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管理者ポータル
管理者ポータルでは、ISEの設定およびレポートにアクセスできます。次の図に、このポータル
のメニューバーの主な要素を示します。

図 1：

• [操作（Operations）]：リアルタイムアラームとライブ認証の
モニタリング、レポートからの履歴データの問い合わせ、お

よびネットワークサービスのトラブルシューティング用のツー

ルにアクセスします。

• [ポリシー（Policy）]：認証、許可、プロファイリング、ポス
チャ、クライアントプロビジョニングの領域でネットワーク

セキュリティを管理するためのツールにアクセスします。

• [管理（Administration）]：Cisco ISEノード、ライセンス、証
明書、ネットワークデバイス、ユーザ、エンドポイント、お

よびゲストサービスを管理するためのツールにアクセスしま

す。

メニューのドロップ

ダウン

1
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•

通知の数が表示されます。リストを表示するには数字の上に

マウスカーソルを置きます。

•

エンドポイントを検索し、プロファイル、障害、IDストア、
ロケーション、デバイスタイプ別にそれらの分布を表示しま

す。

•

現在表示されているページのヘルプにアクセスします。

•

個人プロファイルのイメージ。この ISEサーバの場合：

◦ [セットアップアシスタントの実行（Run Setup
Assistant）]：基本設定を作成してネットワークの Cisco
ISE機能を示すためのウィザードにアクセスします。

◦ネットワークデバイス設定の表示（View Network Device
Configuration）

◦サーバ情報

•

システムアクティビティ：

•アカウント設定（Account Settings）

• [オンラインヘルプ（OnlineHelp）]：オンラインヘルプに最初
からアクセスします。

•フィードバック（Feedback）

Identity Services Engineについて

右上のメニュー2

Cisco ISE ダッシュボード
Cisco ISEダッシュボードには、効果的なモニタリングおよびトラブルシューティングに必要不可
欠な、統合された相関性のあるライブ統計データが表示されます。特に指定がない限り、ダッシュ
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ボード要素によってアクティビティは 24時間表示されます。次の図に、Cisco ISEダッシュボー
ドで使用できる情報の一部を示します。

図 2：

ネットワークにアクセスするデバイスおよびユーザに関する統計情報の

要約を表示するダッシュボード要素。一部のダッシュレットでは、シス

テム状態を示す色付きのアイコンがデバイス名の前に表示されます。

•緑色 =正常

•黄色 =警告

•赤色 =深刻

•灰色 =情報なし

ダッシュレット1

長期にわたるトレンドを示します。スパークライン2

ネットワークにアクセスするデバイスに関連する最も重要な統計情報を

要約します。メトリックメーターによって、ネットワークの健全性とパ

フォーマンスを一目で確認できます。メトリックメーターの上に表示さ

れる番号をクリックすると、そのデバイスに関する詳細情報を表示でき

ます。

メトリック

メーター

3

分割する要素として色を使用してパラメータの分布を表示するため、ど

こで 1つのパラメータが終了して別のパラメータが始まるかがわかりま
す。上位 10個の分布のみが表示されます。一般に、積み上げ棒グラフ
では、1つのデータ測定と別のデータ測定間の境界ポイントを示すため
に色が使用されます。

積み上げ棒グラ

フ
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セットアップアシスタント
セットアップアシスタントでは、ウィザード形式のインターフェイスの一連の質問に従って応答

を保持し、それらを使用してCisco ISEを直接設定できます。これにより、ネットワークの概念実
証として基本動作 Cisco ISE設定をセットアップできます。質問への回答は、認証、許可、プロ
ファイリング、ポスチャ、クライアントプロビジョニング、ゲストサービス、およびパーソナル

デバイスのサポートという、Cisco ISE機能に影響します。

Cisco ISE ライセンスがセットアップアシスタントに及ぼす影響
セットアップアシスタント機能は、設定に適用した Cisco ISEライセンスによって異なります。

ネットワークデバイスタ

イプの選択

ネットワークアクセスサー

ビスの設定

ポリシー要件の識別Cisco ISE ライ
センス

—ポスチャ、エンドポイント

プロファイリング、および

パーソナルデバイスオプ

ションが使用できません。

—基本

最初のページで有線のみ

選択した場合、ワイヤレ

ス LANコントローラ
（WLC）の情報は表示さ
れません。

最初のページでワイヤレ

スのみ選択した場合、ス

イッチ情報は表示されま

せん。

前のページで有線 +モニタ
を選択した場合、ゲストお

よびポスチャの選択肢は使

用できません。

有線 +モニタを選択す
る場合、次のページで

ゲストおよびポスチャ

の選択肢は無効です。

ワイヤレスと有線 +モ
ニタを選択する場合、

次のページのゲストお

よびポスチャの選択肢

はワイヤレスのみ影響

します。

詳細設定

（Advanced）

スイッチ情報は表示され

ません。

—有線オプションは使用

できません。

ワイヤレス

セットアップアシスタントの実行

Cisco ISEを初めて起動すると、セットアップアシスタントを実行するように促されます。実行し
ないことを選択した場合は、後で再度実行できます。
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はじめる前に

