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Cisco ISE のネットワーク デバイス定義
スイッチやルータなどのネットワーク デバイスは、認証、許可、アカウンティング（AAA）クラ
イアントであり、これを使用して、AAA サービス要求が Cisco ISE に送信されます。Cisco ISE が
ネットワーク デバイスとやり取りするように、ネットワーク デバイスを定義する必要がありま
す。ネットワーク デバイスを RADIUS または TACACS AAA に設定したり、プロファイリング
サービスでプロファイリング エンドポイントの Cisco Discovery Protocol 属性および Link Layer
Discovery Protocol 属性を収集するための Simple Network Management Protocol（SNMP）を設定した
り、TrustSec デバイスの TrustSec 属性を設定することができます。Cisco ISE に定義されていない
ネットワーク デバイスは、Cisco ISE から AAA サービスを受信できません。
ネットワーク デバイスの定義：
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• ネットワーク デバイスに応じたベンダー プロファイルを選択できます。プロファイルには、
URL ダイレクトや許可変更の設定などの、デバイスに事前定義された設定が含まれていま
す。
• RADIUS 認証用の RADIUS プロトコルを設定できます。Cisco ISE はネットワーク デバイス
から RADIUS 要求を受信すると、対応するデバイス定義を探して設定されている共有秘密を
取得します。デバイス定義が見つかった場合、デバイスに設定されている共有秘密を取得
し、それを要求内の共有秘密と照合してアクセスを認証します。共有秘密が一致すると、
RADIUSサーバは、さらにポリシーと設定に基づいて要求を処理します。一致しない場合は、
拒否応答がネットワーク デバイスに送信されます。失敗した認証レポートが生成され、失敗
の理由が示されます。
• TACACS+ 認証用の TACACS+ プロトコルを設定できます。Cisco ISE はネットワーク デバイ
スから TACACS+ 要求を受信すると、対応するデバイス定義を探して設定されている共有秘
密を取得します。デバイス定義が見つかった場合、デバイスに設定されている共有秘密を取
得し、それを要求内の共有秘密と照合してアクセスを認証します。共有秘密が一致すると、
TACACS+ サーバは、さらにポリシーと設定に基づいて要求を処理します。一致しない場合
は、拒否応答がネットワーク デバイスに送信されます。失敗した認証レポートが生成され、
失敗の理由が示されます。
• プロファイリング サービスがネットワーク デバイスと通信し、ネットワーク デバイスに接
続されているエンドポイントをプロファイリングするように、ネットワーク デバイス定義で
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）を設定できます。
• Cisco TrustSec ソリューションの一部となる可能性がある TrustSec 対応デバイスからの要求を
処理するには、Cisco ISE に TrustSec 対応デバイスを定義する必要があります。TrustSec ソ
リューションをサポートするスイッチはすべて TrustSec 対応デバイスです。
TrustSec デバイスでは IP アドレスは使用されません。代わりに、TrustSec デバイスが Cisco
ISE と通信できるように、その他の設定を定義する必要があります。
TrustSec 対応デバイスは Cisco ISE との通信に TrustSec 属性を使用します。Nexus 7000 シリー
ズ スイッチ、Catalyst 6000 シリーズ スイッチ、Catalyst 4000 シリーズ スイッチ、Catalyst 3000
シリーズ スイッチなどの TrustSec 対応デバイスは、TrustSec デバイスの追加時に定義した
TrustSec 属性を使用して認証されます。

Cisco ISE でのデフォルトのネットワーク デバイス定義
Cisco ISE では、RADIUS および TACACS 認証のデフォルトのデバイス定義がサポートされていま
す。特定の IP アドレスのデバイス定義が見つからない場合、Cisco ISE で使用できるデフォルトの
ネットワーク デバイスを定義することができます。この機能を使用すると、新しくプロビジョニ
ングされたデバイスのデフォルトの RADIUS または TACACS 共有秘密とアクセス レベルを定義
できます。
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（注）

基本的な RADIUS および TACACS 認証のみにデフォルトのデバイス定義を追加することを推
奨します。高度なフローについては、ネットワーク デバイスごとに個別のデバイス定義を追
加する必要があります。
Cisco ISE は、ネットワーク デバイスから RADIUS または TACACS 要求を受信すると、対応する
デバイス定義を検索して、ネットワーク デバイス定義に設定されている共有秘密を取得します。
RADIUS または TACACS 要求が受信されると、Cisco ISE は次の手順を実行します。
1 要求内の IP アドレスに一致する特定の IP アドレスを探します。
2 範囲を調べて、要求内の IP アドレスが指定された範囲内にあるかどうかを確認します。
3 ステップ 1 と 2 の両方が失敗すると、要求の処理にデフォルトのデバイス定義（定義されてい
る場合）が使用されます。
Cisco ISE は、そのデバイスのデバイス定義に設定されている共有秘密を取得し、それを RADIUS
または TACACS 要求内の共有秘密と照合してアクセスを認証します。デバイス定義が見つからな
い場合、Cisco ISE はデフォルトのネットワーク デバイス定義から共有秘密を取得し、RADIUS ま
たは TACACS 要求を処理します。

