイン ダイアログ

2. 関連付けられた RADIUS サーバが追加の証明書でユーザを認証するように設定されている場合、

図 13-26 に表示されたパスワードの更新シナリオと同じような追加のチャレンジ /レスポンス方式

ダイアログが 1 つ以上ユーザに表示されます。ユーザは、追加の証明書を追加して、認証と接続を

実行する必要があります。
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図 13-26 追加の Windows RADIUS チャレンジ /レスポンス方式セッション ダイアログ

3. 追加のチャレンジ /レスポンス方式ダイアログが検証されると、RADIUS サーバは、ユーザが正常

に認証され、リモート アクセスを許可する必要があることを CAM に通知します。
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図 13-27 Windows RADIUS チャレンジ /レスポンス方式認証が成功した場合

Clean Access Agent のローカライズされた言語テンプレート

Clean Access Agent では、デフォルトの英語のほかに言語テンプレートを使用して複数のヨーロッパ言

語をサポートしています。Clean Access Agent では、ドイツ語、イタリア語、フィンランド語、チェコ

語、ノルウェー語、スペイン語、デンマーク語、フランス語、ロシア語、スウェーデン語、トルコ語、

セルビア語、カタロニア語、ハンガリー語、オランダ語、およびポルトガル語をサポートしています。

Clean Access Agent は、ローカル コンピュータの Locale 設定に基づいた正しいテンプレートを選択し

ます。ローカライズされた Agent を使用するには、ユーザは、[コントロール パネル ] > [地域と言語の

オプション ] で対応する言語に Windows ロケール設定を変更する必要があります。たとえば、フラン

ス語で Agent を使用するには、Windows ロケールをフランス語に設定する必要があります。

さらに、Clean Access Agent エラー メッセージの警告と Properties データはすべて、サポート対象の

言語テンプレートに基づいています。Windows の英語版はすべての文字を正確に表示できないため、

たとえば、ロシア語の Agent をロシア版の Windows で使用するといったように、Windows のローカ

ライズ版でローカライズされた Agent を使用することを推奨します。管理者向けの要件と説明の名前

は、CAM に設定されたとおりになります。CAM では、適切な言語の文字を使用して、チェック、規

則、および要件の名前を設定できます。

（注） ロシア語の場合は Clean Access Agent をロシア語 Windows で実行する必要があります。これは英語版

の Windows では、一部の文字を正しく表示できないためです。

管理者の場合、要件と説明の名前は、CAM に設定されたとおりになります。CAM では、適切な言語

の文字を使用して、チェック、規則、および要件の名前を設定できます。

Clean Access Agent ダイアログでのテキスト ベースのメッセージは、すべてサポート対象の言語で表

示されますが、実際のチェックと規則の名前は CAM に設定されたとおりになります。
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（注） Clean Access Agent テンプレートのサポートは、Agent インストーラまたは AV/AS 製品の異なるクラ

イアント オペレーティング システムに対するサポートとは異なります。Agent 言語テンプレートは、

Agent のインストール後に表示される内容だけを制御します。

1. Clean Access Agent は [コントロール パネル ] > [地域と言語のオプション ] で設定されたクライア

ント PC の Windows ロケール設定（図 13-28）に基づいて正しいテンプレートを選択します。

図 13-28 ロケールに基づいた Clean Access Agent の言語テンプレート 

2. CAM に設定された要件は、言語テンプレートに表示されます（図 13-29）。

（注） テキスト ベースのすべてのメッセージはサポート対象の言語で表示されますが、実際の

チェック、規則、および要件の名前は CAM に設定されたとおりになります。CAM では、

適切な言語の文字を使用して、チェック、規則、および要件の名前を設定できます。
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図 13-29 Clean Access Agent 要件のダイアログ（ローカライズ済み） 

3. エラー、メッセージ、警告、および Properties データはすべて、サポート対象の言語テンプレート

に基づいています（図 13-30）。

図 13-30 言語テンプレートのメッセージおよびプロパティ

（注） Clean Access Agent テンプレートのサポートは、Agent インストーラ パッケージまたは AV/AS 製品が

別の OS でサポートされるものではありません。言語テンプレートは、Agent のインストール後に表示

される内容だけを制御します。
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Mac OS X Clean Access Agent
この項では、クライアント マシンにインストールされている持続的ネットワーク アクセス アプリケー

ション経由でユーザに内部ネットワークへのログインを許可するように Mac OS X Clean Access Agent 
を設定する方法を説明します。

 • 「Mac OS X Clean Access Agent の概要」（P.13-21）

 • 「Mac OS X Clean Access Agent の設定手順」（P.13-21）

 • 「Mac OS X ポスチャ評価の前提条件および制約事項」（P.13-22）

 • 「Mac OS X Agent でサポートされている要件タイプ」（P.13-23）

 • 「Mac OS X Clean Access Agent ダイアログ」（P.13-24）

 • 「Mac OS X Clean Access Agent のアプリケーション ファイルのロケーション」（P.13-38）

Mac OS X Clean Access Agent の概要

Mac OS X Clean Access Agent には、クライアント マシンに対して、ローカル マシン エージェント 
ベースのポスチャ評価および修復を行う機能があります。ユーザは Agent（読み取り専用クライアント 
ソフトウェア）をダウンロードおよびインストールします。これにより、ホストのレジストリ、プロセ

ス、アプリケーション、およびサービスをチェックすることができます。

Clean Access Agent は、ユーザがログインすると、ユーザ ロールまたはオペレーティング システムに

設定された要件を Clean Access Server（CAS）から取得し、要求されたパッケージを検索し、レポー

トを（CAS を介して）CAM に送信します。クライアントに関する要件が満たされている場合、ユーザ

はネットワークにアクセスできます。要件が満たされていない場合、Agent は満たされていない要件ご

とに、ユーザにダイアログを表示します。このダイアログ（[New Requirement] フォームで設定）に

は、クライアント マシンを要件に適合させる手順および対処法が表示されます。

Mac OS X Clean Access Agent のポスチャ評価を CAM に設定するには、規則およびチェック基準（任

意）に基づいて要件を作成してから、ユーザ ロールまたはクライアント オペレーティング システムに

適用します。詳細については、第 12 章「エージェント要件の設定」を参照してください。

（注） CAM Web コンソールでは、[Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > 
[Distribution] の Mac OS X CAA の配布オプションを表示できます。詳細については、「Windows CAA 
の配布」（P.11-17）を参照してください。

Mac OS X Clean Access Agent の設定手順

Windows Clean Access Agent を設定するために必要な基本手順は、次のとおりです。

1. 第 11 章「Agent の配布」の手順に従って、「Agent の使用要求」（P.11-3）および「Mac OS X 
CAA の配布」（P.11-19）を含む Mac OS X Clean Access Agent の配布とダウンロードをイネーブ

ルにします。

2. 「Mac OS X Agent 要件の作成」（P.12-71）の手順に従って、Mac OS X Agent の要件を設定しま

す。

a. 「AV および AS Definition Update 要件の設定」（P.12-71）

b. 「カスタム要件の設定」（P.12-83）

c. 「規則への要件のマップ」（P.12-86）
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d. 「ロールへの要件の適用」（P.12-88）

e. 「要件の検証」（P.12-89）

f. 「Optional および Audit 要件の設定」（P.12-90）

Mac OS X ポスチャ評価の前提条件および制約事項

Mac OS X Clean Access Agent を使用してポスチャ評価を実行するには、Macintosh クライアント マシ

ンおよび CAM/CAS が次の要件を満たす必要があります。

Mac OS X Agent の前提条件

 • Mac OS X Agent インストーラ（Apple の「Package Maker」システム アプリケーションにより作

成）では、クライアントに Mac OS X Clean Access Agent を起動する CCAAgent.app と IP アド

レス 更新手順を簡易化する dhcp_refresh の 2 つのアプリケーション ファイルをインストールしま

す。

 • Macintosh クライアント ポスチャ評価をサポートするには、クライアント マシンで 新リリース

の Mac OS 10.4（リリース 10.4.11）または 10.5（リリース 10.5.2）が稼動している必要がありま

す。Mac OS 10.2 および 10.3 は、ポスチャ評価および修復に対応していません。

 • Mac OS X Agent の自動アップグレードは、Cisco NAC アプライアンスのバージョン 4.1.3.0 以降

でサポートされています。ユーザは、Web ログイン経由で Agent をダウンロードし、Agent イン

ストールを実行することにより、クライアント マシンを 新の Mac OS X Agent にアップグレード

できます。詳しくは、『Release Notes for Cisco NAC Appliance, Version 4.5(1)』を参照してくださ

い。

 • Link Distribution 要件タイプによりブラウザが起動される場合は、ユーザが Safari ブラウザの 
Preference 設定で設定できるデフォルトのブラウザが使用されます。ユーザは、Safari、Firefox、
Opera など必要に応じて任意のブラウザを選択できます。

 • Mac OS X Agent では、UTF-8 をフル サポートしています。したがって、CAM からの要件が英語

以外の任意の言語（繁体字中国語など）で設定されていても、Mac OS X Agent では、引き続き 
Agent テキストを正しく表示できます。管理者に必要な作業は、Apple の Interface Builder を使用

して別のユーザ インターフェイス ファイル（.nib）を作成し、クライアント マシンの System 
Preferences でロケールを変更することだけです。この機能を実装するためにコードは必要ありま

せん。

ユーザ インターフェイスをローカライズするには、次の手順を実行します。

a. Interface Builder でローカライズされた新しい .nib ファイルを追加し、Mac OS X Agent
（zh_TW は、繁体字中国語の場合の言語コード）を再コンパイルします。

b. クライアント マシンの System Preferences でロケールを変更します。

c. これにより、Mac OS X Agent では、新しいロケール設定に基づいて、ローカライズされた

ユーザ インターフェイスを表示します。

 • ユーザ プリファレンス設定オプション 

（~/Library/Application Support/Cisco Systems/CCAAgent/preference.plist）：

a. CAS 検出時にログイン ウィンドウが自動ポップアップされないようにします。

b. Agent が終了されるまで、ユーザの証明書をメモリに保存することを許可します。

c. VLAN 検出間隔を変更します（デフォルトは 5 秒、0 はディセーブル )。

 • Agent 設定の設定オプション（/Applications/CCAAgent/Contents/Resources/setting.plist）：

a. Discovery Host IP アドレスを変更します。
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b. LogLevel 設定を変更します。

Mac OS X Agent の制約事項

 • Mac OS X Clean Access Agent では、Windows Clean Access Agent で使用できるポスチャ評価機

能の一部だけをサポートしています（Link Distribution、AV Definition Update、AS Definition 
Update、およびローカル チェックだけをサポート）

 • Mac OS X Agent では自動修復に対応していません。ユーザが、必須要件すべてを手動で修復し

て、クライアント マシンをネットワーク セキュリティ ガイドラインに準拠させる必要がありま

す。

 • Mac OS X Agent では、認証のための IP ベースの証明書をサポートしていません。

 • ログ ファイル（~/Library/Application Support/Cisco Systems/CCAAgent/event.log）は暗号化され

ています。復号化については Technical Assistance Center にお問い合せください。

CAM/CAS の制約事項

 • Cisco NAC アプライアンスでは、Mac OS 10.4 および 10.5 だけをサポートしています。Mac OS 
10.2 および 10.3 はサポートされていません。

 • Mac OS X Agent では、カスタム チェックおよびカスタム規則をサポートしていません。AV 規則

および AS 規則を割り当てることができるのは、Link Distribution、Local Check、AV Definition 
Update、および Mac OS X ポスチャ修復のための AS Definition Update 要件のタイプに対してだ

けです。

 • スタブ インストーラを使用して Mac OS X Agent をインストールするように CAM を設定すること

はできません。

Mac OS X Agent でサポートされている要件タイプ

Mac OS X Clean Access Agent では、Windows Clean Access Agent でサポートされているポスチャ評

価機能の一部だけを実行します。現在 Mac OS X Agent では、次のポスチャ評価機能をサポートしてい

ます。

 • Link Distribution：この要件タイプでは、ソフトウェアが入手可能な別の Web ページ（ソフト

ウェア ダウンロード ページなど）にユーザを転送します。リンクへの HTTP（および HTTPS の
両方またはいずれか一方）はアクセスを許可するように Temporary ロールが設定されているか確

認します。

 • Local Check：この要件タイプは、クライアント マシンに存在している必要のあるソフトウェアま

たは存在していてはいけないソフトウェアを検索するチェックを作成するために使用できます。

Mac OS X Agent では、Local Check は、主に、特定の要件が満たされているか満たされていない

場合に、ユーザに必要な作業を通知するメッセージ メディアとして使用されます。Mac OS X 
Agent Assessment Report ウィンドウでは、Message アイコンを使用して、Local Check 要件が表

示されます。
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 • AV Definition Update および AS Definition Update：これらの要件タイプは、サポートされてい

るアンチウイルス製品またはアンチスパイウェア製品についてのクライアント上の定義ファイルを

レポートするためおよび更新するために使用されます。

（注） Mac OS X Agent では、AV Definition Update と AS Definition Update の両方をサポート

していますが、Cisco NAC アプライアンス リリース 4.5 に関連付けられている Opswat ラ
イブラリには、現在 AS Definition Update が含まれていません。したがって、CAM AS 
Definition Update 要件設定ページでは、現在選択可能な AS Definition Update はありませ

ん。 
 

サポートされている AV/AS アプリケーションのリストについては、『Release Notes for 
Cisco NAC Appliance, Version 4.5(1)』の「Clean Access Supported AV/AS Product List」
の項を参照してください。

 • Windows Agent では「自動修復」に対応していますが、Mac OS X Agent ユーザは、セキュリティ

要件を満たすようにクライアント マシンを手動で修復する必要があります。この必須のユーザ対

話の詳細な例については、「Mac OS X Clean Access Agent ダイアログ」（P.13-24）を参照してく

ださい。

Mac OS X Clean Access Agent ダイアログ

ユーザ ログイン ID の作成、ユーザ ロールの作成、Web ログインのための Cisco NAC アプライアンス

の設定、および Mac OS X Clean Access Agent の初期設定とインストールについては、『Cisco NAC 
Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』の「Cisco 
NAC Appliance Agents」の章を参照してください。

（注） Mac OS X CAA は、VPN 配置による SSO をサポートしていますが、Active Directory による SSO は
サポートしていません。

詳細は、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration Guide, Release 
4.5(1) 』の「SSL Requirements for Mac OS/CAS Communication」の項も参照してください。

Mac OS X Clean Access Agent のユーザ シーケンスは次のとおりです。

1. ユーザが CAS の非信頼インターフェイス アドレスに移動し、Login ページ（図 13-31）にリダイ

レクトされます。
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図 13-31 ログイン ページ - Mac OS X

2. ユーザは [Download Clean Access Agent] ページに誘導されます（図 13-32）。

図 13-32 Clean Access Agent のダウンロード：Mac OS X

3. [Download] ボタンをクリックすると、CCAAgent_Mac OSX.tar.gz.tar ファイルがデスクトップに

ダウンロードされ（図 13-33）、解凍されます。
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図 13-33 デスクトップへの Clean Access Agent セットアップ実行ファイルのダウンロード 

4. CCAAgent.pkg ファイルをダブルクリックすると、CAA の Mac OS インストーラが起動します

（図 13-34）。

図 13-34 CCAAgent.pkg をダブルクリックし Clean Access Agent Installer を起動

5. [Continue] ボタンをクリックし、インストーラの Read Me 画面（図 13-35）に進みます。
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図 13-35 Mac OS X Agent のインストール：Read Me

6. [Continue] ボタンをクリックし、インストーラの [Select a Destination] 画面（図 13-36）に進みま

す。

図 13-36 Mac OS X Agent のインストール：Select a Destination
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図 13-37 Mac OS X Agent のインストール：Install/Upgrade ボタン

7. [Instal] または [Upgrade] ボタンをクリックして、インストールを実行します（図 13-37）。終了し

たら、[Close] をクリックします。

（注） Clean Access Agent がマシンに一度もインストールされていない場合、[Installation] 画面に 
[Install] ボタンが表示されます。一度でも Agent がインストールされている場合は、インス

トーラが起動された現時点でシステムに Agent が存在していなくても、[Upgrade] ボタンが表

示されます。

図 13-38 Mac OS X Agent インストールの経過表示
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図 13-39 Mac OS X Agent インストール：Install Succeeded

8. インストール後、CAA ログイン ダイアログが表示されます。Agent アイコンは、ツール メニュー

（図 13-40）から使用できるようになります。Agent アイコンを右クリックすると、メニューの選

択肢が表示されます。

 – [Login/Logout]（ログイン ステータスに応じて切り替わります）

（注） Cisco Clean Access がユーザ認証で RADIUS サーバを使用しており、追加の証明書を

使用してユーザを認証するようにサーバが設定されている場合、「RADIUS のチャレ

ンジ /レスポンス方式 Mac OS X Clean Access Agent ダイアログ」（P.13-40）のように

ユーザに、1 つ以上の追加のチャレンジ /レスポンス方式ダイアログが表示される場合

があります。

 – [Auto Popup Login Window]（デフォルトでイネーブル）

 – [About]（Clean Access Agent のバージョン画面を表示）

 – [Quit]（Clean Access Agent アプリケーションを終了）
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図 13-40 ツール メニューから使用できる Clean Access Agent ログイン ポップアップおよびデスクトッ

プ アイコン

9. Cisco NAC アプライアンス システムにサインインするための認証証明書を Mac OS X Agent ログ

イン ダイアログで指定します。

図 13-41 Mac OS X Agent ログイン ダイアログ

10. ログインの際、Macintosh デスクトップの上部にある Macintosh クライアント マシン メニュー 
バーの Mac OS X Agent アイコンは、ログイン プロセスの関連状態およびセグメントに基づいて表

示が変わります。

a. Searching：Agent は現在接続されておらず、CAS を検出するために SWISS パケットを送信

しています。

b. Ready and waiting：Agent は CAS に接続されており、ログインする準備ができています。
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c. Lost focus：Agent ウィンドウがデスクトップの 前面のアプリケーションでない場合、状態

アイコンには「CLICK」と「FOCUS」が反復表示されます。ユーザが状態アイコンをクリッ

クすると、Agent ウィンドウがデスクトップのアクティブ ウィンドウになります。このシグナ

ルは、Agent ウィンドウが他の多数のウィンドウやアプリケーションに「埋もれて」いるとき

に有用です。特に、修復リンクにより Agent の前面にブラウザがポップアップされ、ユーザが

アプリケーションまたはアップデートをダウンロードした後で Agent に戻る場合に有用です。

d. Quarantined：Agent がポスチャ評価および修復の間に Temporary ロールにある場合は、メ

ニュー バーにこのアイコンが表示されることにより、ネットワークへのアクセスが制限され

ていることがユーザに通知されます。

e. Logged in：ユーザのログイン プロセスが完了しており、ネットワークを使用することができ

ます。

f. Logged in via VPN：ユーザは VPN または VPN SSO 接続経由でサインインしており、正常

にログインしています。

g. Error：エラーが発生（クライアントが CAS 証明書を検証できない、無効な CAS 証明書が検

出された、ドメイン名を解決できないなど）すると、状態アイコンが感嘆符（!）アイコンに

変わります。

11. ユーザ ログインの後で、必須またはオプションのいずれかの要件が満たされていない場合は、

ユーザにデフォルトの Temporary ロールが割り当てられ、レポートに含まれる要件ごとに次の情

報を含んだ [Assessment Report] ウィンドウ（図 13-42を参照）が表示されます。

 – [Run]：このカラムは、ユーザが選択するか未選択にするかを選択できるチェックボックスを

含むか（要件がオプションの場合）、「グレー アウトされた」チェックボックスを含みます

（要件が必須の場合）。これにより、ユーザは、[Remediate] ボタンをクリックして Assessment 
Report ウィンドウに表示されている要件すべてに対応する「前に」修復するオプション要件

を選択できます。

 – [Name]：これは管理者が CAM に設定する要件の名前です。
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 – [Description]：このフィールドは、管理者が要件を設定するときに情報または説明のために 
CAM で入力する [Description] フィールドからのテキストを含みます。

 – [Type]（アイコン）：このカラムのアイコンは要件タイプ（「Link」、「Update」、または

「Message」）を示します。

 – [Required]：要件が [Mandatory] であるのか [Optional] であるのかを指定します。

ポスチャ評価に渡されない、ユーザ ログイン セッションに関連付けられた [Mandatory] 要件

が存在する場合は、ユーザがログイン証明書を入力した後で、Mac OS X Agent によって 
Assessment Report ダイアログが自動で表示されます。

満たされない要件が [Optional] 要件だけである場合は、Agent により引き続き Assessment 
Report ダイアログがユーザに表示されますが、[Complete] ボタンをクリックして、ネット

ワークに正常にログインすることができます（この状況では、Agent は、[Mandatory] 要件す

べて（ある場合）が満たされておりユーザは修復するかログインするかを選択できると想定し

ます）。

（注） Audit 要件は、常にバックグラウントでチェックおよび検査され、「違反」している必

須またはオプションの要件と一緒に、ユーザに表示される [Assessment Report] ウィン

ドウに表示されることはありません。

 – [Status]（アイコン）：レポート ダイアログに要件タイプの現行状態が表示されます。評価ダイ

アログが初めて開くときは、レポートの要件タイプはすべて「違反」（「X」アイコン）です。

ユーザが順に各要件に対応すると、状態アイコンは「合格」（チェックマーク アイコンによ

る）に変わります。または、「Skip」（オプションの要件タイプの場合またはその時点ではユー

ザが修復できなかった必須要件の場合）に変わります。

（注） 必須要件を「Skip」することを選択した場合、ユーザは、Assessment Report の他の要

件タイプおよびエントリに進み、それらに対応することができますが、クライアント 
マシンの修復を正常に完了し、必須要件すべてを満たさないうちは、ネットワークに

ログインできません（図 13-45 を参照）。

Assessment Report ウィンドウには、Agent Temporary ロールの期限が切れ、クライアント修復

ウィンドウが閉じて、ユーザにログインと修復の再開を要求するまでの残り時間も表示されます

（右上隅）。
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図 13-42 [Mac OS X Agent Assessment Report] ダイアログ

12. ユーザは [Remediate] ボタンをクリックして、要件の基準を満たすためのクライアント マシンの更

新を開始します。Mac OS X Agent では、Assessment Report の 初の「違反」要件の修復プロセ

スを開始し、リスト内の要件すべてがポスチャ評価に「合格」するか、ユーザが 1 つ以上の必須要

件を「スキップ」するまで、要件リスト内を 1 つづつ進んで行きます。要件のタイプに応じて、修

復プロセスの間に次のいずれかのプロセスがユーザに示されます。

 – Link Distribution（「Link」）要件の場合、ユーザは、必要なソフトウェアを入手でき、ユーザ

がダウンロードとインストールのプロセスをすぐに開始できる、ソフトウェア ダウンロード 
ページなどの Web ページに誘導されます。

 – Live Definition Update（「Update」）要件の場合、Mac OS X Agent では、クライアント マシ

ン上のサポート対象のアンチウイルス製品またはアンチスパイウェア製品の定義ファイルにつ

いてレポートし、（ユーザが [Remediate] をクリックすると）これを自動で更新します。

 – Local Check（「Message」）の場合、Mac OS X Agent では、システムにインストールされてい

る必要があるかされていない必要があるソフトウェアを検索します（Mac OS X Agent のコン

テキストでは、この機能は、主に、特定の要件が満たされているか満たされていない場合に、

ユーザに必要な作業を通知するメッセージ メディアとして使用されます。ユーザは、

[Assessment Report] ウィンドウ自体では、具体的な処置を一切行いません）。

13. 要件対処の間に、[Status] カラムに [Skip] ボタンが表示されていれば、ユーザは必須要件の迂回を

選択できます（図 13-43を参照）。このシナリオで [Skip] をクリックした場合は、必須要件が満た

されていないため、ユーザは Cisco NAC アプライアンス システムにログインできません。この機

能は、ユーザが Temporary ロールの時間制約内では特定の必須要件を満たせないとわかっており、

もっと簡単に対応できる必須要件に進む場合に有用です。
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図 13-43 Mac OS X Agent 要件の解決

特定の要件の Name および Description またはこのいずれかが長すぎて [Assessment Report] ウィ

ンドウに表示されない部分がある場合でも、ユーザは、Assessment Report のほかに表示される

ポップアップ（「ドローア」）でテキスト全体を表示できます。

14. 修復中にエラーが発生した場合は、Assessment Window の要件リストの上部にエラー メッセージ 
テキストが表示されます。たとえば、図 13-44には、必須のライブ Definition Update の際に発生

した「No product that supports def-update found!」というエラーが表示されています。
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図 13-44 Mac OS X Agent 要件に違反

修復プロセスの後でも 1 つ以上の必須要件が満たされていない場合、ユーザが [Assessment 
Report] ウィンドウで選択できるのは [Cancel] だけであり、Cisco NAC アプライアンス システム

へはログインできません（図 13-45 を参照）。

図 13-45 前の Mac OS X Agent 必須要件に違反

15. ユーザは、Assessment Report のオプションの要件を [Skip] することもできます（図 13-46を参

照）。ユーザが [Skip] をクリックすると、図 13-47に示すように Status アイコンが「違反 l」（「X」

アイコン）に変わりますが、その要件は必須ではなくオプションであるため、ユーザはシステムへ

のログインを引き続き許可されます。
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図 13-46 Mac OS X Agent のオプション要件

図 13-47 Mac OS X Agent のオプション要件に違反

ユーザが特定の要件エントリをディセーブル化することにより、オプションの要件タイプの修復を

実行しないことを選択してから [Remediate] ボタンをクリックした場合（図 13-48を参照）、Mac 
OS X Agent の動作は同様です。[Agent が Assessment Report] ウィンドウでこの特定の要件に到達

すると、Agent では、その要件に自動で「違反」のマークを付け、次の要件に進むか、（そのオプ

ション要件がリスト内の 後の要件であり、他の要件すべてが満たされている場合は）[Complete] 
ボタンを表示します。
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図 13-48 スキップされた Mac OS X Agent のオプション要件

16. 要件すべてが修復されると、[Assessment Report] ウィンドウの下部に [Complete] ボタンが表示さ

れ、ユーザは Cisco NAC アプライアンス システムにログインできます（図 13-49 を参照）。

図 13-49 Mac OS X Agent の要件すべてに合格

17. 必須要件すべてが満たされた後でユーザは [Complete] ボタンをクリックして、ネットワークに正

常にログインします。ユーザが Cisco NAC アプライアンス システムに正常にログインすると、

Mac OS X Agent は、Assessment Report を CAS に返送します。
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図 13-50 Mac OS X Agent のログインに成功

Mac OS X Clean Access Agent のアプリケーション ファイルのロケー
ション

Clean Access Agent アプリケーション自体は、[Macintosh HD] > [Applications] > [CCAAgent.app] に
インストールされます（図 13-51）。

図 13-51 Clean Access Agent：アプリケーション インストール ロケーション 

Clean Access Agent の event.log デバッグ ファイルと preference.plist ユーザ プリファレンス ファイ

ルは、[<username>] > [Library] > [Application Support] > [Cisco Systems] > [CCAAgent] フォルダに

インストールされます（図 13-52）。
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図 13-52 Clean Access Agent：event.log および preference.plist ファイルのロケーション

preference.plist ファイル（図 13-53）には、次の内容が含まれています。

 • [AutoPopup Login Window] が Menu でチェックされているかどうか（AutoPopup）。

 • [Remember Me] が Login 画面でチェックされているかどうか（RememberMe）。

 • Agent がアクセス VLAN から認証 VLAN への変更検出を実行する頻度（VlanDetectInterval）。

図 13-53 Clean Access Agent：preference.plist ファイルの内容
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RADIUS のチャレンジ /レスポンス方式 Mac OS X Clean Access Agent ダイアログ

リモートユーザの確認に RADIUS サーバを使用するように CAM を設定した場合、エンド ユーザの 
CAA ログイン セッションでは、標準のユーザ ID およびパスワード加えて、他のダイアログ セッショ

ンで利用できない追加の認証チャレンジ /レスポンス ダイアログに対応することができます。この追加

の対話方式は、RADIUS サーバ自体のユーザ認証プロファイルによるもので、CAM に追加設定は不要

です。たとえば、標準のユーザ ID およびパスワードに加えてトークン生成 PIN や他のユーザ固有の認

定証を確認するような、RADIUS サーバ プロファイル設定に追加の認証確認を装備することができま

す。この場合、1 つ以上のログイン ダイアログ画面がログイン セッションの一部として表示される場

合があります。

次の項では、Mac OS X Clean Access Agent ユーザ認証用の対話のやりとりの例を紹介します。

1. リモート ユーザは通常どおりにログインし、ユーザ名とパスワードを [Mac OS X Clean Access 
Agent] ログイン ダイアログに入力します（図 13-54 を参照）。

図 13-54 Mac OS X ログイン ダイアログ

2. 関連付けられた RADIUS サーバが追加の証明書でユーザを認証するように設定されている場合、

図 13-55 に表示されたパスワードの更新シナリオと同じような追加のチャレンジ /レスポンス方式

ダイアログが 1 つ以上ユーザに表示されます。ユーザは、追加の証明書を追加して、認証と接続を

実行する必要があります。
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図 13-55 追加の Mac OS X RADIUS チャレンジ /レスポンス方式ダイアログ

3. 追加のチャレンジ /レスポンスが検証されると、RADIUS サーバは、ユーザが正常に認証され、リ

モート アクセスを許可する必要があることを Clean Access Manager に通知します（図 13-56）。
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図 13-56 Mac OS X RADIUS チャレンジおよびレスポンス方式認証が成功した場合
13-42
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16410-01-J



 

第 13 章      Cisco NAC アプライアンス エージェント

Cisco NAC Web Agent   
Cisco NAC Web Agent
この章では、クライアント マシンに恒久的で専用のネットワーク アクセス アプリケーションを必要と

することなく、ユーザにネットワークへのログインを許可するよう Cisco NAC Web Agent を設定する

方法を説明します。

 • 「概要」（P.13-43）

 • 「Cisco NAC Web Agent の設定手順」（P.13-46）

 • 「Cisco NAC Web Agent ユーザ ダイアログ」（P.13-46）

概要

警告 56 キロビット /秒より遅いリンク速度で接続されているクライアント マシンでは、Cisco 
NAC Web Agent の使用をお勧めしません。

Cisco NAC Web Agent では、クライアント マシンのための一時的なポスチャ評価を提供します。ユー

ザが Cisco NAC Web Agent 実行ファイルを起動すると、ActiveX コントロールまたは Java アプレット

によって、クライアント マシンの一時ディレクトリに Web Agent ファイルがインストールされます。

ユーザが Web Agent セッションを終了すると、Web Agent がこのユーザをネットワークからログオフ

させ、このユーザのユーザ ID が Online Users リストから消えます。

ユーザが Cisco NAC Web Agent にログインした後で、Web Agent では、そのユーザ ロールおよび OS 
に設定されている要件を Clean Access Server から取得し、ホスト レジストリ、プロセス、アプリケー

ション、およびサービスを調べて、必要なパッケージを確認し、レポートを CAM に返送します（CAS 
経由）。クライアントに関する要件が満たされている場合、ユーザはネットワークにアクセスできます。

要件が満たされていない場合、Web Agent は満たされていない要件ごとに、ユーザにダイアログを表

示します。このダイアログ（[New Requirement] フォームで設定）には、クライアント マシンを要件

に適合させる手順および対処法が表示されます。あるいは、指定された要件が満たされない場合、ユー

ザは「制限付き」ネットワーク アクセスを受け入れ（[Device Management] > [Clean Access] > 
[General Setup] > [Agent Login] ページでイネーブル化した場合）、クライアント マシンにユーザ ログ

イン ロールの要件を満たさせるために修復を試みることができます。管理者は、「新しいロールの追

加」（P.7-7）に示されているガイドラインに従い、標準のユーザ ログイン ロールを設定する場合と同

じ方法で「制限付き」ユーザ ロールを設定して、限られたアプリケーションとネットワークのリソー

スだけへのアクセスを提供することができます。

Cisco NAC Web Agent のポスチャ評価を CAM に設定するには、規則およびチェック基準（オプショ

ン）に基づいて要件を作成してから、ユーザ ロールまたはクライアント オペレーティング システムに

適用します。この章では、これらの要件の設定方法について説明します。
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図 13-57は、ユーザが Cisco NAC Web Agent を使用して Cisco NAC アプライアンス ネットワークに

ログインするときに発生するイベントの順序を示します。

図 13-57 Cisco NAC Web Agent のユーザ対話 /ユーザ体験

システム要件

Cisco NAC Web Agent に対応するには Cisco NAC アプライアンス ネットワークが次の要件を満たす

必要があります。

 • オペレーティング システムの依存関係

 • ブラウザ サポート

 • ActiveX および Java アプレットの要件

 • Windows Vista での Microsoft Internet Explorer 7

オペレーティング システムの依存関係

Cisco NAC Web Agent は、次のオペレーティング システムにインストールして起動できます。

 • Windows 2000（Service Pack 4）

 • Windows XP Professional/Home（Service Pack 1 および 2）
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 • Windows Vista Home Premium/Ultimate（認証だけ）

（注） Windows Vista オペレーティング システムの「Guest」ユーザ プロファイルでは、セキュ

リティ制限により、ActiveX コントロールおよび Java アプレットが適切に実行されませ

ん。したがって、Web Agent 経由で Cisco NAC アプライアンスにログインするには、既知

のユーザ（「Guest」でない）として Windows Vista クライアントにログインする必要があ

ります。

ブラウザ サポート

Cisco NAC Web Agent は、次の Web ブラウザからインストールして、起動できます。

 • Microsoft Internet Explorer バージョン 6 または 7（ActiveX または Java アプレット）

 • Firefox バージョン 1.5 または 2.0（Java アプレットに限る）

ActiveX および Java アプレットの要件

 • Java アプレット バージョンを使用して Web Agent ファイルをインストールするには、クライアン

トに Java バージョン 1.4.2 以上がすでにインストールされている必要があります。

 • ActiveX を使用して Web Agent ファイルをインストールするには、クライアント マシンで 
Microsoft Internet Explorer を使用する必要があります。Firefox Web ブラウザを使用して ActiveX 
経由でインストールすることはできません。

 • ActiveX コントロールをインストールできるようにするには、ユーザは、クライアント マシンに

おいて ActiveX をダウンロードする権限か admin 権限を持つ必要があります。

（注） クライアント マシンの CPU 負荷が 100% 近くなっていると Web Agent Java アプレットを起動

できない場合があります（ActiveX は、これらの条件でも正常に実行されます）。

Windows Vista での Microsoft Internet Explorer 7

デフォルトでは、Windows Vista では、サーバ証明書失効リストをチェックして、クライアント マシ

ンでの Web Agent の起動を阻止します。この機能をディセーブルにするには、次の手順を行います。

ステップ 1 Internet Explorer 7 で [メニュー ] > [ツール ] > [インターネット オプション ] に移動します。

ステップ 2 [詳細設定 ] タブをクリックします。

ステップ 3 [セキュリティ ] にある [サーバー証明書の取り消しを確認する ] オプションをオフ（ディセーブル）に

します。

ステップ 4 [OK] をクリックします。
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Cisco NAC Web Agent の設定手順

Cisco NAC Web Agent をイネーブルにし、使用するために Cisco NAC アプライアンス システムを設

定するために必要な基本手順は次のとおりです。

1. 必ず第 11 章「Agent の配布」の手順に従って Cisco NAC Web Agent をイネーブルにし、インス

トーラ ダウンロード パラメータを指定してください。

2. （オプション）「新しいロールの追加」（P.7-7）の説明に従って、「Restricted Access」ロールを設定

します。

3. 第 12 章「エージェント要件の設定」の手順に従って Agent の要件を設定します。

a. 「AV および AS Definition Update 要件の設定」（P.12-3）

b. 「Windows Server Update Services 要件の設定」（P.12-17）

c. 「Windows Update 要件の設定」（P.12-25）

d. 「カスタム チェック、規則、および要件の設定」（P.12-31）

e. 「Launch Programs 要件の設定」（P.12-46）

f. 「要件と規則のマッピング」（P.12-60）

g. 「ユーザ ロールへの要件の適用」（P.12-62）

h. 「要件の検証」（P.12-63）

i. 「Optional および Audit 要件の設定」（P.12-64）

上記内容に対応した後で、ユーザは、システム設定に定義されたパラメータおよび要件に従って Cisco 
NAC アプライアンス システム経由でログインし、ネットワーク アクセスを得ることができます。

Cisco NAC Web Agent ユーザ ダイアログ

この項では、ユーザが Cisco NAC Web Agent 経由でネットワークにアクセスするときのユーザ体験に

ついて説明します。

（注） クライアント マシンにおけるユーザの権限レベル（Administrator、Privileged User、User など）およ

び Web ブラウザのセキュリティ設定に応じて、ダウンロード プロセスおよびインストール プロセスの

重要なポイントで、「警告」またはメッセージ ダイアログがユーザにさらに表示されたり、表示されな

かったりします（たとえば、ユーザは、インストール プロセスがユーザを特定の URL の宛先にリダイ

レクトすることに同意したり、Web Agent 実行ファイルが後続のクライアント スキャンを起動するこ

とを承認したりする必要がある場合があります）。

1. ユーザが 初に Web ブラウザを開くと、Web ログイン ページにリダイレクトされます

（図 13-58）。
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図 13-58 ログイン ページ

2. ユーザは Web ログイン ページで証明書を入力し、Cisco NAC Web Agent Launch ページ

（図 13-59）にリダイレクトされます。このページで、ユーザは、Cisco NAC Web Agent の 
ActiveX インストーラまたは Java アプレット インストーラを選択して起動できます。インストー

ラの起動方式は、[Administration] > [User Pages] > [Login Page] 設定画面の [Web Client 
(ActiveX/Applet)] オプションを使用して決定します。

（注） ActiveX を使用して Web Agent ファイルをインストールするには、クライアント マシンで Microsoft 
Internet Explorer を使用する必要があります。Firefox Web ブラウザを使用して ActiveX 経由でインス

トールすることはできません。
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図 13-59 Cisco NAC Web Agent 起動ページ

3. ユーザは、[Launch Cisco NAC Web Agent] ボタンをクリックします（このボタンは、インストー

ルする Web Agent のバージョンを表示します )。

（注） [Device Management] > [Clean Access] > [General Setup] > [Agent Login] で [Allow restricted 
network access in case user cannot use Cisco NAC Web Agent] オプションが選択されている場

合、[Get Restricted Network Access] ボタンと関連するテキストが [Download Clean NAC Web 
Agent] ページに表示されます。詳細については、「エージェント ログイン」（P.10-19）を参照

してください。

（注） 既存の CAS 証明書がクライアント側で信頼されない場合、ユーザは、Web Agent の起動を正常に次に

進める前に表示される [Security Alert] ダイアログでオプションの証明書を受け入れる必要があります。
13-48
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16410-01-J



 

第 13 章      Cisco NAC アプライアンス エージェント

Cisco NAC Web Agent   
図 13-60 ActiveX インストール通知

4. クライアント マシンに対する ActiveX コントロールのインストールなどのアクションを確認する

ようユーザの Web ブラウザが設定されている場合、ユーザはアクションを確認する必要がある場

合があります。たとえば、Microsoft IE の場合は、ブラウザ ウィンドウに表示されるステータス 
バーをクリックし、その結果表示されるポップアップで [ActiveX コントロールのインストール ] 
オプションを選択して ActiveX プロセスを確認する必要がある場合があります。

ActiveX コントロールが初期化できない場合は、図 13-61にあるような ActiceX インストールの通

知がユーザに表示されます。さらに ActiveX 方式が失敗したときに Java アプレットによって Web 
Agent ファイルのダウンロードを試行するよう Cisco NAC アプライアンス システムが設定されて

いる場合は、Cisco NAC アプライアンス システムが Java アプレットを使用して Web Agent イン

ストール ファイルをダウンロードしようとしたときに図 13-62にあるような Java セキュリティ通

知がユーザに表示されることがあります。

または、ユーザは Cisco NAC Web Agent をログインのために使用できず、Cisco NAC アプライア

ンス ネットワーク管理者に連絡して、インストール プロセスの問題のトラブルシューティングを

試行および支援するよう依頼するか、Web Agent のインストールの問題を修正できるまで当面は

「制限付き」ネットワーク アクセスを受け入れるかのいずれかを行う必要があります。

（注） [Administration] > [User Pages] > [Login Page] 設定画面で [Web Client (ActiveX/Applet)] オ
プションを使用して Java アプレット方式を優先することを指定した場合は、これらの事象が発

生する順序が逆になります。ユーザが Java アプレットの失敗通知を受け取ってから ActiveX 
コントロールによるクライアント マシンでの Web Agent ファイルのインストールが試行され

ます。
13-49
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド         

OL-16410-01-J



 

第 13 章      Cisco NAC アプライアンス エージェント           

Cisco NAC Web Agent
図 13-61 ActiveX インストール通知

図 13-62 Java Applet セキュリティ通知

ActiveX と Java アプレットの両方に方式よる Web Agent のダウンロードおよびインストールが失

敗すると、図 13-63にあるような通知画面がユーザに示され、Cisco NAC Web Agent のログイン

に失敗したことをユーザに通知する Windows ダイアログ（図 13-64）が表示されます。
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（注） ActiveX コントロールまたは Java アプレットが Cisco NAC アプライアンス システムに戻

すステータス コードおよびエラー コードについて詳しくは、「Cisco NAC Web Agent のス

テータス コード」（P.13-66）の表 13-1を参照してください。

図 13-63 ActiveX および Java のインストール失敗通知

図 13-64 Cisco NAC Web Agent ログイン失敗通知
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5. ユーザが ActiveX コントロールによる Web Agent ファイルのインストールを許可するか、Java 証
明書セキュリティ警告に同意し、Java アプレット コンテンツを受け入れると、Web Agent スタブ 
インストーラの処理が開始されて Web Agent 実行ファイルおよび必須の付随するファイルすべて

がクライアント マシンの一時ディレクトリ（たとえば C:¥Temp¥）にインストールされ、ブラウ

ザ ウィンドウに図 13-65にあるような「Downloading Cisco NAC Web Agent...」というメッセー

ジが表示されます。

図 13-65 Cisco NAC Web Agent 実行ファイルのダウンロード

このプロセスでのダウンロード ステップは、接続速度に応じて、ほんの数秒で終わることもあれ

ば、数分かかることもあります。一般に、10/100 Ethernet LAN リンクなどの接続速度の速いリン

クではほとんど時間がかからない一方、ISDN など相対的に遅いリンクではずっと長時間かかりま

す。

警告 56 キロビット /秒より遅いリンク速度で接続されているクライアント マシンでは、Cisco 
NAC Web Agent の使用をお勧めしません。

実行ファイルがクライアント マシンのローカル一時ファイル ディレクトリにダウンロードされる

と、自己解凍式インストーラによりクライアント マシンでの Web Agent の起動が自動で開始され、

図 13-66に示されているようなステータス ウィンドウがユーザに表示されます。
13-52
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16410-01-J



 