このタスクを実行するには、スーパー管理者である必要があります。セットアップアシスタント

は、スタンドアロンまたはプライマリ管理ノード（PAN）でのみ実行できます。

ステップ 1 管理者ポータルの右上隅の [セットアップアシスタント（Setup Assistant）]をクリックします。

ステップ 2 画面の指示に従って、設定を完了します。

セットアップアシスタントによる以前の設定の上書き

セットアップアシスタントを実行するたびに、Cisco ISEによって以前の設定が上書きされること
が、次のように設定に重大な影響を与える場合があります。

•セットアップアシスタントを使用しないで追加したものも含め、すべての認証、許可、クラ
イアントプロビジョニング、およびポスチャポリシーが削除され、置き換えられます。

•ポリシー要素やWebポータルのカスタマイズなどその他の設定は、新たに指定された値で上
書きされます。オプション設定に対して入力しなかった場合、それらの設定はセットアップ

アシスタントによってデフォルト値にリセットされます。

セットアップアシスタントのポリシー要件の特定ページ

有線か無線か

有線または無線接続をサポートするか、またはその両方をサポートするかを指定できます。Cisco
ISE Wirelessライセンスを使用する場合、有線オプションは使用できません。

これらの選択は、Cisco ISEが作成するポリシーに影響し、これにより他に必要な対応が決まりま
す。たとえば、有線を選択する場合、ネットワークが IP電話をサポートするかどうかを指定でき
ます。

有線接続をモニタリングするかどうか、またはコンプライアンスに基づいてネットワークアクセ

スを強制する必要があるかどうかも示す必要があります。

•モニタによって、非準拠ログとレポートが生成されますが、ユーザやデバイスが定義済みポ
リシーに準拠することは要求されません。

モニタリングモードでは、ポスチャおよびゲストポリシーは無視されます。モニタリング

モードの有線接続をサポートしている場合、セットアップアシスタントは、無許可のコン

ピュータおよびゲストアクセスを防ぐために、次ページのゲストおよびポスチャの選択を無

効にします。

有線および無線接続をサポートする場合、ゲストおよびポスチャ機能を有効にできますが、

これらの機能は無線接続にのみ適用されます。無線接続は常に強制モードで実行されます。
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•強制では、定義済みポリシーに準拠することが要求されます。

保護されたサブネット

ゲストまたは非準拠のエンドポイントがアクセスできないサブネットを指定する必要があります。

この情報は、ダウンロード可能 ACLを作成する場合に使用されます。

セットアップアシスタントのネットワークアクセスサービスの設定

ページ

ユーザ認証

これらのグループに属するユーザは、従業員としてネットワークアクセス権を付与され、スポン

サーポータルを使用してゲストアカウントを作成することを許可されます。

•内部ユーザ：内部ユーザを作成する場合、Cisco ISEは、入力した名前を使用して 1人のユー
ザを作成し、デフォルトの従業員ユーザ IDグループとALL_ACCOUNTSユーザ IDグループ
にそのユーザを割り当てます。これは、セットアップの完了後に、[管理（Administration）]>
[IDの管理（Identity Management）]> [ID（Identities）]> [ユーザ（Users）]ページで確認でき
ます。

セットアップアシスタントはネットワークの機能を示すための基本的な Cisco ISE設定だけ
を提供するので、それを使用して内部ユーザデータベースに追加ユーザをインポートするこ

とはできません。セットアップアシスタントを完了した後に、管理者ポータルを使用して追

加の内部ユーザを追加できます。

• Active Directory：Active Directoryドメインに参加する場合、Cisco ISEは指定された ADドメ
インを追加して、それに参加します。ドメインへの参加後、Active Directoryグループを選択
する必要があります。このグループに属するすべてのユーザは、Dot1xを使用して認証され、
スポンサーポータルを使用してゲストを作成できます。これは、セットアップの完了後に、

[管理（Administration）]> [IDの管理（IdentityManagement）]> [外部IDソース（External Identity
Sources）]> [Active Directory]ページで確認できます。