Cisco ISE でのネットワーク デバイス定義の作成
Cisco ISE にネットワーク デバイス定義がない場合に Cisco ISE でネットワーク デバイス定義を作
成し、デフォルトのネットワーク デバイス定義を使用できます。
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[ワークセンター（Work Centers）] > [デバイス管理（Device 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、ネットワー
ク デバイスの定義を作成することもできます。

ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] を選択します。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

[ネットワーク デバイス（Network Devices）] セクションで、必要な情報を入力します。

ステップ 4

[RADIUS認証設定（RADIUS Authentication Settings）] チェックボックスをオンにして、RADIUS プロトコ
ル認証を設定します。

ステップ 5

[TACACS認証設定（TACACS Authentication Settings）] チェックボックスをオンにして、TACACS プロト
コル認証を設定します。

ステップ 6

（任意）[SNMPの設定（SNMP Settings）] チェックボックスをオンにして、デバイス情報を収集するプロ
ファイリング サービスの簡易ネットワーク管理プロトコルを設定します。

ステップ 7

（任意）TrustSec 対応デバイスを設定するには [高度なTrustSec設定（Advanced Trustsec Settings）] チェッ
クボックスをオンにします。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。

関連トピック
Cisco ISE のネットワーク デバイス定義, （1 ページ）

Cisco ISE へのネットワーク デバイスのインポート
カンマ区切り形式（CSV）ファイルを使用して、Cisco ISE ノードにデバイス定義のリストをイン
ポートできます。Cisco ISE にネットワーク デバイスをインポートする前に、インポートしたテン
プレートを更新する必要があります。同じリソース タイプのインポートを同時に実行できませ
ん。たとえば、2 つの異なるインポート ファイルから同時にネットワーク デバイスをインポート
できません。
管理者ポータルから CSV テンプレートをダウンロードし、テンプレートにデバイス定義の詳細を
入力し、Cisco ISE にインポート可能な CSV ファイルとしてテンプレートを保存できます。
デバイスのインポート中に、新しいレコードを作成するか、または既存のレコードを更新できま
す。インポートされたデバイスの数の概要が表示され、インポート プロセス中に見つかったエ
ラーが報告されます。デバイスをインポートする場合、Cisco ISE で最初のエラーが発生した場
合、既存のデバイス定義を新しい定義で上書きするか、またはインポート プロセスを停止するか
を定義できます。
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リリース間でインポート テンプレートが異なるため、Cisco ISE の以前のリリースでエクスポート
されたネットワーク デバイスをインポートすることはできません。

ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] を選択します。

ステップ 2

[インポート（Import）] をクリックします。

ステップ 3

[参照（Browse）] をクリックして、クライアント ブラウザを実行しているシステムから CSV ファイルを
選択します。

ステップ 4

[新しいデータで既存のデータを上書き（Overwrite Existing Data with New Data）] チェックボックスをオン
にします。

ステップ 5

[最初のエラーでインポートを停止（Stop Import on First Error）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 6

[インポート（Import）] をクリックします。

関連トピック
Cisco ISE からのネットワーク デバイスのエクスポート, （5 ページ）
ネットワーク デバイスのインポート テンプレート形式, （14 ページ）

Cisco ISE からのネットワーク デバイスのエクスポート
Cisco ISE で設定されたネットワーク デバイスを CSV ファイル形式でエクスポートし、これを使
用して別の Cisco ISE ノードにそれらのネットワーク デバイスをインポートできます。

ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] を選択します。

ステップ 2

[エクスポート（Export）] をクリックします。

ステップ 3

ネットワーク デバイスをエクスポートするには、次のいずれかを行うことができます。
• エクスポートするデバイスの隣にあるチェックボックスをオンにし、[エクスポート（Export）] > [選
択済みをエクスポート（Export Selected）] を選択します。
• 定義されているすべてのネットワーク デバイスをエクスポートするには、[エクスポート（Export）]
> [すべてエクスポート（Export All）] を選択します。

ステップ 4

ローカル ハード ディスクに export.csv ファイルを保存します。

関連トピック
Cisco ISE へのネットワーク デバイスのインポート, （4 ページ）

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 2.0
5

ネットワーク デバイスの管理
Cisco ISE でのサードパーティ製ネットワーク デバイスの設定

Cisco ISE でのサードパーティ製ネットワーク デバイスの
設定
Cisco ISE は、ネットワーク デバイス プロファイルを使用して、サードパーティ製ネットワーク
アクセスデバイス（NAD）をサポートします。これらのプロファイルによって、ゲスト、BYOD、
MAB、ポスチャなどのフローを有効にするために Cisco ISE が使用する機能が定義されます。

はじめる前に
『Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド』のネットワーク デバイス プロファイル, （6 ペー
ジ）の定義を確認してください。

ステップ 1

デバイスが ISE で設定されていることを確認します。ゲスト、BYOD またはポスチャのワークフローを設
定している場合、認可変更（CoA）が定義され、NAD の URL リダイレクト機能が、関連する ISE ポータ
ルをポイントするように設定されていることを確認します。URL リダイレクトの場合、ポータルのラン
ディング ページから ISE ポータルの URL をコピーします。ISE の NAD の CoA タイプおよび URL リダイ
レクトの設定に関する詳細については、ネットワーク デバイスを参照してください。さらに、手順につい
ては、サードパーティ デバイスの管理ガイドを参照してください。