第 13 章      Cisco NAC アプライアンス エージェント

Cisco NAC Web Agent   
図 13-66 Cisco NAC Web Agent のインストール

6. ActiveX コントロールまたは Java アプレットのセッションが完了すると、Cisco NAC Web Agent 
では、クライアント システムが、ユーザ ロールに設定されている要件を満たしているかどうかを

自動でチェックします（図 13-67 を参照）。

図 13-67 Cisco NAC Web Agent スキャン ダイアログ 
 

7. Web Agent によるスキャンにより、「必須」のアプリケーション、プロセス、または重要なアップ

デートが欠落していると判定されると、「Host is not compliant with network security policy」とい

うメッセージ（図 13-68から図 13-75の例を参照）が示され、ダイアログに示されているセッショ

ン タイムアウト（通常は、デフォルトにより 4 分）まで Cisco NAC Web Agent Temporary ロール

がユーザに割り当てられます。
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（注） Cisco NAC Web Agent が Cisco NAC アプライアンス システムに戻すステータス コードについ

ては「Cisco NAC Web Agent のステータス コード」（P.13-66）の表 13-2を参照してください。

8. ユーザは次の 1 つ以上を選択して実行できます。

 – Web Agent の起動を打ち切るには [Cancel] をクリックします。

 – ユーザが Web Agent のログインに関するものである可能性のある問題のトラブルシューティ

ングを支援してもらうために Cisco NAC アプライアンス管理者に転送できる Web Agent セッ

ション レポートのローカル コピーを保存するには [Save Report] をクリックします。

[Web Archive, Single File]（*.mht）：Microsoft Internet Explorer ブラウザだけに限定

[Web Page, Complete]（*.htm, html）：すべてのブラウザをサポートしますが、リソース ファ

イル（GIF、CSS など）はサブディレクトリに保存

[Web Page, HTML Only]（*htm, *.html）：フォーマットおよび GIF は対象外

[Text File]（*.txt） 

（注） レポート ダイアログでは IFRAME が使用されているため、レポート データとアクセ

ス制限されたデータは、別々の HTML ファイルに保存されます。[HTML Only] オプ

ションおよび [Text] オプションを使用した場合は、レポートおよび制限されたデータ

は、保存されるファイルに含まれません。

 – 制限の少ない標準のネットワーク アクセス ロールの代わりに「制限付き」ユーザ ロールを使

用して Cisco NAC アプライアンス システムにログインするには、[Get Restricted Network 
Access] をクリックします。

 – 手動修復の実行：ユーザは、必要なソフトウェアのインストール パッケージをダウンロード

し、表示された Remediation Suggestion エントリに従ってその他の必要な修復作業を行って

から、[Re-Scan] をクリックして、実行した変更によりクライアント マシンが容認される程度

まで適合したかどうかを確認できます。

（注） Temporary ロール セッションのタイムアウトは、デフォルトでは 4 分に設定されていますが、

ユーザが Web リソースにアクセスし、必要なソフトウェアのインストール パッケージをダウ

ンロードし、場合によってはその他の修正作業を実行してから、クライアント マシンの適合性

を [Re-Scan] してみることができる十分な時間を設定することをお勧めします。
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図 13-68 必須の WSUS 定義要件に違反 

図 13-69 必須の AV Definition 要件に違反 
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図 13-70 必須の AS Definition Update 要件に違反 

図 13-71 必須の File Distribution 要件に違反 
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図 13-72 必須の Launch Program 要件に違反 

図 13-73 必須の Link Distribution 要件に違反 
13-57
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド         

OL-16410-01-J



 

第 13 章      Cisco NAC アプライアンス エージェント           

Cisco NAC Web Agent
図 13-74 必須の Local Check 要件に違反 

図 13-75 必須の Windows アップグレード要件に違反 

9. Web Agent によるスキャンにより、「オプション」のアプリケーション、プロセス、またはアップ

デートが欠落していると判定されると、「Host is compliant with network security polic」という

メッセージ（図 13-76）が示され、ダイアログに示されているセッション タイムアウト（通常は、

デフォルトにより 4 分）まで Cisco NAC Web Agent Temporary ロールがユーザに割り当てられま

す。

（注） Cisco NAC Web Agent が Cisco NAC アプライアンス システムに戻すステータス コードについ

ては「Cisco NAC Web Agent のステータス コード」（P.13-66）の表 13-2を参照してください。
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10. ユーザは、次の 1 つを選択して実行できます。

 – Web Agent の起動を完了するには [Continue] をクリックします。

 –  [Save Report] をクリックすると、Web Agent のログインに関する可能性のある問題のトラブ

ルシューティングを支援してもらうためにユーザが Cisco NAC アプライアンス管理者に転送

できる Web Agent セッション レポートのローカル コピーが保存されます。次の形式のレポー

トが入手可能です。

[Web Archive, Single File]（*.mht）：Microsoft Internet Explorer ブラウザだけに限定

[Web Page, Complete]（*.htm, html）：すべてのブラウザをサポートしますが、リソース ファ

イル（GIF、CSS など）はサブディレクトリに保存

[Web Page, HTML Only]（*htm, *.html）：フォーマットおよび GIF は対象外

[Text File]（*.txt） 

（注） レポート ダイアログでは IFRAME が使用されているため、レポート データとアクセ

ス制限されたデータは、別々の HTML ファイルに保存されます。[HTML Only] オプ

ションおよび [Text] オプションを使用した場合は、レポートおよび制限されたデータ

は、保存されるファイルに含まれません。

 – 手動修復の実行：ユーザは、必要なソフトウェアのインストール パッケージをダウンロード

し、表示された Remediation Suggestion エントリに従ってその他の必要な修復作業を行って

から、[Re-Scan] をクリックして、実行した変更によりクライアント マシンが十分に適合した

かどうかを確認できます。

（注） Temporary ロール セッションのタイムアウトは、デフォルトでは 4 分に設定されていますが、

ユーザが Web リソースにアクセスし、必要なソフトウェアのインストール パッケージをダウ

ンロードし、場合によってはその他の修正作業を実行してから、クライアント マシンの適合性

を [Re-Scan] してみることができる十分な時間を設定することをお勧めします。

図 13-76 オプション要件に違反 
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11. Web Agent によるスキャンにより、クライアント マシンが、ユーザ ロールに設定されている 
Agent 要件に準拠していると判定された場合は、グリーンのバナーを使用して「Host is compliant 
with network security policy」というメッセージがユーザに示されます（図 13-77）。

（注） Cisco NAC Web Agent が Cisco NAC アプライアンス システムに戻すステータス コードについ

ては「Cisco NAC Web Agent のステータス コード」（P.13-66）の表 13-2を参照してください。

12. ユーザは、次の 1 つを選択して実行できます。

 – Web Agent の起動を完了するには [Continue] をクリックします。

 –  [Save Report] をクリックすると、Web Agent のログインに関する可能性のある問題のトラブ

ルシューティングを支援してもらうためにユーザが Cisco NAC アプライアンス管理者に転送

できる Web Agent セッション レポートのローカル コピーが保存されます。次の形式のレポー

トが入手可能です。

[Web Archive, Single File]（*.mht）：Microsoft Internet Explorer ブラウザだけに限定

[Web Page, Complete]（*.htm, html）：すべてのブラウザをサポートしますが、リソース ファ

イル（GIF、CSS など）はサブディレクトリに保存

[Web Page, HTML Only]（*htm, *.html）：フォーマットおよび GIF は対象外

[Text File]（*.txt） 

図 13-77 要件に適合 

13. [Device Management] > [Clean Access] > [General Setup] > [Agent Login] ページで、ユーザに 
Network Usage Policy の表示と受け入れを要求するよう Cisco NAC アプライアンス システムを設

定してあり、ユーザに [Full UI Direct Installation Option] を表示するよう [Device Management] > 
[Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Installation] ページを設定してある場合は、図 13-78に

あるようなダイアログがユーザに表示される場合があります。ユーザが、Network Usage Policy を
受け入れない場合はインストール プロセスが停止され、ユーザはインストールと起動のプロセス

を再開するか、「制限付き」ネットワーク アクセスを受け入れるかのいずれかを選択する必要があ

ります。
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図 13-78 （オプション）Network Usage Policy ダイアログ

14. ユーザが手動修復を実行し、クライアント マシンの「再スキャン」を正常に実行し、オプション

の Network Usage Policy すべてを受け入れ、オプションの要件項目を識別および認識するか、こ

のユーザ ログイン セッションで「制限付き」アクセスを受け入れることを選択すると、

[Successfully logged on to the network] ダイアログ（図 13-79）がユーザに表示されます。続いて、

Web Agent セッション ステータス情報と、ユーザがクリックして Web Agent セッションを終了で

きる [Logout] ボタンのある Clean Access Authentication ブラウザ ウィンドウ（図 13-81）が表示

されます。

図 13-79 Cisco NAC Web Agent への正常ログイン 
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Cisco NAC Web Agent が起動され、インストールされ、なんの問題もなくログイン セッションが

開始されるか、ユーザが手動修復を行いクライアント マシンを準拠させてクライアントの「再ス

キャン」を正常に実行できた後であっても、別の問題が原因で Cisco NAC Web Agent がユーザを

ネットワークにログインさせない場合があります。この結果、図 13-80にあるような「You will 
not be allowed to access the network...」というメッセージが表示されます。この状況の既知の原因

は多数ありますが、たとえば同じユーザの前回の Web Agent セッションが CAM で適切に「解体」

されなかった場合や、ユーザがアクティブ Clean Access Agent セッションに現在ログインしてい

る場合があります。

このいずれかのメッセージが表示された場合は、[OK] をクリックし、Cisco NAC Web Agent を再

起動してみてください。問題が続く場合は、Cisco NAC アプライアンス システム管理者に連絡し

てください。

図 13-80 Cisco NAC Web Agent へのログインに失敗
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図 13-81 Cisco NAC Web Agent 接続状態ウィンドウ（Logout ボタンを含む）

15. Cisco NAC アプライアンス ユーザ セッションからログアウトし、Cisco NAC Web Agent を解放す

るには、ユーザは [Logout] ボタンをクリックします。Web インターフェイスが、ユーザをネット

ワークからログアウトし、セッションをクライアント マシンから削除して、ユーザ ID が Online 
Users リストに表示されなくなります。

（注） ユーザは、システム トレイにある Clean Access Agent アイコンを右クリックし [Logout] 
を選択して、ネットワークからのログオフと Cisco NAC Web Agent の解放を行うこともで

きます。

システムから「ログアウト」しないで Web Agent 接続ブラウザ ウィンドウを閉じた場合は、割り

当てられたユーザ ロールでのユーザ セッションがアクティブなままになります。この状態は、ク

ライアント マシンが有効でないことを CAM が検出するか、セッション タイムアウトが発生する

か、その他のなんらかのイベントが発生してクライアント マシンの正しい状態が明らかになるま

で続きます。

（注） 管理者は指定した秒数の後で Web Agent Login 成功ダイアログが自動で閉じるように設定するか、

まったく表示されないようすることができます。詳細については、「エージェント ログイン」

（P.10-19）を参照してください。

Agent のトラブルシューティング
ここでは、次の項目について説明します。

 • クライアントが接続およびログインできない

 • Clean Access Agent がポップアップしない、ログインがディセーブル

 • クライアントが接続できない（トラフィック ポリシー関連の問題）

 • AV/AS 規則のトラブルシューティング
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 • Cisco NAC Web Agent のステータス コード

 • Windows Script 5.6 の既知の問題

 • MS Update Scanning Tool の既知の問題（KB873333）

（注） Agent スタブ インストーラ ロギングおよびデバッグ ロギングの詳細については、『Release Notes for 
Cisco NAC Appliance, Version 4.5(1)』の「Generating Windows Installer Log Files for Agent Stub」お

よび「Debug Logging for Cisco NAC Appliance Agents」のトラブルシューティングの項を参照してく

ださい。

クライアントが接続およびログインできない

次のログイン時のクライアント エラーは、CAM/CAS 証明書関連の問題（つまり、CAS が CAM の証

明書を信頼しない、またはその逆）があることを示します。

 • ユーザの証明書を入力したあと、Web ログインを試みているユーザに、ログイン ページが継続し

て表示され、リダイレクトされない

 • Clean Access Agent ログインを試みているユーザに「Clean Access Server could not establish a 
secure connection to the Clean Access Manager at <IPaddress or domain>」のエラーが表示され

る

これらの問題を解決するには、「証明書に関する問題のトラブルシューティング」（P.16-21）を参照し

てください。

Clean Access Agent がポップアップしない、ログインがディセーブル

L2 または L3 配置において、Agent の Popup Login Window をイネーブルにしてあると Clean Access 
Agent がクライアントでポップアップし、Agent が Clean Access Server の背後にあることを検出しま

す。Agent がポップアップしない場合は、CAS に到達できないことを示します。

L2 配置のトラブルシューティングの手順を実行します。

1. クライアント マシンが正しい IP アドレスを取得できるようにします。コマンド ツール（[スター

ト ] > [ファイル名を指定して実行 ] > cmd）を開き、「ipfconfig」または「ipconfig /all」を入

力して、クライアント IP アドレス情報をチェックします。

2. 必要な場合、「ipconfig /release」を入力してから、「ipconfig /renew」を入力して、クライア

ントの DHCP リース時間をリセットします。

L3 配置のトラブルシューティングの手順を実行します。

1. [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Installation] | [Discovery Host] 
で、[Discovery Host] フィールドに CAM の IP アドレスが設定されているかどうかをチェックしま

す。このフィールドは、信頼できる側の装置のアドレスである必要があり、CAS のアドレスには

できません。

2. クライアントの Clean Access Agent をアンインストールします。

3. [Discovery Host] フィールドを CAM の IP アドレスに変更して、[Update] をクリックします。

4. CAS をリブートします。

5. クライアントに Clean Access Agent を再ダウンロードおよび再インストールします。
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（注） Clean Access Agent の [Login] オプションは、次の場合は、適切にディセーブルにされます（グレー表

示）。

 • OOB（アウトオブバンド） 配置において、Agent ユーザは CAS 経由ですでにログインしていて、

クライアント ポートが Access VLAN 上にある場合

 • マルチホップ L3 配置において、Single Sign-On（SSO）がイネーブル化されていて、ユーザが 
VPN コンセントレータを介してすでに認証されている場合（したがって、すでに Cisco NAC アプ

ライアンスに自動的にログインしている場合）

 • MAC アドレス ベースの認証がこのユーザのマシンに設定されており、ユーザ ログインが必要ない

場合 

クライアントが接続できない（トラフィック ポリシー関連の問題）

次のエラーは、DNS、プロキシまたはネットワーク トラフィック ポリシー関連の問題である場合があ

ります。

 • ユーザは Clean Access Agent 経由でログインできるが、ログイン後に Web ページおよびインター

ネットにアクセスできない。

 • ユーザが URL に https://<CAS_IP_address> を入力せずに、Web ログイン ページにアクセスする

ことができない。

これらの問題をトラブルシューティングするには、次の手順を実行します。

 • CAS の [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage <CAS_IP>] > [Network] > [DNS] で、

[DNS Servers] 設定を確認し、必要に応じて変更します。

 • DHCP サーバとして CAS をイネーブルにしている場合、[Device Management] > [CCA Servers] > 
[Manage <CAS_IP>] > [Network] > [DHCP] > [Subnet List] > [List] | [Edit] で、Subnet List の 
[DNS Servers] フィールドを確認および変更、またはいずれか一方を行います。

 • ログイン後に復旧サイトに到達できない場合は、[User Management] > [User Roles] > [Traffic 
Control] > [Host] で、Temporary ロールのデフォルトのホスト ポリシー（Allowed Hosts）がイ

ネーブルであることを確認します。

 • プロキシ サーバを使用している場合、プロキシ サーバへの HTTP トラフィックを許可しているト

ラフィック ポリシーが Temporary ロールでイネーブルにされていることを確認します。ブラウザ

でプロキシが正しく設定されていることを確認します（IE から [ツール ] > [インターネット オプ

ション ] > [接続 ] > [LAN の設定 ] | [プロキシ サーバー ] に進みます）。

詳細については、「ホストベースのポリシーに関するトラブルシューティング」（P.9-30）を参照してく

ださい。

AV/AS 規則のトラブルシューティング

CAA の管理者レポートを表示するには、[Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access 
Agent] > [Reports] に進みます。クライアントから情報を表示するには、Agent タスクバー アイコンを

右クリックして、[Properties] を選択します。

AV/AS 規則のトラブルシューティングを行う場合は、次の情報が必要です。

1. CAS、CAM、および CAA のバージョン

2. クライアント OS バージョン（たとえば、Windows XP SP2）

3. AV/AS ベンダー製品の名前およびバージョン 
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4. 障害の内容 - AV/AS インストール チェックであるか、または AV/AS 更新チェックであるか。およ

び、エラー メッセージの内容。

5. 障害のあるクライアント マシンの AV/AS 定義日 /バージョンの現在値

6. CAM で検索されている AV/AS 定義日 /バージョンの対応する値 [Device Management] > [Clean 
Access] > [Clean Access Agent] > [Rules] > [AV/AS Support Info] を参照）。

Cisco NAC Web Agent のステータス コード

表 13-1は、クライアント マシンに Cisco NAC Web Agent をインストールするために使用される 
ActiveX または Java アプレット ダウンローダが渡すステータス コードを示します。

表 13-2は、ポスチャ評価および修復において Cisco NAC Web Agent システムが Cisco NAC アプライ

アンス システムに戻すステータス コードを示します。

Windows Script 5.6 の既知の問題

CAA を適切に機能させるには、Windows Script 5.6 が必要です。Windows 2000 以前のほとんどの OS 
には、Windows Script 5.1 コンポーネントが付属しています。Windows Updates を実行すると、新し

い 5.6 コンポーネントが自動的にインストールされます。Windows インストーラ コンポーネント 2.0 
および 3.0 にも Windows Script 5.6 は必要です。ただし、Windows Update を実行しない Windows 98、
ME、または 2000 のフレッシュ インストールが存在する PC マシンには、Windows Script 5.6 コン

表 13-1 ActiveX コントロールまたは Java ダウンローダ アプレットからの Java サーバ ページ ステー

タス コード 

ActiveX/Java アプレットのステータス コード 値および説明

ACTIVEX_FAILURE -1   「ActiveX コントロールを起動できない」

DL_FAILURE -2   「Web Agent 実行ファイルをダウンロードで

きない」

EXE_FAILURE -3   「Web Agent の実行中にエラー」

ACTIVEX_START 0
STATUS_DL_START 1
DL_IN_PROGRESS 2
EXE_IN_PROGRES 3

表 13-2 Cisco NAC Web Agent のステータス コード

Cisco NAC Web Agent のステータス コード 値

COMPLIANT/SUCCESS 32
NON_COMPLIANT 33
REJECTED_AUP 34
REMEDIATION TIMEOUT 35
GENERAL ERROR 36
TEMPORARY/RESTRICTED ACCESS 37
WEB AGENT ALREADY RUNNING 38
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Agent のトラブルシューティング 
ポーネントがありません。Microsoft はこのコンポーネントをマージ モジュール /再配布可能コンポー

ネントとして提供していないため、Cisco NAC アプライアンスはこのコンポーネントを再配布できま

せん。

この場合、管理者は MSDN Web サイトにアクセスして、このコンポーネントを入手し、Windows 
Script 5.6 にアップグレードする必要があります。便利なように、MSDN からコンポーネントへのリン

クを次に示します。

Win 98、ME、NT 4.0： 
ファイル名：scr56en.exe

URL：
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0A8A18F6-249C-4A72-BFCF-FC6AF26
DC390&displaylang=en 

Win 2000、XP：

ファイル名：scripten.exe

URL：
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=C717D943-7E4B-4622-86EB-95A22B83
2CAA&displaylang=en 

MSDN でこれらのリンクが変更された場合は、上記のファイル名を検索するか、「Windows Script 5.6」
という語句を検索してみてください。

MS Update Scanning Tool の既知の問題（KB873333）

背景

KB873333 は、SP1 および SP2 に対応した Windows XP Professional および Windows XP Home 
Edition に必要な重要なアップデートです。リモート コードを実行できる OS の脆弱性が、これによっ

て修正されます。ただし、このホットフィックスにはバグがあり、SP2 Edition（Home/Pro）では問題

が発生します。SP2 に KB873333 を組み込まれている場合は、Double Byte Character Sets（DBCS）
の表示問題が発生するため、このバグには別のフィックス（KB894391）が必要でした。ただし、

DBCS 表示問題を解決するだけで、KB894391 は KB873333 の代わりにはなりません。

原則として、ユーザ マシンに KB873333 が組み込まれていない場合は、KB894391 はインストールさ

れず、アップデートにも表示されません。ただし、KB873333 がインストールされているかどうかに関

係なく、MS Update Scanning Tool ツールでは KB894391 が表示されます。また、アップデートを指示

して KB894391 をインストールした場合、MS Update Scanning Tool では KB873333 がインストール

済みであると表示されないため、脆弱性が解消されません。このようになるのは、表示されたアップ

デート リストからインストールするときに、ユーザが KB873333 をインストールしないで KB894391 
だけを選択した場合、または KB873333 を先にインストールしないで、KB894391 を手動でインス

トールした場合が考えられます。この場合、次にアップデートを実行するときに、必要なアップデート

として KB873333 が表示されなくなります。KB873333 がインストールされておらず、マシンが脆弱

なままであっても、KB894391 がインストールされていれば、MS Update Scanning Tool（MS 
Baseline Analyzer を含む）は KB873333 がインストールされていると想定するためです。

対処法

この脆弱性があるために、シスコでは Clean Access の規則セットから KB87333 のアップデート 
チェックを削除する予定はありません。ユーザは手動で KB873333 をダウンロードおよびインストー

ルして、マシンを保護する必要があります。この処理は、次の 2 つの方法のいずれかで実行できます。
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Agent のトラブルシューティング
方法 1（シスコが推奨する方法）

次の手順に従って、CAM Web コンソールで、KB873333 を検索する新しいリンク要件を作成します。

1. KB873333 の有無を調べる規則を作成します。この規則を作成するには、Web コンソールの 
[Rules] セクションに移動し、[New Rule] をクリックします。規則に名前（「KB873333_Rule」な

ど）を付け、このページに表示されたチェック リストから規則式に、KB873333 チェックの正確

な名前をコピーアンドペーストします（使用可能なチェック リストが、新しい規則作成セクショ

ンの下に表示されます）。[Add Rule] をクリックして規則を保存します。

2. Microsoft の Web サイトから KB873333 の実行可能アップデートをダウンロードして、使用可能

な Web サーバに配置します。

3. Cisco NAC アプライアンスのリンク要件を作成し、ステップ 2. の URL を入力します。

4. ステップ 1.で作成した規則を選択して、この要件の要件 /規則を作成します。

5. 後に Role-Requirements セクションに移動して、作成した要件に、この要件を適用するロールを

対応付けます。

（注） Requirements ページで、KB873333 要件が Windows Hotfixes 要件の上にあることを確認します。

方法 2
関連するマシンから KB894391 をアンインストールします。再起動してから、Windows Update ページ

を再表示します。Windows Update に両方のアップデートが表示されます。クライアント マシンに 
KB873333 および KB894391 をインストールします。この方法の場合は、管理者がユーザを教育する

か、または各ユーザ マシンでこのタスクを手動で実行する必要があります。
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ネットワーク スキャンの設定

この章では、Cisco NAC アプライアンスのネットワーク スキャンの設定方法について説明します。こ

の章の内容は次のとおりです。

 • 「概要」（P.14-1）

 • 「Quarantine ロールの設定」（P.14-2）

 • 「Clean Access Manager のリポジトリへの Nessus プラグインのロード」（P.14-3）

 • 「General Setup ページでの設定」（P.14-6）

 • 「プラグインの適用」（P.14-7）

 • 「プラグイン オプションの設定」（P.14-9）

 • 「脆弱性の処理の設定」（P.14-10）

 • 「スキャンのテスト」（P.14-13）

 • 「ユーザ同意（User Agreement）ページのカスタマイズ」（P.14-16）

 • 「スキャン レポートの表示」（P.14-14）

概要
Clean Access のネットワーク スキャナは、セキュリティの脆弱性の検査に Nessus プラグインを使用し

ています。Clean Access では、スキャン結果に対する即座の自動対応を設定できます。たとえば、脆

弱性が発見された場合、そのユーザに対し、通知、ネットワークからのブロック、または Quarantine
（検疫） ロールへの割り当てを実行できます。

セキュリティ関連ソフトウェアのオープン ソース プロジェクトである Nessus
（http://www.nessus.org）は、ネットワークの特定の脆弱性テスト用に設計したプラグインを提供して

います。特定のワームの存在をリモートから検出するプラグインだけでなく、ピアツーピアのソフト

ウェア アクティビティまたは Web サーバを検出するためのプラグインもあります。Nessus プラグイン

の説明は次のとおりです。

Nessus プラグインは、一般的なウイルス スキャナ アプリケーションのウイルス シグニチャときわ

めて類似しています。各プラグインは、特定の脆弱性をテストするように作成されています。これ

には、実際に脆弱性を利用するように設計されたものもあれば、単に既知の脆弱なソフトウェア 
バージョンかどうかをテストするだけのものもあります。プラグインはほとんどの言語で作成でき

ますが、通常は、Nessus Attack Scripting Language（NASL）で作成されます。NASL は Nessus 
独自の言語であり、特に脆弱性テスト開発用に設計されたものです。各プラグインは、既知の特定

の脆弱性、または業界の 良の方法、またはその両方をテストできるように設計されます。NASL 
プラグインは通常、対象に特定のコードを送信し、保存されている脆弱性の値と結果を比較する方

法でテストを実行します。
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Quarantine ロールの設定
Anderson, Harry 著 『Introduction to Nessus』、2003 年 10 月 28 日 

http:/www.securityfocus.com/infocus/1741（2004 年 10 月 29 日） 

Clean Access では、標準的なほとんどの Nessus プラグインを使用できます。また、プラグインをカス

タマイズしたり、NASL を使用して独自のプラグインを作成することもできます。NASL を使用した

プラグインの作成方法については、Nessus Web サイトを参照してください。

スキャンが実行されると、選択したプラグインに従ってネットワーク スキャナがクライアント システ

ムをスキャンし、スキャン結果の標準レポートを生成して、Clean Access Manager に提出します。

ネットワーク スキャン レポートには、そのプラグインによってセキュリティ ホールの有無、警告、ま

たはシステム情報が示されます（Nessus プラグインの設計に従ってです）。Clean Access Manager は、

設定されている脆弱性定義とプラグインの結果を比較して、レポートを解釈します。脆弱性として設定

されている結果とレポートの結果が一致すれば、[Monitoring] > [Event Logs] > [View Logs] にそのイ

ベントが記録されます。そのほかに設定できるオプションは、次のとおりです。

 • ユーザにスキャン結果を表示する。

 • ネットワークからユーザをブロックする。

 • そのユーザを Quarantine ロールにして、クライアント システム が修正されるまで、アクセスを制

限する。

 • 脆弱性についてユーザに警告する（ユーザ同意ページを使用）。

ネットワーク スキャンの設定手順

次の各項で、ネットワーク スキャンの設定に必要な手順を説明します。

ステップ 1 「Quarantine ロールの設定」（P.14-2）

ステップ 2 「Clean Access Manager のリポジトリへの Nessus プラグインのロード」（P.14-3）

ステップ 3 「General Setup ページでの設定」（P.14-6）

ステップ 4 「プラグインの適用」（P.14-7）

ステップ 5 「プラグイン オプションの設定」（P.14-9）

ステップ 6 「脆弱性の処理の設定」（P.14-10）

ステップ 7 「スキャンのテスト」（P.14-13）

ステップ 8 「ユーザ同意（User Agreement）ページのカスタマイズ」（P.14-16）

ステップ 9 「スキャン レポートの表示」（P.14-14）

Quarantine ロールの設定
詳細については、「ネットワーク スキャン Quarantine ロールの設定」（P.9-22）を参照してください。
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Clean Access Manager のリポジトリへの Nessus プラグインのロード     
Clean Access Manager のリポジトリへの Nessus プラグ
インのロード 

Clean Access Manager の 初のインストール時には、Nessus スキャン プラグイン リポジトリは空の状

態です（図 14-1）。このリポジトリ内のプラグインは、[Device Management] > [Clean Access] > 
[Network Scanner] > [Scan Setup] > [Plugins] で表示されます。Nessus Web サイトからダウンロード

したプラグイン（連結された plugins.tar.gz ファイルまたは個々の .nasl ファイル）は、Clean Access 
Manager のプラグイン リポジトリに手動でロードできます。また、自分で作成した .nasl プラグインを

ロードすることもできます。

図 14-1 Network Scanner Plugins ページ 

（注） Tenable のライセンス要件に制約されるため、シスコはテスト済みの Nessus プラグインまたは自動化

したプラグイン アップデートを、有効なリリース 3.3.6/3.4.1 である Cisco NAC アプライアンスに組み

込みできません。しかし、お客さまは Nessus プラグインを選択して手動でダウンロードできます。サ

イトは http://www.nessus.org です。 

Nessus プラグインのフィードに関する詳細は、http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=feed を
参照してください。 

手動でアップロードしたプラグインの簡便なデバッグ方法については、「ログの表示」（P.14-14）を参

照してください。

（注） ほとんどの Nessus 2.2 プラグインは Clean Access Manager でサポートされておりアップロードできま

す。Nessus 2.2 を入手するには、http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=register から登録する

必要があります。登録後、無償のプラグインをダウンロードできます。

追加するプラグインに従属するプラグインがある場合は、それらのプラグインもロードする必要があり

ます。ロードしない場合、プラグインは適用されません。プラグインをカスタマイズする場合は、

Nessus アップデート セットのプラグインで上書きされないようにするため、プラグインに固有の名前

を付けることを推奨します。

プラグインの説明は、[Scan Setup] サブメニューの [Plugins] フォームに表示されます（P.14-5 の
図 14-3）。プラグインの説明をカスタマイズして、管理コンソール ユーザがプラグイン セット内の他

のプラグインから区別できるようにすることもできます。
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Clean Access Manager のリポジトリへの Nessus プラグインのロード
ロードしたプラグインは、Clean Access Manager のレポジトリから 実際にスキャンを実行する Clean 
Access Server に自動的に発行されます。CAM は、Clean Access Server 内のプラグイン セットのバー

ジョンが CAM 内のバージョンと異なっている場合、CAS の起動時にプラグイン セットを CAS に配布

します。

プラグインのアップロード 
1. [Device Management] > [Clean Access] > [Network Scanner] > [Plugin Updates] の順に進みます。

図 14-2 Plugin Updates 画面 

2. 使用中のコンピュータでアクセス可能なロケーションにプラグイン ファイルがあれば、[Manual 
Update] フィールドの横にある [Browse] ボタンをクリックし、プラグイン アーカイブ ファイル

（plugins.tar.gz）または個々のプラグイン ファイル（myplugin.nasl）を探します。

（注） アップロードされている Nessus プラグイン アーカイブのファイル名は、plugins.tar.gz でなけ

ればなりません。 

ほとんどの Nessus 2.2 プラグインがサポートされています。

3. [Upload] をクリックします。

4. リポジトリにロードされているプラグインのリストは、[Network Scanner] > [Scan Setup] > 
[Plugins] に表示されます（図 14-3）。
14-4
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16410-01-J



 

第 14 章      ネットワーク スキャンの設定

Clean Access Manager のリポジトリへの Nessus プラグインのロード     
図 14-3 アップロード後の Plugins ページ

（注） [Plugins] ページのデフォルト表示は [Selected] です。そのユーザ ロールに対して、Nessus プ
ラグインの確認と更新がまだ実行されていなければ、デフォルト（Selected Plugins）では、プ

ラグインは表示されません。アップロードしたプラグインを表示するには、[Show...Plugins] 
のドロップダウンから、その他の表示（「All」、「Backdoors」など）のうち 1　つ選択する必要

があります。

5. [Upload] をクリックしてもすぐにプラグインが表示されない場合は、[Delete All Plugins] をク

リックしてから、再度アップロードを実行してください。

6. プラグインを適用し、次の項の説明に従ってプラグインのパラメータを設定します。

 – 「プラグインの適用」（P.14-7） 

 – 「脆弱性の処理の設定」（P.14-10）

（注） プラグインに依存関係があり、前提となるプラグインがアップロードされていない場合は、プ

ラグインをアップロードしても表示されません。

プラグインの削除

1. [Device Management] > [Clean Access] > [Network Scanner] > [Plugin Updates] の順に進みます。

2. リポジトリからすべてのプラグインを削除する場合は、[Delete All Plugins] ボタンをクリックしま

す。[Network Scanner] > [Scan Setup] > [Plugins] ページに、プラグインが表示されなくなります。
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General Setup ページでの設定
General Setup ページでの設定 
スキャン プラグインをロードしたら、ユーザ ロール別および OS 別にスキャンを設定できます。作業

を始める前に、ご使用の環境に適したユーザ ロールが作成されていることを確認してください。

General Setup ページには、一般的な設定オプションがあり、ユーザ同意ページとスキャン レポートの

どちらを表示するか、脆弱性が発見された場合にクライアントをブロックするか、隔離するかなど、

ネットワーク スキャンに関する事項をユーザ ロール別および OS 別に設定できます。

ネットワーク スキャン ユーザ ページのオプションの設定手順 
1. [Device Management] > [Clean Access] > [General Setup] > [Web Login] に移動します。

図 14-4 General Setup - Web Login
 

2. [User Role] のドロップダウンからスキャンを設定するロールを選択します。

3. 同様に、[Operating System] のドロップダウンから、その設定を適用する OS を選択します。設定

は、あらゆるバージョンの OS プラットフォーム（WINDOWS_ALL など）に適用することも、ま

た特定の OS バージョン（WINDOWS_XP）に適用することもできます。ALL の設定がクライア

ント システムに適用されるのは、そのユーザの OS の特定バージョンに対する設定がない場合で

す。

特定のバージョンに設定を適用する場合は、OS を選択して、ALL 設定のチェックボックスをオフ

にします（たとえば、[Use 'ALL' settings for the WINDOWS OS family if no version-specific 
settings are specified] の選択を解除します）。

4. 次のネットワーク スキャン オプションをイネーブルにします。

 – [Show Network Scanner User Agreement page to web login users]

 – [Enable pop-up scan vulnerability reports from User Agreement Page]

 – [Require users to be certified at every web login]：このオプションをイネーブルにすると、ロ

グインのたびにクライアントに対してネットワーク スキャンが行われます（ディセーブルに

すると、クライアントに対するスキャンは初回のログイン時だけになります）。
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プラグインの適用
 – [Exempt certified devices from web login requirement by adding to MAC filters]：（任意）この

オプションをイネーブルにすると、ネットワーク スキャン要件を満たしているユーザは、デ

バイス フィルタ リストにそれらのユーザのマシンの MAC アドレスを追加することで、Web 
ログインを完全にバイパスできます。 

 – [Block/Quarantine users with vulnerabilities in role]：次のいずれかを選択します。

ユーザを隔離する Quarantine ロールを選択する。

ユーザをネットワークからブロックし、表示されるブロックされたアクセス ページの内容を

変更する場合は、Block Access を選択する。

5. 完了したら、[Update] をクリックして、ユーザ ロールへの変更を保存します。

詳細については、「General Setup の概要」（P.10-19）および「ユーザ同意（User Agreement）ページの

カスタマイズ」（P.14-16）を参照してください。

プラグインの適用
クライアントの脆弱性の判断に使用される Nessus プラグインを、[Plugins] ページから選択します。

ユーザ ロールと OS を選択し、スキャンに加えるプラグインを選択します。

スキャン プラグインの適用手順

1. [Network Scanner] > [Scan Setup] > [Plugins] の順に進みます。

図 14-5 プラグイン 

2. このフォームで、[User Role] と [Operating System] を選択し、[Enable scanning with selected 
plugins] チェックボックスをオンにします。

3. リポジトリに多くのプラグインがある場合、次の方法で、プラグイン リストからプラグイン ファ

ミリを選択することにより、一度に表示されるプラグインを絞ることができます。

 – [All] を選択すると、リポジトリ内のすべてのプラグインが表示されます。

 – [- Selected-] を選択すると、そのロールに対して選択し、イネーブルにしたプラグインだけが

表示されます。
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プラグインの適用
 

（注） Nessus プラグイン ページ（[Device Management] > [Clean Access] > [Network Scanner] > [Scan 
Setup] > [Plugins]）のデフォルトのビューは [Selected] です。そのユーザ ロールに対して、Nessus プ
ラグインの確認と更新がまだ実行されていなければ、デフォルト（Selected Plugins）では、プラグイ

ンは表示されません。プラグインを選択するには、管理者が [Show...Plugins] のドロップダウンから、

その他の表示（[All]、[Backdoors] など）のいずれかを選択する必要があります。

4. 詳細情報を見る場合は、プラグイン名をクリックします。各プラグインの情報ダイアログが表示さ

れます（図 14-6）。

図 14-6 Nessus プラグインの説明

5. そのロールのスキャンに加える各プラグインのチェックボックスをオンにします。
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プラグイン オプションの設定 
（注） そのプラグインがリポジトリ内の他のプラグインに従属している場合、これらのプラグインも自動的に

イネーブルになります。

6. 完了したら、[Update] をクリックします。これによって、選択されたプラグインが 
[Vulnerabilities] ページに移動し、クライアント システムで脆弱性が発見された場合にどのように

処理するかを設定できるようになります。

プラグインに設定可能なパラメータがある場合は、[Options] フォームを使用して、次の手順で設定で

きます。設定可能なパラメータがなければ、「脆弱性の処理の設定」（P.14-10）に進みます。

プラグイン オプションの設定
入力パラメータをサポートしているプラグインの場合は、[Options] フォームでパラメータを設定でき

ます。作業を開始する前に、「プラグインの適用」（P.14-7）で説明したように、プラグインが 
[Plugins] フォームでイネーブルに設定されている必要があります。

プラグイン オプションの設定手順 
1. [Network Scanner] タブで [Scan Setup] サブメニュー リンクをクリックして、[Options] フォーム

を開きます。

2. 適切なロールと OS を選択し、設定するプラグインを [Plugin] リストから選択します。リストに

は、イネーブルに設定されているすべてのプラグインが表示されます。

3. プラグインに設定するオプションをオプション リストから選択します。設定可能なオプションを

選択すると、そのオプションに応じて、[Category]、[Preference Name]、およ び [Preference 
Value] のドロップダウンまたはテキストボックスが表示されます。設定できないパラメータの場

合、[Not supported] というメッセージが表示されます。

図 14-7 Options フォーム 

4. ドロップダウン メニューから、[Category] と [Preference Name] を選択し、[Preference Value] 
（該当する場合）を入力して、[Update] をクリックします。設定するパラメータごとに [Update] を
クリックする必要があります。
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脆弱性の処理の設定
（注） ホスト レジスタの検査には Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent を使用することを推奨します。

Nessus Windows レジストリ検査を使用するためには、検査対象となるすべてのマシン上に、レジスト

リへのアクセス権を持つ共有アカウントが必要です。これは [Device Management] > [Clean Access] > 
[Network Scanner] > [Scan Setup] > [Options] | [Category]: [Login configurations] | [Preference Name]: 
[SMB account/domain/password] で設定できます。Nessus 2.2 Windows レジストリ検査（証明書を要

求）についての詳細は、http://www.nessus.org/documentation/nessus_credential_checks.pdf を参照し

てください。

脆弱性の処理の設定 
スキャンの対象外の脆弱性がユーザ システム上にある場合、そのユーザに対して、ネットワークから

のブロック、隔離、または脆弱性に関する警告を行います。

ネットワーク スキャン レポートは、ユーザのログイン試行ごとに、[Device Management] > [Clean 
Access] > [Network Scanner] > [Reports] に表示されます。クライアント スキャン レポートをイネーブ

ルにするには、[Device Management] > [Clean Access] > [General Setup] から、[Enable pop-up scan 
vulnerability reports from User Agreement page] オプションを選択します。

クライアント スキャン レポートをイネーブルにすると、脆弱性が発見された場合、ユーザに通知する

ためレポートがポップアップ ウィンドウに表示されます。このクライアント レポートはスキャン レ
ポートの一部であり、脆弱性の結果およびユーザがその脆弱性を修復できるようにする手順または 
URL リンクだけが表示されます。ユーザのシステムでブラウザのポップアップがブロックされている

場合は、ログアウト ページの [Scan Report] リンクをクリックすると、レポートを表示できます。脆弱

性ごとにユーザに表示される警告テキストは、次の手順で設定できます。

通常、問題が発見されなければ、プラグインは結果を返しません。したがって、クライアントがネット

ワーク スキャンを受けて、脆弱性が発見されなければ、スキャン レポートは表示されません。

脆弱性処理の設定手順

1. [Network Scanner] > [Scan Setup] > [Vulnerabilities] フォームを開きます。

2. [User Role] と [Operating System] を選択します。選択したプラグインは、ユーザ ロール と OS の
組み合せに対して適用されます。そのロールのすべての OS に対して同じプラグイン集合が表示さ

れます。ただし、どのプラグインを脆弱と判断するかは OS ごとにカスタマイズできます。
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脆弱性の処理の設定
図 14-8 Vulnerabilities フォーム 

3. Enabled Plugins （Plugins メニューですでにイネーブルにされているプラグイン）について、次を

選択します。

[ID]：スキャン レポートにリストされるプラグインの番号。

[Name]： プラグインの名前。

[Vulnerable if]：これらのドロップダウン オプションでは、プラグインのスキャン結果を Clean 
Access Manager がどのように解釈するかを設定します。クライアントのスキャンが実行され、返

されたプラグイン結果が脆弱性の設定と一致していた場合、そのクライアントは Quarantine ロー

ルを割り当てられます（またはブロックされます）。脆弱性をトリガーし、ユーザを Quarantine 
ロールに割り当てる結果レベルの高低を調節できます。

1. [NEVER]：プラグインについてのレポートを無視します。HOLE、WARN、INFO の結果が

レポートに表示されても、このプラグインは脆弱であるとして処理されることも、ユーザが 
Quarantine ロールに割り当てられることもありません。

2. [HOLE]：プラグインの結果が HOLE の場合、クライアントには脆弱性があり、Quarantine 
ロールが割り当てられます。 レポートの WARN または INFO という結果はこのプラグインの

脆弱性とは見なされません。ほとんどの場合、管理者は脆弱性の設定として [HOLE] を選択す

る必要があります。[HOLE] を選択すると、プラグインによって他のタイプの情報が報告され

ても無視されます。

3. [HOLE, WARN] （タイムアウト）：この設定の意味は次のとおりです。

プラグインの結果が HOLE なら脆弱と判断し、クライアントは Quarantine ロールになります。

プラグインの結果が WARN の場合、脆弱と判断し、クライアントは Quarantine ロールになり

ます。WARN という結果は、プラグインのスキャンが（パーソナル ファイアウォールまたは

その他のソフトウェアによって）タイムアウトになり、そのマシン上でスキャンを実行できな

かったという意味になります。脆弱性として WARN を選択すると、ファイアウォールがイ

ネーブルになっているクライアントはすべて隔離されます。ただし、この設定は、スキャン結

果が既知のものでなかった場合にクライアントを隔離する予防手段としても利用できます。

レポートの結果が INFO の場合、このプラグインは脆弱とは判断しません。

4. [HOLE, WARN, INFO]：この設定の意味は次のとおりです。

HOLE = プラグインの結果が HOLE の場合、クライアントには脆弱性があり、Quarantine 
ロールが割り当てられます。
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脆弱性の処理の設定
プラグインの結果が WARN の場合、脆弱と判断し、クライアントは Quarantine ロールになり