ポスチャコンプライアンス

セットアップアシスタントを使用してポスチャを有効にすると、Cisco ISEは接続されたエンドポ
イント上のアンチスパイウェアおよびアンチウイルスの定義とインストールを確認します。

従業員とゲストのポスチャコンプライアンスを評価するか、または評価および遵守するかを指定

する必要があります。

•評価は、非準拠ユーザに関するレポートを生成しますが、それらの認証を許可します。

•遵守では認証は行われません。

ネットワークアクセス権を付与する前に非準拠のエンドポイントを修復サーバにリダイレクトす

るように Cisco ISEに強制する場合、プロキシサーバの IPアドレスを入力します。
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ポスチャコンプライアンスを有効にした場合、Cisco ISEは次の内容を実行します。

• CiscoNACAgentをダウンロードし、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（PolicyElements）]
> [結果（Results）] > [クライアントプロビジョニング（Client Provisioning）] > [リソース
（Resources）]ページを更新します。

• [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [承認
（Authorization）] > [ダウンロード可能ACL（DownloadableACLs）]ページでダウンロード可
能ACLを作成します。セットアップアシスタントで作成されたすべてのDACLにはプレフィ
クス AutoGenが含まれます（AutoGen_DACL_PrePostureWiredなど）。

• [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [承認
（Authorization）] > [許可プロファイル（Authorization Profiles）]ページで許可プロファイル
を作成します。セットアップアシスタントで作成された許可プロファイルにはプレフィクス

AutoGenが含まれます（AutoGen_profile_Byod_CWAなど）。

• [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] > [承認
（Authorization）] > [単純条件（Simple Conditions）]および [ポリシー（Policy）] > [ポリシー
要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] > [承認（Authorization）] > [複合条件（Simple
Conditions）]ページで許可条件を作成します。セットアップアシスタントで作成された許可
条件にはプレフィクス AutoGenが含まれます（AutoGen_condition_Android_Devicesまたは
AutoGen_condition_GuestWiredなど）。

• [ポリシー（Policy）] > [クライアントプロビジョニング（Client Provisioning）]ページでクラ
イアントプロビジョニングポリシーを作成します。セットアップアシスタントで作成され

たクライアントプロビジョニングポリシーにはプレフィクス AutoGenが含まれます
（AutoGen_Provisioningなど）。

• [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [ポスチャ（Posture）]
> [更新（Updates）]ページからポスチャ更新をダウンロードします。

• [ポリシー（Policy）]> [ポスチャ（Posture）]ページでポスチャポリシーを作成します。セッ
トアップアシスタントで作成されたポスチャポリシーにはプレフィクス AutoGenが含まれ
ます（AutoGen_Policy_Check_For_AS_Definition_Mac_Employeeなど）。

• [ポリシー（Policy）] > [承認（Authorization）]ページで許可ポリシーを作成します。セット
アップアシスタントで作成された許可ポリシーにはプレフィクス AutoGenが含まれます
（AutoGen_policy_Registered_Wireless_Devicesなど）。

• [ポリシー（Policy）] > [認証（Authentication）]ページで認証ポリシーを作成します。セット
アップアシスタントで作成された認証ポリシーにはプレフィクス AutoGenが含まれます
（AutoGen_AuthNPolicy_MABなど）。

エンドポイントプロファイリング

エンドポイントプロファイリングは、ネットワークに接続されているすべてのエンドポイントの

機能を検出、識別、および決定します。エンドポイントプロファイリングを有効にした場合、

Cisco ISEは次の内容を実行します。
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• [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）] > [ノードの編集（Edit
Node）] > [プロファイリング設定（Profiling Configuration）]ページで次のエンドポイントプ
ロファイリング機能を有効にします。

◦ DHCP

◦ RADIUS

◦ネットワークスキャン（NMAP）

◦ SNMPクエリーのプローブ

• [管理（Administration）] > [ネットワークリソース（Network Resources）] > [ネットワークデ
バイス（Network Devices）]ページで SNMPを設定します。

プロキシの設定

Cisco ISEは、エンドポイントのポスチャを評価し、ネットワークでパーソナルデバイスを許可す
るために必要なシスコ定義のポスチャチェックおよびクライアントプロビジョニングリソース

をダウンロードするために、プロキシサーバを使用します。これらのプロキシ設定を設定する

と、Cisco ISEは [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [プロキシ
（Proxy）]ページで設定を更新します。

ゲストユーザのサポート

ゲストユーザをサポートするには、スポンサーユーザを作成する必要があります。Cisco ISEは、
入力した名前を使用して1人のユーザを作成し、デフォルトのALL_ACCOUNTSユーザ IDグルー
プにそのユーザを割り当てます。それにより、ユーザはスポンサーユーザとして定義されます。