ステップ 2

デバイスに適切な NAD プロファイルが ISE で利用できることを確認します。既存のプロファイルを表示
するには、[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 プロファイル（Network Device Profiles）] を選択します。適切なプロファイルが ISE に存在しない場
合は、カスタム プロファイルを作成します。カスタム プロファイルの作成方法の詳細については、ネッ
トワーク デバイス プロファイルの作成, （8 ページ）を参照してください。

ステップ 3

設定する NAD に NAD プロファイルを割り当てます。[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース
（Network Resources）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] を選択します。プロファイルを割
り当てるデバイスを開き、[デバイス プロファイル（Device Profile）] ドロップダウン リストから適切なプ
ロファイルを選択します。

ステップ 4

ポリシー ルールを設定する場合は、許可プロファイルをステップ 1 で NAD プロファイルに明示的に設定
する必要があります。または、VLAN または ACL を使用するだけの場合、あるいはネットワークに異な
るベンダーからのさまざまなデバイスがある場合は、[いずれか（Any）] に設定します。許可プロファイ
ルの NAD プロファイルを設定するには、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結
果（Results）] > [許可（Authorization）] > [許可プロファイル（Authorization Profiles）] を選択します。関
連する認可プロファイルを開き、[ネットワーク デバイス プロファイル（Network Device Profiles）] ドロッ
プダウン リストから関連する NAD プロファイルを選択します。

ネットワーク デバイス プロファイル
Cisco ISE は、ネットワーク デバイス プロファイルを使用して、一部のサードパーティ製ネット
ワーク アクセス デバイス（NAD）をサポートします。これらのプロファイルによって、基本フ
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ローと、ゲスト、BYOD、MAB、ポスチャなどの高度なフローを有効にするために Cisco ISE が使
用する機能が定義されます。
Cisco ISE には、いくつかのベンダーからのネットワーク デバイスの定義済みプロファイルが含ま
れています。Cisco ISE 2.0 は、次の表に記載されているベンダー デバイスでテストされています。
表 1：Cisco ISE 2.0 でテスト済みのベンダー デバイス

デバイスタ
イプ
（Device
Type）

ベンダー

ワイヤレス

サポートされる/検証済みの使用例
802.1X/
MAB

CoA のない CoA がある ポスチャ
ゲス
プロファイ プロファイ （Posture） ト/BYOD
ラ
ラ

Aruba
7000、
InstantAP

√

√

√

√

√

Motorola
RFS 4000

√

√

√

√

√

HP 830

√

√

√

√

√

Ruckus ZD
1200

√

√

√

—

—

HP 3800
√
（ProCurve）

√

√

—

—

Alcatel 6850

√

√

—

—

—

Brocade ICX √
6610

√

√

—

—

その他のサードパーティ製 √
NAD の場合は、デバイス
のプロパティおよび機能を
識別し、Cisco ISE でカス
タム NAD プロファイルを
作成する必要があります。

√

CoA サポー
トが必要

CoA および
URL リダイ
レクトのサ
ポートが必
要

CoA および
URL リダイ
レクトのサ
ポートが必
要

有線

定義済みプロファイルがないその他のサードパーティ製ネットワーク デバイス用のカスタム NAD
プロファイルを作成できます。ゲスト、BYOD、ポスチャなどの高度なフローについては、デバ
イスは、RFC 5176、「許可変更（CoA）」、および Cisco ISE ポータルにリダイレクトできる URL
リダイレクション メカニズムをサポートしている必要があります。これらのフローに対するサ
ポートは、NAD の機能によって異なります。ネットワーク デバイス プロファイルに必要な多く
の属性については、デバイスの管理ガイドを参照する必要があります。カスタム NAD プロファイ
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ルの作成方法については、Cisco ISE でのサードパーティ製ネットワーク デバイスの設定, （6
ページ）を参照してください。
ネットワーク デバイス プロファイルには、次のものが含まれています。
• RADIUS、TACACS+、TrustSec などの、ネットワーク デバイスがサポートするプロトコル。
デバイスに存在するベンダー固有の RADIUS ディクショナリを Cisco ISE にインポートでき
ます。
• デバイスが有線 MAB、802.1x などのさまざまなフローに使用する属性および値。これを使
用して、Cisco ISE は使用される属性に従ってデバイスに適切なフロー タイプを検出できま
す。
• デバイスが持つ CoA 機能。RFC 5176 では CoA 要求のタイプが定義されますが、要求に必要
な属性はデバイスによって異なります。RFC 5176 サポート付きのほとんどのシスコ以外のデ
バイスは、「プッシュ」および「切断」機能もサポートします。
• デバイスが MAB に使用する属性およびプロトコル。さまざまなベンダーからのネットワー
ク デバイスは、MAB 認証を異なる方法で実行します。
• デバイスで使用される VLAN および ACL の権限。プロファイルを保存すると、Cisco ISE は
設定された各権限に対し許可プロファイルを自動的に生成します。
• URL リダイレクションは、BYOD、ゲスト、ポスチャなどのフローに必要です。 デバイス
は ISE ポータルにリダイレクトできる必要があります。デバイス内で見つかる URL リダイ
レクションには、スタティックとダイナミックの 2 つのタイプがあります。スタティック
URL リダイレクションの場合は、ISE ポータル URL をコピーして設定に貼り付けることが
できます。ダイナミック URL リダイレクションの場合、ISE は RADIUS 属性を使用して、リ
ダイレクト先をネットワーク デバイスに伝えます。
リリース 2.0 以前のシスコ以外の NAD を展開し、それらを使用するようにポリシー ルール/RADIUS
ディクショナリを作成した場合、これらはアップグレード後に通常どおりに機能し続けます。