ます。WARN という結果は、通常、クライアントでファイアウォールがイネーブルになって

いることを示します。

レポートの結果が INFO の場合、脆弱と判断し、クライアントは Quarantine ロールになりま

す。INFO の結果は、ポートで稼動しているサービス（Windows など）やそのマシンの 
NetBIOS 情報などのステータス情報を示します。このレベルの脆弱性を選択すると、ステー

タス情報が戻るすべてのクライアントが隔離されます。

（注） このプラグインが INFO の結果を返さない場合（HOLE または WARN の結果もない場

合）、クライアントは隔離されません。

5. プラグインの設定を変更するには、設定するプラグインの横にある [Edit] ボタンをクリックしま

す。

6. [Edit Vulnerabilities] フォームが表示されます。

図 14-9 Edit Vulnerability 

7. [Vulnerability if report result is]：オプション メニューで、このプラグインで報告され、ユーザに 
Quarantine ロールを割り当てる脆弱性のレベルを上下できます。

8. [Instruction] テキスト フィールドには、このプラグインが脆弱性を発見した場合にユーザに表示さ

れるポップアップ ウィンドウの通知メッセージを入力します。

9. [Link] フィールドには、システムを修正するためにユーザがアクセスできる URL を入力します。

この URL はスキャン レポートにリンクとして表示されます。Quarantine ロールのトラフィック 
ポリシーで、その URL へのユーザ HTTP アクセスが許可されていることを確認してください。

10. 完了したら、[Update] をクリックします。
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スキャンのテスト
スキャンのテスト 
Test フォームを使用すると、スキャンの設定を試せます。どのマシンでもスキャンの対象にできます。

テストのために、対象クライアントによって想定されるユーザ ロールを指定することもできます。こ

の種のテストでは、Clean Access Manager に保存されているスキャン プラグインのコピーに対して実

際にテストが実行されます。実稼動環境では、Clean Access Server は Clean Access Manager から自動

的にスキャン プラグインのコピーを取得し、スキャンを実行します。

テスト スキャンの実行手順 
1. [Device Management] > [Clean Access] > [Network Scanner] > [Scan Setup] > [Test] の順に進みま

す。

2. ユーザ テストを行うユーザ ロールと OS を [User Role] と [Operating System] のドロップダウンか

ら選択します。

3. [Target Computer] フィールドに、スキャン対象のマシンの IP アドレスを入力します（デフォルト

では現在のマシンのアドレスが表示されます）。

4. [Test] をクリックします。ページの下部にスキャン結果が表示されます。

図 14-10 ネットワーク スキャンの Test ページ
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スキャン レポートの表示
ログの表示

[Device Management] > [Network Scanner] > [Scan Setup] > [Test] ページの [Show Log] ボタンをク

リックすると、テスト対象のコンピュータのデバッグ ログ（図 14-11）が表示されます（表示元は 
/var/nessus/logs/nessusd.messages）。ログには実行されたプラグイン、実行結果、省略されたプラグイ

ンとその理由（依存関係、タイムアウトなど）が示されています。スキャン結果が期待どおりでなかっ

た場合、管理者はこのログから原因を調べることができます。

図 14-11 ネットワーク スキャンの Show Log ページ

スキャン レポートの表示
ネットワーク スキャンをイネーブルにすると、[Device Management] > [Clean Access] > [Network 
Scanner] > [Reports] から、個々のスキャン レポートを表示できます。ここで表示されるレポートは、

管理者用の詳細なレポートです（図 14-13）。エンド ユーザに表示されるレポートの内容は、イネーブ

ルに設定されているプラグインの脆弱性の通知だけです （ユーザはログアウト ページの [Scan Report] 
リンクをクリックすることにより、該当するバージョンのスキャン レポートにアクセスできます）。
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スキャン レポートの表示 
図 14-12 Network Scanner の Reports 画面

 • すべてのレポートを表示するには、[Time] のドロップダウン メニューから [Anytime] を選択しま

す。

 • 選択したレポートだけを表示するには、異なる [Time] を選択するか、または検索 [Text] または 
[Plugin ID] を入力して、[View] をクリックします。[User Defined] タイム インターバルを選択し

た場合は、 初のテキスト ボックスに「開始」年月日と時刻（例：2006-03-22 13:10:00）、2 番目

のテキスト ボックスに「終了」年月日と時刻（例：2006-03-23 11:25:00）を入力して、[View] を
クリックします。

 • 選択した基準に従って表示されているレポートを削除する場合は、[Delete] をクリックします。

 • [Report] アイコンをクリックすると、図 14-14のような詳細なスキャン レポートが表示されます。

図 14-13 ネットワーク スキャナ管理者レポートの例

（注） プラグイン間に依存関係がある場合、たとえば、プラグイン B がイネーブルに設定され、プラグイン 
A のスキャン結果がプラグイン B の前提条件となっている場合、プラグイン A がイネーブルに設定さ

れているかどうかに関係なく、ネットワーク スキャナは自動的にプラグイン A を適用します。ただし、

プラグイン A は明示的にイネーブルには設定されていないので、プラグイン A から報告されるスキャ

ン結果は管理者レポートにだけ表示されます。
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ユーザ同意（User Agreement）ページのカスタマイズ
 • イベント ログ（[Monitoring] > [Event Logs] > [View Logs]）にレポートを追加するには、[Add 
reports containing holes to event log] オプションを選択します。図 14-14のような CleanAccess カ
テゴリ レポートが生成されます。

図 14-14 CleanAccess ネットワーク スキャン イベント ログ

ユーザ同意（User Agreement）ページのカスタマイズ
ユーザ同意ページ（「ウイルス対策ページ」）を Web ログイン ユーザに対してイネーブルにすると、ロ

グインおよびネットワーク スキャンの通過後に、ネットワーク使用ポリシー情報、ウイルスに関する

警告、ソフトウェア パッチやアップデートへのリンクのいずれかまたは全部をユーザに通知できます。

ユーザ同意ページは、未認証のユーザに対してだけ表示されます。ユーザ デバイスが Certified 
Devices List に登録された後は、そのデバイスが Certified Devices List から消去されるまで、ユーザ同

意ページは表示されません。[Certified Devices List] は、デバイスにログインした 初のユーザだけを

記録し、この方法で、どのユーザがログイン時にユーザ同意ページで同意したかを追跡します。ログイ

ンのたびにユーザに対してユーザ同意ページページが表示されるようにするには、[General Setup] 
ページの該当するロール /OS に対して [Require users to be certified at every web login] オプションをイ

ネーブルにします。

このページは、2 箇所で設定します。

 • ページの対象（あるユーザ ロールのユーザにこのページを表示するかどうか）は、[Device 
Management] > [Clean Access] > [General Setup]（図 14-15）で設定します。
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ユーザ同意（User Agreement）ページのカスタマイズ 
図 14-15 [General Setup] タブ

 • ユーザ ロールごとのページ内容は、[Device Management] > [Clean Access] > [Network Scanner] 
> [Scan Setup] > [User Agreement Page]（図 14-16）で設定します。
14-17
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド         

OL-16410-01-J



 

第 14 章      ネットワーク スキャンの設定         

ユーザ同意（User Agreement）ページのカスタマイズ
図 14-16 ユーザ同意ページの内容設定フォーム 

図 14-17は、エンド ユーザに表示されるデフォルト生成ページを示しています。ユーザ同意ページは、

ポップアップではなく HTML フレームベースのページで、次に示すコンポーネントで構成されていま

す。

 • Information Page Message (or URL) コンポーネント：指定するページ内容

 • Acknowledgement Instructions フレーム コンポーネント： 同意を確認するためのテキストやボタ

ン（Accept、Decline） 

（注） Quarantine ロール ページでは、「Report」と「Logout」を読みとるためにボタンはハードコードされ

ています。
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ユーザ同意（User Agreement）ページのカスタマイズ 
図 14-17 ユーザ同意ページ（Quarantine ロールの例）

（注） 図 14-17に示されているページ内容（「ウイルス対策情報」）は、ユーザ同意ページに他の通知メッセー

ジや URL が指定されなかった場合にエンド ユーザに表示されるデフォルトのページ内容です。このデ

フォルトのページ内容は、設定フォームの Information Page Message (or URL) テキスト領域には表

示されないので注意してください。

設定フォーム（図 14-16）では、Web ログイン ユーザ用に次のタイプのページを設定できます。

 • ネットワーク スキャンでシステムに脆弱性が発見されなかった場合、ユーザには Normal Login 
ロール用に設定されたユーザ同意ページ（Accept と Decline のボタン）が表示されます。

 • Web ログイン後のネットワーク スキャンでクライアント システムに脆弱性が発見された場合

 – ユーザには Quarantine ロールが割り当てられ、Quarantine ロール用のユーザ同意ページ

（Report と Logout のボタン）が表示されます。

 – ユーザには Quarantine ロールが割り当てられますが、Normal Login ロールのユーザ同意ペー

ジ（Report と Logout のボタン）が表示されます。

作業を始める前に、Information Page Message (or URL) コンポーネントに使用する HTML ページを

作成します。Cisco NAC アプライアンスは、特定のロールまたは OS のユーザに特定の通知ページを

表示します。カスタマイズされたページは、Cisco NAC アプライアンスの要素にアクセス可能な Web 
サーバ上に置かなければなりません。

ユーザ同意ページの設定が完了したら、トラフィック ポリシーを作成して、そのロールのユーザに、

そのページの Web リソースへのアクセス権を与えなければなりません。ロールには、CAM のポート 
80 へのアクセス権があります。詳細については、第 9 章「ユーザ管理：トラフィック制御、帯域幅、

スケジュール」を参照してください。

ユーザ同意（User Agreement）ページのカスタマイズ手順 
1. [Device Management] > [Clean Access] > [Network Scanner] > [Scan Setup] > [User Agreement 

Page] の順に進みます。図 14-18のように、ユーザ同意ページの設定フォームが表示されます。
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ユーザ同意（User Agreement）ページのカスタマイズ
図 14-18 ユーザ同意ページの設定フォーム 

2. [User Role] と [Operating System] のドロップダウンで、そのページを適用するユーザ ロールと 
OS を選択します。Clean Access Manager は、ログイン時にユーザのシステムの OS を判断し、そ

の OS に指定されているページを表示します。Quarantine ロールを選択した場合は、

[Acknowledgement Instructions] とボタンのフィールドがディセーブルになります。

3. ユーザ同意ページの Information Page Message (or URL) フィールドに表示するページの HTML 
コンテンツまたは URL を入力します。CAM または CAS にアップロードしたファイルを使用する

場合は、次の方法でファイルを参照できます。

a. Enter URLs:（表示する 1 つの Web ページについて）

外部 URL の場合は、http://www.webpage.com 形式を使用します。

CAM 上の URL の場合は、次の形式を使用します。

https://<CAM_IP>/upload/file_name.htm

<CAM_IP> は、証明書に表示されるドメイン名または IP です。

（注） 外部 URL または CAM の URL を入力する場合は、その外部サーバまたは CAM へのユーザ 
HTTP アクセスだけを許可する Unauthenticated ロールのトラフィック ポリシーが作成されて

いることを確認してください。

b. Enter HTML:（ロゴや HTML リンクなど、リソースの組み合せを追加する場合）

HTML コンテンツを直接テキストフィールドに入力します。
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ユーザ同意（User Agreement）ページのカスタマイズ 
HTML コンテンツの一部としてアップロードされているリソース ファイルを参照する場合は、

次の形式を使用します。

アップロードされた HTML ファイルへのリンクを参照する場合は、次の形式を使用します。

<a href=”file_name.html”> file_name.html </a>

画像ファイル（JPEG ファイルなど）を参照する場合は、次のように入力します。

<img src=”file_name.jpg”> 

詳細については、「リソース ファイルのアップロード」（P.6-13）を参照してください。

4. [Acknowledgement Instructions] フィールドには、必要に応じて、[Accept] と [Decline] のボタン

の上部に表示するテキストを入力します。

5. [Accept] と [Decline] のボタンに表示するラベルをそれぞれのフィールドに入力します。

6. [Save] ボタンをクリックして、変更を保存します。

これで、ネットワークにログインするユーザには、変更後のユーザ同意ページが生成されます。

（注） Web ユーザ ログイン ページの詳細については、第 6 章「ユーザ ログイン ページとゲスト アクセスの

設定」を参照してください。トラフィック ポリシーの詳細については、「Agent Temporary および 
Quarantine ロールのポリシーの設定」（P.9-20）を参照してください。
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ユーザ同意（User Agreement）ページのカスタマイズ
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C H A P T E R 15

オンライン ユーザとイベント ログのモニタリ
ング

この章では、Cisco NAC アプライアンスの Monitoring モジュールについて説明します。この章の内容

は次のとおりです。

 • 「概要」（P.15-1）

 • 「オンライン ユーザ リスト」（P.15-3）

 • 「イベント ログの意味」（P.15-12）

 • 「Syslog ロギングの設定」（P.15-17）

 • 「Cisco NAC アプライアンスのログ ファイル」（P.15-19）

 • 「SNMP」（P.15-20）

概要

図 15-1 Monitoring モジュール

[Monitoring] ページには、ユーザ アクティビティ、Syslog イベント、ネットワーク設定変更に関する

情報など、配置に関する操作情報が表示されます。Monitoring モジュールには基本的な SNMP（簡易

ネットワーク管理プロトコル）ポーリングおよびアラート機能もあります。[Monitoring Summary] ス
テータス ページには、重要な統計情報の要約が表示されます（図 15-2を参照してください）。
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概要
図 15-2 [Monitoring] > [Summary] ページ

このページには、表 15-1 に示された情報が表示されます。

表 15-1 [Monitoring] > [Summary] ページ  

項目 説明

Current Windows Clean 
Access Agent Version

CAM ソフトウェアとともにインストールされた、または手動で

アップロードされた、Clean Access Agent の現在の Windows バー

ジョン（[Version] フィールドの内容を反映）

Current Windows Clean 
Access Agent Patch Version

CAM および CAS にダウンロードされた、クライアント自動アッ

プグレードで入手可能な 新の Windows Clean Access Agent パッ

チ 
Current Macintosh Clean 
Access Agent Version

CAM ソフトウェアとともにインストールされた、または手動で

アップロードされた、Mac OS X Clean Access Agent の現在のバー

ジョン（[Version] フィールドの内容を反映）

Current Cisco NAC Web 
Agent Version

CAM ソフトウェアとともにインストールされた、または手動で

アップロードされた、Cisco NAC Web Agent の現在のバージョン

（[Version] フィールドの内容を反映）

Clean Access Servers 
configured

Clean Access Manager ドメインの CAS 管理ページで設定された 
Clean Access Server の数 
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オンライン ユーザ リスト  
オンライン ユーザ リスト
[Monitoring] > [Online Users] > [View Online Users] タブから、2 つの [Online Users] リストが表示さ

れます。

 • In-Band Online Users 

 – ネットワークにログインした、認証済みの IB ユーザを追跡します。ネットワーク上にアク

ティブ セッションを持つ IB ユーザは、IP アドレス、MAC アドレス（使用可能な場合）、認証

プロバイダー、ユーザ ロールなどの特性別に表示されます。

 – [In-Band Online Users] リストからユーザを削除すると、そのユーザはインバンド ネットワー

クからログオフします。

 • Out-of-Band Online Users 

 – アクセス VLAN（信頼できるネットワーク）上の認証済みのアウトオブバンド ユーザをすべ

て追跡します。アウトオブバンド ユーザは、IP アドレス、MAC アドレス（使用可能な場合）、

認証プロバイダー、ユーザ ロールだけでなく、スイッチ IP、ポート、およびアクセス VLAN 
を基準としてリストすることもできます。

 – [Out-of-Band Online Users] リストからユーザを削除すると、ポートの VLAN がアクセス 
VLAN から認証 VLAN に変更されます。さらに、ポートにバウンスするポート プロファイル

を設定できます（Real-IP/NAT ゲートウェイ用）。詳細については、「アウトオブバンド ユー

ザ」（P.15-6）および「OOB ユーザ」（P.4-66）を参照してください。

両方の [Online Users] リストは、ユーザの IP アドレスに基づいています。次の点に注意してください。

 • レイヤ 2 配置の場合、[User MAC] アドレス フィールドは有効です。

 • レイヤ 3 配置の場合、[User MAC] アドレス フィールドは無効です（00:00:00:00:00:00 など）。

クライアント MAC アドレスに基づくのは、[Certified Devices] リストだけであるため、レイヤ 3 配置

のユーザに [Certified Devices] リストは適用されません。

Global MAC addresses 
configured (addresses/ranges)

MAC（メディア アクセス制御）/IP デバイス フィルタ パススルー 
リストに現在記述されているアドレス数と範囲。MAC パススルー 
リストの詳細については、「デバイスおよびサブネットのグローバ

ル フィルタリング」（P.3-10）を参照してください。

Global Subnets configured サブネットベース パススルー リストに現在記述されているサブ

ネット アドレス数。詳細については、「デバイスおよびサブネット

のグローバル フィルタリング」（P.3-10）を参照してください。

Online users (In-Band / 
Out-of-Band)

これらのエントリには、次の項目が表示されます。

 • IB の合計数または OOB オンライン ユーザ名、もしくは両方

 • IB の合計数または OOB オンライン MAC アドレス、もしくは

両方

 • ユーザ ロールあたりの IB 数および OOB オンライン ユーザの

数

（注） ロール単位のユーザ数は、[Monitoring] > [Online Users] > 
[View Online Users] ページにリンクされています。リンク

をクリックすると、特定のロールに対応する IB または 
OOB オンライン ユーザ リストが表示されます。

表 15-1 [Monitoring] > [Summary] ページ  （続き）

項目 説明
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オンライン ユーザ リスト
アウトオブバンド配置の場合、OOB ユーザは常に [In-Band Online Users] リストに 初に表示され、

その後 [Out-of-Band Online Users] リストに表示されます。管理対象スイッチの制御ポートからユーザ 
トラフィックが着信している場合、認証プロセス中はこのユーザが 初に [In-Band Online Users] リス

トに表示されます。その後ユーザが認証され、アクセス VLAN に移動してから、[Out-of-Band Online 
Users] リストにユーザが移動します。

後に、[Display Settings] タブで、各 [Online Users] ページに表示するユーザ特性を選択できます。

（注） ユーザ デバイスが、VPN3000/ASA デバイスの背後から Cisco NAC アプライアンスに接続している場

合、CAS/CAM が使用可能な 初の物理アダプタの MAC アドレスを使用して、Online Users リスト上

のユーザを特定します。ユーザがネットワークに接続するために使用しているデバイスは、必ずしもア

ダプタであるとは限りません。有線（イーサネット カード）インターフェイスを使用してネットワー

クに接続しているユーザは、マシンの無線インターフェイスを「ディセーブル」にする必要がありま

す。

アクティブ ユーザの意味

Cisco NAC アプライアンス ネットワークにログインした場合、次のいずれかのイベントが発生するま

で、アクティブなユーザ セッションは存続します。

 • ブラウザのログアウト ページまたは Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent ログアウトを通じ

て、ユーザがネットワークからログアウトした場合 

ネットワーク上のユーザは、コンピュータのシャットダウン /再起動後も、ログインし続けること

ができます。ユーザがネットワークからログアウトするには、Web ログアウト ページまたは 
Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent ログアウトを使用します。

 • Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent ユーザが Windows からログオフしたり、Windows マ
シンをシャットダウンしたりした場合 

ユーザが Windows ドメインからログオフした場合に、Clean Access システムからインバンド ユー

ザだけをログオフするように（[スタート ] > [シャットダウン ] > [現在のユーザーのログオフ ]）、
またはマシンをシャットダウンするように（[スタート ] > [シャットダウン ] > [シャットダウン ]）、
CAM および Agent を設定できます。

 • 管理者がネットワークからユーザを手動で削除した場合

[Monitoring] > [Online Users] > [View Online Users] ページ（IB または OOB）を使用すると、

Certified Devices List からクライアントを削除しないで、ネットワークからユーザを削除できま

す。

 • セッション タイマーを使用してセッションがタイムアウトした場合 

セッション タイマーは、マルチホップ L3（IB）配置でも L2（IB または OOB）配置と同じ方法で

機能します。設定は、[User Management] > [User Roles]> [Schedule] > [Session Timer] で行いま

す。このタイマーはユーザ ロール単位で設定され、設定時間が経過すると、選択されたロール内

のユーザをすべてネットワークからログアウトします。詳細については、「セッション タイマーの

設定（ユーザ ロール単位）」（P.9-19）を参照してください。

 • CAS がハートビート タイマーを使用して、そのユーザが接続されていないと判断し、CAM がそ

のセッションを終了した場合 

ハートビート タイマーは L2 IB 配置にだけ適用され、ロールに関係なくすべてのユーザに設定さ

れます。このタイマーをすべての Clean Access Server にグローバルに設定するには、フォーム 
[User Management] > [User Roles] > [Schedule] > [Heartbeat Timer] を使用します。特定の Clean 
Access Server に設定するには、ローカル フォーム [Device Management] > [CCA Servers] > 
[Manage [CAS_IP]] > [Misc] > [Heartbeat Timer] を使用します。詳細については、「ハートビート 
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オンライン ユーザ リスト  
タイマー（ユーザ非アクティブ タイムアウト）の設定」（P.9-19）を参照してください。 
 

ハートビート タイマーは L3 配置では機能せず、OOB ユーザには適用されません。ただし、CAS 
が VPN コンセントレータの背後にある 初のホップである場合は、ハートビート タイマーが機能

することに注意してください。この場合、VPN コンセントレータは、その現在のトンネル クライ

アントの IP アドレスに対する ARP クエリに応答するからです。

 • Certified Device リストが消去され（自動または手動で）、そのユーザがネットワークから削除され

た場合

Certified Devices List は L2（IB または OOB）配置にだけ適用され、グローバル Certified Devices 
タイマー フォーム（[Device Management] > [Clean Access] > [Certified Devices] > [Timer]）を使

用して、自動的かつ定期的に削除されるようにスケジュールできます。Certified Devices List から

特定の Clean Access Server の認証済みデバイスを手動で削除するには、ローカル フォーム 
[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Filters] > [Clean Access] > 
[Certified Devices] を使用します。すべての Clean Access Server の Certified Devices List を手動

で削除するには、グローバル フォーム [Device Management] > [Clean Access] > [Certified 
Devices] を使用します。詳細については、「証明済みデバイスの管理」（P.10-32）を参照してくだ

さい。

Certified Devices List には、リモート VPN/L3 クライアントは表示されないことを覚えておいてく

ださい（これらのセッションは MAC アドレスベースでなく IP ベースです）。

 • VPN コンセントレータに SSO および自動ログアウトが設定されていて、ユーザが VPN から切断

された場合

自動ログアウトがイネーブルな場合に、ユーザが VPN クライアントから切断されると、そのユー

ザは Online Users リストから自動的に削除されます（IB）。

マルチホップ L3 VPN コンセントレータ統合に SSO が設定されているときに、CAS 上のユーザの

セッションがタイムアウトしたにもかかわらず、VPN コンセントレータに引き続きログインして

いる場合、そのユーザはユーザ名 /パスワードを入力しなくても、CAS に再ログインできることに

注意してください。

（注） CAS または別のサーバが DHCP に使用されているときに、ユーザの DHCP リース期間が切れた場合、

そのユーザは Online Users リストにとどまります（インバンドまたはアウトオブバンド）。リース期限

が切れると、クライアント マシンはリースの更新を試みます。

詳細については、「ユーザ セッション タイムアウトおよびハートビート タイムアウトの設定」（P.9-16）
および「OOB ユーザ」（P.4-66）も参照してください。

オンライン ユーザの表示

[View Online Users] タブには、[In-Band] と [Out-of-Band] の 2 つのオンライン ユーザ リストに対応

した 2 つのリンクが表示されます。

デフォルトでは、[View Online User] ページには各ユーザのログイン ユーザ名、IP および MAC アド

イス（使用可能な場合）、プロバイダー、およびロールが表示されます。OS バージョン、スイッチ 
ポート（アウトオブバンド ユーザの場合）など、表示するカラム情報を選択する方法については、「設

定の表示」（P.15-10）を参照してください。

エントリの緑色のバックグラウンドは、Clean Access ネットワークにアクセス中のユーザ デバイスが、

Quarantine ロールまたは Agent Temporary ロールのいずれかの一時ロールであることを示しています。

エントリの青色のバックグラウンドは、Clean Access ネットワークにアクセス中のユーザ デバイスが

制限付きネットワーク アクセス ロールであることを示しています。
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オンライン ユーザ リスト
[View Online Users] ページに表示されているにもかかわらず、Clean Access の Certified Devices List 
にないデバイスは、一般に、認証プロセス中のデバイスです。

インバンド ユーザ

[In-Band] リンクをクリックすると、インバンド ユーザの [View Online Users] ページが表示されます

（図 15-3）。In-Band Online Users リストは、Clean Access ネットワークにログインしているインバン

ド ユーザを追跡します。

ユーザが Web ログインまたは Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent のいずれかを介してネット

ワークにログインすると、Clean Access Manager によって、このリストにクライアント IP および 
MAC アドレス（使用可能な場合）が追加されます。

Online Users リストからユーザを削除すると、そのユーザはインバンド ネットワークからログオフし

ます。

図 15-3 View Online Users ページ：In-Band

（注） AD SSO ユーザの場合は、[Online Users] ページと [Certified Devices] ページで、[Provider] フィール

ドに AD_SSO と表示され、[User]/[User Name] フィールドにはユーザ名とユーザのドメインの両方が

示されます（たとえば、user1@domain.name.com）。

アウトオブバンド ユーザ

[Out-of-Band] リンクをクリックすると、アウトオブバンド ユーザの [View Online Users] ページが表

示されます（図 15-4）。

Out-of-Band Online Users リストは、（信頼できるネットワーク上の）アクセス VLAN にある認証済み

のアウトオブバンド ユーザをすべて追跡します。クライアントがアクセス VLAN に切り替わると、

CAM はユーザ IP アドレスを Out-of-Band Online Users リストに追加します。

（注） アウトオブバンド オンライン ユーザの「User IP」は、認証 VLAN 上のユーザの IP アドレスです。定

義上は、CCA はユーザが一旦アクセス VLAN 上に配置されると、そのユーザを追跡しません。した

がって、OOB ユーザは CCA ネットワーク内に存在する間、認証 VLAN IP アドレスによって追跡さ

れます。

Out-of-Band Online Users リストからユーザが削除されると、通常は次のようになります。

1. CAM がスイッチ ポートをバウンスする（オフおよびオン）。

2. スイッチが CAM に SNMP トラップを再送信する。
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オンライン ユーザ リスト  
3. CAM は、制御ポートに対応する設定済みポート プロファイルに基づいて、ポートの VLAN を変

更します。

（注） Certified Devices List から OOB ユーザを削除すると、Out-of-Band Online Users リストからもその

ユーザが削除され、ポートはアクセス VLAN から認証 VLAN に変更されます。

（注） ポート プロファイルの [Remove Out-of-Band online user without bouncing port] オプションをオンにす

ると、次の場合に、OOB Virtual Gateway のスイッチ ポートがバウンスしません。

 – OOB Online Users リストからユーザが削除された場合

 – Certified Devices List からデバイスが削除された場合

代わりに、ポートのアクセス VLAN が認証 VLAN に変更されます（詳細については、「ポート プロ

ファイルの追加」（P.4-30）を参照してください）。

図 15-4 [View Online Users] ページ：Out-of-Band

（注） AD SSO ユーザの場合は、[Online Users] ページと [Certified Devices] ページで、[Provider] フィール

ドに AD_SSO と表示され、[User]/[User Name] フィールドにはユーザ名とユーザのドメインの両方が

示されます（たとえば、user1@domain.name.com）。

詳細については、第 4 章「スイッチ管理：アウトオブバンド配置の設定」を参照してください。

表 15-2 に、オンライン ユーザ ページからユーザを削除する場合の検索基準、情報 /ナビゲーション要

素、およびオプションを示します。カラム見出しをクリックすると、そのカラムを基準としてページの

エントリがソートされることに注意してください。

表 15-2 [View Online Users] ページのコントロール 

項目 説明

User Name ログインに使用したユーザ名が表示されます。
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オンライン ユーザ リスト
検索基準： CCA Server  • 任意の Clean Access Server

 • <特定の CAS IP アドレス> 
Provider  • 任意のプロバイダー

 • <特定の認証プロバイダー >
Role  • 任意のロール

 • Unauthenticated ロール

 • Temporary ロール

 • Quarantine ロール

 • <特定のロール>
Location  • 任意のスイッチまたはワイヤレス LAN コントローラ

 • <特定のスイッチ /WLC IP アドレス> 
Select Field  • ユーザ名

 • IP アドレス

 • MAC アドレス

Operator [equals]：検索テキスト値がこの演算子と完全一致する必要がありま

す。 
[starts with] 
[ends with] 
[contains]

Search Text 選択された演算子を使用して検索する値を入力します。

コントロー

ル：

View 検索基準を選択したら、[View] をクリックして、結果を表示します。

CAS、プロバイダー、ユーザ ロール、ユーザ名、IP アドレス、

MAC アドレス（使用可能な場合）、またはスイッチ（OOB だけ）別

にユーザを表示できます。

Reset View デフォルト ビューに戻します（検索基準は Any にリセットされま

す）。

Kick Users [Kick Users] をクリックすると、検索基準を使用してフィルタリング

されたユーザ セッションが、適用可能な複数のページにわたってす

べて終了します。ユーザへの [View] 操作に使用された任意の検索基

準に従って、ネットワークからユーザを選択的に削除することがで

きます。図 15-3 の「フィルタリング済みユーザ インジケータ」に

は、[Kick Users] をクリックした場合に終了するフィルタリング済み

ユーザの総数が表示されます。

Reset Max Users 大ユーザ数を、[Active users] ステータス フィールドに表示される

ユーザの実数にリセットします（図 15-3）。
Kick User 「ページ」に表示されたユーザ数と同数のユーザを削除するには、各

ユーザの横にあるチェックボックスをオンにして、[Kick User] ボタ

ンをクリックします。

ナビゲー

ション：

First/Previous/N
ext/Last

これらのナビゲーション リンクを使用すると、オンライン ユーザ リ
ストのページを移動することができます。各ページには 大で 25 の
エントリが表示されます。

表 15-2 [View Online Users] ページのコントロール （続き）

項目 説明
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オンライン ユーザ リスト  
Clean Access Server、認証プロバイダー、またはロール別のユーザ表示

1. [View Online Users] ページで、特定の Clean Access Server を選択するか、先頭フィールドを 
[Any CCA Server] のまま残します。

2. 特定の認証プロバイダーを選択するか、[Any Provider] のまま残します。

3. 特定のユーザ ロールを選択するか、[Any Role] のまま残します。

4. [View] をクリックして、Clean Access Server、プロバイダー、ロール、またはこれらの任意の組

み合わせを基準として、ユーザを表示します。

ユーザ名、IP、または MAC アドレスによる検索

1. [Search For] の横にある [Select Field] ドロップダウン メニューで、[User Name]、[IP Address]、
または [MAC Address] を選択します。

2. [starts with]、[ends with]、[contains]、[exact match] の 4 つの演算子のうち 1 つを選択します。

3. [Search For] テキスト フィールドに検索するテキストを入力します。[exact match] 演算子を使用

する場合は、入力した検索テキストに完全一致したエントリだけが返されます。

4. [View] をクリックして、結果を表示します。

ネットワークからのユーザのログオフ

[Kick Users] をクリックすると、検索基準を使用してフィルタリングされたユーザ セッションが、適

用可能な複数のページにわたってすべて終了します（1 ページに表示される 大エントリ数は 25 であ

ることに注意してください）。ユーザの [View] 操作に使用された任意の検索基準に従って、ネットワー

クからユーザを選択的に削除できます。図 15-3 の「フィルタリング済みユーザ インジケータ」には、

[Kick Users] ボタンをクリックした場合に終了するフィルタリング済みユーザ セッションの総数が表

示されます。

1. [Monitoring] > [Online Users] > [View Online] [Users]に移動します。

2. ユーザ セッションを終了するには、次のいずれかを実行します。

 – [Kick Users] をクリックして、ネットワークからすべてのユーザ（検索基準に従ってフィルタ

リングされたユーザ）を削除します。

 – 各ユーザの横にあるチェックボックスをオンにし、[Kick User] ボタンをクリックして、ユー

ザを個別に削除します。

オンライン ユーザ リスト（およびネットワーク）からユーザを削除しても、[Certified Devices] リス

トからユーザは削除されないことに注意してください。ただし、Certified Devices List からユーザを削

除すると、このユーザはネットワークからもログオフします。詳細については、「Certified Devices 
List」（P.10-9）を参照してください。
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オンライン ユーザ リスト
設定の表示

図 15-5 に、インバンド ユーザの [Display Settings] ページを示します。

図 15-5 Display Settings：In-Band

（注） [Role]：ログイン時にユーザに割り当てられるロールです。 

図 15-6 に、アウトオブバンド ユーザの [Display Settings] ページを示します。
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オンライン ユーザ リスト  
図 15-6 [Display Settings] ページ：Out-of-Band

[View Online Users] ページに表示される情報を選択する手順を実行します。

1. [Display Settings] タブをクリックします。

2. リストに表示する項目の横にあるチェックボックスをオンにします。

3. [Update] をクリックします。

4. [View Online Users] タブをクリックして、目的の設定が表示されるか確認します。
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イベント ログの意味
イベント ログの意味
[Monitoring] モジュールの [Event Logs] リンクをクリックして、管理コンソールの Syslog ベース イベ

ント ログを表示します。[Event Logs] タブには、[Log Viewer]、[Logs Settings]、および [Syslog 
Settings] の 3 つがあります。

ログの表示

図 15-7 に [Log Viewer] ペインを示します。

図 15-7 [Log Viewer] ペイン

[Log Viewer] タブには次の情報が表示されます。

 • Clean Access Server のシステム統計情報（デフォルトでは 4 時間おきに生成）

 • ユーザ ログイン時刻、ログオフ時刻、ログイン失敗回数などを含む、ユーザ アクティビティ 

 • MAC または IP パススルー リストの変更、Clean Access Server の追加や削除を含む、ネットワー

ク設定イベント 

 • リンクダウン トラップを受信した場合、およびポートが認証 VLAN またはアクセス VLAN に変

更された場合を含む、デバイス管理イベント（OOB の場合）

 • Clean Access チェック、規則、および Supported AV/AS Product List に対する変更やアップデート 

 • Clean Access Server DHCP 設定に対する変更

システム統計情報は、Clean Access Manager によって管理される CAS ごとに、デフォルトで 1 時間お

きに生成されます。システム チェックの発生頻度を変更する手順については、「Syslog ロギングの設

定」（P.15-17）を参照してください。
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イベント ログの意味 
（注） [Events] カラムには、 新のイベントが 初に表示されます。

表 15-3 に、ナビゲーション、検索機能、および [Log Viewer] ページに実際に表示される Syslog を示

します。

表 15-3 Log Viewer ページ 

カラム 説明

ナビゲー

ション

First 
Page/Previo
us Page/ 
Previous 
Entry/Specif
ic Page/Next 
Entry/Next 
Page/Last 
Page

これらのナビゲーション リンクを使用すると、イベント ログのページが切り替わります。

[Events] カラムには、 新のイベントが 初に表示されます。[Last] リンクは、ログ内の も

古いイベントを示します。

Page Size ウィンドウ内に表示されるログ エントリの数。ページあたり、10、25、または 100 のエントリ

を指定できます。

Column カラム見出し（[Type] や [Category] など）をクリックし、このカラムを基準としてイベント ロ
グをソートします。
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イベント ログの意味
検索基準 Type [Type] カラムを基準として検索します（その後、[Filter] をクリックします）。

 • Any Type 

 • Failure

 • Information

 • Success
Category [Category] カラムを基準として検索します（その後、[Filter] をクリックします）。

 • Authentication 1

 • Administration

 • Client

 • Clean Access Server

 • Clean Access

 • SW_Management（OOB がイネーブルの場合）

 • DHCP

 • Guest Registration

 • SSL Communication

 • Miscellaneous
Time  次の時間基準に基づいて検索します（その後、[Filter] をクリックします）。

 • Within one hour

 • Within one day

 • Within two days

 • Within one week

 • Anytime

 • One hour ago

 • One day ago

 • Two days ago

 • One week ago
Search in log 
text 

目的の検索テキストを入力し、[Filter] をクリックします。

コントロー

ル

Filter 目的の検索基準を選択したら、[Filter] をクリックして、結果を表示します。

Reset [Reset] をクリックすると、デフォルト ビューに戻り、1 日以内のログが表示されます。

Delete [Delete] をクリックすると、検索基準を使用してフィルタリングされたイベントが、適用可能

な複数のページにわたってすべて削除されます。[Delete] をクリックすると、Clean Access 
Manager ストレージからフィルタリング済みイベントが削除されます。[Delete] を使用して削

除しなかった場合は、システムがシャットダウンしても、イベント ログは維持されます。

P.15-12 の図 15-7に示されたフィルタリング済みイベント インジケータを使用して、削除対象

のフィルタリング済みイベントの総数を表示します。

表 15-3 Log Viewer ページ （続き）

カラム 説明
15-14
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16410-01-J



 

第 15 章      オンライン ユーザとイベント ログのモニタリング

イベント ログの意味 
ステータス

表示

Type  • レッドのフラグ（ ） = 失敗。エラー、または予期せぬイベントを示します。

 • グリーンのフラグ（ ） = 成功。ログインや設定アクティビティの成功など、成功したイ

ベントあるいは標準使用イベントを示します。

 • イエローのフラグ（ ） = 情報。負荷情報やメモリ使用率など、システム パフォーマンス

情報を示します。

Category ログ イベントを開始したモジュールまたはシステム コンポーネントを示します （リストについ

ては、「Category」（P.15-14）を参照してください）。システム統計情報は、Clean Access 
Manager によって管理される Clean Access Server ごとに、デフォルトで 1 時間おきに生成され

ることに注意してください。

Time イベントの日時（hh:mm:ss）を、 新のイベントから順に表示します。

Event モジュールのイベントを、 新のイベントから順に表示します。Clean Access Server イベント

の例については、P.15-16 の表 15-4を参照してください。

1. Authentication タイプのエントリには、Provider: <provider type>、Access point: N/A、Network: N/A という項目が含まれる場合がありま
す。廃止されたレガシー無線クライアント（存在し、Manager 内で設定済みの場合）を引き続きサポートするために、Access point: N/A 
フィールドと Network: N/A フィールドには、それぞれレガシー クライアントの AP MAC 情報と SSID 情報が表示されます。

表 15-3 Log Viewer ページ （続き）

カラム 説明
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イベント ログの意味
イベント ログの例

表 15-4 に、次に示す一般的な Clean Access Server ヘルス イベントの例を示します。

CleanAccessServer 2007-04-05 09:03:31 10.201.15.2 System Stats: Load factor 0 (max 
since reboot: 2) Mem (bytes) Total: 528162816 Used: 295370752 Free: 232792064 Shared: 
0 Buffers: 41537536 Cached: 179576832 CPU User: 0% Nice: 0% System: 1% Idle: 99%

表 15-4 Event カラム フィールド 

値 説明

CleanAccessServer Clean Access Server はイベントを報告しています。

2007-04-05 09:03:31 イベントの日時です。

10.201.15.2 報告元 Clean Access Server の IP アドレスです。

System Stats: システム統計情報は、Clean Access Manager によって管理される 
Clean Access Server ごとに、デフォルトで 1 時間おきに生成されま

す。

Load factor 0 負荷係数は、Clean Access Server で処理するために待機しているパ

ケット数（現在 CAS で処理している負荷）を示す数値です。負荷係

数が大きい場合は、キュー内で処理を待機しているパケットがあり

ます。負荷係数が一定時間（5 分間など）500 を超えた場合、Clean 
Access Server には着信トラフィック /パケットによる大量の負荷が

発生していることを示しています。この数値が 500 以上になったら、

注意が必要です。

(max since reboot: <n>) キュー内に一度に格納できる 大パケット数です（Clean Access 
Server で処理される 大負荷）。

Mem Total: 528162816 bytes メモリ使用率に関する統計情報です。ここには、メモリ合計、使用

メモリ、空きメモリ、共有メモリ、バッファ メモリ、キャッシュ メ
モリの 6 つの数値が表示されます。

Used: 295370752 bytes
Free: 232792064 bytes 
Shared: 0 bytes

Buffers: 41537536 bytes
Cached: 179576832 bytes
CPU User: 0% これらの数値は、ハードウェアの CPU プロセッサ負荷をパーセント

で示します。4 つの数値は、ユーザ プロセス、正常なプロセス、シ

ステム プロセス、およびアイドル プロセスのシステム消費時間で

す。

（注） Clean Access Server の場合、システム プロセスで CPU が消

費する時間は、通常 90% を超えています。この値はシステ

ムが正常なことを示します。

Nice: 0% 

System: 1%

Idle: 99%
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Syslog ロギングの設定 
ログ対象イベント数の制限 
イベント ログしきい値は、Clean Access Manager データベースに格納されるイベント数です。CAM 
に保持されるログ イベントの 大数は、デフォルトでは 100,000 です。CAM データベースに一度に格

納されるイベント ログのしきい値には、 大で 200,000 エントリを指定できます。イベント ログは循

環ログです。ログ数がイベント ログ しきい値を超えると、 も古いエントリが上書きされます。

最大イベント数を変更する手順

1. [Monitoring] > [Event Logs] ページの [Logs Setting] タブをクリックします。

2. [Maximum Event Logs] フィールドに新しい数値を入力します。

3. [Update] をクリックします。

Syslog ロギングの設定
システム統計情報は、Clean Access Manager によって管理される Clean Access Server ごとに、デフォ

ルトで 1 時間おきに生成されます。デフォルトでは、イベント ログは CAM に書き込まれます。CAM 
イベント ログは、別のサーバ（ユーザ専用の syslog サーバなど）にリダイレクトすることもできます。

さらに、[Syslog Health Log Interval] フィールドに値（デフォルトは 60 分）を設定して、CAM がシス

テム ステータス情報を記録する頻度を設定できます。

Syslog ロギングの設定手順

ステップ 1 [Monitoring] > [Event Logs] > [Syslog Settings] に移動します。

ステップ 2 [Syslog Server Address] フィールドで、Syslog サーバの IP アドレス（デフォルトは 127.0.0.1）を入力

します。

ステップ 3 [Syslog Server Port] フィールドで、Syslog サーバのポート（デフォルトは 514）を入力します。

ステップ 4 ドロップダウン リストで [Syslog Facility] を指定します。この設定では、オプションで、CAM から送

信された Syslog メッセージに別の Syslog ファシリティ タイプを指定できます。デフォルトの

「User-Level」ファシリティ タイプを使用するか、Syslog RFC で定義された任意の「ローカル使用」

Syslog ファシリティ タイプ（「ローカル使用 0」から「ローカル使用 7」）を割り当てることができま
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Syslog ロギングの設定
す。この機能を使用すると、Cisco Clean Access Syslog メッセージを、すでに生成した可能性がある