これは、セットアップの完了後に、[管理（Administration）] > [IDの管理（Identity Management）]
> [ID（Identities）] > [ユーザ（Users）]ページで確認できます。

簡素化された URLを追加すると、Cisco ISEは [ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定
（Configure）] > [スポンサーポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）]ページ上部の [ポータル
名（Portal Name）]設定を更新します。

パーソナルデバイスのサポート

従業員がデバイスポータルにアクセスするために使用する簡素化された URLを追加することが
できます。その場合、Cisco ISEは [管理（Administration）] > [デバイスポータル管理（Device Portal
Management）] > [デバイス（My Devices）] > [編集（Edit）]ページ上部の [ポータル名（Portal
Name）]設定を更新します。

Web ポータルのカスタマイズ

スポンサー、ゲスト、およびデバイスポータルのカスタムロゴとして使用するイメージをアップ

ロードできます。Cisco ISEも、適切なページにイメージをアップロードします。

•ゲストポータル：[ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲストポータ
ル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータルページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）]
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•スポンサーポータル：[ゲストアクセス（GuestAccess）] > [設定（Configure）] > [スポンサー
ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータルページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）]

• [管理（Administration）] > [デバイスポータル管理（Device Portal Management）] > [デバイス
（My Devices）] > [編集（Edit）] > [ポータルページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）]

セットアップアシスタントのネットワークデバイスタイプの選択ペー

ジ

スイッチおよびワイヤレスコントローラ

Cisco ISEは、[管理（Administration）] > [ネットワークリソース（Network Resources）] > [ネット
ワークデバイス（NetworkDevices）]ページにスイッチおよびワイヤレスコントローラを追加し、
SNMP設定を更新し、[認証設定（Authentication Settings）]オプションにRADIUS共有秘密を追加
します。

以前に行った選択によっては、スイッチおよびワイヤレスコントローラを設定する必要がありま

す。必要な設定の詳細を説明するサンプルネットワークトポロジを表示するには、[有線（Wired）]
または [ワイヤレスネットワーク構成図（Wireless Network Diagram）]リンクをクリックします。

セットアップアシスタントの選択内容の表示と確認ページ

選択内容の確認

問題のそれぞれに対する応答を確認できます。

ネットワークデバイス設定

設定された各スイッチおよびWLCの設定の詳細が個別に表示されます。Cisco ISEでは、デバイ
ス上のこれらの設定を自動的には更新しません。現在のデバイス設定を完全に置き換える場合は、

設定全体をコピーアンドペーストします。あるいは、必要な設定変更を加えた特定のセクション

をコピーできます。[セットアップアシスタント（Setup Assistant）] > [ネットワークデバイス設定
の表示（View network device configuration）]を選択することによって、セットアップアシスタン
トの終了後に設定の最新コピーにアクセスできます。

ISE の設定

[ISEの設定（ISE Configuration）]タブには、Cisco ISEに追加された各設定、ポリシー、プロファ
イル、DACLとネットワークデバイスの詳細が表示されます。
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リストページでのデータのフィルタリング
リストページには、表示された情報をフィルタリングおよびカスタマイズするためのツールが含

まれています。

リストページのデータフィルタ

設定およびフィルタアイコンを使用して、リストページに表示される情報をカスタマイズおよび

フィルタリングできます。

図 3：データフィルタの例

表示されるフィールド属性のカスタマイズ

リストページに表示されるフィールド属性をカスタマイズできます。使用可能なオプションおよ

びデフォルトオプションは、特定のリストページによって異なります。

ステップ 1 [設定（Settings）]アイコンをクリックし、[カラム（Columns）]を選択します。

ステップ 2 追加または削除する項目を選択します。選択した項目の横にチェックマークが表示されます。

ステップ 3 [閉じる（Close）]をクリックします。
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クイックフィルタを使用したフィールド属性によるデータのフィルタ