ネットワーク デバイス プロファイルの作成
はじめる前に
• カスタム プロファイルの作成方法の詳細については、『Network Access Device Profiles with
Cisco Identity Services Engine』ドキュメントを確認してください。
• ほとんどの NAD には、標準の IETF RADIUS 属性に加えて多数のベンダー固有の属性を提供
する、ベンダー固有の RADIUS ディクショナリがあります。ネットワーク デバイスにベン
ダー固有の RADIUS ディクショナリがある場合は、それを Cisco ISE にインポートします。
RADIUS ディクショナリが必要な手順については、サードパーティ製デバイスの管理ガイド
を参照してください。ISE から、[ポリシー要素（Policy Elements）] > [ディクショナリ
（Dictionaries）] > [RADIUS] > [RADIUS ベンダー（Radius Vendors）] > を選択します。RADIUS
ディクショナリのインポートの詳細については、RADIUS ベンダー ディクショナリの作成を
参照してください。
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• ゲストやポスチャなどの複雑なフローの場合、デバイスは RFC 5176、許可変更（CoA）、お
よび URL リダイレクトをサポートしている必要があります。
• ネットワーク デバイスのプロファイルを作成するためのフィールドと値の詳細については、
ネットワーク デバイス プロファイル設定を参照してください。

ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワークリソース（Network Resources）] > [ネットワークデバイスプロファ
イル（Network Device Profiles）] を選択します。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

ネットワーク デバイスの名前と説明を入力します。

ステップ 4

ネットワーク デバイスのベンダーを選択します。

ステップ 5

デバイスがサポートするプロトコルのチェックボックスをオンにします。デバイスがRADIUS、TACACS+、
TrustSec をサポートする場合には、各ボックスにマークを付けます。実際に使用するプロトコルにのみ
マークを付ける必要があります。デバイスが RADIUS をサポートしている場合は、[RADIUS ディクショ
ナリ（RADIUS Dictionaries）] フィールドのダイナミック ドロップダウン リストからネットワーク デバイ
スで使用する RADIUS ディクショナリを選択します。

ステップ 6

[テンプレート（Templates）] セクションから次のように関連情報を入力します。
a) [認証/許可（Authentication/Authorization）] から、フローのタイプ、属性エイリアシングおよびホスト
ルックアップに対するデバイスのデフォルト設定を設定します。[フロータイプの条件（Flow Type
Conditions）] には、デバイスが有線 MAB または 802.1x などのさまざまなフローに使用する、属性と
値を入力してください。これにより、Cisco ISE は使用される属性に従ってデバイスに適切なフロー タ
イプを検出できます。MAB 用の IETF 標準がないため、ベンダーごとに異なる値が Service-Type に使
用されています。正しい設定を判断するには、デバイスのユーザ ガイドを参照するか、または MAB
認証のスニファ トレースを使用してください。[属性エイリアシング（Attribute Aliasing）] から、デバ
イス固有の属性名を共通名にマップして、ポリシールールを簡素化することができます。現在は、SSID
のみが定義されています。デバイスにワイヤレス SSID の概念がある場合には、使用される属性に対し
てこれを設定します。ISE は、これを正規化された RADIUS ディクショナリの SSID という属性にマッ
ピングします。これは、1 つのルールの SSID を参照でき、基盤となる属性が異なっていても複数のデ
バイスで動作するので、ポリシー ルールの設定を簡素化します。[ホスト ルックアップ（Host Lookup）]
から、[ホスト ルックアップの処理（Process Host Lookup）] オプションを有効にして、サードパーティ
の指示に基づいて、デバイスに関連する MAB プロトコルと属性を選択します。
b) [権限（Permissions）] から、VLAN および ACL に関するネットワーク デバイスのデフォルト設定を行
います。これらは自動的に、ISE で作成した認可プロファイルに基づいてマッピングされます。
c) [許可変更（CoA）（Change of Authorization（CoA））] から、デバイスの CoA 機能を設定します。
d) [リダイレクト（Redirect）] セクションを展開し、デバイスの URL リダイレクト機能を設定します。
URL リダイレクションは、ゲスト、BYOD およびポスチャに必要です。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。
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Cisco ISE へのネットワーク デバイス プロファイルのインポート
Cisco ISE XML 構造を備えた単一の XML ファイルを使用して、ISE に単一または複数のネット
ワーク デバイス プロファイルをインポートできます。複数のインポート ファイルから同時にネッ
トワーク デバイス プロファイルをインポートすることはできません。
通常は、まずテンプレートとして使用するために管理者ポータルから既存のプロファイルをエク
スポートします。必要に応じてデバイス プロファイルの詳細をファイルに入力し、XML ファイ
ルとして保存してから、編集したファイルを Cisco ISE に再度インポートします。複数のプロファ
イルを扱うには、単一の XML ファイルとして一緒に構造化された複数のプロファイルをエクス
ポートし、ファイルを編集してから一緒にインポートして、ISE で複数のファイルを作成します。
デバイス プロファイルのインポート中は、新しいレコードの作成のみができます。既存のプロ
ファイルは上書きできません。既存のプロファイルを編集してから上書きするには、既存のプロ
ファイルをエクスポートし、ISE からそのプロファイルを削除してから、適切に編集した後にそ
のプロファイルをインポートします。