他の「User-Level」Syslog エントリと区別して、他のネットワーク コンポーネントから Syslog サーバ

に送信できます。

ステップ 5 [System Health Log Interval] フィールドで、CAM がシステム ステータス情報を記録する頻度を分単位

（デフォルトは 60 分）で指定します。この設定により、CAS 統計情報がイベント ログに記録される頻

度が決まります。

ステップ 6 [CPU Utilization Interval] フィールドで、CAM が CPU 使用率の統計情報を記録する頻度を秒単位で指

定します。CPU ステータス情報を約 1 分おきに記録するよう CAM を設定できます。デフォルトは 3 
秒おきです。

ステップ 7 [Update] ボタンをクリックして、変更を保存します。

（注） CAM で Syslog サーバを設定した後で、一旦ログオフし、再度 CAM 管理コンソールにログインする

と、設定をテストできます。この操作により、Syslog イベントが生成されます。CAM イベントが 
Syslog サーバに表示されない場合は、Syslog サーバが UDP 514 パケットを受信していること、および

ネットワークのいずれかの場所でそれらがブロックされていないことを確認してください。

（注） 1 つの Syslog サーバだけに転送できます。必要に応じて、その Syslog サーバが別のサーバに転送する

ようにできます。
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Cisco NAC アプライアンスのログ ファイル   
Cisco NAC アプライアンスのログ ファイル
表 15-5 に、Cisco NAC アプライアンスでの共通する Clean Access Manager ログと Clean Access 
Server ログを示します。

ログ ファイル サイズ

 • 大サイズが 20 MB の /perfigo/control/tomcat/logs/nac_manager.log ログ ファイルには、10 の
ログがあります。

 • /perfigo/(control | access)/apache/logs にある、 大サイズが 20 MB の各ログ ファイルには、20 の
ログがあります。

詳細については、次のリンクも参照してください。

 • 「サポート ログ」（P.16-43） 

 • 「証明書関連ファイル」（P.16-23）

 • 「CAM データベースのバックアップ」（P.16-56）

表 15-5 Cisco NAC アプライアンスのログ ファイル

ファイル 説明

/var/log/messages 起動

/perfigo/control/tomcat/logs/nac_manager.log リリース 4.5 以降の Perfigo サービス ログ1、2

1. CAM がスイッチから受信した通知に関するデバイス管理イベントが書き込まれるのは、ファイル システム
（/perfigo/control/tomcat/logs/nac_manager.log）のログだけです。これらのイベントがディスクに書き込まれ
るのは、ログ レベルが INFO 以上に設定されている場合だけです。

2. 前のリリースの Cisco NAC アプライアンスの Perfigo サービス ログ ファイルは、
/perfigo/logs/perfigo-log0.log.* または /tmp/perfigo-log0.log.*（プレリリース 3.5(5)）ディレクトリにありま
す。これらの古いログでは、* ではなく 0 が、 新のログを示しています。

/perfigo/control/data/details.html 
/perfigo/control/data/upgrade.html

CAM アップグレード ログ

/var/nessus/logs/nessusd.messages Nessus プラグイン テスト ログ 
/perfigo/control/apache/logs/* SSL（証明書）、Apache エラー ログ 
/perfigo/control/tomcat/logs/catalina.out Tomcat 初期化ログ

/var/log/ha-log ハイ アベイラビリティ ログ（CAM および CAS 
の両方） 

/var/log/dhcplog DHCP リレー、DHCP ログ（CAS）
/perfigo/access/data/details.html 
/perfigo/access/data/upgrade.html

CAS アップグレード ログ

/perfigo/access/tomcat/logs/nac_server.log 証明書関連の CAM/CAS 接続エラー（CAS）
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SNMP
SNMP 管理ツール（HP OpenView など）で管理 /モニタされるように、Clean Access Manager を設定

できます。この機能を使用すると、SNMP（v1）を使用した 小限の管理を実行できます。今後のリ

リースでは、SNMP を介してさらに多くの情報 /アクションが公開されると予測されます。

[Monitoring] > [SNMP] を使用して、Clean Access Manager に基本的な SNMP ポーリングおよびア

ラートを設定できます。SNMP ポーリングおよびアラートは、デフォルトでディセーブルになってい

ることに注意してください。[Monitoring] > [SNMP] の [Enable] ボタンをクリックすると、次の機能が

アクティブになります。

 • SNMP ポーリング：SNMP rocommunity（「読み取り専用コミュニティ」）ストリングを指定する

と、Clean Access Manager は snmpget および snmpwalk 要求に正しいコミュニティ ストリングで

応答します。

 • SNMP トラップ：トラップ シンクを追加して、トラップを送信するように Clean Access Manager 
を設定できます。「トラップ シンク」は、トラップを受信するように設定された任意のコンピュー

タ（通常は管理ボックス）です。送信されるすべてのトラップは、バージョン 1（v1）トラップで

す。トラップ シンクごとに、各トラップのコピーが 1 つ送信されます。

イネーブルな場合、SNMP モジュールは次のプロセスをモニタします。

 • SSH デーモン

 • Postgres データベース

 • Clean Access Manager

 • Apache Web サーバ

Clean Access Manager は次の場合にもトラップを送信します。

 • Clean Access Manager がオンラインになった場合

 • Clean Access Manager がシャットダウンした場合

 • Clean Access Manager が管理対象の Clean Access Server と接続した場合、または切断された場合

 • SNMP サービスが起動した場合（Cold Start Trap が送信された場合） 

ここでは、次の項目について説明します。

 • SNMP ポーリング /アラートのイネーブル化

 • 新しいトラップ シンクの追加
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SNMP
SNMP ポーリング /アラートのイネーブル化

1. [Monitoring] > [SNMP] に移動して、SNMP 設定ページを起動します（図 15-8）。

図 15-8 [Monitoring] > [SNMP] ページ

2. [Enable] ボタンをクリックして、SNMP ポーリングおよび SNMP トラップをアクティブにします。

3. 次のフィールドの値を指定します。

 • [Read-Only Community String]： 
Clean Access Manager が snmpget および snmpwalk 要求に正しいコミュニティ ストリングで
応答できるようにする文字列を指定します。 
ブランクのままにすると、Clean Access Manager の SNMP ポーリングに対するすべての 
Clean Access Manager 応答がディセーブルになります。

 • [Disk Trap Threshold%]：（デフォルトは 50%） 
ルート パーティションの空きスペースが指定割合よりも小さくなると、トラップが送信され
ます。

 • One-Minute Load Average Threshold：（デフォルトは 3.0） 
1 分間の負荷平均がここに設定したしきい値を超えると、トラップが送信されます。標準 
UNIX 定義に従って負荷平均を入力します。たとえば、1 分間の負荷平均が 1.0 の場合、CPU 
時間不足によりブロックされたプロセスが、1 分間に少なくとも 3 つあったことを意味しま
す。

 • [Five-Minute Load Average Threshold]：（デフォルトは 2.0） 
5 分間の負荷平均がここに設定したしきい値を超えると、トラップが送信されます。標準 
UNIX 定義に従って負荷平均を入力します。

 • [Five-Minute Load Average Threshold]：（デフォルトは 1.0） 
15 分間の負荷平均がここに設定したしきい値を超えると、トラップが送信されます。標準 
UNIX 定義に従って負荷平均を入力します。

4. [Update] をクリックして、SNMP 設定を新しいしきい値で更新します。

5. [Download] をクリックして、SNMP MIB（管理情報ベース）アーカイブを .tar.gz 形式でダウン

ロードします。
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新しいトラップ シンクの追加

トラップ シンクを追加して、トラップを送信するように Clean Access Manager を設定できます。送信

されるすべてのトラップは、バージョン 1（v1）トラップです。トラップ シンクごとに、各トラップ

のコピーが 1 つ送信されます。

1. ペインの右上にある [Add New Trapsink] リンクをクリックして、Add New Trapsink フォームを起

動します。

2. [Trapsink IP] を入力します。

3. [Trapsink Community] ストリングを入力します。

4. オプションの [Trapsink Description] を入力します。

5. [Update] をクリックして、SNMP Trapsink テーブルを更新します。

図 15-9 新しいトラップ シンクの追加

トラップ シンク設定が完了すると、Clean Access Manager は UCD テーブル エントリを参照する 
DISMAN-EVENT 形式のトラップを送信します。ルート パーティションの残りのスペース サイズが設

定値（デフォルトは 50%）を下回って、CPU 負荷が 1、5、または 15 分間にわたって設定値を超えた

場合も、Clean Access Manager はトラップを送信します。

トラップには次の内容が含まれます。

トラップの内容 説明

タイプ：エンタープライズ固有（1）
SNMP トラップ OID（1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0） DISMAN-EVENT-MIB 2.0.1

（1.3.6.1.2.1.88.2.0.1）に設定されます。
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DISMAN mteObjectsEntry の内容：

mteHotTrigger（OID 1.3.6.1.2.1.88.2.1.1） 一般に次のようになります。 

プロセスの場合は「プロセス テーブル」 

負荷平均アラートの場合は「laTable」 
ディスク容量アラートの場合は「dskTable」 
仮想メモリ アラートの場合は「メモリ」

mteHotTargetName（OID 1.3.6.1.2.1.88.2.1.2）常にブランクです。

mteHotContextName（OID 
1.3.6.1.2.1.88.2.1.3）

常にブランクです。

mteHotOID（OID 1.3.6.1.2.1.88.2.1.4） イベントをトリガーしたデータを格納する 
UCD テーブルの OID に設定されます。

mteHotValue（OID 1.3.6.1.2.1.88.2.1.5） トラップがエラーでない場合は、0 に設定され

ます。 

エラー 条件が報告されている場合は ゼロ以外

の値に設定されます（通常は 1）。
mteFailedReason（OID 1.3.6.1.2.1.88.2.1.6） アラート送信理由を示すストリングに設定され

ます。

トラップの内容 説明
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C H A P T E R 16

CAM の管理

この章では、Clean Access Manager の [Administration] ページについて説明します。この章の内容は

次のとおりです。

 • 「概要」（P.16-1）

 • 「ネットワーク」（P.16-2）

 • 「フェールオーバー」（P.16-4）

 • 「システム時刻の設定」（P.16-5）

 • 「CAM SSL 証明書の管理」（P.16-6）

 • 「システムのアップグレード」（P.16-24）

 • 「ライセンス」（P.16-26）

 • 「ポリシーのインポート /エクスポート」（P.16-28）

 • 「サポート ログ」（P.16-43）

 • 「管理ユーザ」（P.16-46）

 • 「システム パスワードの管理」（P.16-53）

 • 「CAM データベースのバックアップ」（P.16-56）

 • 「API サポート」（P.16-64）

User Pages モジュールの詳細については、第 6 章「ユーザ ログイン ページとゲスト アクセスの設定」 
を参照してください。

ハイ アベイラビリティ設定の詳細については、第 17 章「ハイ アベイラビリティ（HA）の設定」を参

照してください。

概要
インストール時には、初期設定スクリプトによって、インターフェイス アドレス、DNS サーバ、その

他のネットワーク情報など、Clean Access Manager の内部管理設定が多数行われます。Administration 
モジュール（図 16-1）を使用すると、インストール実行後にこれらの設定にアクセスしたり、変更し

たりすることができます。
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ネットワーク
図 16-1 Administration モジュール 

Administration モジュールの [CCA Manager] ページでは、次の管理タスクを実行できます。

 • Clean Access Manager のネットワーク設定の変更。「ネットワーク」（P.16-2）を参照してくださ

い。

 • Clean Access Manager のハイ アベイラビリティ モードの設定。第 17 章「ハイ アベイラビリティ

（HA）の設定」を参照してください。

 • Clean Access Manager システム時刻の管理。「システム時刻の設定」（P.16-5）を参照してくださ

い。

 • Clean Access Manager SSL 証明書の管理。「CAM SSL 証明書の管理」（P.16-6）を参照してくださ

い。

 • コンソール /SSH アップグレードの実行前にソフトウェア アップグレード イメージを Clean 
Access Manager にアップロード。『 Release Notes for Cisco NAC Appliance Version 4.5(1)』の

「Upgrading to a New Software Release」の項を参照してください。

 • Clean Access Manager のライセンス ファイルの管理。「ライセンス」（P.16-26）を参照してくださ

い。

 • カスタマー サポートに送信する CAM のサポート ログの作成。「サポート ログ」（P.16-43）を参照

してください。

Administration モジュールの [User Pages] タブでは、次の管理タスクを実行できます。

 • デフォルト ログイン ページの追加、およびすべての Web ユーザ ログイン ページの作成または変

更。第 6 章「ユーザ ログイン ページとゲスト アクセスの設定」を参照してください。

 • Clean Access Manager へのリソース ファイルのアップロード。「リソース ファイルのアップロー

ド」（P.6-13）を参照してください。

Administration モジュールの [Admin Users] ページ（「管理ユーザ」（P.16-46）を参照してください）

では、次の管理タスクを実行できます。

 • 新しい管理グループおよび管理ユーザ /パスワードの追加と管理

 • 新しい機能が追加された場合の管理者権限の設定および管理

Administration モジュールの [Backup] ページでは、CAM の設定をバックアップするために Clean 
Access Manager の手動スナップショットを作成できます。「CAM データベースのバックアップ」

（P.16-56）を参照してください。

また、CAM には API インターフェイスも備わっています（「API サポート」（P.16-64）を参照）。

ネットワーク
Clean Access Manager のネットワーク設定を表示または変更するには、[Administration] > [CCA 
Manager] > [Network] ページを使用します。
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ネットワーク
通常、ネットワーク設定を変更するには、Clean Access Manager マシンをリブートして変更を有効に

する必要があります。したがって、運用マシンを変更する場合は、マシンのリブートがユーザに与える

影響が 小となる時期に変更を行ってください。

（注） service perfigo config 設定ユーティリティ スクリプトを使用すると、CAM ネットワーク設定を変

更できます。この設定ユーティリティはコマンドラインから使用するため、ネットワーク設定や 
VLAN 設定が不正なために管理コンソール Web サーバが応答しない場合に、特に役立ちます。詳細に

ついては、「初期設定の実行」（P.2-9）を参照してください。

CAM ネットワーク設定を変更するには

ステップ 1 [Administration] > [CCA Manager] > [Network] に移動します。

図 16-2 CAM Network

ステップ 2 [Network] ページで、次のフィールド /コントロールの設定を必要に応じて変更します。

 • [IP Address]：CAM マシンの eth0 IP アドレス。

 • [Subnet Mask]：IP アドレスのサブネット マスク。

 • [Default Gateway]：CAM のデフォルト IP ゲートウェイ。

 • [Host Name]：CAM のホスト名。この名前は、ハイ アベイラビリティ モードの場合に必要です。

 • [Host Domain]：ドメイン名サフィックスに関するオプション フィールド。ホスト名を IP アドレ

スに解決するには、DNS に完全修飾ホスト名が必要です。ネットワーク環境において、ユーザは

次のようにドメイン名サフィックスを省略したホスト名をブラウザに入力することがあります。

http://siteserver 

ホスト ドメイン値は、アドレスを完成させる場合に使用されます。たとえば、サフィックス値が 
cisco.com の場合、要求 URL は次のようになります。

http://siteserver.cisco.com 

 • [DNS Servers]：環境内の DNS（Domain Name Service）サーバの IP アドレス。複数のアドレス

を指定する場合は、カンマで区切ります。複数の DNS サーバを指定した場合、Clean Access 
Manager はサーバに 1 つずつ接続を試み、応答を受信したら停止します。
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フェールオーバー
ステップ 3 [Reboot] をクリックして、Clean Access Manager を新しい設定で再起動します。

フェールオーバー
Clean Access Manager のフェールオーバー設定を表示または変更するには、[Administration] > [CCA 
Manager] > [Failover] ページを使用します。

通常、ネットワーク設定を変更するには、Clean Access Manager マシンをリブートして変更を有効に

する必要があります。したがって、運用マシンを変更する場合は、マシンのリブートがユーザに与える

影響が 小となる時期に変更を行ってください。

（注） service perfigo config 設定ユーティリティ スクリプトを使用すると、CAM ネットワーク設定を変

更できます。この設定ユーティリティはコマンドラインから使用するため、ネットワーク設定や 
VLAN 設定が不正なために管理コンソール Web サーバが応答しない場合に、特に役立ちます。詳細に

ついては、「初期設定の実行」（P.2-9）を参照してください。

CAM フェールオーバー設定の変更手順

ステップ 1 [Administration] > [CCA Manager] > [Failover] に移動します。

図 16-3 CAM Failover

ステップ 2 [Network] ページで、[Clean Access Manager Mode] メニューを使用して CAM の動作モードを変更し

ます。

 • [Standalone Mode]：Clean Access Manager が単独で動作している場合

 • [HA-Primary Mode]：フェールオーバー設定のプライマリ Clean Access Manager 用

 • [HA-Standby Mode]：セカンダリ Clean Access Manager 用

HA（ハイ アベイラビリティ）オプションのいずれかを選択すると、追加フィールドが表示されま

す。フィールドおよびハイ アベイラビリティ設定の詳細については、第 17 章「ハイ アベイラビリ

ティ（HA）の設定」を参照してください。

ステップ 3 [Update] ボタンをクリックします。
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システム時刻の設定
システム時刻の設定 
ロギングおよびその他の時間依存タスク（SSL 証明書の生成など）のために、Clean Access Manager 
および Clean Access Server の時刻は正確に同期する必要があります。[System Time] タブを使用する

と、Clean Access Manager の時刻を設定したり、Clean Access Manager オペレーティング システムの

タイム ゾーン設定を変更したりすることができます。

CAM および CAS をインストールしたら、CAM および CAS の時刻を同期し、その後で Certificate 
Signing Request（CSR）のベースとなる一時証明書を再生成する必要があります。 も簡単な方法は、

タイム サーバと時刻を同期することです（[Sync Current Time] ボタン）。

（注） CAS に設定された時刻は、CAM の SSL 証明書に設定された作成日 /満了日の範囲内である必要があり

ます。ユーザ マシンに設定された時刻は、CAS の SSL 証明書に設定された作成日 /満了日の範囲内で

ある必要があります。

CAS の時刻は、[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Misc] > [Time] で変

更できます。詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and 
Configuration Guide Release 4.5(1)』を参照してください。

現在時刻を表示するには

1. [Administration] > [CCA Manager] > [System Time] に移動します。

2. Clean Access Manager のシステム時刻は [Current Time] フィールドに表示されます。

図 16-4 System Time

新しい時刻を入力してシステム時刻を手動で調整する方法と、外部タイム サーバと同期して自動で調

整する方法の 2 とおりがあります。

システム時刻を手動で変更するには 
1. [System Time] フォームで、次のいずれかの処理を実行します。

2. [Date & Time] フィールドに時刻を入力し、[Update Current Time] をクリックします。時刻は、

mm/dd/yy hh:ss PM/AM の形式である必要があります。

3. または、[Sync Current Time] ボタンをクリックして、[Time Servers] フィールドに表示されたタイ

ム サーバを使用して時刻を更新させます。
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CAM SSL 証明書の管理
自動的にタイム サーバと同期する手順

デフォルト タイム サーバは、time.nist.gov にある National Institute of Standards and Technology
（NIST）で管理されているサーバです。別のタイム サーバを指定する手順は、次のとおりです。

1. [System Time] フォームの [Time Servers] フィールドに、サーバの URL を入力します。指定した

サーバは、NIST 標準フォーマットの時刻を提供する必要があります。複数のサーバを区切るに

は、スペースを使用します。

2. [Update Current Time] をクリックします。

複数のタイム サーバがリストされる場合、CAM は同期中にリストの 初のサーバと接続を試みます。

このサーバを使用できる場合は、そこから時刻が更新されます。このサーバが使用できない場合、

CAM は目的のサーバに到達するまで、次のサーバを順に試みます。

CAM は定期的に、時刻を設定済みの NTP サーバと自動的に同期します。

サーバ システム時刻のタイム ゾーンの変更手順

1. [Administration] > [CCA Manager] ページの [Current Time] タブの [Time Zone] ドロップダウン 
リストで、新しいタイム ゾーンを選択します。

2. [Update Time Zone] をクリックします。

CAM SSL 証明書の管理 
Cisco NAC アプライアンスの各要素は、Secure Socket Layer（SSL）接続を介してセキュアに通信し

ます。Cisco NAC アプライアンスでは、次の場合を含む多数の目的で、SSL 接続を使用します。

 • CAM と CAS 間のセキュア通信

 • ポリシー同期マスター CAM とポリシー同期レシーバ CAM 間のポリシーのインポート /エクス

ポート操作

 • [User Management] > [Auth Servers] > [New] | [Edit] ページの [Security Type] オプションを使用

して、LDAP 認証プロバイダーで SSL をイネーブルにした、CAM と LDAP 認証サーバ間の通信 

 • CAS と、CAS に接続しているエンド ユーザ間の接続

 • CAM/CAS と、CAM/CAS Web 管理コンソールにアクセスしているブラウザ間の接続

インストール中に、CAM と CAS の両方の設定ユーティリティ スクリプトから、インストール中のア

プライアンス（CAM または CAS）の一時 SSL 証明書を生成するように要求されます。対応する秘密

鍵も、一時証明書を使用して生成されます。

試験環境で正確に動作している Clean Access Manager と Clean Access Server では、CA 署名付き証明

書を使用する必要はありません。必要に応じて、一時証明書を引き続き使用できます。ただし運用配置

では、セキュリティ上の理由から、CAM と CAS の一時次証明書をサードパーティの CA 署名付き 
SSL 証明書で置き換える必要があります。

CAS の SSL 証明書の管理方法については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation 
and Configuration Guide Release 4.5(1)』 を参照してください。

（注） Cisco Clean Access では、SSL 証明書では 1024 ビット長および 2048 ビット長の RSA 鍵だけがサポー

トされます。

ここでは、CAM の SSL 証明書の管理方法について説明します。

 • 「一時証明書の生成」（P.16-11）

 • 「証明要求の生成およびエクスポート」（P.16-12）
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CAM SSL 証明書の管理  
 • 「署名付き証明書 /秘密鍵の管理」（P.16-14）

 • 「信頼できる認証局の管理」（P.16-16）

 • 「現在の秘密鍵 /証明書と認証局情報の表示」（P.16-19）

 • 「証明書に関する問題のトラブルシューティング」（P.16-21）

（注） Clean Access Manager 用に購入した CA 署名付き証明書は、Clean Access Server では使用できません。

Clean Access Server ごとに個別の証明書を購入する必要があります。

SSL 証明書管理のための Web コンソール ページ

実際は、CAM SSL 証明書ファイルは CAM マシンに保持され、CAS SSL 証明書ファイルは CAS マシ

ンに保持されます。インストール後、CAM 証明書はそれぞれ次の Web コンソール ページから管理し

ます。

Clean Access Manager 証明書

 • [Administration] > [CCA Manager] > [SSL] > [X509 Certificate]：一時証明書または CA 署名付き

証明書と秘密鍵をインポートおよびエクスポートして、新しい一時証明書を生成するには、この設

定ウィンドウを使用します。

 • [Administration] > [CCA Manager] > [SSL] > [Trusted Certificate Authorities]：CAM で認証局を

表示、追加、および削除するには、この設定ウィンドウを使用します。

 • [Administration] > [CCA Manager] > [SSL] > [X509 Certification Request]：CAM の新しい CA 署
名付き証明書要求を生成するには、この設定ウィンドウを使用します。

CAM Web 管理コンソールを使用すると、次の SSL 証明書関連の操作を実行できます。

 • PEM エンコード PKCS #10 Certificate Signing Request（CSR）の生成。

 • 秘密鍵のインポートとエクスポート。この機能を使用すると、CSR に基づいた秘密鍵のバック

アップ コピーを保存できます。CA 署名付き証明書が認証局から戻されて、CAM にインポートさ

れる場合は、この秘密鍵を併用する必要があります。そうしないと、CAM は、SSL を介して関連

するマシンと通信できません。

 • CAM ローカル トラストストア内の信頼できる CA の表示、削除、およびインポート /エクスポー

ト。

 • 一時証明書（および対応する秘密鍵）の生成。一時証明書は、試験環境専用に設計されています。

実動環境に CAM と CAS を配置する場合は、ネットワーク セキュリティを確実に確保できるよ

う、サードパーティの認証局からの信頼できる証明書を使用することを強くお勧めします。

（注） 「EMAILADDRESS=info@perfigo.com, CN=www.perfigo.com, OU=Product, O="Perfigo, 
Inc.", L=San Francisco, ST=California, C=US」認証局が CAS に存在する場合は、CAS 
Web コンソール（図 16-5）に、この認証局によって CAS と関連するクライアント マシン

がセキュリティ攻撃を受けやすくなる可能性があることを警告するメッセージが表示され

ます。この認証局を見つけて CAS データベースから削除するには、「信頼できる認証局の

管理」（P.16-16）の手順を使用してください。
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CAM SSL 証明書の管理
図 16-5 信頼できる認証局を取得して、既存の「www.perfigo.com」証明書を削除するよう警告する、

管理者の Web コンソール メッセージ

CAM での一般的な SSL 証明書のセットアップ

CAM 証明書を管理するための一般的な手順は、次のとおりです。

フェーズ 1：CAM と CAS での Certificate Signing Request（CSR）の準備

ステップ 1 時刻を同期します。

CAM および CAS をインストールしたら、CAM および CAS の時刻を同期し、その後で Certificate 
Signing Request のベースとなる一時証明書を再生成します。詳細については、「システム時刻の設定」

（P.16-5）を参照してください。

ステップ 2 CAM の DNS 設定を確認します。

CA 署名付き証明書にサーバの IP アドレスでなく DNS 名を使用する場合は、CAM 設定を検証し、一

時証明書を再生成する必要があります。詳細については、「IP でなく DNS 名に対応した証明書が再生

成される」（P.16-23）を参照してください。

ステップ 3 「一時証明書の生成」（P.16-11） 
16-8
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16410-01-J



 

第 16 章      CAM の管理

CAM SSL 証明書の管理  
一時証明書および秘密鍵は、CAM のインストール中に自動的に生成されます。CAM の時刻または 
DNS 設定を変更する場合は、一時証明書および秘密鍵を再生成します。

フェーズ 2：CAM と CAS での CA 署名付き証明書の準備（実動環境）

警告 前の配置で不完全であるか、適切ではない SSL 証明書のチェーンを使用している場合は、リ
リース 4.5 へのアップグレード後に CAM/CAS 通信が失敗することがあります。リリース 
4.5 に正常にアップグレードするには、証明書チェーンを訂正する必要があります。リリース 
4.5 へのアップグレード後に CAM/CAS で証明書エラーを訂正する方法の詳細については、
トラブルシューティング テクニカル ノートの『How to Fix Certificate Errors on the 
CAM/CAS After Upgrade』を参照してください。

ステップ 4 保護のために、証明書と秘密鍵をローカル マシンにエクスポート（バックアップ）します。

Cisco NAC アプライアンスの SSL 設定を変更する場合は、保護のために、証明書と、現在の証明書に

対応する秘密鍵を必ずローカル ハード ドライブにバックアップすることをお勧めします。「証明要求の

生成およびエクスポート」（P.16-12）を参照してください。

ステップ 5 Certificate Signing Request（CSR）をローカル マシンにエクスポート（保存）します。「証明要求の生

成およびエクスポート」（P.16-12）を参照してください。

ステップ 6 CSR ファイルを、信頼できる証明書の発行が許可された認証局（CA）に送信します。

ステップ 7 CA が署名し、証明書を戻したら、CA 署名付き証明書をサーバにインポートします。

CA 署名付き証明書を CA から受信したら、PEM エンコード ファイルとして CAM 一時ストアにアッ

プロードします。「署名付き証明書 /秘密鍵の管理」（P.16-14）を参照してください。

（注） CAM と CAS では、通信を暗号化する必要があります。そのため、実動環境で Cisco NAC アプライア

ンスを配置する前に、CAM には、すべての管理対象 CAS の証明書の取得元である信頼できる認証局

が必要であり、さらにすべての CAS には、CAM 証明書の取得元である信頼できる同一の認証局が必

要です。

ステップ 8 「EMAILADDRESS=info@perfigo.com, CN=www.perfigo.com, OU=Product, O="Perfigo, Inc." L=San 
Francisco, ST=California, C=US」認証局が CAM 上に存在する場合は、「信頼できる認証局の管理」

（P.16-16）の手順を使用して、この認証局を見つけて、CAM データベースから削除してください。

（注） 実動環境に CAM を配置する前に、この認証局を削除することを強くお勧めします。実動環境

に CAM を配置しない場合は、この認証局を削除するかどうかを選択できます。

ステップ 9 必要に応じて、必要な中間 CA 証明書をすべて、単一の PEM エンコード ファイルとして CAM 一時ス

トアにアップロードします。

ステップ 10 Clean Access Manager へのアクセスをテストします。

（注） インポートしている CA 署名付き証明書が CSR を生成した証明書であること、およびそれ以降別の一

時証明書を生成していないことを確認します。新しい一時証明書を生成すると、新しい秘密 /公開鍵の

組み合わせが作成されます。また、（保護のため、および秘密鍵を使いやすくするために）署名用の 
CSR を生成する場合は、必ず秘密鍵を安全な場所にエクスポートし、保存してください。
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CAM SSL 証明書の管理
詳細については、「証明書に関する問題のトラブルシューティング」（P.16-21）も参照してください。

フェーズ 3：既存の実動環境への新しい CAM または CAS の追加

実動環境では、CA 署名付き証明書が排他的に使用され、「www.perfigo.com」認証局は完全に削除さ

れます。初期インストールには一時的な「www.perfigo.com」CA が必要であるため、新しいアプライ

アンス（CAM または CAS）を実動環境に導入する際には次の手順を使用してください。新しいサード

パーティの CA 署名付き証明書を要求して、インポートできるようになるまで、新しいアプライアンス

を配置に追加できません。

ステップ 1 第 2 章「Clean Access Manager のインストール」の説明に従って、新しいアプライアンスをインス

トールして初期設定します。

ステップ 2 「フェーズ 1：CAM と CAS での Certificate Signing Request（CSR）の準備」（P.16-8）の手順に従い

ます。

ステップ 3 「証明要求の生成およびエクスポート」（P.16-12）の説明に従って、新しいアプライアンス用の CSR を
生成します。

ステップ 4 「署名付き証明書 /秘密鍵のインポート」（P.16-14）の説明に従って、CA 署名付き証明書を取得してイ

ンストールします。

ステップ 5 「信頼できる認証局の管理」（P.16-16）の説明に従って、新しいアプライアンスから

「www.perfigo.com」認証局を削除します。

ステップ 6 アプライアンスを既存の実動環境に追加します。
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一時証明書の生成 
次に、CAM の新しい一時証明書の生成手順を示します。CAM で基本的な設定値（日付、時刻、関連

する DNS サーバなど）を変更する場合は常に、新しい一時証明書を生成する必要があります。

注意 CA 署名付き証明書を使用している場合は、新しい秘密鍵を生成する前に、現在の証明書の現在の

秘密鍵をバックアップすることをお勧めします。新しい証明書を生成すると、新しい秘密鍵も生成

されるためです。詳細については、「証明要求の生成およびエクスポート」（P.16-12）を参照してく

ださい。

ステップ 1 [Administration] > [CCA Manager] > [SSL] > [X509 Certificate] に移動します。

ステップ 2 一時証明書を作成するために必要なフィールドを表示するには、[Generate Temporary Certificate] をク

リックします（図 16-6）。

図 16-6 一時証明書の生成 

ステップ 3 次のフィールドに適切な値を入力します。

 • [Full Domain Name or IP]：証明書を適用する Clean Access Manager の完全修飾ドメイン名または 
IP アドレス。たとえば、camanager.<your_domain_name> などです。

 • [Organization Unit Name]：企業内の単位名（適用可能な場合）。

 • [Organization Name]：企業の正式名称。

 • [City Name]：企業の正式な所在都市。

 • [State Name]：企業の正式な所在州（フルネーム）。
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 • [2-letter Country Code]：2 文字の ISO フォーマット国別コード（英国は GB、米国は US など） 。

ステップ 4 新しい一時証明書で 1024 ビットと 2048 ビットの RSA 鍵サイズのどちらを使用するかを指定します。

ステップ 5 終了したら、[Generate] をクリックします。これで、新しい一時証明書および新しい秘密鍵が生成され

ます。

（注） 証明書表示テーブルの上部にある [CCA Manager Certificate] エントリでは、現在の CAM SSL 証明書

の完全識別名を指定します。CAM と CAS 間の許可をセットアップする場合は、CAS Web コンソール

に CAM の完全識別名を入力する必要があります。詳細については、「Clean Access Manager から 
Clean Access Server への許可の設定」（P.3-5）を参照してください。

証明要求の生成およびエクスポート

CSR を生成すると、認証局への送信に適した PEM エンコード PKCS#10 フォーマットの Certificate 
Signing Request（CSR）が作成されます。CSR を送信する前に、保護のために、必ず既存の証明書と

秘密鍵をローカル マシンにエクスポートして、バックアップしてください。

CSR/秘密鍵をエクスポートして、CAM Web コンソールから証明書要求を作成する手順を実行します。

ステップ 1 [Administration] > [CCA Manager] > [SSL] > [X509 Certification Request] に移動します（図 16-7）。

図 16-7 CSR/秘密鍵のエクスポート 

ステップ 2 証明書要求を作成するために必要なフィールドを表示するには、[Generate Certification Request] をク

リックします。
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ステップ 3 次のフィールドに適切な値を入力します。

 • [Full Domain Name or IP]：証明書を適用する Clean Access Manager の完全修飾ドメイン名または 
IP アドレス。たとえば、camanager.<your_domain_name>  などです。

 • [Organization Unit Name]：企業内の単位名（適用可能な場合） 。

 • [Organization Name]：企業の正式名称。

 • [City Name]：企業の正式な所在都市。

 • [State Name]：企業の正式な所在州（フルネーム）。

 • [2-letter Country Code]：2 文字の ISO フォーマット国別コード（英国は GB、米国は US など） 

ステップ 4 新しい一時証明書で 1024 ビットと 2048 ビットの RSA 鍵サイズのどちらを使用するかを指定します。

（注） Cisco Clean Access では、SSL 証明書では 1024 ビット長および 2048 ビット長の RSA 鍵だけ

がサポートされます。

ステップ 5 [Generate] をクリックして、証明書要求を生成します。これらが、認証局に送信する CSR に対応した

証明書および秘密鍵であることを確認してください。

ステップ 6 新しい CSR を認証局に送信する前に、[Certification Request] と [Private Key] のチェックボックスを

クリックして、[Export] をクリックすることによって、要求の生成に使用した新しい証明書要求と秘密

鍵をローカル マシンに保存します。ファイルを保存するか、または開くように要求されます（「エクス

ポートされたファイルのデフォルトのファイル名」（P.16-13）を参照）。ファイルは安全な場所に保存

します。CSR ファイルを使用して、認証局に対して証明書を要求します。証明書をオーダーすると、

CSR ファイルの内容をオーダー フォームの CSR フィールドにコピー アンド ペーストするように要求

されることがあります。

または、証明書要求フォームに入力する準備ができている場合は、[Open] をクリックしてワードパッ

ドなどのテキスト エディタですぐに CSR を開くこともできます。しかし、要求処理で CSR の送信と 
CA 署名付き証明書の受信の間に何らかの障害や CAM 基本設定の変更が発生した場合に、CSR と秘密

鍵を保持できるように、これらのローカル コピーを保存することを強くお勧めします。

認証局から CA 署名付き証明書を受信したら、「署名付き証明書 /秘密鍵の管理」（P.16-14）の説明に

従って、Clean Access Manager にインポートできます。CA 署名付き証明書をインポートすると、

「Currently Installed Certificate」が CA 署名付き証明書になります。また、後でこの証明書のバック

アップにアクセスする必要がある場合は、オプションで [Export] をクリックして、いつでも [Currently 
Installed Certificate] をエクスポートできます。

エクスポートされたファイルのデフォルトのファイル名

CAM からエクスポートできる SSL 証明書ファイルのデフォルトのファイル名は、次のとおりです。

ローカル マシンにファイルを実際に保存するときに、ファイルに別の名前を指定できます。たとえば、

証明書チェーン情報が記載された chain.pem ファイルが上書きされないようにするには、秘密鍵ファ

イル名に、より適した名前（priv_key.pem など）を指定できます。

デフォルトのファイル名 1

1. リリース 3.6.0.1 以前のファイル名拡張子は、.pem でなく .csr です。

説明

cert_request.pem CAM の Certificate Signing Request（CSR）

chain.pem2

2. リリース 3.6(1) の場合に限り、ファイル名は smartmgr_crt.pem です。

CAM の Currently Installed Certificate と Currently Installed Private Key
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署名付き証明書 /秘密鍵の管理

署名付き証明書 /秘密鍵のインポート

CAM Web コンソールを使用して、CA 署名付き PEM エンコード X.509 証明書と秘密鍵をインポート

できます （通常、秘密鍵の再インポートが必要なのは、現在の秘密鍵が CA 署名付き証明書のベース

となる元の CSR の作成に使用された秘密鍵と一致しない場合だけです）。CA 署名付き証明書、秘密

鍵、および関連する認証局情報を Cisco NAC アプライアンスにインポートするために管理者が使用で

きる方法には、次の 2 つがあります。

1. 認証局とエンド エンティティ証明書 /秘密鍵を別個にインポートします。

a. 「信頼できる認証局の管理」（P.16-16）の手順を使用して、認証局をトラストストアにイン

ポートします。

b. 次の手順を使用して、CAM のエンド エンティティ証明書と秘密鍵をインポートします。

2. PEM エンコード X.509 証明書チェーン（秘密鍵、エンド エンティティ、ルート CA 証明書、およ

び中間 CA 証明書を含む）を作成して、次の手順を使用して、チェーン全体を一度にインポートし

ます。

Clean Access Manager の CA 署名付き PEM エンコード X.509 証明書を受信した場合は、ここに記載

されている説明に従って、この証明書を Clean Access Manager にインポートすることもできます。

作業を開始する前に、ルートおよび CA 署名付き証明書ファイルがアクセス可能なファイル ディレク

トリに格納されていること、および CAM と CAS の両方のためのサードパーティの証明書を取得した

ことを確認してください。中間 CA 証明書が必要な認証局を使用している場合は、これらのファイルが

存在し、アクセスできるようにしてください（CAM 上に現時点で存在しない場合）。

（注） パブリック CA によって提供されない証明書や、自己署名証明書ではない証明書は、CAM/CAS に
よって非標準証明書であると見なされます。証明書を CAM にインポートする際は、認証サーバ用に 
CA 署名付き証明書を取得してください。

CAM の証明書と秘密鍵をインポートする手順

ステップ 1 [Administration] > [CCA Manager] > [SSL] > [X509 Certificate] に移動します（図 16-8）。
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図 16-8 証明書のインポート（CAM）
 

ステップ 2 [Browse] をクリックして、ローカル マシンで証明書ファイルと秘密鍵を見つけます。

（注） ファイルをインポートする場合は、ファイル名にスペースが含まれていないか確認してくださ

い（下線は使用できます）。

ステップ 3 [Import] をクリックします。

（注） CAM および CAS はどちらも、証明できない証明書チェーンをインストールしません。1 つの

ファイルに複数の証明書を含める場合は、デリミタ（Begin/End Certificate）が必要です。た

だし、これらのファイルはインストール前に一時ストア内で検証されるため、特定の順番で証

明書ファイルをアップロードする必要はありません。 
 

CAM トラストストアに証明書チェーンの他のメンバがすでにある場合は、再インポートする

必要はありません。CAM では、新たにインポートした部分と既存の部分の組み合わせから証

明書チェーンを作成できます。

リスト内の既存の CAM のルート /中間 CA 証明書をアップロードしようとすると、「This intermediate 
CA is not necessary」というエラー メッセージが表示されることがあります。この場合は、重複した

ファイルをすべて削除するために、アップロードしたルート /中間 CA を削除する必要があります。
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証明書および秘密鍵のエクスポート

システム障害やその他の損失に備えて証明書と秘密鍵をバックアップするには、証明書と秘密鍵情報を

エクスポートして、ローカル マシンにコピーを保存します。この作業は、CAM HA ペアの証明書 /秘
密鍵情報を管理する場合にも役立ちます。HA-Primary CAM から証明書情報をエクスポートして、

HA-Secondary CAM にインポートするだけで、CAM/CAS がスタンバイ CAM に通信するために必要

な証明書の正確な複製をプッシュできます。

ステップ 1 [Administration] > [CCA Manager] > [SSL] > [X509 Certificate] に移動します（図 16-8）。

ステップ 2 既存の証明書 /秘密鍵情報をエクスポートするには

a. 証明書リストに表示されている 1 つ以上の証明書または秘密鍵を、対応する左側のチェックボック

スをクリックして選択します。

b. [Export] をクリックして、生成されるファイルを保存するローカル マシン上の場所を指定します。

信頼できる認証局の管理

[Administration] > [CCA Manager] > [SSL] > [Trusted Certificate Authorities] CAM Web コンソール 
ページを使用して、CAM データベースの信頼できる CA を検索、削除、およびインポート /エクス

ポートできます。信頼できる一連の認証局を簡単に管理できる状態にするには、Cisco NAC アプライ

アンスの操作にとって重要な信頼できる認証局の情報だけを CAM トラストストアに格納することをお

勧めします。

この機能を使用して、ルートおよび中間認証局をインポートすることもできます。

（注） Cisco NAC アプライアンス ネットワーク内の CAM と CAS の両方で PEM エンコード CA 署名付き証

明書をアップロードする必要があります。 
 

複数の中間 CA ファイルがある場合は、「署名付き証明書 /秘密鍵の管理」（P.16-14）の手順を使用し

て、CAM にアップロードするために、これらのファイルをコピーして単一の中間 CA PEM エンコー

ド ファイルに貼り付けることもできます。

注意 「EMAILADDRESS=info@perfigo.com, CN=www.perfigo.com, OU=Product, O="Perfigo, Inc." 
L=San Francisco, ST=California, C=US」認証局が CAM 上に存在する場合は、この認証局によっ

て、CAM がセキュリティ攻撃を受けやすくなる可能性があります。実動環境に CAM を配置する

前に、CAM データベースからこの認証局を削除する必要があります。この認証局を迅速に見つけ

るために、後で説明する [Filter] オプションを使用して文字列「www.perfigo.com」を検索して、

CAM から削除することをお勧めします。
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信頼できる CA を表示して CAM から削除するには

ステップ 1 [Administration] > [CCA Manager] > [SSL] > [Trusted Certificate Authorities] に移動します

（図 16-9）。

図 16-9 CAM Trusted Certificate Authorities

信頼できる CA の表示

ステップ 2 CAM Web コンソールに表示される、信頼できる CA のリストを改良するには

a. [Filter] ドロップダウン メニューからオプションを選択します。

 – [Distinguished Name]：信頼できる CA 名に特定のテキスト文字列が含まれているかどうかに

応じて、信頼できる CA のリストを改良するには、このオプションを使用します。

 – [Time]：信頼できる CA が現在有効であるか無効であるかに応じて、表示を改良するには、こ

のオプションを使用します。

これらの 2 つのオプションを組み合せて、信頼できる CA の表示を改良することもできます。

b. 基準と一致するすべての信頼できる CA の改良済みリストを表示するには、検索オプションのパラ

メータを選択して定義した後で、[Filter] ボタンをクリックします。

[Filter] ドロップダウン メニューからオプションの検索基準を無効にして、信頼できる CA の表示

をデフォルトの設定値に戻すには、[Reset] をクリックします。

c. また、信頼できる CA のリストに表示可能な項目の数を増やしたり減らしたりするには、リストの

左上部にあるドロップダウン メニューでオプションを 1 つ選択します。オプションは 10、25、ま

たは 100 項目です。

d. 既存の信頼できる CA に関する詳細を表示するには、図 16-10に示すように、[View] ボタン（一

番右にある虫眼鏡のアイコン）をクリックして、特定の認証局に関する情報を表示します。
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図 16-10 Certificate Authority Information