リング

クイックフィルタを使用して、リストページに表示されるフィールド属性の値を入力し、ページ

をリフレッシュすることで、フィルタ基準に一致するレコードのみを一覧表示できます。

ステップ 1 [表示（Show）]ドロップダウンリストをクリックし、[クイックフィルタ（QuickFilter）]を選択します。

ステップ 2 属性フィールドの1つ以上に検索条件を入力すると、指定した属性に一致するエントリが自動的に表示さ
れます。

拡張フィルタを使用した条件によるデータのフィルタリング

拡張フィルタを使用して、指定した条件（名 =Mike、ユーザグループ =従業員など）に基づいて
情報をフィルタリングできます。複数の条件を指定できます。

ステップ 1 [表示（Show）]ドロップダウンリストをクリックし、[拡張フィルタ（Advanced Filter）]を選択します。

ステップ 2 [フィルタ（Filter）]メニューから検索および検索属性（フィールド、演算子、値など）を指定します。

ステップ 3 [+]をクリックして、その他の条件を追加します。

ステップ 4 [実行（Go）]をクリックして、指定された属性に一致するエントリを表示します。

カスタムフィルタの作成

カスタムフィルタを作成および保存し、プリセットフィルタでフィルタ条件を変更できます。カ

スタムフィルタは Cisco ISEデータベースに保存されません。カスタムフィルタにアクセスする
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には、そのフィルタの作成に使用した同じコンピュータおよびブラウザを使用する必要がありま

す。

ステップ 1 [表示（Show）]ドロップダウンリストをクリックし、[拡張フィルタ（Advanced Filter）]を選択します。

ステップ 2 [フィルタ（Filter）]メニューからフィールド、演算子、値などの検索属性を指定します。

ステップ 3 [+]をクリックして、その他の条件を追加します。

ステップ 4 [実行（Go）]をクリックして、指定された属性に一致するエントリを表示します。

ステップ 5 [保存（Save）]アイコンをクリックしてフィルタを保存します。

ステップ 6 名前を入力し、[Save（保存）]をクリックします。フィルタが [表示（Show）]ドロップダウンリストに
表示されます。

Cisco ISE 国際化およびローカリゼーション
Cisco ISE国際化では、サポートされる言語にユーザインターフェイスを合わせます。ユーザイ
ンターフェイスのローカリゼーションでは、ロケール固有のコンポーネントおよび翻訳されたテ

キストが組み込まれます。

Cisco ISEの国際化およびローカリゼーションのサポートでは、ポータルに接するエンドユーザに
対して UTF-8符号化で英語以外のテキストをサポートすること、および管理者ポータルの選択的
フィールドに重点を置いています。

サポートされる言語

Cisco ISEでは、次の言語とブラウザロケールのローカリゼーションおよび国際化がサポートされ
ます。

ブラウザロケール[言語（Language）]

zh-tw中国語（繁体字）

zh-cn中国語（簡体字）

cs-czチェコ語

nl-nlDutch

en英語

fr-frフランス語

de-deドイツ語
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ブラウザロケール[言語（Language）]

hu-huハンガリー語

it-itイタリア語

ja-jp日本語

ko-krKorean

pl-plポーランド語

pt-brポルトガル語（ブラジル）

ru-ruロシア語

es-esスペイン語

エンドユーザ Web ポータルのローカリゼーション
ゲスト、スポンサー、デバイスおよびクライアントプロビジョニングの各ポータルは、サポート

されているすべての言語およびロケールにローカライズされています。ローカライズには、テキ

ストラベル、メッセージ、フィールド名およびボタンラベルが含まれます。クライアントブラ

ウザがCisco ISEテンプレートにマッピングされていないロケールを要求した場合、ポータルは英
語のテンプレートを使用して内容を表示します。

管理者ポータルを使用して、各言語のゲスト、スポンサー、デバイスの各ポータルで使用される

フィールドを個別に変更できます。また、言語を追加することも可能です。現在、クライアント

プロビジョニングポータルについては、これらのフィールドはカスタマイズできません。

HTMLページを Cisco ISEにアップロードすることによって、ゲストポータルを詳細にカスタマ
イズできます。カスタマイズしたページをアップロードする場合は、展開に対する適切なローカ

リゼーションサポートに責任を負います。Cisco ISEでは、サンプル HTMLページを含むローカ
リゼーションサポート例が提供されており、これをガイドとして使用できます。Cisco ISEには、
国際化されたカスタム HTMLページをアップロード、格納、および表示する機能があります。

NACおよびMACエージェントのインストーラおよびWebAgentページはローカライズされて
いません。

（注）
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UTF-8 文字データエントリのサポート
エンドユーザに（Cisco NAC Agentまたはサプリカント、あるいはスポンサー、ゲスト、デバイ
ス、クライアントプロビジョニングの各ポータルを介して）公開されるCisco ISEフィールドは、
すべての言語の UTF-8文字セットをサポートします。UTF-8は、Unicode文字セット用のマルチ
バイト文字エンコーディングであり、ヘブライ語、サンスクリット語、アラビア語など、多数の