はじめる前に
『Network Access Device Profiles with Cisco Identity Services Engine』のドキュメントを参照してくだ
さい。

ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワークリソース（Network Resources）] > [ネットワークデバイスプロファ
イル（Network Device Profiles）] を選択します。

ステップ 2

[インポート（Import）] をクリックします。

ステップ 3

[参照（Browse）] をクリックして、クライアント ブラウザを実行しているシステムから XML ファイルを
選択します。

ステップ 4

[インポート（Import）] をクリックします。

Cisco ISE からのネットワーク デバイス プロファイルのエクスポート
XML ファイルを編集してから、そのファイルを新しいネットワーク プロファイルとしてインポー
トするために、Cisco ISE で設定された単一または複数のネットワーク デバイス プロファイルを
XML 形式でエクスポートします。
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はじめる前に
『Network Access Device Profiles with Cisco Identity Services Engine』のドキュメントを参照してくだ
さい。

ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワークリソース（Network Resources）] > [ネットワークデバイスプロファ
イル（Network Device Profiles）] を選択します。

ステップ 2

[エクスポート（Export）] をクリックします。

ステップ 3

エクスポートするデバイスの隣にあるチェックボックスをオンにし、[エクスポート（Export）] > [選択済
みをエクスポート（Export Selected）] を選択します。

ステップ 4

DeviceProfiles.xml ファイルがローカル ハード ディスクにダウンロードされます。

ネットワークデバイスグループ（NetworkDeviceGroups）
Cisco ISE では、ネットワーク デバイスを含む階層型ネットワーク デバイス グループ（NDG）を
作成できます。NDGは、地理的な場所、デバイスタイプ、ネットワーク内での相対的な位置（「ア
クセス レイヤ」や「データセンター」など）のようなさまざまな基準に基づいて、ネットワーク
デバイスを論理的にグループ化します。
たとえば、地理的な場所に基づいてネットワーク デバイスを編成するには、大陸、地域、国でグ
ループ化できます。
• アフリカ -> 南部 -> ナミビア
• アフリカ -> 南部 -> 南アフリカ
• アフリカ -> 南部 -> ボツワナ
デバイス タイプでネットワーク デバイスをグループ化することもできます。
• アフリカ -> 南部 -> ボツワナ -> ファイアウォール
• アフリカ -> 南部 -> ボツワナ -> ルータ
• アフリカ -> 南部 -> ボツワナ -> スイッチ
ネットワーク デバイスは、1 つ以上の階層型 NDG に割り当てることができます。したがって、
Cisco ISE が、設定された NDG の順序リスト全体を参照して特定のデバイスに割り当てる適切な
グループを決定するとき、同じデバイスプロファイルが複数のデバイスグループに適用されてい
る場合、Cisco ISE は最初に一致したデバイス グループを適用します。
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ルート ネットワーク デバイス グループ
Cisco ISE には、すべてのデバイス タイプとすべてのロケーションという 2 つの定義済みルート
NDG が含まれます。これらの事前定義された NDG を編集、複製、または削除することはできま
せんが、それらの下に新しいデバイス グループを追加できます。
また、ルート ネットワーク デバイス グループ（NDG）を作成し、[ネットワーク デバイス グルー
プ（Network Device Groups）] ページでそのルート グループの下に子 NDG を作成できます。新し
いルート NDG を作成する場合は、NDG の名前とタイプを指定する必要があります。この情報は、
ルート NDG の下に子を作成するときに必要ではありません。

ポリシー評価で Cisco ISE が使用するネットワーク デバイスの属性
新しいネットワーク デバイス グループを作成すると、新しいネットワーク デバイス属性がシス
テムに定義されているデバイス ディクショナリに追加され、ポリシー定義に使用できるようにな
ります。Cisco ISE では、デバイス タイプ、ロケーション、モデル名、およびネットワーク デバ
イス上で実行しているソフトウェアバージョンなどのデバイスディクショナリ属性に基づいて認
証ポリシーと許可ポリシーを設定できます。