信頼できる CA の削除

ステップ 3 リストで信頼できる CA それぞれのチェックボックスをクリックして、削除対象の信頼できる CA を 1 
つ以上選択します （信頼できる CA の表示の上部にある空のチェックボックスをクリックすると、表

示可能リストで「すべて」、10、25、または 100 個の信頼できる CA が自動的に選択または選択解除さ

れます）。

ステップ 4 [Delete Selected] をクリックします。選択した表示可能項目がすべて削除されます。たとえば、表示可

能項目のドロップダウンから 25 個の項目を選択して、Trusted CAs ウィンドウの上部にある空の

チェックボックスをクリックした場合は、25 個の表示可能項目が削除されます。

CAM で、選択した信頼できる CA がデータベースから削除されると、更新を完了するために CAM に
よって自動的にサービスが再起動されます。

信頼できる認証局のインポート /エクスポート

[Trusted Certificate Authorities] Web コンソール ページを使用して、CAM の認証局をインポートおよ

びエクスポートできます。

（注） 証明書のインポートおよびエクスポートの標準のガイドラインについては、「証明要求の生成およびエ

クスポート」（P.16-12）と 「署名付き証明書 /秘密鍵の管理」（P.16-14）を参照してください。

ステップ 1 [Administration] > [CCA Manager] > [SSL] > [Trusted Certificate Authorities] に移動します

（図 16-9）。

ステップ 2 信頼できる認証局をインポートするには

a. 適切な証明書ファイルがネットワーク内の CAM からアクセス可能になっていることを確認して、

[Browse] をクリックします。

b. ディレクトリ システムで証明書ファイルを見つけて選択し、[Open] をクリックします。

c. [Import] をクリックして、[Trusted Certificate Authority] の情報を CAM にアップロードします。

ステップ 3 [Trusted Certificate Authority] の既存の情報をエクスポートするには

a. [Trusted Certificate Authorities] リストに表示されている 1 つ以上の信頼できる CA を、対応する

左側のチェックボックスをクリックして選択します。
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b. [Export] をクリックして、生成される「caCerts」ファイルを保存するローカル マシン上の場所を

指定します。

現在の秘密鍵 /証明書と認証局情報の表示

次のファイルを検証するには、[Administration] > [CCA Manager] > [SSL] > [X509 Certificate]
（図 16-6）でこれらのファイルを表示します。

 • Currently Installed Private Key

 • Currently Installed Certificate、エンド エンティティ、ルート CA、および中間 CA 証明書

 • Certificate Authority Information

（注） 秘密鍵または証明書ファイルを表示するには、Web コンソール セッションに現在ログインしている必

要があります。

Currently Installed Private Key の表示

CAM 秘密鍵を表示するには、エクスポート済みの秘密鍵ファイルをエクスポートしてワードパッドな

どのテキスト エディタ ツールで開いて、図 16-11（BEGIN PRIVATE KEY/END PRIVATE KEY）の

ようなダイアログを起動します。

図 16-11 Currently Installed Private Key の表示

この方法を使用して、アップロードした秘密鍵を表示してから、CAM にインポートすることもできま

す。
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Currently Installed Certificate または証明書チェーンの表示

CAM 秘密鍵とエンド エンティティ、ルート CA、および中間 CA 証明書を表示するには、保存済みの

ファイルをエクスポートしてワードパッドなどのテキスト エディタ ツールで開いて、図 16-12
（BEGIN CERTIFICATE/END CERTIFICATE）のようなダイアログを起動します。

図 16-12 Currently Installed Certificate の表示

この方法を使用して、アップロードした証明書を表示してから、CAM にインポートすることもできま

す。

Certificate Authority Information の表示

CAM エンド エンティティ、ルート、および中間 CA 証明書の認証局情報を表示するには、右側のカラ

ムにあるそれぞれの View アイコン（虫眼鏡）をクリックして、図 16-13 のようなダイアログを起動し

ます。

図 16-13 Certificate Authority Information の表示
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CAM SSL 証明書の管理  
証明書に関する問題のトラブルシューティング

Cisco NAC アプライアンス証明書の管理中に、証明書チェーン内の SSL 証明書が一致しないなどの問

題が発生することがあります。SSL 証明書の一般的な問題は、時間によるもの（CAM および CAS の
クロックが同期していない場合、認証に失敗する）、IP によるもの（不正なインターフェイスに対して

証明書が作成される）、情報によるもの（不正な、または入力ミスの証明書情報がインポートされる）

などです。ここでは、次の項目について説明します。

 • Web ログインがリダイレクトされない /CAS が CAM とのセキュアな接続を確立できない

 • Clean Access Server 内の秘密鍵が CA 署名付き証明書と一致しない

 • IP でなく DNS 名に対応した証明書が再生成される

 • 証明書関連ファイル

警告 前の配置で不完全であるか、適切ではない SSL 証明書のチェーンを使用している場合は、リ
リース 4.5 へのアップグレード後に CAM/CAS 通信が失敗することがあります。リリース 
4.5 に正常にアップグレードするには、証明書チェーンを訂正する必要があります。リリース 
4.5 へのアップグレード後に CAM/CAS で証明書エラーを訂正する方法の詳細については、
トラブルシューティング テクニカル ノートの『How to Fix Certificate Errors on the 
CAM/CAS After Upgrade』を参照してください。

Web ログインがリダイレクトされない /CAS が CAM とのセキュアな接続を確立できない

次のクライアント接続エラーは、CAS が CAM の証明書を信頼していない場合、またはその逆の場合

に発生します。

 • Web ログイン後にリダイレクトされない：ユーザ証明書を入力した後も引き続きログイン ページ

が表示されます。

 • ログインを試みている Agent ユーザに「Clean Access Server could not establish a secure 
connection to the Clean Access Manager at <IPaddress or domain>」のエラーが表示される

（図 16-14）

これらのエラーは、通常、次の証明書関連の問題のいずれかを示しています。

 • CAM と CAS 間に 5 分を超える時差がある。

 • IP アドレスが無効である。

 • ドメイン名が無効である。

 • CAM に到達できない。

共通の問題を特定するには

1. CAM の証明書を調べ、CAS の IP アドレスを使用して生成されていないかどうかを確認します。

2. CAM および CAS に設定されている時刻を確認します。CAM および CAS に設定された時刻の差

は、5 分以内でなければなりません。

これらの問題を解決するには

1. まず、CAM および CAS の時刻を正しく設定します（「システム時刻の設定」（P.16-5）を参照して

ください）。

2. 正しい IP アドレスまたはドメインを使用して、CAS 上で証明書を再生成します。

3. CAS をリブートします。

4. 正しい IP アドレスまたはドメインを使用して、CAM 上で証明書を再生成します。
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5. CAM をリブートします。

図 16-14 トラブルシューティング：「CAS が CAM とのセキュアな接続を確立できない」

（注） CAS で nslookup および date をチェックし、CAS の DNS と TIME の両方の設定が正しい場合、CAS 
の caCerts ファイルが破損していることを示している可能性があります。この場合は、

/usr/java/j2sdk1.4/lib/security/caCerts の既存の caCerts ファイルをバックアップしてから、

/perfigo/common/conf/caCerts のファイルで上書きし、CAS で「service perfigo restart」を実行するこ

とをお勧めします。

（注） クライアントのエラー メッセージが「Clean Access Server is not properly configured, please report to 
your administrator」の場合は、通常、証明書に関する問題ではなく、デフォルト ユーザ ログイン ペー

ジが CAM に追加されていないことを示しています。詳細については、「デフォルト ログイン ページの

追加」（P.6-3）を参照してください。

詳細については、次の項目も参照してください。

 • 「Clean Access Server 追加時のトラブルシューティング」（P.3-9）

 • 「Agent のトラブルシューティング」（P.13-63）

Clean Access Server 内の秘密鍵が CA 署名付き証明書と一致しない 
この問題は、新しい一時証明書が生成されたにもかかわらず、古い一時証明書および秘密鍵ペアから生

成された Certificate Signing Request（CSR）に対応する CA 署名付き証明書が戻された場合に発生す

ることがあります。

たとえば、管理者は CSR を生成し、秘密鍵をバックアップしてから、CSR を VeriSign などの CA に送

信します。

CSR が送信された後で、別の管理者が一時証明書を再生成します。CA 署名付き証明書が CA から戻さ

れた場合、CA 証明書のベースとなる秘密鍵は、Clean Access Server 内の秘密鍵と一致しません。

この問題を解決するには、古い秘密鍵を再インポートしてから、CA 署名付き証明書をインストールし

ます。
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IP でなく DNS 名に対応した証明書が再生成される 
サーバの IP アドレスでなく DNS 名に基づいて証明書を再作成する場合は、次のようにします。

 • インポートしている CA 署名付き証明書が CSR を生成した証明書であること、およびそれ以降別

の一時証明書を生成していないことを確認します。新しい一時証明書を生成すると、新しい秘密 /
公開鍵の組み合わせが作成されます。また、（秘密鍵を使いやすくするために）署名用の CSR を生

成する場合は、必ず秘密鍵をエクスポートし、保存してください。

 • 特定の CA 署名付き証明書をインポートすると、CA 署名付き証明書への署名に使用されるルート

証明書（CA のルート証明書）をインポートする必要があること、または場合によっては中間ルー

ト証明書をインポートする必要があることを通知する警告が表示されることがあります。

 • DNS サーバに DNS エントリがあることを確認します。

 • Clean Access Server 内の DNS アドレスが正しいことを確認します。

 • ハイ アベイラビリティ（フェールオーバー）設定の場合、サービス IP の DNS 名を使用します

（仮想 DNS）。

 • 新しい証明書を生成したり、CA 署名付き証明書をインポートしたりした場合は、リブートするこ

とを推奨します。

 • 使用している DNS ベース証明書が CA 署名付きでない場合は、証明書を受け入れるように求める

プロンプトが表示されます。

証明書関連ファイル

表 16-1 に、トラブルシューティング用の、Clean Access Manager の証明書関連ファイルを示します。

たとえば、CA 証明書 /秘密鍵の組み合わせが一致しないために管理コンソールにアクセスできない場

合、Clean Access Manager のファイル システム内にあるこれらのファイルを直接変更しなければなら

ないことがあります。

Clean Access Manager ファイルの詳細については、「Cisco NAC アプライアンスのログ ファイル」

（P.15-19）を参照してください。

表 16-1 Clean Access Manager の証明書関連ファイル 

ファイル 説明

/root/.tomcat.key 秘密鍵

/root/.tomcat.crt 証明書

/root/.tomcat.req Certificate Signing Request
/root/.chain.crt 中間証明書

/root/.perfigo/caCerts ルート CA バンドル
16-23
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド         

OL-16410-01-J



 

第 16 章      CAM の管理         
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システムのアップグレード
コンソール /SSH を介してアップグレード ファイルを抽出してインストールする前に、CAM Web コン

ソールを使用して、ソフトウェア アップグレード イメージをアップロードできます。Clean Access 
Manager とすべての Clean Access Server（NAC ネットワーク モジュールを含む）を同時にアップグ

レードする必要があります。Cisco NAC アプライアンスのアーキテクチャは、異機種混合（たとえば、

一部の Clean Access Server で 4.5 ソフトウェアを実行し、その他の CAS で 4.1(x) または 4.0(x) ソフ

トウェアを実行する）をサポートするよう設計されていません。

あるリリースが CAM および CAS にインストールされている場合は、パッチ アップグレード イメージ

が入手可能になったら、CAM 上で 新のリリースへのマイナー リリース アップグレードを実行でき

ます。

ここでは、スタンドアロン CAM の [Software Upload] Web コンソール ページについて説明します。

HA CAM のアップグレードと SSH を介したアップグレードの手順を含む、アップグレードの詳細につ

いては、『 Release Notes for Cisco NAC Appliance, Version 4.5(1)』の「Upgrading to a New Software 
Release」の項を参照してください。

ステップ 1 CAM アップグレード ページにアクセスするには、[Administration] > [CCA Manager] > [Software 
Upload]（図 16-15）に移動します。

図 16-15 CAM Software Upload

1. [Browse] をクリックし、Cisco Secure Software からダウンロードした 
cca_upgrade-4.5.x-NO-WEB.tar.gz ファイルを見つけます。アップグレード メカニズムは、マシ

ンが Clean Access Server であるか、Lite/Standard/Super Clean Access Manager であるかを自動的

に判別して、それに従って実行します。
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2. [Upload] をクリックして、CAM へ .tar.gz アップグレード ファイルをアップロードします。アッ

プグレード イメージをアップグレードしたら、『Release Notes for Cisco NAC Appliance, Version 
4.5(1)』に記載されているコンソール /SSH のアップグレード手順を使用して、アップグレード プ
ロセスを完了する必要があります。

3. 重要なアップグレード情報と、新機能、機能拡張、該当するリリースで解決された警告の要約を表

示するには、notes リンクをクリックします（図 16-16 を参照してください）。

図 16-16 CAM Software Upload：Notes

ステップ 2 [List of Upgrade Logs] の下にあるリンクをクリックすると、実行された日付と時刻など、アップグ

レード プロセスの要約が表示されます。

ステップ 3 [List of Upgrade Details] の下にあるリンクをクリックすると、アップグレード プロセスの詳細が次の

形式で表示されます。

 • アップグレード前の状態

 • アップグレード プロセスの詳細

 • アップグレード後の状態

通常は、「アップグレード前の状態」に警告 /エラー メッセージ（「INCORRECT」など）がいくつか含

まれています。「アップグレード後の状態」は、警告またはエラー メッセージがない状態である必要が

あります。
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ライセンス
ライセンス
Clean Access Manager および Clean Access Server を機能させるには、有効な製品ライセンスが必要で

す。Clean Access のライセンス モデルには、FlexLM ライセンス標準が組み込まれています。

（注） Clean Access Manager ライセンスを 初にインストールする手順、および永続ライセンス、評価ライ

センス、レガシー ライセンスの詳細については、『 Cisco NAC Appliance Service Contract / Licensing 
Support』を参照してください。

Clean Access Server 用の FlexLM ライセンスのインストール

Clean Access Manager の初期製品ライセンスをインストールすると、[Licensing] ページを使用して、

ライセンス（CAS ライセンス、HA-CAM の 2 番目の CAM ライセンスなど）を追加または管理できま

す。

1. [Administration] > [CCA Manager] > [Licensing] に移動します。

図 16-17 Licensing ページ 

2. [Clean Access Manager License File] フィールドで、Clean Access Server または Server バンドル

用のライセンス ファイルを参照し、[Install License] をクリックします。ライセンスが正常にイン

ストールされると、ページ上部にグリーンの確認テキスト文字列、および CAS の増分数が表示さ

れます（たとえば、「License added successfully.Out-of-Band Server Count is now 10.」など）。
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ライセンス
3. インストールする必要のある Clean Access Server ライセンス ファイルごとに、この手順を行いま

す（カスタマー登録中に送信した PAK ごとにライセンス ファイルが 1 つ届いているはずです）。

このページの下部には、ステータス情報として、ライセンス ファイルの正常インストールによっ

て利用可能となった Clean Access Server の合計数が表示されます。

製品ライセンスの削除

1. [Administration] > [CCA Manager] > [Licensing] に移動します。

2. [Remove All Licenses] ボタンをクリックして、システム内の FlexLM ライセンス ファイルをすべ

て削除します。

3. Clean Access Manager License フォームがブラウザに再表示され、Clean Access Manager のライ

センス ファイルをインストールするように要求されます。

（注） Clean Access Manager のライセンス ファイルが入力されるまで、Web 管理コンソールの管理

ユーザ ログイン ページにリダイレクトされません。

（注） • FlexLM ライセンス ファイルは個別に削除できません。ファイルを削除するには、すべてのライセ

ンス ファイルを削除する必要があります。

 • 永続的 FlexLM ライセンスをインストールすると、評価版 FlexLM ライセンスは無効になります。

 • FlexLM ライセンス（永続または評価版のいずれか）をインストールすると、（レガシー キーがま

だインストールされている場合でも）レガシー ライセンスのキーは無効になります。

 • 評価版 FlexLM の削除後または有効期限の終了後には、既存のレガシー ライセンス キーが再び有

効になります。

レガシー ライセンス キーの削除

1. [Administration] > [CCA Manager] > [Licensing] に移動します。

2. （リリース 3.5 よりも前のリリース用の）古いレガシー ライセンス キーを削除するには、[Perfigo 
Product License Key] フィールドのライセンス キーをスペース（またはライセンス文字列ではない

任意の文字セット）で置き換えてから、[Apply Key] をクリックします。これによって、ライセン

ス キーが入力された文字列で置き換えられて、CAM で有効なライセンスとして認識されなくなる

ため、ライセンスは無効になります。
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ポリシーのインポート /エクスポート
ポリシーのインポート /エクスポート機能を使用すると、管理者は、デバイス フィルタ、トラフィック 
ポリシーと修復ポリシー、および OOB ポート プロファイルを 1 つの CAM から複数の CAM に伝播で

きます。単一の CAM でポリシーを定義して、ポリシー同期マスターとして構成できます。その後、

大で 10 個の CAM または 10 個の CAM HA ペアをポリシー同期レシーバとして設定することができま

す。ポリシーを手動でエクスポートするか、x 日ごとに 1 回適用するよう自動ポリシー同期をスケ

ジュールできます。

CAM は、ポリシー同期のマスターまたはレシーバのいずれかにすることができます。また、特定のレ

シーバ セットのポリシーをプッシュできるのは、1 つのマスター CAM だけです。ポリシー同期を実行

するには、マスター CAM とレシーバ CAM が、各 CAM または CAM HA ペアの SSL 証明書の DN を
使用して相互に許可する必要があります。実動環境では、CA 署名付き SSL 証明書を使用する必要が

あります。CAM HA ペアでは、ポリシー同期設定の HA ペア内の各 CAM を許可するために使用され

るこの証明書の DN を使用して、ペアのサービス IP の SSL 証明書を生成する必要があります。

ポリシー同期中に、マスター設定は、ポリシー同期について設定されたポリシーの既存のレシーバ設定

（OOB プロファイルやユーザ ロールなど）を完全に上書き（および削除）します。ポリシー同期が適

用されないポリシー /設定は、ポリシー同期後にレシーバ CAM にそのまま残されます。

（注） • ポリシー同期をイネーブルにするには、すべての CAM でリリース 4.5 以降を実行する必要があり

ます。

 • CAM HA ペアでは、スタンバイ CAM のポリシー同期設定はディセーブルになります。

ポリシー同期ポリシー 
ポリシー同期を使用すると、次のグローバル設定をマスター CAM から伝播できます。

 • ロールベースのポリシー 

 – 関連するトラフィック制御ポリシー（IP ベース、ホストベース、L2 イーサネット）とセッ

ション タイマーが設定されたユーザ ロール 

（注） これには、マスター CAM 上にある、Cisco Updates から取得したカスタマイズ済みのポリ

シー、デフォルトのホスト ポリシー、およびデフォルトの L2 ポリシーが含まれます。

 – アクセス タイプに Role または Check が指定されたグローバル デバイス フィルタ 

 – Clean Access Agent の規則（Cisco および AV/AS）、要件、規則と要件のマッピング、および

ロールと要件のマッピング 

（注） これには、マスター CAM にあり、規則と要件に関連付けられている、Cisco Updates から

取得したカスタマイズ済みのチェックと規則、シスコのチェックおよび規則、および 
Supported AV/AS Product List（Windows と Macintosh）が含まれます。

 • ロールベース以外のポリシー 

 – アクセス タイプに Allow、Deny、または Ignore が指定されたグローバル デバイス フィルタ 

 • OOB ポリシー（スイッチ情報（たとえば、デバイス /SNMP）は除外）
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 – ポート プロファイル 

 – VLAN プロファイル 

（注） ポリシー同期を実行する前に、マスター CAM に 新の Cisco Updates がインストールされていること

を確認するために、マスター CAM で自動更新設定を行う（[Device Management] > [Clean Access] > 
[Updates] > [Update]）ことをお勧めします。

（注） ポリシー同期によって、マスター CAM で作成されたグローバル デバイス フィルタがすべてレシーバ 
CAM にエクスポートされます。マスター CAM のグローバル デバイス フィルタ リストにある MAC 
アドレスは、Cisco NAC Profiler によって生成されたフィルタを含めすべてエクスポートされます。詳

細については、「デバイスおよびサブネットのグローバル フィルタリング」（P.3-10）を参照してくださ

い。

（注） マスターが OOB に対して設定されていない場合は、ポリシー同期に OOB ポリシーを選択しないでく

ださい。選択すると、レシーバ CAM ですべての OOB ポリシーが削除されます。OOB の詳細につい

ては、第 4 章「スイッチ管理：アウトオブバンド配置の設定」を参照してください。

ポリシー同期から除外されるポリシー

「ポリシー同期ポリシー」（P.16-28） にリストされていないポリシー /設定にはポリシー同期が適用され

ず、ポリシー同期後にレシーバ CAM にそのまま残されます。次の網羅的でないリストで、ポリシー同

期に含まれないポリシー /設定の種類について説明します。

 • Cisco NAC アプライアンス Agent。マスター CAM とレシーバ CAM では、すでに存在する Agent 
バージョン、Agent ダウンロード、および配布ポリシーが保持されます。それでも、各 CAM で
ロールとオペレーティング システムに Agent を使用する必要があります（たとえば、Agent 
Login/Distribution ページ）。

 • CAS 固有のトラフィック ポリシーまたはデバイス フィルタなど、レシーバ CAM 上のローカル設

定。ローカル ポリシーはレシーバ CAM では同じままになり、ポリシー同期後に削除されません。

 • [Device] Profiles 設定や [SNMP Receiver] 設定などの OOB スイッチ設定

 • Cisco NAC アプライアンス Agent、OS 検出フィンガープリント、およびスイッチ OID の Clean 
Access Agent Updates

 • User Login ページ、ローカル ユーザ、またはユーザ ロールに関連付けられた帯域幅ポリシー 

 • サブネット フィルタ

 • 認証サーバ設定

 • Certified Device リストまたはタイマー

 • ネットワーク スキャン（Nessus）設定

シナリオの例

マスターが設定され、レシーバが設定されていない場合：

 • マスター CAM の場合：

 – ロール A は、トラフィック ポリシーとポスチャ評価ポリシーを使用して設定されます。
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 – ロール A では、Clean Access Agent を使用する必要があります。

 • レシーバ CAM の場合：

 – ロールは設定されません。

 • ポリシー同期後：

 – レシーバ CAM の場合：

ロール A は、マスター CAM のトラフィック ポリシーとポスチャ評価ポリシーを使用して作

成および設定されます。

管理者は、ロール A に Clean Access Agent を使用する必要があるため、Agent Login 設定を

引き続きマップする必要があります。

マスターが設定され、レシーバが設定されている場合：

 • マスター CAM の場合：

 – ロール A は、トラフィック ポリシーとポスチャ評価ポリシーを使用して設定されます。

 – ロール A では、すべての Windows に Clean Access Agent を使用する必要があります。

 • レシーバ CAM の場合：

 – ロール A は、別のトラフィック ポリシーとポスチャ評価ポリシーを使用して設定されます。

 – ロール A では、Vista にだけ Clean Access Agent を使用する必要があります。

 – ロール B が設定されます。

 • ポリシー同期後：

 – レシーバ CAM の場合：

ロール A は、マスター CAM のトラフィック ポリシーとポスチャ評価ポリシーを使用して設

定されます。

ロール A では、Vista にだけ Clean Access Agent を使用する必要があります。

ロール B は削除されます。

ポリシー同期設定の要約 

ステップ 1 「始める前に」（P.16-31）

ステップ 2 「マスターでのポリシー同期のイネーブル化」（P.16-31）

ステップ 3 「マスターの設定」（P.16-33）

ステップ 4 「レシーバでのポリシー同期のイネーブル化」（P.16-35）

ステップ 5 「レシーバの設定」（P.16-36）

ステップ 6 「ポリシー同期の実行」（P.16-37）

ステップ 7 「履歴ログの表示」（P.16-40）

ステップ 8 「手動同期エラーのトラブルシューティング」（P.16-42）
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始める前に

ステップ 1 ポリシー同期に使用するすべての CAM が次の項目に該当することを確認します（マスターとレシー

バ）。

 • リリース 4.5 アップグレード要件を満たしていること、およびリリース 4.5（以降）を実行してい

ること。

 • 正しく設定された SSL 証明書があること。実動環境では、SSL 証明書が CA 署名付きであること

を確認します。

ステップ 2 ポリシー同期マスターとして指定する CAM を特定します。

ステップ 3 始める前に、指定したマスター CAM で次のものが正しく設定されていることを確認します。

 • Clean Access Updates

 • ユーザ ロール

 • ユーザ ロールのトラフィック ポリシーとセッション タイマー

 • Clean Access Agent の規則、要件、規則と要件のマッピング、および要件とロールのマッピング

 • デバイス フィルタ（role/check と allow/deny/ignore）

 • OOB 配置では、ポートと VLAN プロファイル設定を含め、マスター CAM が OOB に対して正し

く設定されていることを確認します。マスター CAM が OOB に対して設定されていないが、レ

シーバ CAM は設定されている場合は、マスター CAM から OOB ポリシーをプッシュしないよう

にしてください。プッシュすると、レシーバで OOB ポリシーが失われます。

 • マスター CAM ユーザ ロール /オペレーティング システムの Agent Login/Distribution/Installation 
プロパティ。これらの設定はポリシー同期によってエクスポートされないことに注意してくださ

い。ポリシー同期によって追加されたすべての新しいロールについて、レシーバ CAM でこれらの

設定を行う必要があります。

ステップ 4 レシーバとして指定する CAM 上のポリシーがポリシー同期によって上書き可能であることを確認しま

す。

マスターでのポリシー同期のイネーブル化 

ステップ 1 ポリシー同期マスターとして指定する Clean Access Manager の Web コンソールで、 [Administration] > 
[CCA Manager] > [Policy Sync] > [Enable] に移動します（図 16-18）。
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図 16-18 マスター CAM でのポリシー同期のイネーブル化

ステップ 2 [Enable Policy Sync] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Master (Allow policy export)] ラジオボタンをクリックします。

ステップ 4 [Update] をクリックします。これによって、現在の CAM がポリシー同期マスターとして設定され、

この CAM の [Configure Master]、[Manual Sync]、および [Auto Sync] の各ページがイネーブルになり

ます（[Configure Receiver] ページはディセーブルになります）。
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マスターの設定 

ステップ 1 [Policy Sync] タブで、[Configure Master] リンクをクリックします（図 16-19）。

図 16-19 Configure Master

ステップ 2 ポリシー同期に含める一連の各ポリシーに対応したチェックボックスをクリックします。

 • ロールベース：

[Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Rules (all)] 
[Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Requirements (all)] 
[Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Role-Requirements] 
[Device Management] > [Filters] > [Devices (Access Type ROLE and CHECK only)] 
[User Management] > [Traffic Control] > [IP (any global, no local)] 
[User Management] > [Traffic Control] > [Host (any global, no local)] 
[User Management] > [Traffic Control] > [Ethernet (any global, no local)] 
[User Management] > [User Roles] > [List of Roles/Schedule]

 • ロールベース以外のデバイス フィルタ：

[Device Management] > [Filters] > [Devices (all Access Types other than ROLE and CHECK)]

 • OOB ポートと VLAN プロファイル：

[OOB Management] > [Profiles] > [Port] > [List]

[OOB Management] > [Profiles] > [VLAN] > [List] 
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ステップ 3 [Update] ボタンをクリックします。ポリシー同期に含める一連のポリシーを変更するたびに、

[Update] をクリックする必要があります。

ステップ 4 次のようにして、各レシーバをマスターに追加します。

a. [Receiver Host Name/IP] テキストボックスに、レシーバ CAM のドメイン名または IP アドレスを

入力します。HA-CAM の場合は、CAM HA ペアのサービス IP を入力します。

b. （任意）[Receiver Description] に、説明を入力します。

c. [Add] ボタンをクリックします （レシーバを削除するには、[Action] カラムの「X」アイコンをク

リックします）。

（注） ポリシー同期では、 大で 10 個の CAM または 10 個の HA-CAM ペアがサポートされます。

ステップ 5 次の手順に従って、各レシーバ CAM を許可します。許可では、マスター CAM とレシーバ CAM 間の

通信がセキュアで、これらの CAM に制限されることを確認するために、これらの CAM の SSL 証明

書で識別名を検査できます。

a. 次のようにして、レシーバ CAM の DN を取得します。

 – レシーバ CAM コンソールで [Administration] > [CCA Manager] > [SSL] > [x509 Certificate] 
に移動します。

 – [View] ボタンをクリックして、[Certificate Authority Information] ダイアログを起動します。

 – [DN] エントリをコピーします（図 16-20）。

図 16-20 レシーバ CAM からの DN 情報のコピー

b. マスター CAM で、[Administration] > [CCA Manager] > [Policy Sync] > [Configure Master] に移

動します。

c. レシーバ CAM の SSL 証明書の DN を [List of Authorized Receivers by Certificate Distinguished 
Name] テキストボックスに貼り付けます（図 16-21）。
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図 16-21 マスター CAM でのレシーバの許可

d. [Add] ボタンをクリックします （レシーバを削除するには、[Action] カラムの「X」アイコンをク

リックします）。

（注） ポリシー同期では、 大で 10 個の CAM または 10 個の HA-CAM ペアがサポートされます。

（注） マスターがポリシーを正常にプッシュして、レシーバがこれらのポリシーを受け入れるには、マスター

とレシーバの両方の CAM で許可を設定する必要があります。

レシーバでのポリシー同期のイネーブル化 
ポリシー同期レシーバとして設定されている CAM は、赤色の製品バナーで識別され、マスター CAM 
設定はレシーバ CAM ではディセーブルになります。赤いバナーは、ポリシー同期が適用されているレ

シーバ CAM でポリシーを変更しないよう管理者に警告することを目的としています。

ステップ 1 レシーバ CAM の Web コンソールで、[Administration] > [CCA Manager] > [Policy Sync] > [Enable] 
に移動します（図 16-22）。

図 16-22 レシーバ CAM でのポリシー同期のイネーブル化

ステップ 2 [Enable Policy Sync] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Receiver (Allow policy import)] ラジオボタンをクリックします。

ステップ 4 [Update] をクリックします。これによって、現在の CAM がポリシー同期レシーバとして設定されま

す。図 16-23 に示すように、CAM に「Policy Sync Receiver」のラベルが付けられ、Web コンソール

製品バナーの色が赤に変更されます。また、この CAM の [Configure Receiver] ページがイネーブルに

なり、[Configure Master, Manual Sync] ページと [Auto Sync] ページがディセーブルになります。
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図 16-23 Policy Sync Receiver（赤い製品バナーを表示）

レシーバの設定 
この手順は、レシーバ CAM でのマスター CAM の許可で構成されています。

ステップ 1 レシーバ CAM の Web コンソールで、[Administration] > [CCA Manager] > [Policy Sync] > [Configure 
Receiver] に移動します（図 16-24）。

図 16-24 Configure Receiver 

ステップ 2 次の手順を使用して、マスター CAM を許可します。

a. 次のようにして、マスター CAM の DN を取得します。

 – マスター CAM コンソールで [Administration] > [CCA Manager] > [SSL] > [x509 Certificate] 
に移動します。
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 – [View] ボタンをクリックして、[Certificate Authority Information] ダイアログを起動します。

 – [DN] エントリをコピーします（図 16-25）。

図 16-25 マスター CAM からの DN 情報のコピー

b. レシーバ CAM で、[Administration] > [CCA Manager] > [Policy Sync] > [Configure Receiver] に
移動します。

c. マスター CAM の SSL 証明書の DN を [Authorized Master] テキストボックスに貼り付けます

（図 16-24）。

ステップ 3 [Update] をクリックします。

ポリシー同期の実行

x 日ごとに一度、特定の時間間隔でポリシーの自動同期をスケジュールできます。また、いつでもポリ

シーを手動で同期できます。自動または手動ポリシー同期を実行するには、Full-Control 管理ユーザと

してマスター CAM にログインする必要があります。

マスター設定は、ポリシー同期について設定されたポリシーの既存のレシーバ設定（OOB プロファイ

ルやユーザ ロールなど）を完全に上書き（および削除）します。ポリシー同期が適用されないポリ

シー /設定は、ポリシー同期後にレシーバ CAM にそのまま残されます。

ポリシー同期中に規則がプッシュされると、関連するチェックもすべて自動的にプッシュされることに

注意してください。

ポリシー同期結果（手動または自動）は、マスターとレシーバの各 CAM の [History] ページに記録さ

れます。自動同期結果は、マスター CAM の [Event Logs] にも記録されます。

（注） マスター上の Cisco Updates によって、レシーバの更新はすべて上書きされます。そのため、ポリシー

同期を実行する前に、マスターに 新の Cisco Updates がインストールされていることを確認するため

に、マスターで自動更新設定を行う（[Device Management] > [Clean Access] > [Updates] > [Update]）
ことをお勧めします。
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手動同期の実行

ステップ 1 マスター CAM で、手動で同期するポリシーだけが [Configure Master] ページでイネーブルになってい

ることを確認します（図 16-19）。設定を変更した場合は、忘れずに [Update] ボタンをクリックしてく

ださい。

ステップ 2 マスター CAM で、[Administration] > [CCA Manager] > [Policy Sync] > [Manual Sync] に移動します

（図 16-26）。

図 16-26 Manual Sync

ステップ 3 設定済みのすべてのポリシー レシーバが、このページの [Receiver Host Name/IP] カラムの下に表示さ

れます。

ステップ 4 [Sync Description] テキストボックスに、実行する手動同期のオプションの説明を入力します。この説

明によって、[History] ページの Logs に手動同期のラベルが付けられます。

ステップ 5 ポリシーをエクスポートするレシーバ CAM ごとに [Manual Sync] チェックボックスをクリックしま

す。

ステップ 6 [Sync] ボタンをクリックします。同期前のチェック画面が表示されます（図 16-27）。

図 16-27 Manual Sync（許可チェック）

ステップ 7 [Continue] ボタンをクリックして、手動ポリシー同期を実行します。正常に完了すると、次の画面が表

示されます（図 16-28）。
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図 16-28 正常に完了した手動同期

ステップ 8 [OK] をクリックして、メイン画面に戻ります。

自動同期の実行

（注） 手動同期を実行して、正常に機能することを確認してから、Clean Access Manager 間の自動同期をイ

ネーブルにすることを強くお勧めします。

ステップ 1 マスター CAM で、自動同期をイネーブルにするポリシーだけが [Configure Master] ページで選択され

ていることを確認します（図 16-19）。設定を変更した場合は、忘れずに [Update] ボタンをクリックし

てください。

ステップ 2 マスター CAM で、[Administration] > [CCA Manager] > [Policy Sync] > [Auto Sync] に移動します

（図 16-29）。

図 16-29 Auto Sync

ステップ 3 設定済みのレシーバのリストが、このページの [Receiver Host Name /IP] カラムの下に表示されます。

ステップ 4 [Automatically sync starting from[]] のチェックボックスをクリックします。隣のテキストボックスに、

自動ポリシー同期を開始して繰り返す初期時間を hh:mm:ss の形式で入力します（たとえば、

22:00:00）。

ステップ 5 [every [] day(s)] テキストボックスに、自動同期を繰り返すまでの日数を入力します。 小の間隔は 1 
日を表す 1 です。
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ステップ 6 ポリシーをエクスポートするレシーバ CAM ごとに [Auto Sync] チェックボックスをクリックします。

ステップ 7 [Update] ボタンをクリックして、スケジュールを設定します。マスター CAM によって、指定した間

隔で自動ポリシー同期が実行され、ログ結果が [History] ページに [Auto sync] と表示され、マスター 
CAM の Event Logs にも表示されます。

ポリシー同期の確認

ステップ 1 レシーバ CAM に移動して、マスター ポリシーがポリシー同期によってプッシュされたことを確認し

ます。

ステップ 2 問題がある場合は、さらにトラブルシューティングを行うことができます。

 • 「履歴ログの表示」（P.16-40）

 • 「手動同期エラーのトラブルシューティング」（P.16-42）

履歴ログの表示

手動と自動の各ポリシー同期の詳細は、マスターとレシーバ の両方の CAM の [History] ページに記録

されます。マスター CAM とレシーバ CAM にはそれぞれ、300 個までの履歴ログ エントリが保持され

ます。

自動同期がイネーブルになっている場合は、自動同期はマスター CAM の [Event Logs] にも記録され

ます。各自動同期の結果は、[Monitoring] > [Event Logs] に管理イベントとして、さらに [Policy Sync] 
> [History] ログに記録されます。追加情報については、「イベント ログの意味」（P.15-12）を参照して

ください。

ステップ 1 ログを表示するには、マスター （図 16-30）またはレシーバ CAM（図 16-31）の [Administration] > 
[CCA Manager] > [Policy Sync] > [History] に移動します。

ステップ 2 表示されるカラムは次のとおりです。

 • [Sync ID]：ポリシー同期セッションの固有 ID。形式は [マスターでの開始時間 ]_[乱数 ].[0 から始

まる、各レシーバの整数（1、2、3 などの順序）] です。

 • [Master DN]：[THIS CAM] これがマスターまたはマスターの IP/DN である場合。

 • [Receiver DN]：[THIS CAM] これがレシーバまたはレシーバの IP/DN である場合。

 • [Status]：succeeded または failed。ポリシー同期の失敗は、マスターからレシーバにポリシーが送

信されなかったこと、およびいずれの CAM のデータベースも変更されなかったことを意味しま

す。

 • [Start Time/End Time]：ポリシー同期セッションの期間

 • [Description]：説明を入力した場合を除き、[Auto sync] のラベルが付くか、手動同期の場合はブ

ランク。

 • [Log]：個々のログ ファイルを表示するには、虫眼鏡アイコンをクリックします（マスターの例：

図 16-32）（レシーバの例：図 16-33）

 • [Action]：このログを削除するには、「X」アイコンをクリックします。
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ポリシーのインポート /エクスポート
図 16-30 マスター CAM の履歴ログ

図 16-31 ポリシー同期レシーバの履歴ログ
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ポリシーのインポート /エクスポート
図 16-32 マスターのログ ファイル

図 16-33 レシーバのログ ファイル 

手動同期エラーのトラブルシューティング

Failed sanity check with [x.x.x.x].Receiver denied access.This CAM is not authorized as 
Policy Sync Master.
このメッセージは、レシーバでマスターの DN が設定されていないか、マスターの DN が [Configure 
Receiver] ページで誤って設定されている場合に、マスター CAM で表示されます。
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このエラーを解決するには、レシーバ CAM で [Administration] > [CCA Manager] > [Policy Sync] > 
[Configure Receiver] に移動して、マスターの DN が存在すること、および正しく設定されていること

を確認します。

Failed sanity check with [x.x.x.x].The certificate's subject DN of this receiver is not 
authorized.
このメッセージは、マスターでレシーバの DN が設定されていないか、レシーバの DN が Configure 
Master ページで誤って設定されている場合に、マスター CAM で表示されます。

このエラーを解決するには、マスター CAM で [Administration] > [CCA Manager] > [Policy Sync] > 
[Configure Master] に移動して、レシーバの DN が存在すること、および [List of Authorized Receivers 
by Certificate Distinguished Name] で正しく設定されていることを確認します。

Failed sanity check with [x.x.x.x].This host is not configured as policy sync receiver.
このメッセージは、ポリシー同期がレシーバでイネーブルになっていない場合に、マスター CAM で表

示されます。

このエラーを解決するには、レシーバでポリシー同期をイネーブルにします。

サポート ログ
Clean Access Manager の [Support Logs] ページは、お客様に問題が発生した場合に TAC が円滑にサ

ポートできるようにするためのものです。管理者は [Support Logs] ページ上で、さまざまなシステム 
ログ（開いているファイル、開いているハンドル、パッケージの情報など）を 1 つの tarball に結合し、

サポート事例に追加するために TAC に送信することができます。管理者は、カスタマー サポート要求

の送信時に、これらのサポート ログをダウンロードする必要があります。

CAM Web コンソールおよび CAS ダイレクト アクセス Web コンソールの [Support Logs] ページには、

トラブルシューティングを目的として /perfigo/control/tomcat/logs/nac_manager.log に記録するログ

の詳細レベルを設定するための Web ページ制御機能があります。これらの Web 制御機能は、トラブル

シューティング時にシステム情報を収集するために、CLI loglevel コマンドとパラメータの代わりに

簡単に使用できる代替方法として提供されています。Support Logs ページで設定されたログ レベルは、

CAM の [Monitoring] > [Event Log] ページの表示には影響しないことに注意してください。

通常の動作時には、ログ レベルは常にデフォルト設定（INFO）のままにしておいてください。ログ 
レベルは、一定のトラブルシューティング期間だけ（通常は、カスタマー サポート /TAC エンジニアの

要求時にだけ）一時的に変更します。多くの場合は一定の期間、設定値を INFO から DEBUG または 
TRACE に切り替え、データの収集が終了したら、INFO に再設定されます。CAM/CAS をリブート

した後、または service perfigo restart コマンドを実行した後は、ログ レベルはデフォルト設定

（INFO）に戻ることに注意してください。

注意 DEBUG オプションと TRACE オプションは、非常に特殊な問題の場合に一時的にだけ使用するこ

とをお勧めします。CAM では、古いログを破棄する前に、ロギング情報が記録され一連の 9 個の 
20MB のファイルに保存されますが、大量のロギング情報によって、比較的短時間で、CAM で使

用できるログ記憶域がなくなることがあります。
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サポート ログ
CAM サポート ログをダウンロードするには

ステップ 1 [Administration] > [CCA Manager] > [Support Logs] に移動します。

図 16-34 CAM Support Logs

ステップ 2 シスコ カスタマー サポート要求のためにダウンロードするファイルに含めるデバッグ メッセージの日

数を指定します。

ステップ 3 [Download] ボタンをクリックして、cam_logs.<cam-ip-address>.tar.gz ファイルをローカル コン

ピュータにダウンロードします。

ステップ 4 この .tar.gz ファイルをカスタマー サポート要求とともに送信します。

（注） Clean Access Server の圧縮済みサポート ログ ファイルを取得するには、CAS Web コンソールにログ

インして、[Monitoring] > [Support Logs] に移動します。詳細については、『Cisco NAC Appliance - 
Clean Access Server Installation and Configuration Guide Release 4.5(1)』を参照してください。
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サポート ログ 
CAM ログのログレベルを変更するには

ステップ 1 [Administration] > [CCA Manager] > [Support Logs] に移動します。

ステップ 2 変更する CAM ログ カテゴリを選択します。

 • [CCA Manager General Logging]：このカテゴリには、システムの大半のロギング イベントが含ま

れます。次に示す他の 4 つのカテゴリに含まれないログ イベントは、[CCA Manager General 
Logging] の下に表示されます（認証の失敗など）。