異なる言語文字セットがあります。

文字の値は、管理設定データベースにUTF-8で格納され、UTF-8文字はレポートおよびユーザイ
ンターフェイスコンポーネントで正しく表示されます。

UTF-8 クレデンシャル認証
ネットワークアクセス認証では、UTF-8ユーザ名およびパスワードのクレデンシャルがサポート
されます。これには、RADIUS、EAP、RADIUSプロキシ、RADIUSトークン、ゲストおよび管理
ポータルのログイン認証からのWeb認証が含まれます。ユーザ名とパスワードのUTF-8サポート
は、ローカル IDストアおよび外部 IDストアに対する認証に適用されます。

UTF-8認証は、ネットワークログインに使用されるクライアントサプリカントに依存します。一
部のWindowsネイティブサプリカントでは、UTF-8クレデンシャルはサポートされません。
Windowsネイティブサプリカントで問題が生じた場合は、次のWindowsホットフィックスが役立
つ場合があります。

• http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;957218

• http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;957424

RSAではUTF-8ユーザはサポートされないため、RSAを使用したUTF-8認証
はサポートされません。同様に、Cisco ISE 1.2と互換性がある RSAサーバで
も UTF-8はサポートされません。

（注）

UTF-8 ポリシーおよびポスチャ評価
属性値に基づいて決定される Cisco ISEのポリシールールに、UTF-8テキストが含まれている場
合があります。UTF-8属性値はルール評価でサポートされます。また、管理ポータルで UTF-8の
値を使用して条件を設定できます。

ポスチャ要件を、UTF-8文字セットに基づくファイル、アプリケーション、およびサービス条件
として変更できます。これには、UTF-8要件の値をNACエージェントに送信することが含まれま
す。NACエージェントはそれに応じてエンドポイントを評価し、UTF-8の値を報告します（該当
する場合）。
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Cisco NAC および MAC エージェントの UTF-8 サポート
CiscoNACエージェントでは、テキスト、メッセージ、およびCisco ISEと交換される任意のUTF-8
データの国際化がサポートされます。これには、要件メッセージ、要件名、および条件で使用さ

れるファイル名およびプロセス名が含まれます。

次の制限が適用されます。

• UTF-8サポートは、Windowsベースの NACエージェントにのみ適用されます。

• Cisco NACおよびMACエージェントのインターフェイスでは、現在、ローカリゼーション
はサポートされていません。

• WebAgentでは、UTF-8ベースのルールおよび要件はサポートされません。

•利用規定（AUP）が設定されている場合は、ブラウザロケールと設定で指定された言語セッ
トに基づいて、ポリシーのページがクライアント側で提供されます。ローカライズされた

AUPバンドルまたはサイト URLの提供は、ユーザの責任です。

サプリカントに送信されるメッセージの UTF-8 サポート
RSAプロンプトおよびメッセージは、RADIUS属性 REPLY-MESSAGEを使用して、または EAP
データ内で、サプリカントに転送されます。テキストに UTF-8データが含まれている場合は、サ
プリカントによって、クライアントのローカルオペレーティングシステムの言語サポートに基づ

いて表示されます。一部のWindowsネイティブサプリカントでは、UTF-8クレデンシャルはサ
ポートされません。

Cisco ISEプロンプトおよびメッセージは、サプリカントが実行されているクライアントのオペ
レーティングシステムのロケールと同期していない場合があります。エンドユーザのサプリカン

トのロケールを Cisco ISEによってサポートされている言語に合わせる必要があります。

レポートおよびアラートの UTF-8 サポート
モニタリングおよびトラブルシューティングのレポートおよびアラートでは、Cisco ISEでサポー
トされる言語について、次のように関連属性の UTF-8の値がサポートされます。

•ライブ認証の表示

•レポートレコードの詳細ページの表示

•レポートのエクスポートと保存

• Cisco ISEダッシュボードの表示

•アラート情報の表示

• tcpdumpデータの表示
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ポータルでの UTF-8 文字のサポート
Cisco ISEフィールド（UTF-8）では、ポータルおよびエンドユーザメッセージでローカリゼー
ション用に現在サポートされているよりも、多くの文字セットがサポートされます。たとえば、