Cisco ISE へのネットワーク デバイス グループのインポー
ト
カンマ区切り形式（CSV）ファイルを使用して Cisco ISE ノードにネットワーク デバイス グルー
プをインポートできます。同じリソース タイプのインポートを同時に実行できません。たとえ
ば、2 つの異なるインポート ファイルから同時にネットワーク デバイス グループをインポートで
きません。
管理者ポータルから CSV テンプレートをダウンロードし、テンプレートにデバイス グループの詳
細を入力し、Cisco ISE にインポート可能な CSV ファイルとしてテンプレートを保存できます。
デバイス グループのインポート中に、新しいレコードを作成するか、または既存のレコードを更
新できます。デバイス グループをインポートする場合、Cisco ISE で最初のエラーが発生した場
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合、既存のデバイスグループを新しいグループで上書きするか、またはインポートプロセスを停
止するかを定義できます。

ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワークリソース（Network Resources）] > [ネットワークデバイスグルー
プ（Network Device Groups）] > [グループ（Groups）] を選択します。

ステップ 2

[インポート（Import）] をクリックします。

ステップ 3

[参照（Browse）] をクリックして、クライアント ブラウザを実行しているシステムから CSV ファイルを
選択します。

ステップ 4

[新しいデータで既存のデータを上書き（Overwrite Existing Data with New Data）] チェックボックスをオン
にします。

ステップ 5

[最初のエラーでインポートを停止（Stop Import on First Error）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 6

[ネットワークデバイスグループ（Network Device Groups）] リスト ページに戻るには、[インポート
（Import）] または [ネットワークデバイスグループリスト（Network Device Groups List）] リンクをクリッ
クします。

Cisco ISE からのネットワーク デバイス グループのエクス
ポート
Cisco ISE に設定されたネットワーク デバイス グループを CSV ファイル形式でエクスポートし、
これを使用して別の Cisco ISE ノードにそれらのネットワーク デバイス グループをインポートで
きます。

ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワークリソース（Network Resources）] > [ネットワークデバイスグルー
プ（Network Device Groups）] > [グループ（Groups）] を選択します。

ステップ 2

ネットワーク デバイス グループをエクスポートするには、次のいずれかを行うことができます。
• エクスポートするデバイスグループの横にあるチェックボックスをオンにし、[エクスポート（Export）]
> [選択済みをエクスポート（Export Selected）] を選択します。
• [エクスポート（Export）] > [すべてエクスポート（Export All）] を選択して、定義されたネットワー
ク デバイス グループをすべてエクスポートします。

ステップ 3

ローカル ハード ディスクに export.csv ファイルを保存します。

関連トピック
Cisco ISE へのネットワーク デバイス グループのインポート
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Cisco ISE でのテンプレートのインポート
Cisco ISE では、カンマ区切り形式（CSV）ファイルを使用して大量のネットワーク デバイスや
ネットワークデバイスグループをインポートできます。テンプレートには、フィールドのフォー
マットを定義するヘッダー行が含まれます。ヘッダー行は編集しないでそのまま使用してくださ
い。
デフォルトで、[テンプレートの生成（Generate a Template）] リンクを使用して、Microsoft Office
Excel アプリケーションに CSV ファイルをダウンロードし、このファイル形式をシステム上にロー
カルに保存できます。[テンプレートの生成（Generate a Template）] リンクをクリックすると、
Cisco ISE サーバは、[template.csv を開く（Opening template.csv）] ダイアログを表示します。この
ダイアログを使用すると、template.csv ファイルを開いて、その template.csv ファイルにネットワー
ク デバイスおよびネットワーク デバイス グループに適切な名前を付けて、システム上にローカ
ルに保存できます。このダイアログで template.csv ファイルを開くことを選択した場合、このファ
イルはデフォルトで Microsoft Office Excel アプリケーションで開かれます。
関連トピック
Cisco ISE へのネットワーク デバイスのインポート, （4 ページ）
Cisco ISE からのネットワーク デバイスのエクスポート, （5 ページ）
Cisco ISE へのネットワーク デバイス グループのインポート
Cisco ISE からのネットワーク デバイス グループのエクスポート, （13 ページ）
ネットワーク デバイスのインポート テンプレート形式, （14 ページ）
ネットワーク デバイス グループのインポート テンプレート形式, （18 ページ）

ネットワーク デバイスのインポート テンプレート形式
次の表では、テンプレート ヘッダーのフィールドとネットワーク デバイスの CSV ファイルにお
けるこれらのフィールドの説明を示します。
表 2：ネットワーク デバイスの CSV テンプレートのフィールドと説明

フィールド

説明

Name：文字列（32）

（必須）このフィールドはネットワーク デバイスの
名前です。これは、最大 32 文字の英数字文字列で
す。

Description:String(256)

このフィールドは、ネットワーク デバイスの任意の
説明です。最大 256 文字の文字列。
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フィールド

説明

IP Address:Subnets（a.b.c.d/m|...）

（必須）このフィールドは、ネットワーク デバイス
の IP アドレスおよびサブネット マスクです。（パ
イプ記号「|」で区切って複数の値を指定できま
す）。

Model Name：文字列（32）

（必須）このフィールドはネットワーク デバイスの
モデル名です。これは、最大 32 文字の文字列です。

Software Version：文字列（32）

（必須）このフィールドはネットワーク デバイスの
ソフトウェア バージョンです。これは、最大 32 文
字の文字列です。

Network Device Groups：文字列（100）

（必須）このフィールドは、既存のネットワーク デ
バイス グループにする必要があります。サブグルー
プを指定できますが、親グループとサブグループの
両方をスペースで区切って含める必要があります。
最大 100 文字の文字列（たとえば、Location#All
Location#US）です。