 • [CAS/CAM Communication Logging]：このカテゴリには、CAM/CAS の設定エラーまたは通信エ

ラーが含まれます。たとえば、CAM から CAS への情報のパブリッシュが失敗した場合は、その

イベントが記録されます。

 • [General OOB Logging]：このカテゴリには、CAM の不正な設定が原因で発生することのある一

般的な OOB エラーが含まれます。たとえば、システムが、CAM に設定されていないか過負荷の

ために、SNMP リンクアップ トラップを処理できない場合などが含まれます。

 • [Switch Management Logging]：このカテゴリには、CAM とスイッチとの直接通信で発生するこ

とのある一般的な SNMP エラーが含まれます。たとえば、CAM がコミュニティ文字列の一致しな

い SNMP トラップを受信した場合が含まれます。

 • [Low-level Switch Communication Logging]：このカテゴリには、特定のスイッチ モデルの OOB 
エラーが含まれます。

ステップ 3 ログのカテゴリのログ レベルの設定値をクリックします。

 • [OFF]：このカテゴリのログ イベントは記録されません。

 • [ERROR]：システムで次のような重要なエラーが検出された場合に限り、ログ イベントが、CAS 
では /perfigo/access/tomcat/logs、CAM では /perfigo/control/tomcat/logs に書き込まれます。

 – CAM が CAS に接続できない

 – CAM と CAS が通信できない

 – CAM がデータベースと通信できない

 • [WARN]：特定のカテゴリのエラーと警告レベルのメッセージだけが記録されます。

 • [INFO]：[ERROR] と [WARN] ログ レベルより詳細です。たとえば、ユーザが正常にログインし

た場合には、Info メッセージが記録されます。システムのロギングのデフォルト レベルです。

 • [DEBUG]：CAM のデバッグ レベル ログがすべて記録されます。

 • [TRACE]：これは、CAM/CAS の問題のトラブルシューティングに役立つ、使用可能な 大量の

情報です。

（注） Debug オプションと Trace オプションは、非常に特殊な問題の場合に一時的にだけ使用することをお

勧めします。CAM では、古いログを破棄する前に、ロギング情報が記録され一連の 9 個の 20MB の
ファイルに保存されますが、大量のロギング情報によって、比較的短時間で、CAM で使用できるログ

記憶域がなくなることがあります。

イベント ログの詳細については、第 15 章「オンライン ユーザとイベント ログのモニタリング」を参

照してください。
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管理ユーザ
管理ユーザ
ここでは、CAM の Web 管理コンソールの [Administration] > [Admin Users] モジュールで複数の管理

者ユーザを追加する方法を示します。

[Administration] > [Admin Users] には、[Admin Groups] と [Admin Users] の 2 つのタブがあります。

新しい管理ユーザを作成し、それらを既存のデフォルト管理グループに関連付けることができます。ま

た、専用のカスタム管理グループを作成することもできます。どちらの場合も、管理ユーザを管理グ

ループに追加すると、そのグループに定義されたアクセス権が追加されたユーザに適用されます。

外部の Kerberos、LDAP、または RADIUS 認証サーバ（「認証プロバイダーの追加」（P.8-4）の手順を

使用して設定）またはローカル CAM データベースを使用して、CAM と CAS の両方に入力した管理

ユーザの証明書を認証することもできます。詳細については、「管理ユーザの追加」（P.16-50）を参照

してください。

管理グループ

システムにはデフォルトの 3 つの管理グループ（編集不可）と、編集可能で定義済みの 1 つのカスタム 
グループ（「Help Desk」）があります。さらに、[Administration] > [Admin Users] > [Admin Groups] > 
[New] で、任意の数のカスタム管理グループを作成できます。

次の 4 つのデフォルトの管理グループ タイプがあります。

1. Hidden

2. Read-Only

3. Add-Edit

4. Full-Control（削除権限を含む） 

3 つのデフォルト管理グループ タイプは、削除または編集できません。3 つの定義済みグループのいず

れかにユーザを追加したり、新しいカスタム グループを設定して専用権限を作成したりすることがで

きます。カスタム管理権限を作成する場合は、まずカスタム管理グループのアクセス権を作成および設

定してから、目的のグループにユーザを追加して、権限を設定します。

カスタム管理グループの追加

新しい管理グループを作成するには 

ステップ 1 [Administration] > [Admin Users] > [Admin Groups] に移動します。
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図 16-35 Admin Groups 

ステップ 2 [New] リンクをクリックして、新しい Admin Group 設定フォームを起動します。
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管理ユーザ
図 16-36 新しい管理グループ 

ステップ 3 初に新しい管理グループを作成しても、まだアクティブにしない場合、または、既存の管理グループ

をディセーブルにする場合は、[Disable this group] チェックボックスをオンにします。

ステップ 4 [Group Name] に、カスタム管理グループのグループ名を入力します。

ステップ 5 [Description] に、グループのオプションの説明を入力します。
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ステップ 6 個々の Clean Access Server の横にあるアクセス オプションを、[no access]、[view only]、[add-edit]、
[local admin] のいずれかに設定します。この設定により、指定した管理グループについて個々の Clean 
Access Server へのアクセスを制限したり、管理グループの個々の Clean Access Server での表示権限を

イネーブルにしたりすることができます。また、管理グループに 1 つ以上の Clean Access Server に対

する完全な制御権限を提供するようにアクセス権を調整することもできます（削除 /再起動機能を含

む）。

（注） Clean Access Server オプションを [no access] に設定しても、その管理グループのメンバーは

引き続き [Device Management] > [CCA servers] > [List of Servers] ページで指定されたサーバ

を表示できますが、そのサーバを管理、切断、再起動、または削除することはできません。

ステップ 7 個々のモジュールまたはサブモジュールについて、[hidden]、[read only]、[add-edit]、[full control] の
いずれかのグループ アクセス権限を選択します。これによって、指定した管理グループだけが Clean 
Access Server モジュールおよびサブモジュールを使用できるように制限したり、指定した管理グルー

プのモジュールおよびサブモジュールに対する管理制御に関する権限を調整したりできます。

（注） サブモジュール オプションを [hidden] に設定すると、その管理グループのメンバーは引き続

き、左側の Web コンソール ペインでそのサブモジュールを表示できますが、テキストは「グ

レー」で表示され、そのサブモジュールにはアクセスできません。

ステップ 8 [Create Group] をクリックして、[Admin Groups] リストにグループを追加します。

グループを後で編集するには、リスト内のグループの横にある [Edit] ボタンをクリックします。グルー

プを削除するには、グループの横にある [Delete] アイコンをクリックします。管理グループを削除し

ても、そのグループ内のユーザは削除されないで、デフォルト [Read-Only Admin] グループに割り当

てられます。

（注） 管理者が管理グループを編集して特定の管理グループの権限を変更した場合、次回ログイン以降は新し

い権限だけが有効となるため、変更時にその管理グループに属するすべての管理ユーザを削除する必要

があります。

管理ユーザ

（注） デフォルトの admin ユーザは、デフォルトの [Full-Control Admin] グループに属しており、Clean 
Access Manager から削除できない完全な制御権限を持つ特別なシステム ユーザです。たとえば、

Full-Control ユーザはログインして、自分のアカウントを削除できますが、ユーザ admin としてログ

インし、admin アカウントを削除することはできません。

管理ユーザは Admin Group に従って分類されます。次の一般的な規則が適用されます。

 • すべての管理ユーザは [Administration] > [Admin Users] モジュールにアクセスして、自分のパス

ワードを変更できます。

 • 管理ユーザ レベルで使用できない機能は、Web 管理コンソールではディセーブルになります。

 • Read-Only ユーザが Web 管理コンソールに表示できるのは、ユーザ、デバイス、および機能だけ

です。
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 • Add-Edit ユーザは、Web 管理コンソールでローカル ユーザ、デバイス、または機能を追加および

編集できますが、削除できません。Add-Edit 管理ユーザはその他の管理ユーザを作成できません。

 • Full-Control ユーザには、Web 管理コンソールのすべての適用可能な項目について追加、編集、お

よび削除する権限があります。

 • その他の管理ユーザまたは管理グループを追加、編集、または削除できるのは、Full-Control 管理

ユーザだけです。

 • カスタム グループ ユーザは、複数のアクセス権を組み合わせて保持するように設定できます（「カ

スタム管理グループの追加」（P.16-46）を参照してください）。

管理ユーザのログイン /ログアウト

管理ユーザはセッションベースであるため、Web 管理コンソールの各ページの右上にある Logout アイ

コンを使用して、ログアウトする必要があります。管理者ログイン ページが表示されます。

図 16-37 管理ログイン 

また、ログアウト ボタンを使用して、いずれかのタイプの管理ユーザとしてログアウトしてから、別

のタイプの管理ユーザとして再ログインすることもできます。

管理ユーザの追加

新しい管理ユーザを追加するには

ステップ 1 [Administration] > [Admin Users] > [New] に移動します。
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図 16-38 新しい管理ユーザ 

ステップ 2 初に新しい管理ユーザ プロファイルを作成しても、まだアクティブにしない場合、または、既存の

管理ユーザをディセーブルにする場合は、[Disable this account] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Admin User Name] を入力します。

ステップ 4 [Authentication Server] ドロップダウン メニューで、CAM または CAS に入力された管理者ユーザの

ログイン証明書を CAM で認証する方法を指定します。

 • 管理者ユーザの証明書を、CAM データベースにローカルに格納されている情報と照合するには、

[Built-in Admin Authentication] を選択します。

 • 外部の認証サーバに対して管理ユーザ認証を行うには、設定済みの Kerberos、LDAP、または 
RADIUS 認証サーバのプロバイダー名を選択します。管理ユーザの場合は、Kerberos、LDAP、
および RADIUS 認証サーバだけが [Authentication Server] ドロップダウンにリストされます。詳

細については、「認証プロバイダーの追加」（P.8-4）を参照してください。

ステップ 5 [Group Name] ドロップダウン リストで、管理グループ タイプを選択します。デフォルト グループは 
Read-Only、Add-Edit、および Full-Control です。カスタム アクセス権グループにユーザを追加する

には、まず目的のグループを追加します（「カスタム管理グループの追加」（P.16-46）を参照してくだ

さい）。

ステップ 6 [Password] および [Confirm Password] フィールドにパスワードを入力します。

ステップ 7 （任意）[Description] に、スイッチの説明を入力します。

ステップ 8 [Create Admin] をクリックします。[Admin Users] > [List] の下に、新しいユーザが表示されます。

管理ユーザの編集

既存の管理ユーザを編集するには

ステップ 1 [Administration] > [Admin Users] > [List] に移動します。
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管理ユーザ
図 16-39 管理ユーザ リスト 

ステップ 2 管理ユーザの横にある [Edit] ボタンをクリックします。

図 16-40 管理ユーザの編集 

ステップ 3 [Password] および [Confirm Password] フィールドを変更するか、または目的の別のフィールドを変更

します。

ステップ 4 [Save Admin] をクリックします。

（注） グループ タイプを除く、システム「admin」ユーザのすべてのプロパティを編集できます。

管理ユーザ セッションのアクティブ化 
Clean Access Manager Web 管理コンソールを使用している管理ユーザを表示するには、

[Administration] > [Admin Users] > [Admin Users] > [Active Sessions] を使用します。[Active 
Sessions] リストに、現在アクティブな管理ユーザがすべて表示されます。管理ユーザはセッション

ベースです。管理ユーザが Clean Access Manager Web サーバに接続するために開いたブラウザごと

に、[Active Sessions] リストにユーザ エントリが作成されます。

管理ユーザがブラウザを開いている場合に、ブラウザを閉じてから、新しいブラウザを開くと、

[Active Session] リストには一定期間 2 つのエントリが表示されます。終了したセッションの Last 
Access 時刻は変更されません。 終的に、エントリは自動ログアウト機能によって削除されます。
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図 16-41 管理ユーザのアクティブ セッション

[Active Sessions] ページには、次の情報が表示されます。

 • [Admin Name]：管理ユーザの名前

 • [IP Address]：管理ユーザのマシンの IP アドレス 

 • [Group Name]：管理ユーザのアクセス権グループ

 • [Login Time]：管理ユーザ セッションの開始時刻

 • [Last Access]：Web 管理コンソールのリンクを管理ユーザが 後にクリックした時刻。クリック

するたびに、 終アクセス時刻はリセットされます。

 • [Auto-Logout Interval for Inactive Admins]：この値は、アクティブな管理ユーザ セッションの 
Login Time と Last Access の時刻と比較されます。Login Time 時刻と Last Access 時刻の差が、設

定された自動ログアウト インターバルよりも大きい場合、ユーザはログアウトします。この値の

有効範囲は 1 ～ 120 分です。デフォルトでは、インターバルは 20 分に設定されています。

 • [Kick]：このボタンをクリックすると、アクティブな管理ユーザはログアウトし、アクティブ セッ

ション リストからセッションが削除されます。

システム パスワードの管理

（注） Cisco NAC アプライアンスの新規インストールの場合は、ルート管理者ユーザ パスワードは、後で説

明する強力なパスワードのガイドラインに準拠している必要があります。既存のルート管理者ユーザ 
パスワードは、アップグレード中に保存されます。 
 

デフォルトの cisco123 CAM Web コンソール パスワードはなくなりました。管理者は、ソフトウェア

のインストールと初期設定中に CAM Web コンソールの固有のパスワードを指定する必要があります。

ただし、既存の CAM Web コンソール パスワード（古いデフォルトの cisco123 を含む）はアップグ

レード中に保存されます。

Cisco NAC アプライアンス システム内のユーザ アカウントにセキュアなパスワードを設定し、ときど

き変更して、システムのセキュリティを維持することが重要です。Cisco NAC アプライアンスによっ

て、次に示す管理ユーザ アカウント パスワードを指定するよう求められます。

1. Clean Access Manager インストールマシンの root ユーザ

2. Clean Access Server インストールマシンの root ユーザ

3. Clean Access Server Web コンソールの admin ユーザ

4. Clean Access Manager Web コンソールの admin ユーザ
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システム パスワードの管理
パスワードはインストール時に初期設定します。後でこれらのパスワードを変更するには、SSH を使

用して CAM または CAS マシンにアクセスし、変更するパスワードを持つユーザとしてログインしま

す。Linux の passwd コマンドを使用して、ユーザのパスワードを変更します。

どの場合も、ネットワーク セキュリティを 大限強化するために強力なパスワードを使用することを

お勧めしていますが、CAM と CAS のルート管理者パスワードだけは、強力なパスワード基準（つま

り、次の 4 つの各カテゴリの文字を少なくとも 2 文字含む、8 文字以上を使用したパスワード）に準拠

している必要があります。

 • 小文字

 • 大文字

 • 数字

 • 特殊文字（!@#$%^&*~ など）

たとえば、パスワード 10-9=One は、各カテゴリの文字が 2 文字使用されていないため要件を満たして

いませんが、1o-9=OnE は有効なパスワードです。

（注） パスワードの先頭文字が大文字の場合は、パスワードに正しい文字数が存在しているかどうかを判別す

る際に、その文字は必要な大文字の 小数（2）にカウントされません。 
 

パスワードの 後の文字が数字の場合は、パスワードに正しい文字数が存在しているかどうかを判別す

る際に、その文字は必要な数字の 小数（2）にカウントされません。

ここでは、次の項目について説明します。

 • CAM Web コンソール管理パスワードの変更

 • CAS Web コンソール管理ユーザ パスワードの変更

 • CAM/CAS の root パスワードの回復

CAM Web コンソール管理パスワードの変更

Clean Access Manager Web コンソールの管理ユーザ パスワードを変更する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 [Administration] > [Admin Users] > [List] に移動します。

ステップ 2 admin ユーザの「Edit」アイコンをクリックします。
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ステップ 3 [Password] フィールドに新しいパスワードを入力します。

ステップ 4 [Confirm Password] フィールドに新しいパスワードを再入力します。

ステップ 5 [Save Admin ]ボタンをクリックします。新しいパスワードが有効になります。

CAS Web コンソール管理ユーザ パスワードの変更

ほとんどの設定タスクは CAM Web 管理コンソールで実行されます。ただし、ハイ アベイラビリティ 
モードの設定など、ローカル CAS 設定に固有のタスクを実行する場合は、CAS ダイレクト アクセス 
Web コンソールが使用されます。CAS Web コンソール管理パスワードを変更する場合は、次の手順に

従ってください。

ステップ 1 ブラウザで次のアドレスにナビゲートして、Clean Access Server 管理コンソールを開きます。

https://<CAS_IP>/admin 

ここで、<CAS_IP> は CAS の信頼できるインターフェイス IP アドレスです。次の例を参考にして

ください。

ステップ 2 admin ユーザ名とパスワードを使用してログインします。

ステップ 3 左側のメニューで [Admin Password] リンクをクリックします。

ステップ 4 [Old Password] フィールドに現在のパスワードを入力します。

ステップ 5 [New Password] および [Confirm Password] フィールドに新しいパスワードを入力します。

ステップ 6 [Update] をクリックします。

CAM/CAS の root パスワードの回復

リリース 4.5/4.1/4.0/3.6 CAM または CAS マシンの root パスワードを回復するには、次の手順を使用

します。次のパスワード回復手順では、キーボードとモニタを使用して、つまり、シリアル コンソー

ルではなくコンソールまたは KVM コンソールを介して、CAM/CAS に接続していることを前提とし

ています。
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CAM データベースのバックアップ
ステップ 1 マシンに電源を投入します。

ステップ 2 ブート ローダ画面に「Press any key to enter the menu」メッセージが表示されたら、任意のキー

を押します。

ステップ 3 Cisco Clean Access (2.6.11-perfigo) リストに 1 つの項目が示された、GRUB メニューが表示され

ます。編集するには、E キーを押します。

ステップ 4 次の複数の選択肢が表示されます。

root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.11-perfigo ro root=LABEL=/ console=tty0 console=ttyS0,9600n8
Initrd /initrd-2.6.11-perfigo.img

ステップ 5 2 番目のエントリ（「kernel」で始まる行）までスクロールし、E キーを押して行を編集します。

ステップ 6 「console=ttyS0,9600n8」行を削除し、行の終わりに「single」という単語を追加して、Enter キーを

押します。行は次のように表示されます。

kernel /vmlinuz-2.6.11-perfigo ro root=LABEL=/ console=tty0 single

ステップ 7 次に、B キーを押して、マシンをシングル ユーザ モードで起動します。起動すると、root シェル プロ

ンプトが表示されます（パスワードの入力は要求されないことに注意してください）。

ステップ 8 プロンプトで、「passwd」と入力し、Enter キーを押して、指示に従います。

ステップ 9 パスワードを変更した後、「reboot」と入力して、ボックスを再起動します。

CAM/CAS の root パスワードの回復（リリース 3.5.x 以前）

リリース 3.5(x) で CAM/CAS の root パスワードを回復するには、Linux プロシージャを使用してシン

グル ユーザ モードで起動し、root パスワードを変更します。

ステップ 1 コンソールを介して CAM/CAS に接続します。

ステップ 2 マシンの電源を一旦切り、再度投入します。

ステップ 3 電源を再投入すると、GUI モードが表示されます。Ctrl+X キーを押して、テキスト モードに切り替え

ます。これによって、boot: プロンプトが表示されます。

ステップ 4 プロンプトで、「linux single」と入力します。マシンがシングル ユーザ モードで起動します。

ステップ 5 「passwd」と入力します。

ステップ 6 パスワードを変更します。

ステップ 7 reboot コマンドを使用して、マシンをリブートします。

CAM データベースのバックアップ
CAM データベースの手動バックアップ スナップショットを作成し、現在のリリースの CAM/CAS 設
定をバックアップできます。スナップショットを作成すると、それは CAM に保存されますが、保護目

的で別のマシンにダウンロードすることもできます。バックアップする必要があるのは、CAM スナッ

プショットだけです。CAM スナップショットには、Clean Access Manager のすべてのデータベース設

定データと、CAM のドメインに追加されたすべての Clean Access Server の設定情報が含まれます。

スナップショットは標準の Postgres データ ダンプです。
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（注） 製品ライセンスはデータベースに格納されるため、バックアップ スナップショットに含まれます。

CAS が一旦 CAM に追加されると、スナップショット設定を CAM にダウンロードした後も含め、

CAS は CAM とやり取りするたびに CAM から自身の設定情報を取得します。

すでに CAM に追加されている CAS の基礎となるマシンを交換した場合は、service perfigo config 
ユーティリティを実行して、CAS IP アドレスと証明書設定を使用して新しいマシンを設定する必要が

あります。その後、CAM はその他すべての設定情報を CAS にプッシュします。CAM と CAS の間の

共有秘密鍵が変更された場合は、再度、CAS を CAM に追加する必要が生じることがあることに注意

してください（[Device Management] > [CCA Servers] > [New Server]）。

Clean Access Agent と Cisco NAC Web Agent は、CAM データベース スナップショットの一部として

必ず含まれます。次に示す場合、Agent は常に CAM データベースに格納されます。

 • Clean Access Agent が Clean Access Update（Agent パッチ）として Web Updates から受信された

場合

 • Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent は、手動で CAM にアップロードされます。

ただし、CAM を CD から新規にインストールした場合、または 新リリースにアップグレードした場

合、Clean Access Agent と Cisco NAC Web Agent は CAM データベースにバックアップされません。

この場合、CAM ソフトウェアには新しい Agent ソフトウェアが含まれますが、CAM データベースに

はアップロードされません。Agent バックアップが開始するのは、新しい Agent がシステムに手動で、

または Web Updates を介してアップロードされた場合だけです。

（注） CAM と同じバージョンの CAM スナップショットだけを復元できます（4.5 CAM の場合は 4.5 スナッ

プショット）。

（注） データベース ログの詳細については、「Cisco NAC アプライアンスのログ ファイル」（P.15-19）を参照

してください。

ここでは、次の項目について説明します。

 • 日次データベース バックアップの自動化

 • Web コンソールからの手動バックアップ

 • FTP を介したスナップショットの別のサーバへのバックアップ

 • CAM/CAS 許可設定のバックアップと復元

 • CAM スナップショットからの設定の復元：スタンドアロン CAM

 • CAM スナップショットからの設定の復元：HA-CAM または HA-CAS

 • データベース回復ツール

 • SSH からの手動データベース バックアップ
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CAM データベースのバックアップ
日次データベース バックアップの自動化

Cisco NAC アプライアンスは Clean Access Manager データベースの日次スナップショットを自動的に

作成し、ここ 30 日間で 新のものを保持します。また、ソフトウェア アップグレードの前後、および

フェールオーバー イベントの前後で、自動的にスナップショットを作成します。アップグレードと

フェールオーバーの場合、 新の 5 つのバックアップ スナップショットだけが保持されます。詳細に

ついては、「データベース回復ツール」（P.16-63）を参照してください。

Web コンソールからの手動バックアップ

設定に重要な変更を加える前に、CAM のバックアップを作成することを推奨します。ときどき設定を

バックアップしておくと、設定ミスのために誤作動した場合に、既知の良好な設定プロファイルの 新

バックアップを使用することもできます。スナップショットを使用すると、設定データの消失が防止さ

れるだけでなく、複数の CAM 間で設定を複製する作業を簡単に実行できます。

（注） 手動で作成したスナップショットは、手動で削除するまで CAM に残ります。

手動バックアップの作成

ステップ 1 [Administration] > [Backup] ページの [Database Snapshot Tag Name] フィールドに、スナップショッ

トの名前を入力します。フィールドには、現在の日付と時刻が組み込まれたファイル名が自動的に表示

されます（MM_DD_YY-hh-mm_snapshot）。デフォルト名を受け入れるか、または別の名前を入力するこ

とができます。

ステップ 2 [Create Snapshot] をクリックします。Clean Access Manager によってスナップショット ファイルが生

成され、スナップショット リストに追加されます。[Version] 列に、スナップショットの CAM ソフト

ウェア バージョンが自動的に示されます。

図 16-42 バックアップ スナップショット
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（注） ファイルは引き続き、物理的に Clean Access Manager マシン上に存在します。アーカイブのために、

ファイルをその場所にとどめておくことができます。ただし、システム障害に備えてユーザの設定を

バックアップするには、スナップショットを別のコンピュータにダウンロードする必要があります。

ステップ 3 スナップショットを別のコンピュータにダウンロードするには、[Download] アイコンをクリックする

か、ダウンロードするスナップショットの [Tag Name] をクリックします。

ステップ 4 [File Download] ダイアログで、[Save] をクリックし、ファイルをローカル コンピュータに保存しま

す。

スナップショット リストからスナップショットを削除するには、[Delete] ボタンをクリックします。

FTP を介したスナップショットの別のサーバへのバックアップ

CAM の /perfigo/control/bin/pg_backup スクリプトは、データベース スナップショットを作成し、

FTP を使用してそれを別のサーバへバックアップします。

定期的にこのスクリプトを実行する cron ジョブを設定し、バックアップ スナップショットの 
OFF-SERVER コピーを取得できます。スクリプトを実行するには

1. SSH を介して CAM に接続します。

2. 次のスクリプトを実行します。

./pg_backup <FTPserver> Username Password

スクリプトは、Postgres pg_dump ユーティリティを使用して、インスタント データベース スナップ

ショットを作成し、それを指定された FTP サーバへエクスポートします。このスナップショットは、

基本的には、CAM Web コンソールを使用して手動で作成したスナップショットと同じです。このスク

リプトを毎日実行する cron ジョブを設定できます。

CAM/CAS 許可設定のバックアップと復元

セキュリティの強化策として、許可と証明書トラストストアの設定は、CAM/CAS 設定の他の要素と

ともにはバックアップされません。そのため、CAM/CAS 設定をバックアップする際には、標準の

データベース バックアップ /スナップショットとは別個に許可と証明書トラストストア ファイルを

バックアップする必要があります。

HA ペアでは、HA ペアとして配置するときに、許可設定は自動的に HA-Primary CAM/CAS から 
HA-Secondary に渡されません。次の手順を使用して、HA ペアの両方のアプライアンスが、同じ許可

および証明書トラストストアの設定と、許可される Clean Access Server（または、HA-Primary Clean 
Access Server をバックアップする場合は Clean Access Manager）のリストを正確に共有するように、

HA-Secondary CAM/CAS で許可設定を読み込むこともできます。

（注） 単一の CAM から管理される CAS 配置が大規模な場合は、この手順によって、セカンダリ CAM の設

定時に時間を大幅に節約できます。

表 16-2 に、/root/.perfigo/ ディレクトリ（特定の設定によって異なります）内に通常あるファイルを

リストします。
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CAM/CAS 許可と証明書トラストストアの設定をバックアップして、冗長または HA-Secondary 
CAM/CAS にアップロードするには

ステップ 1 プライマリ CAM/CAS のコマンドライン インターフェイスに Telnet または SSH でログインして、

/root/.perfigo/ ディレクトリに変更して、/root/.perfigo/ ディレクトリの内容を表示します。

[root@cam1]# cd /root/
[root@cam1]# cd .perfigo/
[root@cam1]# ls -l
-rw-r--r--  1 root root    0 Jul 21 11:09 auth_nac_en.txt
-rw-r--r--  1 root root   80 Jul 21 11:09 auth_nac.txt
-rw-r--r--  1 root root   16 Jul 21 11:09 auth_warn_nac_en.txt
-rw-r--r--  1 root root 1346 Jul 20 21:49 caCerts

ステップ 2 アップロードする tar ファイルを作成します。ファイル名を指定する必要があります（たとえば、

「authorization.tar.gz」）。
[root@cam1]# tar cvzf authorization.tar.gz *
auth_nac_en.txt
auth_nac.txt
auth_warn_nac_en.txt
caCerts

ステップ 3 バックアップまたは HA スタンバイ CAM/CAS への読み込みのために、新しい tar ファイルを宛先の 
CAM/CAS にアップロードします。

[root@cam1]# scp authorization.tar.gz root@<IP address>
root@<IP address>'s password:
authorization.tar.gz                                100% 1107     1.1KB/s   00:00
 

表 16-2 許可のバックアップ ファイル

ファイル名 説明

auth_nac_en.txt このファイルが CAM/CAS の /root/.perfigo/ ディレクトリに存在する場合

は、CAM/CAS では許可機能がイネーブルになっています。

auth_nac.txt このファイルには、CAM の [Device Management] > [CCA Servers] > 
[Authorization] Web コンソール ページまたは CAS の [Device 
Management] > [Authorization] Web コンソール ページの Authorized CCA 
Servers/Authorized CCA Managers リストに読み込まれる、Clean Access 
Manager または Clean Access Server の実際の許可エントリが含まれていま

す。

auth_warn_nac_en.txt このファイルが CAM/CAS の /root/.perfigo/ ディレクトリに存在する場合

は、CAM/CAS では [Test CCA Server Authentication] オプションがイネー

ブルになっており、許可操作が SSL 証明書イベントとして記録されていま

す。

caCerts このファイルには、CAM/CAS の一連のエンド エンティティ証明書が含ま

れています。
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CAM データベースのバックアップ 
ステップ 4 セカンダリ CAM/CAS のコマンドライン インターフェイスに Telnet または SSH でログインして、

/root/.perfigo/ ディレクトリに変更し、アップロードした tar ファイルの内容を抽出します。

[root@cam2]# cd /root/
[root@cam2]# cd .perfigo/
[root@cam2]# tar xvzf authorization.tar.gz
auth_nac_en.txt
auth_nac.txt
auth_warn_nac_en.txt
caCerts

ステップ 5 ファイルが正しくアップロードおよび抽出されたことを確認します。

[root@cam2]# ls -l
-rw-r--r--  1 root root    0 Jul 21 11:09 auth_nac_en.txt
-rw-r--r--  1 root root   80 Jul 21 11:09 auth_nac.txt
-rw-r--r--  1 root root   16 Jul 21 11:09 auth_warn_nac_en.txt
-rw-r--r--  1 root root 1346 Jul 20 21:49 caCerts

ステップ 6 セカンダリ CAM/CAS を停止して再起動して、複製設定を適用します。

[root@cam2]# service perfigo stop
Stopping High-Availability services:
[  OK  ]
[root@cam2]# service perfigo start
Starting High-Availability services:
[  OK  ]
Please wait while bringing up service IP.
Heartbeat service is running.
Service IP is up on the peer node.
Stopping postgresql service: [  OK  ]
Starting postgresql service: [  OK  ]
CREATE DATABASE
DROP DATABASE
CREATE DATABASE
DROP DATABASE
Database synced
[root@cam2]#

（注） この例では CAM HA ペアを扱っていますが、同じ関数とプロセスが CAS HA ペアに適用されます。

CAM HA ペアの詳細については、第 17 章「ハイ アベイラビリティ（HA）の設定」を参照してくださ

い。CAS HA ペアの詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and 
Configuration Guide Release 4.5(1)』の「Configuring High Availability (HA)」の章を参照してくださ

い。

CAM スナップショットからの設定の復元：スタンドアロン CAM

（注） CAM と同じバージョンの CAM スナップショットだけを復元できます（4.5 CAM の場合は 4.5 スナッ

プショット）。

CAM のスナップショット リストからの復元

スタンドアロン Clean Access Manager をスナップショットの設定状態に復元するには

1. [Administration] > [Backup] に移動します。
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CAM データベースのバックアップ
2. CAM を復元するスナップショットのバージョンが、CAM で実行中の現在のバージョンと同じで

あることを確認します。

3. リスト内の対象のスナップショットの [Restore] ボタンをクリックします。既存の設定は、スナッ

プショットの設定で上書きされます。

4. 既存の設定は、スナップショットの設定で上書きされます。

ダウンロードされたスナップショットからの復元

リモート コンピュータにダウンロードされたスナップショットは、次の手順で、リストに再アップ

ロードできます。

1. [Administration] > [Backup] に移動して、[Snapshot to Upload] フィールドの横にある [Browse] ボ
タンをクリックします。ディレクトリ システムでファイルを検索します。

2. [Upload Snapshot] をクリックし、操作を確認します。スナップショットがスナップショット リス

トに表示されます。

3. スナップショットの横にある [Restore] ボタンをクリックして、現在の設定をスナップショットの

設定で上書きします。

4. 操作を確認します。

これで、スナップショットに記録された設定状態に復元されました。

CAM スナップショットからの設定の復元：HA-CAM または HA-CAS

（注） CAM スナップショットには、Clean Access Manager のすべてのデータベース設定データと、CAM の
ドメインに追加されたすべての Clean Access Server の設定情報が含まれます。

HA 配置内の HA-Primary CAM/CAS と HA-Secondary CAM/CAS のいずれかで設定が失われた場合

は、HA-Primary マシンと HA-Secondary マシンの両方の動作が一貫したものになるように、残りの 
CAM から 新のスナップショットを取得（または既存の設定のスナップショットを作成）して、HA 
システムにロードできます。

HA 配置内の HA-Primary CAM/CAS と HA-Secondary CAM/CAS の両方で構成が失われた場合は、次

のガイドラインを使用して、システムを復元できます（たとえば、深刻なイベントによって、

HA-Primary マシンと HA-Secondary マシンの両方でイメージとデータベースが削除された場合や、両

方のマシンが RMA となって、新しいアプライアンスをインストールしなければならない場合など）。

警告 スタンバイ マシンがオフライン（ダウンまたはリブート中）になっている場合は、アクティ
ブまたはスタンバイ CAM のいずれかでスナップショットの復元を試行しないでください。

スナップショットからの HA-Primary と HA-Secondary の両方の CAM の復元

フェールオーバー配置の HA-Primary CAM と HA-Secondary CAM をスナップショットの設定状態に

復元するには

1. 第 2 章「Clean Access Manager のインストール」の説明に従って、HA-Primary CAM と 
HA-Secondary CAM が、HA 配置がダウンする前と同じ属性を使用するように、これらの CAM 
をインストールして初期設定します。

2. CAM ユーザ ライセンスを HA-Primary HA-Secondary の両方の CAM に適用します。

3. 第 17 章「ハイ アベイラビリティ（HA）の設定」の説明に従って、HA-Primary CAM と 
HA-Secondary CAM を HA ペアとして再設定します。
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CAM データベースのバックアップ 
4. 「ダウンロードされたスナップショットからの復元」（P.16-62）の説明に従って、 新の CAM 設
定スナップショットをバックアップ サーバから HA-Primary CAM にリロードします。

5. スナップショットの復元を完了するには、HA-Secondary CAM が HA-Primary と自動的に「同期」

するまで約 5 分待機します。

6. HA-Primary CAM をリブートします。CAM を再起動して、Web コンソールからログインしたら、

HA-Secondary CAM をリブートします。

スナップショットからの HA-Primary と HA-Secondary の両方の CAS の復元

フェールオーバー配置の HA-Primary CAS と HA-Secondary CAS をスナップショットの設定状態に復

元するには

1. 『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration Guide Release 4.5(1)』
の「Installing the Clean Access Server」の章の説明に従って、HA-Primary CAS と HA-Secondary 
CAS が、HA 配置がダウンする前と同じ属性を使用するように、これらの CAS をインストールし

て初期設定します。

2. 『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration Guide Release 4.5(1)』
の「Configuring High Availability (HA)」の章の説明に従って、HA-Primary CAS と 
HA-Secondary CAS を HA ペアとして再設定します。

警告 CAS HA 接続を正常に再確立するには、「Configuring High Availability (HA)」の章の手
順を示されている順に実行してください。

3. HA-Secondary CAS でアクセス制御機能を引き継ぐことができるように、HA-Primary CAS を
シャットダウン /切断することによって、HA-Primary CAS と HA-Secondary CAS の間のフェール

オーバー イベントをシミュレートします。スタンバイ CAS でアクティブ マシンの役割が引き継が

れたら、HA-Primary（スタンバイ）が「オンライン」に戻ったときに HA-Secondary CAS（新し

いアクティブ CAS）について同じフェールオーバーをシミュレートします。

これらのフェールオーバー シミュレーションを HA-Primary CAS と HA-Secondary CAS の両方で

実行することで、それぞれの CAS が CAM から 新のデータベース情報を取得するようになりま

す。

データベース回復ツール

データベース回復ツールは、次のタイプのバックアップ スナップショットからデータベースを復元す

る場合に使用できるコマンドライン ユーティリティです。

 • 日次の自動バックアップ（ 近の 30 個のコピー） 

 • ソフトウェア アップグレード前後のバックアップ

 • フェールオーバー イベント前後のバックアップ 

 • Web コンソールを介して管理者が作成した手動スナップショット 

Web コンソールを使用してスナップショットを手動で作成し、アップロードすることができますが、

（[Administration] > [Backup] を使用）、CLI（コマンドライン インターフェイス）ツールではさらに詳

細に操作できます。このツールには復元元のスナップショット、および圧縮解除後のサイズやテーブル

数を表示するメニューがあります。破損したファイルや、フォーマットが不適切なファイル（.tar.gz で
ないファイルなど）の場合は、圧縮解除後のサイズやテーブル数でなく、修復の警告が表示されること

に注意してください。
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API サポート
注意 このユーティリティを実行する前に CAM を停止し、ユーティリティを実行したら再起動する必要

があります。

コマンド ユーティリティを実行するには

1. SSH を使用して Clean Access Manager にアクセスします。

2. root パスワードを使用してユーザ root としてログインします。

3. cd を実行し、データベース回復ツールのディレクトリ cd /perfigo/dbscripts に変更します。

4. service perfigo stop を実行して、Clean Access Manager を停止します。

5. ./dbbackup.sh を実行して、ツールを起動します。

6. プロンプトに従って、データベースを復元します。

7. ユーティリティを実行したら、reboot を実行して Clean Access Manager をリブートします。

（注） CLI コマンドの一般情報については、「CAM CLI コマンド」（P.2-19）を参照してください。

SSH からの手動データベース バックアップ

Web 管理コンソールにアクセスできなくなった場合は、次の手順に従って、データベースを手動で

バックアップできます。

1. Clean Access Manager ボックスに root としてログインします。

2. 「su – postgres」と入力して、ユーザを postgres に切り替えます。

3. 「pg_dump –h 127.0.0.1 controlsmartdb –D –f sm_back_092004.sql」と入力して、データベー

スのダンプを作成します。

4. このコマンドにより、/var/lib/pgsql ディレクトリに sm_back_092004.sql というファイルが作

成されます。

5. ファイルは SCP で転送できます。

API サポート
Cisco NAC アプライアンスは、HTTPS POST を使用して特定の操作を実行できる cisco_api.jsp とい

う名前のユーティリティ スクリプトがあります。Clean Access Manager の Clean Access API には、

Web ブラウザから URL https://<ccam-ip-or-name>/admin/cisco_api.jsp でアクセスできます。

使用方法、認証要件、ゲスト アクセスのサポート、操作の要約については、付録 B「API サポート」

を参照してください。
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C H A P T E R 17

ハイ アベイラビリティ（HA）の設定

この章では、ハイ アベイラビリティを実現するために、Clean Access Manager（CAM）マシン ペアを

設定する方法について説明します。ハイ アベイラビリティ モードで CAM を配置すると、予期せぬ

シャットダウンが発生した場合も、重要なモニタリング、認証、およびレポート タスクを継続できま

す。この章の内容は次のとおりです。

 • 「概要」（P.17-1）

 • 「準備」（P.17-5）

 • 「CAM マシンの接続」（P.17-6）

 • 「HA-Primary CAM の設定」（P.17-8）

 • 「HA-Secondary CAM の設定」（P.17-11）

 • 「既存のフェールオーバー ペアのアップグレード」（P.17-15）

 • 「HA-CAM ペアのフェールオーバー」（P.17-15）

 • 「HA 関連で役立つ CLI コマンド」（P.17-15）

 • 「ハイ アベイラビリティ ペア Web コンソールのアクセス」（P.17-16）

 • 「ハイ アベイラビリティ Cisco NAC アプライアンスのネットワークへの追加」（P.17-17）

（注） Clean Access Manager（CAM）やClean Access Server（CAS）のハイ アベイラビリティ（HA）ペア

を設定するには、同一のアプライアンス（たとえば NAC-3350 や NAC-3350）を使用する必要があり

ます。

概要
次に、HA-CAM の動作の概要を示します。

 • CAM のハイ アベイラビリティ モードは、アクティブ サーバとパッシブ サーバの 2 台のサーバで

構成されます。スタンバイ CAM マシンは、アクティブ CAM マシンのバックアップとして機能し

ます。

 • アクティブ CAM はシステムのすべてのタスクを実行します。スタンバイ CAM は、アクティブ 
CAM を監視し、自分のデータベースとアクティブ CAM のデータベースとの同期を維持します。
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概要
（注） CAM 許可設定は、ある CAM から HA ペアの別の CAM へ自動的に渡されることはありま

せん。CAM HA ペアで許可機能を使用する場合は、「CAM/CAS 許可設定のバックアップ

と復元」（P.16-59）のガイドラインに従って、1 つの CAM の許可設定が正確にハイ アベ

イラビリティ CAM に複製されるようにしてください。

 • 両方の CAM で、信頼できる eth0 インターフェイスの仮想サービス IP を共有します。サービス IP 
は、SSL 証明書で使用される必要があります。

 • サービス IP アドレスは、CAS と管理 Web コンソールからの通信など、CAM に送信されるすべて

のメッセージと要求に対して使用されます。

 • CAM では、CAS に送信されるすべての通信およびプロキシ認証メッセージに対して個別の

（eth0）IP アドレスが使用されています。

 • プライマリ CAM マシンとセカンダリ CAM マシンは、2 秒ごとに UDP ハートビート パケットを

交換します。ハートビート タイマーが期限切れになると、ステートフル フェールオーバーが実行

されます。

 • アクティブ CAM が常に利用可能であることを確認するために、信頼できるインターフェイス

（eth0）を有効にする必要があります。CAM がアクティブであるものの信頼できるインターフェイ

スでアクセスできないような状況（つまり、スタンバイ CAM がアクティブ CAM からハートビー

ト パケットを受信するもののアクティブ CAM の eth0 インターフェイスに障害が発生している状

況）を避けるために、リンク検出メカニズムを使用して、アクティブ CAM の eth0 インターフェ

イスが使用不能になるときにそれをスタンバイ CAM が認識できるようになります。

 • Clean Access Manager および Clean Access Server は、ハードディスク ドライブ障害時に自動的に

再起動するように設計されているため、スタンバイ CAM/CAS のフェイルオーバーが自動的に開

始されます。

 • [Administration] > [CCA Manager] > [Failover] ページで、eth1 インターフェイスを「自動的に設

定する」ことを選択できますが、CAM で HA を設定する前に、別の（eth2 や eth3）HA インター

フェイスに IP アドレスやネットマスクなどを手動で設定する必要があります。

 • eth0、eth1、eth2/eth3 インターフェイスは、ハートビート パケットとデータベース同期に使用で

きます。さらに、使用可能なシリアル（COM）インターフェイスもハートビート パケットに使用

することができます。これらのインターフェイスを複数使用する場合、すべてのハートビート イ
ンターフェイスをフェールオーバーの実行に使用できません。

（注） CAM を HA に設定している場合、ハートビートおよびデータベース同期用に eth1 を使用する必要があ

ります。この場合その他のすべてのイーサネット インターフェイス（eth0 および eth2/eth3）は任意で

す。

注意 HA ペア間の接続にはきわめて高い信頼性が必要で、また通信は妨げられないようにする必要があ

ります。ベスト プラクティスは、専用イーサネット ケーブルを使用することです。HA ペア間の通

信が切断されると、2 つアクティブ ノードの動作に深刻な悪影響をもたらす可能性があります。

HA ペア間のリンクにおける主要な要素は、ダウンしたリンクを元に戻す機能です。設計によって

は、復元はネットワークの安定性の基礎となります。
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概要
図 17-1 に、設定例を示します。