Cisco ISEでは、ヘブライ語やアラビア語などの右から左へ記述する言語はサポートされていませ
ん（文字セット自体はサポートされています）。

次の表に、データの入力および表示に UTF-8文字をサポートする管理者ポータルおよびエンド
ユーザポータルのフィールドを示します。次の制限があります。

• Cisco ISEでは、UTF-8文字を使用した管理者パスワードはサポートしません。

• Cisco ISEでは、証明書で UTF-8文字を使用することはできません。

表 1：管理者ポータルの UTF-8 文字フィールド

UTF-8 フィールド管理者ポータル要素

•ユーザ名（User name）

•名（First name）

•姓（Last name）

•電子メール（e-mail）

ネットワークアクセスのユーザ

設定

•すべてのフィルタフィールド

• [ユーザリスト（User List）]ページに表示される値

•左側のナビゲーションクイックビューに表示される値

ユーザリスト
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UTF-8 フィールド管理者ポータル要素

• [詳細設定（Advanced）] > [パスワード（Password）]への
文字入力は不可

言語の中には大文字または小文字のアルファベットがないも

のがあります。ユーザパスワードポリシーでユーザに大文字

または小文字でパスワードを入力することを求め、ユーザの

言語がこれらの文字をサポートしていない場合、ユーザはパ

スワードを設定できません。ユーザパスワードフィールドで

UTF-8文字をサポートするには、ユーザパスワードポリシー
ページ（[管理（Administration）] > [IDの管理（Identity
Management）] > [設定（Settings）] > [ユーザパスワードポリ
シー（User Password Policy）]）で次のオプションをオフにす
る必要があります。

•小文字の英文字（Lowercase alphabetic characters）

•大文字の英文字（Uppercase alphabetic characters）

ユーザパスワードポリシー

•すべてのフィルタフィールド

• [管理者リスト（Administrator List）]ページに表示される
値

•左側のナビゲーションクイックビューに表示される値

管理者リスト

•ユーザ名（User name）
管理者ログインページ

•メッセージ

•プロンプト

RSA

• [認証（Authentication）]タブ > [プロンプト（Prompt）]
RADIUSトークン

• [名前（Name）]

• [修復アクション（Remediation action）] >エージェント
ユーザに表示されるメッセージ

•要件リスト表示

ポスチャ要件
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UTF-8 フィールド管理者ポータル要素

• [ファイル条件（File condition）] > [ファイルパス（File
path）]

• [アプリケーション条件（Application condition）] > [プロ
セス名（Process name）]

• [サービス条件（Service condition）] > [サービス名（Service
name）]

•条件リスト表示

ポスチャ条件

• [スポンサー（Sponsor）] > [言語テンプレート（Language
Template）]：サポートされているすべての言語、すべて
のフィールド

• [ゲスト（Guest）] > [言語テンプレート（Language
Template）]：サポートされているすべての言語、すべて
のフィールド

• [デバイス（MyDevices）] > [言語テンプレート（Language
Template）]：サポートされているすべての言語、すべて
のフィールド

ゲストおよびデバイスの設定

• [SMTPサーバ（SMTP Server）] > [デフォルトの電子メー
ルアドレス（Default e-mail address）]

システム設定

• [基準（Criteria）] > [ユーザ（User）]

• [通知（Notification）] > [電子メール通知ユーザリスト
（e-mail Notification user list）]

[操作（Operations）] > [アラーム
（Alarms）] > [ルール（Rule）]

• [操作（Operations）] > [ライブ認証（LiveAuthentications）]
>フィルタフィールド

• [操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [カタログ
（Catalog）] >レポートフィルタフィールド

[操作（Operations）] > [レポート
（Reports）]

• [一般ツール（General Tools）] > [RADIUS認証トラブル
シューティング（RADIUSAuthenticationTroubleshooting）]
> [ユーザ名（Username）]

[操作（Operations）] > [トラブル
シューティング（Troubleshoot）]
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UTF-8 フィールド管理者ポータル要素

• [認証（Authentication）] >ポリシー条件内での av式の値

• [許可（Authorization）]/[ポスチャ（Posture）]/[クライア
ントプロビジョニング（Client Provisioning）] > [その他
の条件（Other Conditions）] >ポリシー条件内での av式
の値

ポリシー

• [認証（Authentication）] > [単純条件/複合条件（Simple
Condition/Compound Condition）] > av式の値

• [認証（Authentication）] >単純条件リスト表示

• [認証（Authentication）] >単純条件リスト>左のナビゲー
ションクイックビュー表示

• [許可（Authorization）] > [単純条件/複合条件（Simple
Condition/Compound Condition）] > av式の値

• [許可（Authorization）] >単純条件リスト >左のナビゲー
ションクイックビュー表示

• [ポスチャ（Posture）] > [ディクショナリ単純条件/ディク
ショナリ複合条件（Dictionary Simple Condition/Dictionary
Compound Condition）] > av式の値

• [ゲスト（Guest）] > [単純条件/複合条件（Simple
Condition/Compound Condition）] > av式の値

ポリシーライブラリ条件の属性

値

ユーザインターフェイス外での UTF-8 サポート
この項では、Cisco ISEユーザインターフェイス外で UTF-8がサポートされる領域について説明
します。