Authentication:Protocol:String(6)

これはオプションのフィールドです。認証に使用す
るプロトコルです。唯一の有効な値は RADIUS です
（大文字と小文字は区別されません）。

Authentication:Shared Secret:String(128)

（認証プロトコルのフィールドの値を入力した場合
は必須）このフィールドは、最大 128 文字の文字列
です。

EnableKeyWrap：ブール（true|false）

これはオプションのフィールドです。これはネット
ワーク デバイスでサポートされている場合に限り有
効です。有効な値は true または false です。

EncryptionKey：文字列（ascii:16|hexa:32） （KeyWrap を有効にした場合は必須）セッションの
暗号化に使用される暗号キーを示します。
ASCII：16 文字（バイト）の長さ
16 進数：32 文字（バイト）の長さ。
AuthenticationKey：文字列
（ascii:20|hexa:40）

（KeyWrap を有効にした場合は必須）。RADIUS
メッセージに対するキー付き Hashed Message
Authentication Code（HMAC）の計算を示します。
ASCII：20 文字（バイト）の長さ
16 進数：40 文字（バイト）の長さ。
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フィールド

説明

InputFormat：文字列（32）

暗号化と認証キーの入力形式を示します。有効な値
は、ASCII または Hexadecimal です。

SNMP:Version：列挙（|2c|3）

これはオプションのフィールドで、プロファイラ
サービスによって使用されます。SNMP プロトコル
のバージョンです。有効な値は 1、2c、または 3 で
す。

SNMP:RO Community:String(32)

（SNMP バージョンのフィールドの値を入力した場
合は必須）SNMP 読み取り専用のコミュニティ。こ
れは、最大 32 文字の文字列です。

SNMP:RW Community:String(32)

（SNMP バージョンのフィールドの値を入力した場
合は必須）SNMP 読み取り書き込みコミュニティ。
これは、最大 32 文字の文字列です。

SNMP:Username:String(32)

これはオプションのフィールドです。これは、最大
32 文字の文字列です。

SNMP:Security Level:Enumeration(Auth|No
Auth|Priv)

（SNMP バージョン 3 を選択した場合は必須）有効
な値は、Auth、No Auth、または Priv です。

SNMP:Authentication
Protocol:Enumeration(MD5|SHA)

（SNMP セキュリティ レベルで Auth または Priv を
入力した場合は必須）有効な値は、MD5 または SHA
です。

SNMP:Authentication Password:String(32)

（SNMP セキュリティ レベルで Auth を入力した場
合は必須）これは、最大 32 文字の文字列です。

SNMP:Privacy
（SNMP セキュリティ レベルで Priv を入力した場合
Protocol:Enumeration(DES|AES128|AES192|AES256|3DES) は必須）有効な値は、DES、AES128、AES192、
AES256、または 3DES です。
SNMP:Privacy Password:String(32)

（SNMP セキュリティ レベルで Priv を入力した場合
は必須）これは、最大 32 文字の文字列です。

SNMP:Polling Interval:Integer:600-86400
seconds

これはオプションのフィールドで、SNMP ポーリン
グ間隔を設定します。有効な値は 600 ～ 86400 の整
数です。

SNMP:Is Link Trap Query:Boolean(true|false) これはオプションのフィールドで、SNMP リンク ト
ラップを有効または無効にします。有効な値は true
または false です。
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フィールド

説明

SNMP:Is MAC Trap Query：ブール
（true|false）

これはオプションのフィールドで、SNMP MAC ト
ラップを有効または無効にします。有効な値は true
または false です。

SNMP:Originating Policy Services Node：文
字列（32）

これはオプションのフィールドです。SNMP データ
のポーリングに使用される ISE サーバを示します。
デフォルトでは自動ですが、別の値を割り当てて設
定を上書きできます。

Trustsec:Device Id：文字列（32）

これはオプションのフィールドです。これは、
TrustSec デバイス ID で、最大 32 文字の文字列です。

Trustsec:Device Password：文字列（256）

（TrustSec デバイス ID を入力した場合は必須）これ
は TrustSec デバイスのパスワードで、最大 256 文字
の文字列です。

Trustsec:Environment Data Download
Interval：整数：1-2147040000 秒

これはオプションのフィールドです。これはTrustSec
環境データのダウンロード間隔です。有効な値は 1
～ 24850 の整数です。

Trustsec:Peer Authorization Policy Download
Interval：整数：1-2147040000 秒

これはオプションのフィールドです。これはTrustSec
のピア許可ポリシーのダウンロード間隔です。有効
な値は 1 ～ 24850 の整数です。

Trustsec:Reauthentication Interval：整数：
1-2147040000 秒

これはオプションのフィールドです。これはTrustSec
の再認証間隔です。有効な値は 1 ～ 24850 の整数で
す。

Trustsec:SGACL List Download Interval：整
数：1-2147040000 秒

これはオプションのフィールドです。また、TrustSec
SGACL リストのダウンロード間隔です。有効な値
は 1 ～ 24850 の整数です。

Trustsec:Is Other Trustsec Devices Trusted：
ブール（true|false）

これはオプションのフィールドです。TrustSec が信
頼できるかどうかを示します。有効な値は true また
は false です。

Trustsec:Notify this device about Trustsec
configuration changes：文字列
（ENABLE_ALL|DISABLE_ALL）