図 17-1 CAM のハイ アベイラビリティ構成の例 

CAM のハイ アベイラビリティ モードは、アクティブ サーバとパッシブ サーバの 2 つのサーバで構成

されます。スタンバイ CAM マシンは、アクティブ CAM マシンのバックアップとして機能します。ア

クティブ CAM は標準状態において、ほとんどの作業負荷を実行します。一方、スタンバイ CAM はア

クティブ CAM を監視し、データ ストアをアクティブ CAM のデータと常に同期させます。

アクティブ CAM のシャットダウンやピアの「ハートビート」信号への応答の停止など、フェールオー

バー イベントが発生すると、スタンバイ CAM はアクティブ CAM の役割を引き継ぎます。

HA ピアの初回設定時には、HA-Primary CAM と HA-Secondary CAM を指定する必要があります。

初は、HA-Primary がアクティブ CAM となり、HA-Secondary がスタンバイ（パッシブ） CAM となり

ますが、アクティブ /パッシブの役割は永続的に割り当てられるわけではありません。プライマリ 
CAM がダウンすると、セカンダリ（スタンバイ）CAM がアクティブ CAM になります。本来のプラ

イマリ CAM が再起動すると、この CAM がバックアップの役割を担います。

（注） HA 配置の HA-Primary CAM および HA-Secondary CAM の「両方」が設定を失った場合、「CAM ス
ナップショットからの設定の復元：HA-CAM または HA-CAS」（P.16-62） にあるガイドラインに使用

してシステムを復元することができます。

CAM は起動時に、ピアがアクティブであるかどうかを調べます。ピアがアクティブでない場合、起動

中の CAM がプライマリの役割を担います。ピアがアクティブである場合は逆に、起動中の CAM がス

タンバイになります。

2 台の CAM を同時に HA ペアとして設定できます。また、新しい CAM を既存のスタンドアロンの 
CAM に追加して、HA ペアを作成することもできます。このペアを 1 つのエンティティとしてネット

ワークに認識させるには、信頼できるインターフェイス（eth0）アドレスとして HA ペアで使用される

「サービス IP アドレス」を指定する必要があります。このサービス IP アドレスは、SSL 証明書を生成

する場合にも使用されます。

HA 情報が交換されるハートビート UDP インターフェイス リンクを作成するには、両方の CAM の 
eth1 ポートを接続し、組織内で現在ルーティングされていないプライベート ネットワーク アドレスを

指定します（デフォルトのハートビート UDP インターフェイス IP アドレスは 192.168.0.252 です）。

次に、CAM は各 CAM の eth1 ポートにプライベートでセキュアな 2 ノード ネットワークを作成して、

UDP ハートビート トラフィックを交換し、データベースを同期します。

 IP

eth1

eth1

Web 

- UDP 
- DB 

10.201.2.102

eth0

eth0

10.201.2.100

10.201.2.101

192.168.0.254

192.168.0.253

18
62

13

192.168.0.252

 UDP

 CAM
rjcam_2

 CAM
rjcam_1
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概要
（注） CAM は、UDP ハートビート インターフェイスとして常に eth1 を使用します。

ハートビート冗長性のために、各 CAM のシリアル ポートを接続して、ハートビートを交換すること

もできます。この場合、UDP ハートビートとシリアル ハートビートの両方のインターフェイスに障害

が発生しないと、スタンバイ システムは処理を引き継ぎません。

（注） プライマリ eth1 リンクが切断されて、シリアル リンクだけが残った場合、CAM は HA の相手方との

同期ができないことを示すデータベース エラーを返し、管理者に対して CAM Web コンソールで次の

エラーが表示されます。「WARNING!Closed connections to peer [standby IP] database!Please restart 
peer node to bring databases in sync!!」

警告 ハイ アベイラビリティ（フェールオーバー）ペアをシリアル ケーブルを介して接続する場合、

NAC-3300 シリーズ アプライアンス、およびシリアル ポートへの BIOS リダイレクション機
能をサポートしているその他のサーバ ハードウェア プラットフォームでは、シリアル ポート
への BIOS リダイレクションをディセーブルにする必要があります。詳細については、

『Supported Hardware and System Requirements for Cisco NAC Appliance (Cisco 
Clean Access)』を参照してください。

（注） HA 対応のシリアル ケーブル接続（HA-CAM または HA-CAS のいずれか）の場合、シリアル ケーブ

ルは「ヌル モデム」ケーブルを使用する必要があります。詳細については、

http://www.nullmodem.com/NullModem.htm を参照してください。

ここでは、ハイ アベイラビリティの設定手順について説明します。

（注） ここでは、テスト ネットワーク用に HA ペアを設定するために、CAM をスタンドアロン CAM に追加

する場合の手順を示します。
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準備
準備

警告 データベース同期中のデータ消失を防止するために、必ずスタンバイ（セカンダリ）CAM が起動し
て、稼動していることを確認してから、アクティブ（プライマリ）CAM をフェールオーバーしてく
ださい。

ハイ アベイラビリティを設定する前に、次の点を確認してください。

 • ハイ アベイラビリティ（フェールオーバー）ライセンスを保持している。

（注） CAM フェールオーバー（HA）ライセンスのインストール時には、 初にプライマリ CAM に
フェールオーバー ライセンスをインストールし、その後、その他のすべてのライセンスをロー

ドしてください。

 • 両方の CAM がインストールされ、設定されている（「初期設定の実行」（P.2-9）を参照）。

 • HA ペア内の 2 つの CAM が、ハートビートおよび同期機能をサポートするために隣接するレイヤ 
2 に残っている。

 • ハートビート用に、各 CAM が一意のホスト名（またはノード名）を保持している。HA CAM ペ
アでは、このホスト名はピアに提供されます。提供されたピアは、DNS を介して解決するか、ま

たは /etc/hosts ファイルに追加する必要があります。

 • HA CAM ペアのサービス IP に対応する CA 署名付き証明書がある（テスト目的で、HA-Primary 
CAM の CA 署名付き証明書を使用できますが、この場合、HA-Primary CAM の IP をサービス IP 
として設定するための追加の手順を実行する必要があります）。

 • HA-Primary CAM に実行時動作が完全に設定されている。これは、認証元との接続、ポリシー、

ユーザ ロール、アクセス ポイントなどがすべて指定されていることを意味します。この設定は、

HA-Secondary（スタンバイ）CAM に自動的に複製されます。

 • CAM HA ペアで許可機能を使用する場合は、「CAM/CAS 許可設定のバックアップと復元」

（P.16-59）のガイドラインに従って、1 つの CAM の許可設定が正確にハイ アベイラビリティ 
CAM に複製されるようにする（CAM 許可設定は、ある CAM から HA ペアの別の CAM へ自動

的に渡されることはありません）。

 • ネットワーク上で両方の CAM にアクセスできる（pinging を実行して接続をテストしてくださ

い）。

 • CAM ソフトウェアがインストールされているマシンには、少なくても 1 つの空きイーサネット 
ポート（eth1）と 1 つの空きシリアル ポートが必要になる。各マシンのシリアル ポート（ttyS0 ま
たは ttyS1）を識別するには、サーバ ハードウェアの仕様書を参照してください。

 • Out-of-Band（OOB; アウトオブバンド）配置の場合、CAS および CAM の接続先となるスイッチ 
インターフェイスでポート セキュリティがイネーブルになっていない。イネーブルになっている

と、CAS HA および DHCP デリバリに問題が生じることがあります。

次の手順では、CAM をリブートする必要があります。リブート時は、サービスを短時間使用できなく

なります。ダウンタイムがユーザにほとんど影響を与えない場合は、オンライン CAM を設定できま

す。

（注） Cisco NAC アプライアンス Web 管理コンソールは、Internet Explorer 6.0 以上をサポートします。
17-5
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド         

OL-16410-01-J



 

第 17 章      ハイ アベイラビリティ（HA）の設定         

CAM マシンの接続
CAM マシンの接続 
HA-CAM ピアの間には 2 種類の接続があり、1 つは CAM アクティビティ関連の実行時データの交換

用、もう 1 つはハートビート信号用です。ハイ アベイラビリティ構成の場合、CAM はデータ交換と

ハートビート UDP 交換の両方に、「常に」eth1 インターフェイスを使用します。一定期間内に UDP 
ハートビート信号を送受信できない場合は、スタンバイ システムが処理を引き継ぎます。ハートビー

ト冗長性を高めるために、eth1（必須）インターフェイスの他にイーサネット インターフェイスを追

加したり、使用可能なシリアル インターフェイスの 1 つをハートビート交換用に使用することを推奨

します。フェイルオーバーを実行するために、すべてのハートビート インターフェイスはハートビー

ト交換失敗をレポートする必要があります （eth0 および eth2/eth3 を追加のハートビート インター

フェイスに使用できます）。ただし、CAM ピア間の eth1 接続は必須であることに注意してください。

次の手順に従って、ピア CAM を物理的に接続します。

 • クロス ケーブルを使用して、CAM マシンの eth1 イーサネット ポートを接続します。この接続は、

フェールオーバー ピア間のハートビート UDP インターフェイスおよびデータ交換（データベース 
ミラーリング）に使用します。

 • ヌル モデム シリアル ケーブルを使用して、シリアル ポートに接続します（強く推奨します）。こ

の接続は、フェールオーバー ピア間の追加のハートビート シリアル交換（キープアライブ）に使

用します。

 • 任意で、クロスオーバー ケーブルを使用するかインライン スイッチを介して、CAM の eth2 や 
eth3 インターフェイスを HA ピアの相手側のインターフェイスに接続します （HA 用に CAM を設

定する前に、これらのインターフェイスを手動で設定する必要があることを忘れないでください）。

（注） HA のシリアル ケーブル接続の場合は、必ず、「ヌル モデム」ケーブルを使用してください。

詳細については、http://www.nullmodem.com/NullModem.htm を参照してください。

シリアル接続 
CAM ソフトウェアが稼動しているマシンにシリアル ポートが 2 つ装備されている場合は、追加ポート

を使用して、シリアル ハートビート接続を確立できます。デフォルトでは、CAM サーバで検出された

初のシリアル ポートがコンソール入出力用に設定されます（インストールおよびその他のタイプの

管理アクセス用）。

マシンにシリアル ポートが 1 つ（COM1 または ttyS0）しかない場合は、ハイ アベイラビリティ ハー

トビート接続として機能するようにポートを再設定できます。これは、CAM ソフトウェアのインス

トール後は、常に SSH または KVM コンソールを使用して CAM のコマンドライン インターフェイス

にアクセスできるためです。

（注） プライマリ eth1 リンクが切断されて、シリアル リンクだけが残った場合、CAM は HA の相手方との

同期ができないことを示すデータベース エラーを返し、管理者に対して CAM Web コンソールで次の

エラーが表示されます。「WARNING!Closed connections to peer [standby IP] database!Please restart 
peer node to bring databases in sync!!」

警告 ハイ アベイラビリティ（フェールオーバー）ペアをシリアル ケーブルを介して接続する場合、
NAC-3300 シリーズ アプライアンス、およびシリアル ポートへの BIOS リダイレクション機
能をサポートしているその他のサーバ ハードウェア プラットフォームでは、シリアル ポート
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CAM マシンの接続 
への BIOS リダイレクションをディセーブルにする必要があります。詳細については、
『Supported Hardware and System Requirements for Cisco NAC Appliance (Cisco 
Clean Access)』を参照してください。
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HA-Primary CAM の設定
HA-Primary CAM の設定
前提条件を満たしていることを確認したら、次の手順に従い、CAM をハイ アベイラビリティ ペアの 
HA-Primary として設定します。ハイ アベイラビリティ設定の例については、図 17-1を参照してくだ

さい。

ステップ 1 HA-Primary として指定する CAM に対して Web 管理コンソールを開き、[Administration] > [CCA 
Manager > SSL] > [X509 Certificate] に移動して、プライマリ CAM の SSL 証明書を設定します。

（注） この章の HA 設定手順は、一時証明書がすでに HA-Primary CAM から HA-Secondary CAM に
エクスポートされていることを前提にしています。

HA ペアに一時証明書を使用する場合

a. [Generate Temporary Certificate] をクリックして、フォーム内のすべてのフィールドに情報を入力

して、[Generate] をクリックします。証明書には、HA ペアのサービス IP アドレスを対応付ける

必要があります。

b. 一時証明書の作成が完了したら、証明書と秘密鍵のチェックボックスをオンにして、テーブル内で

これらを強調表示させます。

c. [Export] をクリックして、証明書と秘密鍵をローカル マシンに保存します。HA-Secondary CAM 
を設定する際にこの証明書と秘密鍵をインポートする必要があります。

HA ペアに CA 署名付き証明書を使用する場合

（注） このプロセスは、すでに Certificate Signing Request を生成し、秘密鍵を添付し、要求を認証局に送信

して、CA の署名付き証明書を取得しているものとします。CAS の CA 署名付き証明書がまだない場合

の詳細については、「CAM SSL 証明書の管理」（P.16-6）の手順に従ってください。

a. [Browse] をクリックして、CA 署名付き証明書と秘密鍵のあるローカル マシンのディレクトリに

移動します。

b. [Import] をクリックします。後で同じ証明書を HA-Secondary CAS にインポートする必要がある

ことに注意してください。

ステップ 2 [Administration] > [CCA Manager] に移動し、[Failover] タブをクリックします。[Clear Access 
Manager Mode] ドロップダウン メニューから [HA-Primary] オプションを選択します。ハイ アベイラ

ビリティの設定が表示されます。
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HA-Primary CAM の設定  
図 17-2 プライマリ CAM フェールオーバーの設定例

ステップ 3 [Administration] > [CCA Manager] > [Network] の [IP Address] フィールドの値をコピーして、

[Service IP Address] フィールドに入力します。Network Settings の IP Address は、プライマリ CAM 
の既存の IP アドレスです。ここでは、CAS がすでに認識しているこの IP アドレスを、CAM ペアに使

用する CAS の仮想サービス IP アドレスに設定します。

ステップ 4 [Administration] > [CCA Manager] > [Network] の [IP address] を使用可能なアドレスに変更します

（たとえば x.x.x.121）。

ステップ 5 （推奨）HA-Primary CAM の eth0 リンク障害検出に基づいて、フェイルオーバーに使用できるパラ

メータを指定します。

a. HA ペアがプライマリ CAM からセカンダリ CAM へのフェイルオーバーに使用するインターフェ

イスの IP アドレスを、[Link-detect IP Address for eth0] フィールドに入力します。IP アドレスが

このフィールドに入力されると、HA-Secondary CAM は指定した HA-Primary CAM IP アドレス

に ping して接続性を確認しようとします。一般的に、同じ IP アドレスが HA-Primary CAM と 
HA-Secondary CAM に入力されていますが、ネットワーク トポロジで可能であれば各 CAM に個

別のアドレスを指定することができます。

b. eth0 インターフェイスがダウンした可能性があると判別するまで、つまりセカンダリ CAM への

フェイルオーバーを開始するまで CAM がリンク検出 IP アドレスに ping を付ける期間（秒数）

を、[Link-detect Timeout] フィールドに指定します。この設定の 小値は 10 秒ですが、少なくと

も 25 秒のタイムアウト間隔を指定することを推奨します。
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（注） CAM（リリース 4.1(3) 以降）のリンク検出設定は、アクティブ CAM の eth0 に接続され

たスイッチ ポートでのスイッチ ポート障害やリンク障害時に、アクティブ CAM がスタン

バイ CAM にフェイルオーバーできるようになるために必要です。フェイルオーバーを実

行しなければいけないイベントでは、リンク検出設定により、セカンダリ CAM eth0 イン

ターフェイスが有効でアクティブ ロールを引き継ぐことができることをスタンバイ CAM 
が確認できるようになります。

ステップ 6 各 CAM には一意のホスト名を付ける必要があります（rjcam_1 や rjcam_2 など）。[Administration] > 
[CCA Manager] > [Network] の [Host Name] フィールドに HA-Primary CAM のホスト名を入力し、

[Administration] > [CCA Manager] > [Failover] の [Peer Host Name] フィールドに HA-Secondary 
CAM のホスト名を入力します。

（注） • ハイ アベイラビリティを設定する場合、[Host Name] 値は必須ですが、[Host Domain] 名は省略で

きます。

 • [Host Name] および [Peer Host Name] フィールドは大文字と小文字を区別します。ここで入力し

た名前と、後で HA-Secondary CAM 用に入力する名前は一致していなければなりません。

ステップ 7 必須 eth1 UDP ハートビート インターフェイスのデフォルト設定を使用している場合、[Auto eth1 
Setup] チェックボックスをオンにしたままにしておきます。別の [[Secondary] Heartbeat eth1 Address] 
を指定した場合、[Auto eth1 Setup] チェックボックスをオフにして、[(peer IP on heartbeat udp 
interface on eth1)] フィールドに新規 IP アドレスを入力します。

（注） [Auto eth1 Setup] オプションは、自動的に 192.168.0.254 をプライマリ CAM の eth1（ハート

ビート）インターフェイスとして割り当て、ピア（セカンダリ） eth1 インターフェイスの IP ア
ドレスを 192.168.0.253 と仮定しています。

警告 ステップ 9で説明しているような冗長フェイルオーバー リンクを指定するには、HA を設定
する前にまず適切なイーサネット インターフェイスを CAM に設定する必要があります。こ
れらのインターフェイスを設定しようとしていてイーサネット インターフェイスのある NIC 
が適切に設定されていない場合、再起動時に CAM は（適切に起動せず）メンテナンス モー
ドになります。

ステップ 8 （任意）CAM eth0 インターフェイスを介して冗長フェイルオーバー ハートビートを設定する CAM の 
Heartbeat UDP Interface 2 機能をイネーブルにする場合、[eth0] チェックボックスをオンにして、

[[Secondary] Heartbeat IP Address on eth0] フィールドに関連ピア IP アドレスを指定します。それ以外

は、追加の UDP ハートビート インターフェイスを使用しない場合これを N/A のままにしておきます。

ステップ 9 （任意）CAM の Heartbeat UDP Interface 3 機能をイネーブルにする場合、[eth2] または [eth3] をド

ロップダウン メニューから選択して、[[Secondary] Heartbeat IP Address on interface 3] フィールドに

関連ピア IP アドレスを指定します。それ以外は、追加の UDP ハートビート インターフェイスを使用

しない場合これを N/A のままにしておきます。

ステップ 10 [Heartbeat Serial Interface] ドロップダウン メニューで、HA-Primary CAM のシリアル ケーブルを接

続したシリアル ポートを選択します。シリアル接続を使用しない場合は、N/A のまま残します。この

ドロップダウン リストのオプションは、ハートビート インターフェイス接続に対して CAM において

イネーブルで使用可能なシリアル インターフェイスです。詳細については、「シリアル接続」（P.17-6）
を参照してください。
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HA-Secondary CAM の設定  
ステップ 11 [Update] をクリックしてから、[Reboot] をクリックして、CAM を再起動します。

CAM が再起動したら、CAM マシンが適切に機能しているか確認します。CAS が接続されていて、新

しいユーザが認証されているか確認します。

HA-Secondary CAM の設定

ステップ 1 HA-Secondary として指定する CAM に対して Web 管理コンソールを開き、[Administration] > [CCA 
Manager] > [SSL] > [X509] に移動します。

ステップ 2 準備：

 • セカンダリの CAM の秘密鍵をバックアップします。

 • サービス IP/HA-Primary CAM に関連付けられた秘密鍵と SSL 証明書ファイルが使用可能である

ことを確認します（エクスポート済み。「HA-Primary CAM の設定」（P.17-8）を参照）。

ステップ 3 HA-Primary CAM の秘密鍵ファイルと証明書を次の手順でインポートします。

HA ペアに一時証明書を使用する場合

a. [Browse] をクリックして、前に HA-Primary CAS からエクスポートした一時証明書と秘密鍵を保

存したローカル マシンの場所に移動します。

b. 証明書ファイルを選択して、[Import] をクリックします。

c. 秘密鍵をインポートするプロセスを繰り返します。

HA ペアに CA 署名付き証明書を使用する場合

a. [Browse] をクリックして、認証局から受信した CA 署名付き証明書を保存し、HA-Primary CAS 
からエクスポートした関連秘密鍵を保存したローカル マシンの場所に移動します。

b. CA 署名付き証明書ファイルを選択して、[Import] をクリックします。

c. 秘密鍵をインポートするプロセスを繰り返します。

詳細については、「CAM SSL 証明書の管理」（P.16-6）を参照してください。

ステップ 4 [Administration] > [CCA Manager] > [Network] に移動し、セカンダリ CAM の [IP Address] を、

HA-Primary CAM の IP アドレスおよびサービス IP アドレスとは別のアドレスに変更します

（x.x.x.122 など）。
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HA-Secondary CAM の設定
図 17-3 Secondary CAM フェールオーバー設定 

ステップ 5 [Host Name] の値を、HA-Primary CAM 設定の [Peer Host Name] と同じ値に設定します。P.17-3 の
図 17-1を参照してください。

（注） [Host Name] および [Peer Host Name] フィールドは大文字と小文字を区別します。ここで入力

する名前と、HA-Primary CAM 用に入力した名前が一致していることを確認します。

ステップ 6 [Choose Clean Access Manager Mode] ドロップダウン メニューから [HA-Secondary] を選択します。 
ハイ アベイラビリティ設定が表示されます。

ステップ 7 [Service IP Address] 値を、HA-Primary CAM 設定の [Service IP Address] と同じ値に設定します。

ステップ 8 （推奨）HA-Secondary CAM の eth0 リンク障害検出に基づいて、フェイルオーバーに使用できるパラ

メータを指定します。

a. HA ペアがプライマリ CAM からセカンダリ CAM へのフェイルオーバーに使用するインターフェ

イスの IP アドレスを、[Link-detect IP Address for eth0] フィールドに入力します。

b. eth0 インターフェイスがダウンした可能性があると判別するまで、つまりセカンダリ CAM への

フェイルオーバーを開始するまで CAM がリンク検出 IP アドレスに ping を付ける期間（秒数）

を、[Link-detect Timeout] フィールドに指定します。この設定の 小値は 10 秒ですが、少なくと

も 25 秒のタイムアウト間隔を指定することを推奨します。
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（注） CAM（リリース 4.1(3) 以降）のリンク検出設定は、アクティブ CAM の eth0 に接続され

たスイッチ ポートでのスイッチ ポート障害やリンク障害時に、アクティブ CAM がスタン

バイ CAM にフェイルオーバーできるようになるために必要です。フェイルオーバーを実

行しなければいけないイベントでは、リンク検出設定により、セカンダリ CAM eth0 イン

ターフェイスが有効でアクティブ ロールを引き継ぐことができることをスタンバイ CAM 
が確認できるようになります。

ステップ 9 [[Primary] Peer Host Name] 値を、HA-Primary CAM のホスト名に設定します。

ステップ 10 必須 eth1 UDP ハートビート インターフェイスのデフォルト設定を使用している場合、[Auto eth1 
Setup] チェックボックスをオンにしたままにしておきます。別の [[Primary] Heartbeat eth1 Address] 
を指定する場合、[Auto eth1 Setup] チェックボックスをオフにして、新しい IP アドレスを [(peer IP on 
heartbeat udp interface on eth1)] フィールドに入力します。

（注） [Auto eth1 Setup] オプションは、自動的に 192.168.0.254 をプライマリ CAM の eth1（ハート

ビート）インターフェイスとして割り当て、ピア（セカンダリ） eth1 インターフェイスの IP ア
ドレスを 192.168.0.253 と仮定しています。

警告 ステップ 12で説明しているような冗長フェイルオーバー リンクを指定するには、HA を設定
する前にまず適切なイーサネット インターフェイスを CAM に設定する必要があります。し
かしこれらのインターフェイスを設定しようとしていてイーサネット インターフェイスのあ
る NIC が適切に設定されていない場合、再起動時に CAM は（適切に起動せず）メンテナン
ス モードになります。

ステップ 11 （任意）HA-Primary CAM の CAM eth0 インターフェイスを介して冗長フェイルオーバー ハートビー

トを設定する HA-Primary CAM の Heartbeat UDP Interface 2 機能をイネーブルにする場合、[eth0] 
チェックボックスをオンにして、HA-Primary CAM のものと同じ ピア IP アドレスを ][Primary] 
Heartbeat IP Address on eth0] フィールドに指定します。

ステップ 12 （任意）HA-Primary CAM の HA-Primary CAM の Heartbeat UDP Interface 3 機能をイネーブルにす

る場合、ドロップダウン メニューから [eth2] または [eth3] を選択して、[[Primary] Heartbeat IP 
Address on interface 3] フィールドの関連ピア IP アドレスを HA-Primary CAM と同じものにします。

ステップ 13 [Heartbeat Serial Interface] ドロップダウン メニューで、HA-Primary CAM のシリアル ケーブルを接

続したシリアル ポートを選択します。シリアル接続を使用しない場合は、N/A のまま残します。この

ドロップダウン リストのオプションは、ハートビート インターフェイス接続に対して CAM において

イネーブルで使用可能なシリアル インターフェイスです。詳細については、「シリアル接続」（P.17-6）
を参照してください。

警告 ハイ アベイラビリティ（フェールオーバー）ペアをシリアル ケーブルを介して接続する場合、
NAC-3300 シリーズ アプライアンス、およびシリアル ポートへの BIOS リダイレクション機
能をサポートしているその他のサーバ ハードウェア プラットフォームでは、シリアル ポート
への BIOS リダイレクションをディセーブルにする必要があります。詳細については、

『Supported Hardware and System Requirements for Cisco NAC Appliance (Cisco 
Clean Access)』を参照してください。

ステップ 14 [Update] をクリックしてから、[Reboot]をクリックします。

スタンバイ CAM が起動すると、アクティブ CAM とデータベースが自動的に同期します。
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HA-Secondary CAM の設定
ステップ 15 後に、スタンバイ CAM の管理コンソールを再び開いて、次のように設定を完了します。スタンバイ 
CAM の管理コンソールには、制限された管理モジュール（図 17-4 および図 17-5）が表示されている

ことを確認します。

図 17-4 スタンバイ Web 管理コンソール例 - [Summary] ページ

図 17-5 スタンバイ Web 管理コンソール例 - [CCA Manager] > [Network] ページ

設定の完了

アクティブおよびスタンバイ CAM の [Failover] ページにある設定を確認します。これで、ハイ アベイ

ラビリティ設定は完了です。
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既存のフェールオーバー ペアのアップグレード 
既存のフェールオーバー ペアのアップグレード
既存のフェイルオーバー ペアを新しい Cisco NAC アプライアンス リリースにアップグレードする方法

については、『Release Notes for Cisco NAC Appliance, Version 4.5(1)』の「Upgrading High 
Availability Pairs」を参照してください。

HA-CAM ペアのフェールオーバー

警告 データベース同期中のデータ消失を防止するために、必ずスタンバイ CAM が起動して、稼動してい
ることを確認してから、アクティブ CAM をフェールオーバーしてください。

HA-CAM ペアをフェールオーバーするには、ペアのアクティブ マシンに SSH を介して接続し、次の

コマンドのいずれかを実行します。

 • shutdown

 • reboot

 • service perfigo stop

これは、アクティブ マシン上のすべてのサービスを停止します。ハートビートが失敗した場合、スタ

ンバイ マシンはアクティブ マシンの役割を担います。service perfigo start を実行して、停止した

マシン上のサービスを再開します。これにより、停止したマシンがスタンバイ マシンの役割を担いま

す。

（注） ハイ アベイラビリティ（フェールオーバー）をテストする際には、service perfigo restart は使用

しないでください。フェールオーバーをテストするマシンでは、代わりに「shutdown」または

「reboot」、もしくは CLI コマンドの service perfigo stop と service perfigo start を使用するこ

とを推奨します。「CAM CLI コマンド」（P.2-19）を参照してください。

HA 関連で役立つ CLI コマンド
CAM の HA に関連して、次のファイルを覚えておくと役立ちます。

 • /etc/ha.d/perfigo.conf

 • /etc/ha.d/ha.cf

次の例は、HA デバッグ /ログ ファイルの場所、および HA ペアの各 CAM（ノード）の名前を示して

います。

[root@rjcam_1 ha.d]# more ha.cf
# Generated by make-hacf.pl
udpport         694
bcast           eth1
auto_failback   off
apiauth         default uid=root
log_badpack     false
debug           0
debugfile       /var/log/ha-debug
logfile         /var/log/ha-log
#logfacility    local0
watchdog        /dev/watchdog
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ハイ アベイラビリティ ペア Web コンソールのアクセス
keepalive       2
warntime        10
deadtime        15
node            rjcam_1
node            rjcam_2

HA CAM のアクティブ /スタンバイ実行時ステータスの確認

次の例は、CLI を使用して HA ペアの各 CAM の実行時ステータス（アクティブまたはスタンバイ）を

判別する方法を示しています。新規およびアップグレード済みの CAM にある /perfigo/common/bin/ 
ディレクトリから fostate.sh コマンドを実行できます。

1. 1 番目の CAM で fostate.sh スクリプトを実行します。

[root@rjcam_1 ~]# ./fostate.sh 
My node is active, peer node is standby
[root@rjcam_1 ~]# 

この CAM が HA ペアのアクティブ CAM です。

2. 2 番目の CAM で fostate.sh スクリプトを実行します。

[root@rjcam_2 ~]# ./fostate.sh 
My node is standby, peer node is active
[root@rjcam_2 ~]# 

この CAM は HA ペアのスタンバイ CAM です。

ハイ アベイラビリティ ペア Web コンソールのアクセス

アクティブ CAM とスタンバイ CAM の判別 
Web ブラウザの URL/アドレス フィールドに（サービス IP ではなく）各個別 CAMの IP アドレスを入

力することで、HA ペアの 各 CAM の Web コンソールにアクセスします。2 つのブラウザを開く必要

があります。Standby（非アクティブ）CAMの Web コンソールは、メディア メニューのサブセットお

よびアクティブ CAM で使用可能な各サブメニューだけが表示されます。

（注） HA-Primary として設定された CAM が現在アクティブな CAM であるとは限りません。

プライマリおよびセカンダリ CAM の決定 
各 CAM Web コンソールで、[Administration] > [CCA Manager] > [Failover] に移動します。

 • プライマリ CAM は、 初に HA を設定した際に [HA-Primary] として設定した CAM です。

 • セカンダリ CAM は、 初に HA を設定した際に [HA-Secondary] として設定された CAM です。

（注） 4.0(0) よりも前のリリースでは、セカンダリ CAM は初期 HA 設定で [HA-Standby]（CAM）とラベル

されています。
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ハイ アベイラビリティ Cisco NAC アプライアンスのネットワークへの追加    
ハイ アベイラビリティ Cisco NAC アプライアンスのネット
ワークへの追加

次の図は、HA-CAM および HA-CAS を例のコア /ディストリビューション /アクセス ネットワーク

（ディストリビューション層とアクセス層に Catalyst 6500 を配置）に追加する方法を示しています。

図 17-6 は、Cisco NAC アプライアンスがない場合のネットワーク トポロジを示しています。コア層と

ディストリビューション層で Hot Standby Router Protocol（HSRP; ホットスタンバイ ルータ プロトコ

ル）を稼動し、アクセス スイッチは複数の配信スイッチにデュアルホーム接続しています。

図 17-6 Cisco NAC アプライアンス使用前のコア /ディストリビューション /アクセス ネットワークの例

図 17-7 は、HA-CAM をコア /ディストリビューション /アクセス ネットワークに追加する方法を示し

ています。この例では、HA ハートビート接続はシリアル インターフェイスと eth1 インターフェイス

の両方に設定されています。

図 17-7 HA CAM のネットワークへの追加
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ハイ アベイラビリティ Cisco NAC アプライアンスのネットワークへの追加
図 17-8 は、HA-CAS をコア /ディストリビューション /アクセス ネットワークに追加する方法を示し

ています。この例では、CAS は中央に配置する L2 OOB Virtual Gateway として設定されています。

HA ハートビート接続は、シリアル インターフェイスと専用 eth2 インターフェイスの両方に設定され

ています。リンク障害に基づくフェールオーバー接続を eth0 および eth1 インターフェイス、またはい

ずれか一方のインターフェイスに設定することもできます。

（注） Cisco サービス統合型ルータ（ISR）にインストールされている Cisco NAC ネットワーク モジュール

は、ハイ アベイラビリティをサポートしていません。

図 17-8 HA CAS のネットワークへの追加
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A
 P P E N D I X A

エラーおよびイベント ログ メッセージ

クライアント エラー メッセージ

ログインの失敗

Clean Access Server is not properly configured, please report to your administrator.

Web ログインと Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent のいずれの場合も、ユーザを認証するため

に、システム内にログイン ページを追加して、ログイン ページが存在している必要があります。デ

フォルト ログイン ページが存在しない場合、エージェントのユーザがログインしようとすると、この

エラー ダイアログが表示されます。「デフォルト ログイン ページの追加」（P.6-3）も参照してくださ

い。

Clean Access Server could not establish a secure connection to the Clean Access Manager at 
<IP_address> 

ログインを試行したクライアントにこのエラー メッセージが表示された場合は（図 A-1）、通常、次の

いずれかの問題が発生しています。

 • CAM と CAS 間に 5 分を超える時差がある。

 • IP アドレスが無効である。

 • ドメイン名が無効である。

 • CAM に到達できない。

「証明書に関する問題のトラブルシューティング」（P.16-21）も参照してください。
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クライアント エラー メッセージ
図 A-1 「CAS が CAM とのセキュアな接続を確立できない」

ネットワーク エラー

The request has timed out. [12002]

このエラー（図 A-2）は、エージェントと CAS の間の通信の問題を示しています。 初に、エージェ

ントが CAS に到達可能、または到達不可能であることを示すエージェントのポップアップが表示され

ます。ただし、このエラー メッセージは、ある時点で通信が途切れると表示されます。このエラーは、

OOB 構成のユーザ マシンで VLAN を変更した後のタイミングの問題を示している可能性があります。

[VLAN Change Delay] （[OOB Management] > [Profiles] > [SNMP Receiver] > [Advanced Settings]）
の値をデフォルトの 2 秒から、3 または 4 秒に増やすと、問題が解決する場合があります。

図 A-2 「要求のタイムアウト [12002]」（Windows Vista Clean Access Agent の例）
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クライアント エラー メッセージ  
CAS のフォールバックによる回復中にユーザがログインできない

Failed to add user to the list

CAS のフォールバックによる回復中（CAS が CAM に再接続する場合）、CAS を介して Cisco NAC ア
プライアンス ネットワークにアクセスしているユーザに対してログイン ダイアログが表示されますが、

約 2 分間はそのユーザは認証およびログインができなくなります（CAS のフォールバックによる回復

が完了するまでは、ユーザがログインしようとすると、「Failed to add user to the list」のエラー メッ

セージが表示されます）。

CAS フォールバック設計および実装の詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server 
Installation and Configuration Guide Release 4.5(1)』の「CAS Fallback Policy」の項を参照してくだ

さい。

図 A-3 リストにユーザを追加できない
A-3
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド         

OL-16410-01-J

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html


 

付録 A      エラーおよびイベント ログ メッセージ         

クライアント エラー メッセージ
MSI を使用する Clean Access Agent アップグレードを実行できない

Error 1316. A network error occurred while attempting to read from the file

このエラー（図 A-4）は、InstallShield ウィザードの構文に一致しない MSI インストーラのファイル

名を使用して Clean Access Agent をアップグレードしようとすると表示されます。

この問題に対処するには、インストールの前に .msi ファイルが「CCAAgent.msi」という名前である

ことを確認します。Cisco Secure Software からファイルをダウンロードした場合は特に確認してくだ

さい（ダウンロード時に指定したファイル名になっている可能性があります）。「CCAAgent.msi」に

ファイル名を変更すると、インストール パッケージは、クライアント上で Clean Access Agent をアッ

プグレードする際に以前のバージョンを削除してから、 新バージョンをインストールできるようにな

ります。

図 A-4 MSI を使用する Clean Access Agent アップグレードを実行できない

Clean Access Agent アイコンがタスクバーにインストールされない

「Failed to add Clean Access Agent icon to taskbar status area」のエラー（図 A-5）は、次の場合に表示

されます。

図 A-5 Clean Access Agent アイコンがタスクバーにインストールされない

1. ユーザがインストールの完了前にアイコンから Clean Access Agent を起動しようとした場合、 コン

ピュータの admin 権限を持つエージェント ユーザ、および admin 権限を持たずクライアント マシ

ンにエージェント スタブがインストールされているエージェント ユーザのどちらの場合でもこの

エラーが発生することがあります。この問題を解決するには、クライアント上のすべてのインス

トール ダイアログボックスを閉じます。
A-4
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16410-01-J



 

付録 A      エラーおよびイベント ログ メッセージ

CAM イベント ログ メッセージ   
このエラーが引き続き表示される場合は、次を実行します。

a. クライアント マシンを再起動します。

b. Clean Access Agent をアンインストールおよび再インストールします。エージェントのアンイ

ンストール方法については、「CAA のアンインストール」（P.11-30）を参照してください。

2. 一部の稀なケースでは、Clean Access Agent はブートアップ中に Windows タスクバーに追加され

ないことがあります。このため、ユーザは SSOを実行できません。ユーザに対してエージェント 
ログイン ダイアログが自動的にポップアップされない場合もあります。インストーラと、クライ

アント マシン上にロードされインストール中にシステム トレイ アプリケーションをリセットして

いるソフトウェアとの相互作用に関連して、この問題が発生します。

エージェントのインストール中、Windows スタート メニューが変更され、Windows OS から AD 
への確認（場合によっては、AD 証明書の期限が切れていないかどうか）が行われます。エージェ

ント マシンは Unauthenticated ロールであるため、AD に確認してスタート メニューを更新できま

せん。この操作は約 60 秒でタイムアウトします。この間は、タスクバー（スタート メニュー、シ

ステム トレイ、およびタスクバー）がロックされます。その後 Clean Access Agent は、「Failed to 
add Clean Access Agent icon to taskbar status area」エラーの結果を表示します。

この問題を解決するには、次を実行します。

 • Unauthenticated ロールで CAS を通過する AD トラフィックを許可する。

 • 自動ロードに失敗する場合は、インストールの後にエージェントを（デスクトップのショートカッ

トから）手動で起動する。

CAM イベント ログ メッセージ
表 A-1 に Clean Access Manager のイベント ログ メッセージを説明します。Clean Access Manager 管
理コンソールの [Monitoring] > [Event Logs]でイベント ログを表示できます。

表 A-1 イベント ログ メッセージ （１ / ４）

メッセージ 説明 重大度

<MAC address> added to AP MAC list アクセス ポイントはアクセス ポイント リス

トに正常に追加されています。

標準設定ログ

<MAC address> could not be added to 
the AP MAC list

パススルー リストにアクセス ポイントを追

加できませんでした。Clean Access Server が
接続されていない可能性があります。

パススルー リストに自動的に追

加しようとしたときに発生した

エラー

<MAC address> removed from the MAC 
list 

リストからアクセス ポイントが削除されまし

た。

標準設定ログ

<MAC address> could not be removed 
from the AP MAC list

パススルー リストからアクセス ポイントを

削除できませんでした。Clean Access Server 
が接続されていない可能性があります。

パススルー リストから削除しよ

うとしたときに発生したエラー

<Authentication Server Name> added to 
authentication server list

認証サーバがリストに追加されています。 標準設定ログ

<Authentication Server Name> is 
already configured in authentication 
server list

追加中の認証サーバはリストにすでに存在し

ます。

標準設定ログ

Provider name <Authentication Server 
Name> is already been used by different 
authentication server

認証サーバの名前はすでに使用されていま

す。認証サーバを更新できませんでした。

認証サーバ更新時のエラー
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CAM イベント ログ メッセージ
<Authentication Server Name> updated 
to authentication server list

認証サーバが正常に更新されました。 標準設定ログ

<Authentication Server Name> is not a 
valid authentication server

認証サーバを更新できませんでした。認証

サーバが無効です。

認証サーバ更新時のエラー

<Authentication Server Name> removed 
from the authentication server list

認証サーバが正常に削除されました。 標準設定ログ

<User name, MAC, IP> - Logout request IPSec クライアント ユーザのログアウト要求

です。

標準設定ログ

<User name, MAC, IP> - Logout attempt 
failed;

ユーザはログアウトできませんでした。

Clean Access Server が接続されていません。

エラー

Invalid user credentials, <User name, 
MAC, IP>

ユーザ名およびパスワードが無効です。 エラー

Invalid authentication provider, 
<Provider Name> <User name, MAC, 
IP>

ユーザ認証サーバが無効です。 エラー

<Clean Access Server IP> is inaccessible! Clean Access Manager と Clean Access 
Server 間のハートビートに失敗しました。

Clean Access Server がオフラインです。

クリティカル エラー。Clean 
Access Server をただちに起動

する必要があります。

Dhcp properties are added DHCP プロパティが Clean Access Server 内
の DHCP サーバに発行されています。

標準設定ログ

Dhcp properties are not added DHCP プロパティを Clean Access Server に
発行できませんでした。

Clean Access Server に DHCP 
プロパティを発行するときのエ

ラー

Cleared the event log イベント ログ全体が消去されました。 標準設定ログ

Domain authentication server 
information not available

ユーザはログインできませんでした。認証

サーバ情報を入手できません。

ユーザ ログイン時のエラー

Domain authentication server 
information not set

ユーザはログインできませんでした。認証

サーバ情報の設定が完了していません。

ユーザ ログイン時のエラー

<MAC address> added to MAC list デバイス MAC アドレスがリストに追加され

ています。

標準設定ログ

<MAC address> could not be added to 
the MAC list

デバイス MAC アドレスがリストに追加され

ていません。

エラー

<MAC address> is already in the MAC 
list

デバイス MAC アドレスがすでにリストに追

加されています。

標準設定ログ

<MAC address> removed from the MAC 
list

デバイス MAC アドレスがリストから削除さ

れました。

標準設定ログ

Updated policy to <Clean Access Server 
IP>

ポリシーが正常に更新されました。 標準設定ログ

Could not update policy to <Clean 
Access Server IP>

Clean Access Server に対してポリシーを更新

できませんでした。

エラー

Could not update policy to all Clean 
Access Servers, policies will be published 
whenever connected

グローバル ポリシーが更新されていない 
Clean Access Server があります。一部のサー

バが切断されている可能性があります。

標準設定ログ。ポリシーは接続

時に更新されるため、エラーで

はありません。

表 A-1 イベント ログ メッセージ （２ / ４）

メッセージ 説明 重大度
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CAM イベント ログ メッセージ   
Unable to ping <User IP>, going to 
logout user <Username>

ユーザがオンラインではないため、ping マ
ネージャがユーザをログオフしています。自

動的なユーザ ログオフ機能です。

標準ユーザログ

<Role name> role already exists この名前のロールはすでに作成されていま

す。

標準設定ログ

<Role Name> role is created successfully ロールが正常に作成されました。 標準設定ログ

Deleting role <Role Name> failed, Clean 
Access Server <Clean Access Server IP> 
is not connected

ロールを削除できませんでした。Clean 
Access Server が接続されていません。

エラー

Could not connect to <Clean Access 
Server IP>

Clean Access Manager 管理ドメインに Clean 
Access Server を追加できませんでした。

Clean Access Server がオフラインであるか、

Clean Access Manager から到達不能です。

エラー

<Clean Access Server IP> added to 
Clean Access Manager

Clean Access Manager 管理ドメインに Clean 
Access Server が正常に追加されています。

標準設定ログ

<Clean Access Server IP> updated in 
Clean Access Manager

Clean Access Server が正常に更新されまし

た。

標準設定ログ

<Clean Access Server IP> is not 
configured in Clean Access Manager

Clean Access Server を更新できませんでし

た。Clean Access Manager 内に Clean 
Access Server 情報が見つかりません。

エラー

<Subnet/Netmask> is already in the 
SUBNET list

サブネット リストにすでにサブネットが追加

されています。

標準設定ログ

<Subnet/Netmask> removed from the 
SUBNET list

リストからサブネットが正常に削除されまし

た。

標準設定ログ

表 A-1 イベント ログ メッセージ （３ / ４）

メッセージ 説明 重大度
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CAM イベント ログ メッセージ
<IP Number> System Stats 識別された Clean Access Server の実行時統

計情報です。この情報は、次のとおりです。

 • [load factor]：サーバが処理している

キュー内の現在のパケット数（Clean 
Access Server が処理している現在の負

荷） 

 • [max since reboot]： 任意の時刻におけ

る、キュー内の 大パケット数（Clean 
Access Server が処理する 大負荷） 

 • [mem]：メモリ使用率に関する統計情

報。使用メモリ、共有メモリ、バッファ 
メモリ、および未使用メモリが表示され

ます。

 • [cpu]：ハードウェアのプロセッサ負荷 

該当なし

Unable to process out-of-band login 
request from [<MAC address> <IP 
address>] <username>. 
Cause: connected device [<MAC 
address>] not found.