デバッグログおよび CLI 関連の UTF-8 サポート

一部のデバッグログには、属性値およびポスチャ条件の詳細が表示されます。そのため、すべて

のデバッグログでUTF-8の値が受け入れられます。raw UTF-8データを含むデバッグログをダウ
ンロードして、UTF-8対応ビューアで表示できます。

ACS 移行の UTF-8 サポート

Cisco ISEでは、ACSUTF-8設定オブジェクトおよび値の移行が可能です。一部のUTF-8オブジェ
クトの移行は、Cisco ISE UTF-8言語でサポートされない場合があります。そのため、移行中に提
供される UTF-8データの一部は、管理ポータルまたはレポート方式を使用して読み取れない表示
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になる場合があります。（ACSから移行された）読み取り不可能なUTF-8値はASCIIテキストに
変換する必要があります。

UTF-8 の値のインポートおよびエクスポートのサポート
管理者ポータルおよびスポンサーポータルは、ユーザアカウントの詳細をインポートするときに

使用されるUTF-8値のプレーンテキストおよび .csvファイルをサポートします。エクスポートさ
れたファイルは csvファイルとして提供されます。

REST での UTF-8 サポート
UTF-8の値は、外部 REST通信でサポートされます。これは、admin認証を除き、Cisco ISEユー
ザインターフェイスの UTF-8がサポートされる設定可能項目に適用されます。RESTでの admin
認証には、ログインのために ASCIIテキストクレデンシャルが必要です。

ID ストアの許可データの UTF-8 サポート
Cisco ISEでは、Active DirectoryおよびLDAPがポリシー処理のために許可ポリシーでUTF- 8デー
タを使用できます。

MAC アドレスの正規化
ISEは次のいずれかの形式で入力されたMACアドレスの正規化をサポートします。

• 00-11-22-33-44-55

• 0011.2233.4455

• 00:11:22:33:44:55

• 001122334455

• 001122-334455

次の ISEウィンドウでは、完全または部分的なMACアドレスを指定できます。

• [ポリシー（Policy）] > [許可（Authorization）]

• [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] > [許可
（Authorization）]

• [認証（Authentications）] > [フィルタ（Filters）]（エンドポイントカラムおよび IDカラム）

• [グローバル検索（Global Search）]

• [操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [レポートフィルタ（Reports Filters）]

• [操作（Operations）] > [診断ツール（Diagnostic Tools）] > [一般ツール（General Tools）] > [エ
ンドポイントのデバッグ（Endpoint Debug）]
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次の ISEウィンドウでは、完全なMACアドレスを指定する必要があります（「:」または「-」ま
たは「.」で区切られた 6オクテット）。

• [操作（Operations）] > [エンドポイント保護サービス（Endpoint Protection Services）適応型
ネットワーク制御（Adaptive Network Control）]

• [操作（Operations）] > [トラブルシューティング（Troubleshooting）] > [診断ツール（Diagnostic
Tools）] > [一般ツール（General Tools）] > [RADIUS認証トラブルシューティング（RADIUS
Authentication Troubleshooting）]

• [操作（Operations）] > [トラブルシューティング（Troubleshooting）] > [診断ツール（Diagnostic
Tools）] > [一般ツール（General Tools）] > [ポスチャのトラブルシューティング（Posture
Troubleshooting）]

• [管理（Administration）] > [ID（Identities）] > [エンドポイント（Endpoints）]

• [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）]

• [管理（Administration）] > [ロギング（Logging）] > [収集フィルタ（Collection Filter）]

REST APIでも、完全なMACアドレスの正規化がサポートされます。

有効なオクテットには 0～ 9、a～ f、または A～ Fのみ含めることができます。

ロールベースアクセスコントロールポリシーによって

制限されている管理者機能
Cisco ISEでは、管理権限を制限することでセキュリティを確保するロールベースアクセスコン
トロール（RBAC）ポリシーが提供されます。RBACポリシーは、ロールおよび権限を定義するた
めにデフォルトの管理者グループに関連付けられています。標準的な権限セット（メニューおよ

びデータアクセス）が、事前定義された管理者グループそれぞれとペアになっており、それに

よって、関連付けられたロールおよび職務機能と整合性がとられています。

ユーザインターフェイスにある一部の機能には、使用するために特定の権限が必要です。ある機

能が使用できない場合、または特定のタスクの実行が許可されない場合、その機能を利用するタ

スクを実行するのに必要な権限が自分の管理者グループにない場合があります。

アクセスレベルに関係なく、すべての管理者アカウントは、管理者がアクセスできるすべての

ページの、権限を持つオブジェクトを変更または削除できます。読み取り専用機能は、いずれの

管理者アクセスにも使用できません。
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