このエラー メッセージは、CAM がクライア

ント マシンに関する適切な MAC 通知を受信

しないときに表示されます。このエラーの発

生には、 もよくある次の 3 つの原因があり

ます。

 • 管理対象スイッチからの SNMP トラッ

プの構文に CAM の SNMP トラップの構

文との互換性がない （スイッチと CAM 
間の構文 /設定が一致していることを確

認します）。

 • スイッチを管理するように CAM を設定

する前に、すでにクライアント マシンが

認証 VLAN 上のスイッチ ポートに接続

されている。クライアント マシンがス

イッチ ポートに接続されていることを 
CAM が認識していないため、CAM は 
OOB ユーザのログイン要求を認証でき

ません （クライアント マシンをスイッ

チ ポートから切断して、再接続します）。

 • クライアント マシンの MAC アドレス、

CAM の証明済みデバイス リスト内で免

除デバイスとして表示されるクライアン

ト マシンの MAC アドレス、またはその

両方に対して動作する 1 つ以上のデバイ

ス フィルタがある。

エラー

表 A-1 イベント ログ メッセージ （４ / ４）

メッセージ 説明 重大度
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 P P E N D I X B

API サポート

この章では、Clean Access Manager の API サポートについて説明します。この章の内容は次のとおり

です。

 • 「概要」（P.B-1）

 • 「認証要件」（P.B-2）

 • 「デバイス フィルタの操作」（P.B-3）

 • 「証明済みデバイス リストの操作」（P.B-5）

 • 「ユーザの操作」（P.B-7）

 • 「ゲスト アクセスの操作」（P.B-10）

 • 「レポートの操作」（P.B-11）

概要
Cisco NAC アプライアンスには、HTTPS POST を使用して特定の操作を実行できる cisco_api.jsp と
いう名前のユーティリティ スクリプトがあります。ご使用の Clean Access Manager の実際の Clean 
Access API には、https://<cam-IP-or-hostname>/admin/cisco_api.jsp でアクセスします。

Clean Access API の Web マニュアル ページにアクセスするには、CAM Web コンソールにログイン

し、CAM コンソールの URL の「admin/」の後に「cisco_api.jsp」と入力します。ブラウザが Clean 
Access API の Web マニュアル ページにリダイレクトされます。

（注） cisco_api.jsp のマニュアル ページにアクセスする前に、CAM Web コンソールに先にログインする必

要があります。

この API を使用する場合は、次の点に注意してください。

 • スクリプト言語（Java、Perl など）を理解して使用する必要があります。また、スクリプトを実行

するマシンには、スクリプト ソフトウェアをインストールする必要があります。

 • Cisco TAC では、スクリプト パッケージ（Java、Perl など）のデバッグはサポートしません。

（注） CAM Web コンソール インターフェイスからの MAC アドレス フィルタの追加方法について、一般的

な情報は、「デバイスおよびサブネットのグローバル フィルタリング」（P.3-10）を参照してください。
B-1
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認証要件
認証要件
API にアクセスするには、SSL を介した認証が必要です。次の 2 つの認証方式がサポートされていま

す。

 • セッションベース認証

この方式では、管理者は adminlogin 関数および adminlogout 関数を使用して、サーバとのクッ

キーによるセッションを作成します。adminlogin 関数は、admin ユーザのログインを行い、ログ

インが成功した場合は、サーバからの HTTP 応答にはセッション中に使用されるセッションの

クッキーが含まれます。adminlogout 関数は、admin ユーザのログアウトを行い、セッションを無

効にします。ただし、adminlogout 関数を使用しない場合は、設定済みまたはデフォルトの admin 
セッション タイムアウトに従って、CAM がセッションを終了します。

 • 関数ベース認証

セッションベース認証を使用しない場合は、関数ベース認証を使用できます。この方式では、要求 
URL に admin および passwd の引数を使用して、API の呼び出しのたびに admin アカウント証明

書を渡すことで、admin の認証が行われます。関数による認証の場合、既存のスクリプトで使用し

ているすべての関数に admin および passwd のパラメータを追加する必要があります。この場合、

adminlogin 関数および adminlogout 関数は使用しません。

管理者の操作

adminlogin 関数および adminlogout 関数を使用して、セッション ID のクッキーを使用するセッション

ベース認証のシェル スクリプトを作成します。セッションベース認証を使用しない場合は、その代わ

りに、各 API 呼び出しに admin および passwd の引数を含める必要があります。

adminlogin
adminlogin 関数は、admin のログインを行い、クッキにーよるセッションを開始します。

必須入力パラメータ： 

 • op：adminlogin 

 • admin：管理者アカウントのユーザ名

 • passwd：管理者アカウントのパスワード

出力パラメータ：<!--error=mesg--> コメント

 • Success：メッセージ値 0 

 • Failure：エラー文字列

<後続の任意の操作>
adminlogin を介して取得した HTTP セッションのクッキーは、以降の任意の操作でも HTTP 要求の一

部として返す必要があります。

必須入力パラメータ： 

 • op：<任意の操作>

 • <操作に固有のパラメータ> 
B-2
Cisco NAC アプライアンス - Clean Access Manager インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16410-01-J



 

付録 B      API サポート

デバイス フィルタの操作 
adminlogout
adminlogout 関数は、管理者のログアウトを行い、セッションを無効にします。

必須入力パラメータ： 

 • op：adminlogout 

出力パラメータ：<!--error=mesg--> コメント

 • Success：メッセージ値 0

 • Failure：エラー文字列

デバイス フィルタの操作
次の API は、CAM のデバイス フィルタ リスト（ユーザ ログイン要求を回避するデバイス）に対する

操作を実行します。

 • 「addmac」（P.B-3）

 • 「removemac」（P.B-4）

 • 「checkmac」（P.B-4）

 • 「getmaclist」（P.B-5）

（注） 「changeuserrole」（P.B-9）も参照してください。

addmac
addmac 関数は、1 つ以上の MAC アドレスをデバイス フィルタ リストに追加します。

必須入力パラメータ： 

 • op：addmac 

 • mac：正確な MAC アドレスまたは範囲を指定します。 

サポートされる形式：00:01:12:23:34:45、00:01:12:*、または 
00:01:12:23:34:45-11:22:33:44:55:66

（注） セッションベース認証を使用しない場合は、admin および passwd の引数が必須です。「認証要件」

（P.B-2）を参照してください。

任意の入力パラメータ：

 • ip：正確な MAC アドレスの IPv4 アドレスを指定します。ワイルドカードまたは範囲を使用して、

MAC アドレス範囲を指定する場合、「ip」パラメータは使用しないでください。サポートされる形

式：192.168.0.10

 • type：deny（デフォルト）、allow、userole、check、または ignore の文字列のうちいずれかを指定

します。

 • role：ロール名を指定します。role パラメータは、Unauthenticated ロール（デフォルト）の場合

は必須ではありませんが、「userole」または「check」の場合は必須です。

 • desc：説明を入力します。
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 • ssip：Clean Access Server を Clean Access Manager に設定するために使用した IP アドレスを指定

します。デフォルトは global です。

出力パラメータ：<!--error=mesg--> コメント

 • Success：メッセージ値 0

 • Failure：エラー文字列

removemac
removemac 関数は、1 つ以上の MAC アドレスをデバイス フィルタ リストから削除します。

必須入力パラメータ： 

 • op：removemac 

 • mac：デバイス フィルタ リストから削除する 1 つ以上の MAC アドレスを指定します。MAC アド

レスは、ワイルドカードを含む表示形式に正確に一致している必要があります。カンマで区切って

複数の MAC アドレスを指定できます。

（注） セッションベース認証を使用しない場合は、admin および passwd の引数が必須です。「認証要件」

（P.B-2）を参照してください。

任意の入力パラメータ：

 • ssip：Clean Access Server を Clean Access Manager に設定するために使用した IP アドレスを指定

します。デフォルトは global です。

出力パラメータ：<!--error=mesg--> コメント

 • Success：メッセージ値 0

 • Failure：エラー文字列

checkmac
checkmac 関数は、デバイス フィルタ リストを照会し、特定の MAC アドレスが存在するかどうかを確

認します。

必須入力パラメータ： 

 • op：checkmac 

 • mac：MAC アドレスを指定します。MAC アドレスは、表示形式（00:01:12:23:34:45）に正確に

一致している必要があります。

任意の入力パラメータ：

 • ssip：Clean Access Server の IP アドレスを指定します。デフォルトでは、checkmac 関数はグロー

バル フィルタだけを確認します。ssip が指定されている場合は Clean Access Server フィルタも確

認します。

出力パラメータ：<!--error=mesg--> コメント

 • Success：

次のいずれか

<!--error=0--> 
<!--found=false-->
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または

<!--error=0--> 
<!--found=true--> 
<!--MAC=0A:13:07:9B:82:60,[IP=x.x.x.x,][CAS=y.y.y.y,]TYPE=ALLOW,[ROLE=zzz,]DESCRIPTION
=My Filter-->

デバイス フィルタ文字列内の説明：

 – 「IP=x.x.x.x」は、設定された IP アドレスを含むフィルタの場合に示されます。

 – 「CAS=y.y.y.y」は、サーバ固有のフィルタの場合に示されます。

 – 「ROLE=zzz」は、ROLE/CHECK タイプを含むフィルタの場合に示されます。

 – 指定された単一 MAC アドレスについて、checkmac 関数は、 初に一致したフィルタを返し

ます。このフィルタは、単一 MAC アドレスのフィルタか MAC アドレスのワイルドカード /
範囲フィルタです。

 • Failure：エラー文字列

getmaclist
getmaclist 関数は、デバイス フィルタ リスト全体を取得します。

必須入力パラメータ： 

 • op：getmaclist 

出力パラメータ：<!--error=mesg--> コメント

 • Success：
<!--error=0--> 
<!--count=number_of_filters--> 
<!--MAC=0A:13:07:9B:82:60,[IP=x.x.x.x,][CAS=y.y.y.y,]TYPE=ALLOW,[ROLE=zzz,]DESCRIPTION
=My Filter-- 
...

デバイス フィルタ文字列内の説明：

 – 「IP=x.x.x.x」は、設定された IP アドレスを含むフィルタの場合に示されます。

 – 「CAS=y.y.y.y」は、サーバ固有のフィルタの場合に示されます。

 – 「ROLE=zzz」は、ROLE/CHECK タイプを含むフィルタの場合に示されます。

 • Failure：エラー文字列

証明済みデバイス リストの操作
次の API は、証明済みデバイス リスト（ポスチャ評価要件を満たしているデバイス）に対するアク

ションを実行します。

 • 「addcleanmac」（P.B-6）

 • 「removecleanmac」（P.B-6）

 • 「clearcertified」（P.B-6）
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証明済みデバイス リストの操作
addcleanmac
addcleanmac 関数は、1 つ以上の MAC アドレスを証明済みデバイス リストに免除デバイスとして追加

します。

必須入力パラメータ： 

 • op：addcleanmac 

 • mac：追加する MAC アドレスを指定します。サポートされる形式 00:01:12:23:34:45、
00-01-12-23-34-45、または 000112233445

（注） セッションベース認証を使用しない場合は、admin および passwd の引数が必須です。「認証要件」

（P.B-2）を参照してください。

任意の入力パラメータ：

 • ssip：デフォルトは global です。Clean Access Server を Clean Access Manager に設定するために

使用した IP アドレスを指定します。

出力パラメータ：<!--error=mesg--> コメント

 • Success：メッセージ値 0

 • Failure：エラー文字列

removecleanmac
removecleanmac 関数は、1 つ以上の MAC アドレスを証明済みデバイス リストから削除します。

必須入力パラメータ： 

 • op：removecleanmac 

 • mac：削除する 1 つ以上の MAC アドレスを指定します。サポートされる形式 00:01:12:23:34:45、
00-01-12-23-34-45、または 000112233445 

（注） セッションベース認証を使用しない場合は、admin および passwd の引数が必須です。「認証要件」

（P.B-2）を参照してください。

任意の入力パラメータ：

 • ssip：デフォルトは global です。Clean Access Server を Clean Access Manager に設定するために

使用した IP アドレスを指定します。

出力パラメータ：<!--error=mesg--> コメント

 • Success：メッセージ値 0

 • Failure：ssip が指定されていない場合で、かつ複数の Clean Access Server から MAC アドレスを

削除できない場合は、1 つ以上のエラー文字列が表示されることがあります。

clearcertified
clearcertified 関数は、Clean Access 証明済みデバイス リストから既存のエントリをすべて削除します。

必須入力パラメータ： 
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 • op：clearcertified

（注） セッションベース認証を使用しない場合は、admin および passwd の引数が必須です。「認証要件」

（P.B-2）を参照してください。

出力パラメータ：<!--error=mesg--> コメント

 • Success：メッセージ値 0

 • Failure：エラー文字列

ユーザの操作
次の API は、ユーザ管理の操作を実行します。

 • 「kickuser」（P.B-7）

 • 「kickuserbymac」（P.B-8）

 • 「kickoobuser」（P.B-8）

 • 「queryuserstime」（P.B-8）

 • 「renewuserstime」（P.B-9）

 • 「changeuserrole」（P.B-9）

 • 「changeloggedinuserrole」（P.B-9）

（注） 「getlocaluserlist」（P.B-10）、「addlocaluser」（P.B-11）、および「deletelocaluser」（P.B-11）も参照し

てください。

kickuser
kickuser 関数は、1 つ以上の現在ログインしている in-band ユーザのアクティブ セッションを終了し、

In-Band Online Users リストからユーザを削除します。

必須入力パラメータ： 

 • op：kickuser 

 • ip：1 つの IP アドレスまたはカンマ区切りの IP アドレスのリストを指定します。

（注） セッションベース認証を使用しない場合は、admin および passwd の引数が必須です。「認証要件」

（P.B-2）を参照してください。

出力パラメータ：<!--error=mesg--> コメント

 • Success：メッセージ値 0

 • Failure：エラー文字列
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ユーザの操作
kickuserbymac
kickuserbymac 関数は、1 つ以上のログインしている in-band ユーザの MAC アドレスによってアク

ティブ セッションを終了し、In-Band Online Users リストからユーザを削除します。

必須入力パラメータ： 

 • op：kickuserbymac 

 • mac：1 つの MAC アドレスまたはカンマ区切りの MAC アドレスのリストを指定します。

（注） セッションベース認証を使用しない場合は、admin および passwd の引数が必須です。「認証要件」

（P.B-2）を参照してください。

出力パラメータ：<!--error=mesg--> コメント

 • Success：メッセージ値 0

 • Failure：エラー文字列

kickoobuser
kickoobuser 関数は、1 つ以上の OOB ユーザのアクティブ セッションを終了し、Out-of-Band Online 
Users リストからユーザを削除します。

必須入力パラメータ： 

 • op：kickoobuser 

 • mac：1 つの MAC アドレスまたはカンマ区切りの MAC アドレスのリストを指定します。

（注） セッションベース認証を使用しない場合は、admin および passwd の引数が必須です。「認証要件」

（P.B-2）を参照してください。

出力パラメータ：<!--error=mesg--> コメント

 • Success：メッセージ値 0

 • Failure：エラー文字列

queryuserstime
queryuserstime 関数は、ログインしているユーザの残りのセッション時間を照会します。この関数は、

セッション タイムアウトが設定されているロールのログイン ユーザのリストを返します。

必須入力パラメータ： 

 • op：queryuserstime 

（注） セッションベース認証を使用しない場合は、admin および passwd の引数が必須です。「認証要件」

（P.B-2）を参照してください。

出力パラメータ：<!--error=mesg--> コメント
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 • Success：メッセージ値 0。もう 1 つの <!--list=iplist--> コメントには、IP リストと、各 IP エント

リのセッションの残り時間が示されます。

 • Failure：エラー文字列

renewuserstime
renewuserstime 関数は、ログインしているユーザのセッション タイムアウトをセッションごとに更新

します。

必須入力パラメータ： 

 • op：renewuserstime 

 • list：カンマ区切りの IP アドレスのリストを指定します。サポートされる形式：10.1.10.10、
10.1.10.11、10.1.10.12

（注） セッションベース認証を使用しない場合は、admin および passwd の引数が必須です。「認証要件」

（P.B-2）を参照してください。

出力パラメータ：<!--error=mesg--> コメント

 • Success：メッセージ値 0

 • Failure：エラー文字列

changeuserrole
changeuserrole 関数は、in-band ユーザを Online Users リストから削除し、そのユーザの MAC アドレ

スを新しいロールでデバイス フィルタ リストに追加することで、ログインしているユーザの in-band 
ユーザ アクセス権を変更します。

必須入力パラメータ： 

 • op：changeuserrole 

 • ip：ログインしているユーザの IP アドレスを指定します。

 • role：ユーザの移動先のロールを指定します。

（注） セッションベース認証を使用しない場合は、admin および passwd の引数が必須です。「認証要件」

（P.B-2）を参照してください。

出力パラメータ：<!--error=mesg--> コメント

 • Success：メッセージ値 0

 • Failure：エラー文字列

changeloggedinuserrole
changeloggedinuserrole 関数は、ログインしている in-band ユーザの現在のロールを新しいロールに変

更することで、そのユーザのアクセス権を変更します。

必須入力パラメータ： 
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 • op：changeloggedinuserrole 

 • ip：ログインしているユーザの IP アドレスを指定します。複数のユーザを指定するには、カンマ

区切りの IP リストを使用します。

 • role：ユーザの新しいロールを指定します。

（注） セッションベース認証を使用しない場合は、admin および passwd の引数が必須です。「認証要件」

（P.B-2）を参照してください。

出力パラメータ：<!--error=mesg--> コメント

 • Success：メッセージ値 0

 • Failure：エラー文字列

ゲスト アクセスの操作
次の API を使用して、CAM 上でローカル ユーザ アカウントを作成、削除、および表示できます。

 • 「getlocaluserlist」（P.B-10）

 • 「addlocaluser」（P.B-11）

 • 「deletelocaluser」（P.B-11）

ローカル ユーザは、外部認証サーバではなく、CAM によって内部で検証されるユーザです。これらの 
API は、ダイナミック トークン ユーザ アクセスを生成するためのゲスト アクセスのサポートを目的と

し、次の機能を備えています。

 • Web ページを使用して Cisco NAC アプライアンス API にアクセスし、ビジターのユーザ名 /パス

ワードの組み合せ（jdoe@visitor.com/jdoe112805 など）を挿入して、ロールを割り当てます

（guest1day など）。

 • 該当日にゲスト アクセス ロールに関連付けられたゲスト ユーザをすべて削除します。

 • ゲスト アクセス ロールに関連付けられたユーザ名をすべてリストします。

これらの API は、ゲスト ユーザ アクセス用のダイナミック トークン /パスワード生成のほとんどの実

装をサポートし、ゲスト ロールに対応するゲスト ユーザの削除を許可します。

フロントエンド生成パスワード /トークンを作成する必要があります。アカウンティング用に Cisco 
NAC アプライアンスに備わっているアカウンティング機能は、RADIUS だけです。

getlocaluserlist
getlocaluserlist 関数は、ローカル ユーザ アカウントとそのユーザ名およびロール名のリストを返しま

す。

必須入力パラメータ： 

 • op：getlocaluserlist 

（注） セッションベース認証を使用しない場合は、admin および passwd の引数が必須です。「認証要件」

（P.B-2）を参照してください。

出力パラメータ：<!--error=mesg--> コメント
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 • Success：メッセージ値 0。<!--count=10--> には返されたユーザ数が示され、これに続いて、

<!--NAME=jdoe,ROLE=Student--> の形式で同じ数のコメントが表示されます。

 • Failure：エラー文字列

addlocaluser
addlocaluser 関数は、新しいローカル ユーザ アカウントを追加します。

必須入力パラメータ： 

 • op：addlocaluser 

 • username：新しいローカル ユーザ アカウントのユーザ名を指定します。

 • userpass：新しいローカル ユーザ アカウントのユーザ パスワードを指定します。

 • userrole：新しいローカル ユーザ アカウントのロールを指定します。

（注） セッションベース認証を使用しない場合は、admin および passwd の引数が必須です。「認証要件」

（P.B-2）を参照してください。

出力パラメータ：<!--error=mesg--> コメント

 • Success：メッセージ値 0

 • Failure：エラー文字列

deletelocaluser
deletelocaluser 関数は、1 つまたはすべてのローカル ユーザ アカウントを削除します。

必須入力パラメータ： 

 • op：deletelocaluser 

 • qtype：「name」または「all」のデータ タイプを指定します。

 • qval：一重引用符で囲んだ正確な名前、または「all」を示す空の文字列（‘’）を指定します。

（注） セッションベース認証を使用しない場合は、admin および passwd の引数が必須です。「認証要件」

（P.B-2）を参照してください。

出力パラメータ：<!--error=mesg--> コメント

 • Success：メッセージ値 0

 • Failure：エラー文字列

レポートの操作
スクリプトを作成して、情報のリストを編集したり、次のレポート関数を使用してレポートしたりでき

ます。

 • 「getversion」（P.B-12）
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レポートの操作
 • 「getuserinfo」（P.B-12）

 • 「getoobuserinfo」（P.B-13）

 • 「getcleanuserinfo」（P.B-13）

 • 「getreports」（P.B-14）

getversion
getversion 関数は、CAM のバージョン番号を返します。

必須入力パラメータ： 

 • op：getversion 

出力パラメータ： 

 • <!--version=version--> の形式のコメントが返されます。

getuserinfo
特定の IP アドレス、MAC アドレス、またはユーザ名について、getuserinfo 関数は次のユーザ情報を

取得します。

 • IP：IPv4 形式の IP アドレス。

 • MAC アドレス。

 • Name：ユーザ名。

 • Provider：LDAP サーバの場合があります。

 • Role：ユーザに割り当てられている現在のロール。

 • Origrole：ユーザに割り当てられた本来のロール。

 • VLAN：本来の VLAN タグ。

 • NEWVLAN：現在の VLAN タグ。

 • ユーザのシステムのオペレーティング システム。

複数のユーザが条件に一致する場合、システムはユーザのリストを返します。qtype パラメータとして

「all」を入力した場合は、すべてのユーザの情報がすべて取得されます。

必須入力パラメータ： 

 • op：getuserinfo 

 • qtype：ip、mac、name、または all の文字列のうちいずれかを指定します。

 • qval：qtype パラメータに応じて IP アドレス、MAC アドレス、またはユーザ名を指定します。

「all」を指定した場合は、空の文字列（‘’）を入力します。

（注） セッションベース認証を使用しない場合は、admin および passwd の引数が必須です。「認証要件」

（P.B-2）を参照してください。

出力パラメータ：<!--error=mesg--> コメント
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レポートの操作
 • Success：メッセージ値 0。<!--count=10--> には返されたユーザ数が示され、これに続いて、
<!--IP=10.1.10.12,MAC=0A:13:07:9B:82:60,NAME=jdoe,PROVIDER=LDAP 
Server,ROLE=Student,ORIGROLE=Student,VLAN=1024,NEWVLAN=1024,OS=Windows XP--> 
の形式で対応する数のコメントが表示されます。

 • Failure：エラー文字列

getoobuserinfo
特定の IP アドレス、MAC アドレス、またはユーザ名について、getoobuserinfo 関数は、ログインして

いる out-of-band（OOB; アウトオブバンド） ユーザに関する情報を取得します。または、qtype パラ

メータに「all」を指定した場合、システムはログインしているすべての OOB ユーザに関する情報のリ

ストを生成します。複数のユーザが条件に一致する場合、システムはユーザのリストを生成します。

必須入力パラメータ： 

 • op：getoobuserinfo 

 • qtype：ip、mac、name、または all から 1 人または複数のユーザを識別する方式を指定します。

 • qval：IP アドレス、MAC アドレス、またはユーザ名を指定します。「all」を指定した場合は、空

の文字列（‘’）を入力します。

（注） セッションベース認証を使用しない場合は、admin および passwd の引数が必須です。「認証要件」

（P.B-2）を参照してください。

出力パラメータ：<!--error=mesg--> コメント

 • Success：メッセージ値 0。<!--count=10--> には返されたユーザ数が示され、これに続いて、
<!--IP=10.1.10.12,MAC=0A:13:07:9B:82:60,NAME=jdoe,PROVIDER=LDAP 
Server,ROLE=Student,AUTHVLAN=10,ACCESSVLAN=1024,OS=Windows 
XP,SWITCHIP=10.1.10.1,PORTNUM=18--> の形式で相当する数のコメントが表示されます。

 • Failure：エラー文字列 

getcleanuserinfo
特定の MAC アドレスまたはユーザ名について、getcleanuserinfo 関数は認証済みユーザに関する情報

を返します。複数のユーザが条件に一致する場合、システムは認証済みユーザのリストを生成します。

必須入力パラメータ： 

 • op：getcleanuserinfo 

 • qtype：mac、name、または all からユーザを識別する方式を指定します。

 • qval：MAC アドレスまたはユーザ名を指定します。「all」を指定した場合は、空の文字列（‘’）

を入力します。

出力パラメータ：<!--error=mesg--> コメント

 • Success：メッセージ値 0。<!--count=10--> には返されたユーザ数が示され、これに続いて、
<!--MAC=0A:13:07:9B:82:60,NAME=jdoe,PROVIDER=LDAP 
Server,ROLE=Student,VLAN=10--> の形式で相当する数のコメントが表示されます。

 • Failure：エラー文字列
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レポートの操作
getreports
getreports 関数は、カスタマイズされた内容を含むレポートを返します。また、この関数を使用して、

特定のソフトウェアがインストールされているユーザのリストを編集できます。

必須入力パラメータ： 

op：getreports 

（注） セッションベース認証を使用しない場合は、admin および passwd の引数が必須です。「認証要件」

（P.B-2）を参照してください。

任意のクエリ パラメータ：

表 B-1 に getreports 関数のクエリ パラメータを示します。

表 B-1 getreports 関数のクエリ パラメータ 

パラメータ名 有効な値 説明

status 次の値のいずれかを指定します。

 • any（デフォルト）

 • success

 • failure

指定されたステータスについての情報だけを

レポートします。

user 文字列。デフォルトは、一重引用符で囲んだ空の文字列

（‘’）です。

指定されたユーザに関する情報をレポートし

ます。

agentType 次の値のいずれかを指定します。

 • any（デフォルト）

 • web

 • win

 • mac

Web Agent、Windows Agent、Mac OS X 
Agent、または任意のエージェントのタイプ

のうち指定された Clean Access Agent タイ

プに起因する情報をレポートします。

ip 1 つの有効な IPv4 アドレス（10.20.30.40 など）。デ

フォルトは、一重引用符で囲んだ空の文字列です。

指定された IP アドレスに関する情報をレ

ポートします。

mac 1 つの有効な MAC アドレス（00:01:12:23:34:45 など）。

デフォルトは、一重引用符で囲んだ空の文字列です。

指定された MAC アドレスに関する情報をレ

ポートします。
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os 次の値のいずれかを指定します。

 • 任意の OS を指定するには、一重引用符で囲んだ空

の文字列（''）を入力します（デフォルト）。

 • WINDOWS_VISTA_ALL 
（Windows Vista） 

 • WINDOWS_VISTA_HOME_BASIC（Windows 
Vista Home Basic） 

 • WINDOWS_VISTA_BUSINESS（Windows Vista 
Business） 

 • WINDOWS_VISTA_ULTIMATE（Windows Vista 
Ultimate） 

 • WINDOWS_VISTA_ENTERPRISE（Windows 
Vista Enterprise） 

 • WINDOWS_XP（Windows XP） 
 • WINDOWS_PRO_XP 

（Windows XP Pro/Home） 
 • WINDOWS_TPC_XP 

（Windows XP Tablet PC Edition） 
 • WINDOWS_MCE_XP 

（Windows XP Media Center Edition） 

 • WINDOWS_2K（Windows 2000） 

 • WINDOWS_ME（Windows ME） 

 • WINDOWS_98（Windows 98） 

（注） Cisco NAC アプライアンスでは、Windows ME 
または Windows 98 クライアントのログインは

正式なサポートの対象外となります。

指定された OS に関する情報をレポートしま

す。

表 B-1 getreports 関数のクエリ パラメータ （続き）

パラメータ名 有効な値 説明
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レポートの操作
timeRange timeFrom, timeTo

 • timeFrom は、次の値のいずれかになります。

 – タイムスタンプ（形式：yyyy-mm-dd 
hh:mm:ss） 

 – 現在より何時間前かを示す負の整数 
 – past 

 • timeTo は、次の値のいずれかになります。

 – タイムスタンプ（形式：yyyy-mm-dd 
hh:mm:ss） 

 – 現在より何時間前かを示す負の整数 
 – now

 – -48, -24（昨日） 

 – -24, now（当該日） 

 – 2007-01-01 00:00:00, 2007-02-28 23:59:59（1 
月 1 日から 2 月 28 日までの間）

デフォルト：past, now（時間を問わず、すべての可能

なレポート） 

指定した時間範囲内で収集した情報をレポー

トします。

showText 次の値のいずれかを指定します。

 • true：テキストを返します。

 • false：テキストを返しません（デフォルト）。

レポート テキストを返すかどうかを指定し

ます。

orderBy 次の値のいずれかを指定します。

 • user

 • ip

 • mac

 • os

 • time（デフォルト）

レポートの編成方法を指定します。

orderDir 次の値のいずれかを指定します。

 • asc：昇順を指定します（デフォルト）。

 • desc：降順を指定します。

データの昇順または降順を指定します。

instSoft 次の値のいずれかを指定します。

 • 一重引用符で囲んだ空の文字列（‘’）は、「any」を

示します（デフォルト）。

 • AV：アンチウイルス（AntiVirus）がインストール

済みであることを指定します。

 • AS：アンチスパイウェア（AntiSpyware）がインス

トール済みであることを指定します。

 • UNKNOWN AV/AS：不明の AV/AS を指定します。

このタイプのインストール済みソフトウェア

を含むレポートだけに制限します。

表 B-1 getreports 関数のクエリ パラメータ （続き）

パラメータ名 有効な値 説明
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出力パラメータ：<!--error=mesg--> コメント

 • Success：メッセージ値 0。<!--count=count--> には返されたレポート数が示され、これに続いて、 

<!--status=status,user=user,agentType=agentType,ip=ip,mac=mac,os=os,time=time,text=text--> の
形式で同じ数のコメントが表示されます。

 • Failure：エラー文字列

reqName AV または AS ソフトウェア名の 3要件。一重引用符で

囲んだ空の文字列は「any」を示します（デフォルト）。

このソフトウェア要件を満たすレポートだけ

に制限します。

reqStatus 次の値のいずれかを指定します。

 • any（デフォルト）

 • success

 • failure

ソフトウェア要件がこのステータスと一致す

るレポートにだけ制限します（reqName が
使用されている場合だけ）。

表 B-1 getreports 関数のクエリ パラメータ （続き）

パラメータ名 有効な値 説明
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レポートの操作
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A
 P P E N D I X C

Windows クライアント レジストリ設定

この付録では、Windows クライアント マシン レジストリ設定を使用して、さまざまな Clean Access 
Agent 機能を設定しイネーブルにする方法について説明します。この章の内容は次のとおりです。

 • 複数の Active NIC を使用してクライアントの認証 VLAN 変更ディスカバリにアクセス

 • Clean Access Agent Taskbar メニューの DisableExit

 • Other Desktop ウィンドウの上端にある Require WSUS Update/Installation ダイアログ

 • 追加の SWISS 応答パケット遅延タイムアウト値

 • Agent から Clean Access Server へのアドバタイズメントの場合のクライアント側 MAC アドレス

例外

 • Clean Access Agent ディスカバリ ホスト アドレスの変更

 • 信頼できるデジタル署名用の Launch Programs 実行ファイルを確認する Clean Access Agent スタ

ブ

Windows クライアント マシンが Clean Access Agent 用の次の追加機能を使用するように設定するため

には、クライアントに適切なレジストリ キーを定義しなければなりません。

表 C-1 複数の Active NIC を使用してクライアントの認証 VLAN 変更ディスカバリにアクセス 

レジストリ キー

（DWORD）

デフォル

ト値（10 
進数）

有効な

範囲 動作 
位置：HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥Cisco¥Clean Access Agent¥ 1

RetryDetection 5 0 以上 ICMP または ARP ポーリングが失敗した場合、クライ

アント IP アドレスの更新の前に、この設定は Agent が 
<x> 回だけ再試行するよう設定します。

PingArp 0 0 ～ 2  • この値が 0 に設定されている場合は、ICMP を使

用してポーリングします。

 • この値が 1 に設定されている場合は、ARP を使用

してポーリングします。

 • この値が 2 に設定されている場合は、まず ICMP 
を使用してポーリングしてから、（ICMP が失敗し

た場合は）ARP を使用します。

PingMaxTimeout 1 1 ～ 10 ICMP を使用してポーリングし、<x> 秒内に応答がな

い場合は、ICMP ポーリング失敗を宣言します。
C-1
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詳細については、「認証 VLAN 変更設定へのアクセスの設定」（P.4-62）を参照してください。

DHCPServiceStartStop 0 任意  • この設定が 0 の場合は、API を使用した IP 更新が

失敗した場合、DHCP サービス（net dhcp 
stop/start）を実行しないでください。

 • 0 以外の値の場合は、DHCP サービスを実行しま

す。

VlanDetectInterval 0 0、5 ～ 
60

 • この設定が 0 の場合、認証 VLAN 変更機能へのア

クセスはディセーブルにされます。

 • この設定が 1 ～ 5 の場合、Agent は 5 秒ごとに 
ICMP/ARP クエリを送信します。

 • この設定が 6 ～ 60 の場合、<x> 秒ごとに 
ICMP/ARP クエリを送信します（60 秒を超える値

の場合、自動的に 60 になります）。

1. これら 5 つのレジストリ キー設定は、Windows Clean Access Agent のバージョン 4.1.3.2 以降をサポートするよ
う設計してあります。Windows Agent のバージョン 4.1.3.0 または 4.1.3.1 を使用している場合は、

「VlanDetectInterval」レジストリ設定だけを指定し、認証 VLAN 変更ディスカバリ機能へのアクセスを使用して
動作するよう Windows Agent マシンを設定するだけで十分です。バージョン 4.1.3.0 または 4.1.3.1 を使用して追
加バージョン 4.1.3.2 以降のレジストリ構成を設定する場合、Cisco NAC アプライアンスは、認証 VLAN 変更検
出機能へのアクセス設定を識別または使用しません。

表 C-1 複数の Active NIC を使用してクライアントの認証 VLAN 変更ディスカバリにアクセス （続き）

レジストリ キー

（DWORD）

デフォル

ト値（10 
進数）

有効な

範囲 動作 

表 C-2 Clean Access Agent Taskbar メニューの DisableExit

レジストリ キー

（DWORD）

デフォル

ト値（10 
進数）

有効な

範囲 動作 
位置：HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥Cisco¥Clean Access Agent¥
DisableExit 0 0、1 HKLM¥SOFTWARE¥Cisco¥Clean Access Agent¥ で 

Registry DWORD キー DisableExit = 1 が作成されると

き、Agent タスクバーで Exit はディセーブルにされま

す。

表 C-3 Other Desktop ウィンドウの上端にある Require WSUS Update/Installation ダイアログ 

レジストリ キー

（DWORD）

デフォル

ト値（10 
進数）

有効な

範囲 動作 
位置：HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥Cisco¥Clean Access Agent¥
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詳細については、「Windows Server Update Service 要件の作成」（P.12-19）を参照してください。

詳細については、 「Configuring the CAS Managed Network」の章（『Cisco NAC Appliance - Clean 
Access Server Installation and Configuration Guide』）を参照してください。

KeepWSUSOnTop 0 0、1  • この設定が 0 の場合、Agent は設計どおりに動作

し、WSUS 更新 /インストール ダイアログは 
Windows デスクトップの上端にある必要はありま
せん。

 • この設定が 1 の場合、WSUS 更新 /インストール 
ダイアログは必ずクライアント デスクトップの他

のウィンドウの上端に表示されます。

表 C-3 Other Desktop ウィンドウの上端にある Require WSUS Update/Installation ダイアログ （続き）

レジストリ キー

（DWORD）

デフォル

ト値（10 
進数）

有効な

範囲 動作 

表 C-4 追加の SWISS 応答パケット遅延タイムアウト値

レジストリ キー

（DWORD）

デフォル

ト値（10 
進数）

有効な

範囲 動作 
位値：HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Cisco¥Clean Access Agent¥
SwissTimeout 1 > 1  • この設定が 1 の場合、Agent は設計どおりに 

SWISS ディスカバリを実行し、追加の応答パケッ

ト遅延タイムアウト値はありません。

 • 設定が 1 より大きい整数の場合、Clean Access 
Agent は Clean Access サーバからの SWISS ディ

スカバリ応答を追加の秒数だけ待機してから、別

のディスカバリ パケットを送信し、ネットワーク

がルートの応答パケットを遅延していないことを

確認します。

表 C-5 Agent から Clean Access Server へのアドバタイズメントの場合のクライアント側 MAC アド

レス例外 

レジストリ キー（スト

リング）

デフォル

ト値（10 
進数）

有効な

範囲 動作 
位置：HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥Cisco¥Clean Access Agent¥
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詳細については、「Agent によるすべての使用可能なアダプタの IP/MAC の送信」（P.11-11）を参照し

てください。

詳細については、「CAA MSI インストーラ」（P.11-24）を参照してください。

ExceptionMACList — 有効な 
MAC 
アドレ

ス

この設定で 1 つまたは複数の MAC アドレスを指定す

ると、Clean Access Agent は、ログインと認証の間、

これらの MAC アドレスを Clean Access Server 
（CAS）にアドバタイズせず、ネットワーク経由の不

要な MAC アドレスの送信を防止します。指定するテ

キスト ストリングは、コロンを含む、カンマで区切ら

れた MAC アドレスのリストでなければなりません。

次の例を参考にしてください。

AA:BB:CC:DD:EE:FF,11:22:33:44:55:66

表 C-5 Agent から Clean Access Server へのアドバタイズメントの場合のクライアント側 MAC アド

レス例外 （続き）

レジストリ キー（スト

リング）

デフォル

ト値（10 
進数）

有効な

範囲 動作 

表 C-6 Clean Access Agent ディスカバリ ホスト アドレスの変更

レジストリ キー（スト

リング）

デフォル

ト値（10 
進数）

有効な

範囲 動作 
位置：HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥Cisco¥Clean Access Agent¥
ServerUrl — — このレジストリ設定を検索し、レイヤ 3 配置で Cisco 

NAC アプライアンス システムに接続するために Clean 
Access Agent が使用するディスカバリ ホスト アドレ

スを判断します。この機能を使用して、Cisco NAC ア
プライアンスで認証するときに使用する Agent の新し

いディスカバリ ホスト アドレスを指定することもでき

ます。

表 C-7 信頼できるデジタル署名用の Launch Programs 実行ファイルを確認する Clean Access 
Agent スタブ 

レジストリ キー

デフォル

ト値（10 
進数）

有効な

範囲 サポートされる値の名前

位置：HKEY_LOCAL_MACHINE¥System¥CurrentControlSet¥Services¥CCAAgentStub¥
Trust<N> — 0 以上 Trust<N> チェーンは、起動前に実行可能モジュール

を Windows が信頼できるかどうかを決定するために 
Clean Access Agent スタブが使用する実行可能モ

ジュールのデジタル署名です。
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詳細については、「Launch Programs 要件の設定」（P.12-46）を参照してください。

証明書 — —  • 2.5.4.3 - COMMON_NAME

 • 2.5.4.3 - SUBJECT_NAME

 • 2.5.4.4 - SUR_NAME 

 • 2.5.4.5 - DEVICE_SERIAL_NUMBER 

 • 2.5.4.6 - COUNTRY_NAME 

 • 2.5.4.7 - LOCALITY_NAME 

 • 2.5.4.8 - STATE_OR_PROVINCE_NAME 

 • 2.5.4.9 - STREET_ADDRESS 

 • 2.5.4.10 - ORGANIZATION_NAME 

 • 2.5.4.11 - ORGANIZATIONAL_UNIT_NAME 

 • 2.5.4.12 - TITLE 

 • 2.5.4.13 - DESCRIPTION 

 • 2.5.4.14 - SEARCH_GUIDE 

 • 2.5.4.15 - BUSINESS_CATEGORY 

 • 2.5.4.16 - POSTAL_ADDRESS 

 • 2.5.4.17 - POSTAL_CODE 

 • 2.5.4.18 - POST_OFFICE_BOX 

 • 2.5.4.19 - 
PHYSICAL_DELIVERY_OFFICE_NAME 

 • 2.5.4.20 - TELEPHONE_NUMBER 
FileVersionInfo — —  • ProductName 

 • CompanyName 

 • FileDescription 

 • FileVersion 

 • InternalName 

 • LegalCopyright 

 • OriginalFileName 

 • ProductVersion 

 • Comments

 • LegalTrademarks 

 • PrivateBuild 

 • SpecialBuild 

表 C-7 信頼できるデジタル署名用の Launch Programs 実行ファイルを確認する Clean Access 
Agent スタブ （続き）

レジストリ キー

デフォル

ト値（10 
進数）

有効な

範囲 サポートされる値の名前
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オープン ソース ライセンス通知

注意事項
このソフトウェアライセンスに関する特記事項を次に示します。

OpenSSL/Open SSL Project
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org/).

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

License Issues
The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the 
original SSLeay license apply to the toolkit.See below for the actual license texts.Actually both licenses 
are BSD-style Open Source licenses.In case of any license issues related to OpenSSL please contact 
openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License:
Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project.All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided 
that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and 
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following 
acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the 
OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)".

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote 
products derived from this software without prior written permission.For written permission, please 
contact openssl-core@openssl.org.
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注意事項
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in 
their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org/)".

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO 
EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).This product 
includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License:
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com).All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are 
adhered to.The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, 
lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.The SSL documentation included with this distribution is 
covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.If 
this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the 
library used.This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online 
or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided 
that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following 
acknowledgement:

"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)".

The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not 
cryptography-related.

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory 
(application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written 
by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)".
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注意事項
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO 
EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The license and distribution terms for any publicly available version or derivative of this code cannot be 
changed.i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution license [including the 
GNU Public License].
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