これはオプションのフィールドです。TrustSec デバ
イスに対する TrustSec 設定変更を通知します。有効
な値は ENABLE_ALL または DISABLE_ALL です

Trustsec:Include this device when deploying
これはオプションのフィールドです。これは、SGT
Security Group Tag Mapping Updates：ブール に含まれる TrustSec デバイスです。有効な値は true
（true|false）
または false です。
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フィールド

説明

Deployment:Execution Mode
Username:String(32)

これはオプションのフィールドです。デバイス設定
を編集する権限を持っているユーザ名です。これ
は、最大 32 文字の文字列です。

Deployment:Execution Mode
Password:String(32)

これはオプションのフィールドです。デバイス パス
ワードで、最大 32 文字の文字列です。

Deployment:Enable Mode Password:String(32) これはオプションのフィールドです。設定を編集す
るためのデバイスのイネーブル パスワードで、最大
32 文字の文字列です。
Trustsec:PAC issue date：日付

これは、TrustSec デバイス用に Cisco ISE によって生
成された最後の TrustSec PAC の発行日を表示する
フィールドです。

Trustsec:PAC expiration date：日付

これは、TrustSec デバイス用に Cisco ISE によって生
成された最後の TrustSec PAC の有効期限を表示する
フィールドです。

Trustsec:PAC issued by：文字列

これは、TrustSec デバイス用に Cisco ISE によって生
成された最後の TrustSec PAC の発行者（TrustSec 管
理者）の名前を表示するフィールドです。文字列で
す。

ネットワーク デバイス グループのインポート テンプレート形式
次の表に、テンプレート ヘッダーのフィールドとネットワーク デバイス グループの CSV ファイ
ルにおけるこれらのフィールドの説明を示します。
表 3：ネットワーク デバイス グループの CSV テンプレートのフィールドと説明

フィールド

説明

Name：文字列（100）

（必須）このフィールドはネットワーク デバイス グループの名前
です。最大 100 文字の文字列です。NDG の完全な名前の長さは、
最大 100 文字です。たとえば、親グループ Global > Asia の下にサブ
グループ India を作成している場合、作成する NDG の完全な名前は
Global#Asia#India になり、この完全な名前の長さは 100 文字を超え
ることはできません。NDG の完全な名前の長さが 100 文字を超え
た場合、NDG の作成は失敗します。
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フィールド

説明

Description:String(1024)

これは、オプションのネットワーク デバイス グループの説明です。
これは、最大 1024 文字の文字列です。

Type：文字列（64）

（必須）このフィールドはネットワーク デバイス グループのタイ
プです。これは、最大 64 文字の文字列です。

Is Root：ブール
（true|false）

（必須）これは、特定のネットワーク デバイス グループがルート
グループかどうかを示すフィールドです。有効な値は true または
false です。

Mobile Device Manager と Cisco ISE との相互運用性
モバイル デバイス管理（MDM）サーバはモバイル事業者、サービス プロバイダー、企業にわたっ
て展開されたモバイル デバイスの保護、モニタ、管理、およびサポートを行います。MDM サー
バはポリシー サーバとして機能し、ポリシー サーバは展開環境のモバイル デバイスにある一部
のアプリケーション（電子メール アプリケーションなど）の使用を制御します。ただし、ネット
ワークは、ACL に基づいてエンドポイントへのきめ細かいアクセス権を提供できる唯一のエン
ティティです。Cisco ISE は必要なデバイス属性について MDM サーバにクエリを行い、それらの
デバイスに対してネットワーク アクセス コントロールを提供する ACL を作成します。
さまざまなベンダーからのサーバなど、複数のアクティブな MDM サーバをネットワークで実行
できます。これにより、ロケーションやデバイス タイプなどのデバイスの要因に基づいて、異な
る MDM サーバに異なるエンドポイントをルーティングすることができます。
また、Cisco ISE は、シスコの MDM API バージョン 2 を使用して MDM サーバと統合し、デバイ
スが AnyConnect 4.1 および Cisco ASA 9.3.2 以降を介して VPN 経由でネットワークにアクセスで
きるようにします。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 2.0
19

ネットワーク デバイスの管理
Mobile Device Manager と Cisco ISE との相互運用性

この図では、Cisco ISE が適用ポイントで、MDM ポリシー サーバがポリシー情報ポイントです。
Cisco ISE は、MDM サーバからデータを取得して、完全なソリューションを提供します。
図 1：MDM の Cisco ISE との相互運用性

表 4：MDM 設定で使用されるコンポーネント

コンポーネント

仕様

Cisco Identity Services Engine, Release 2.0

次のいずれか：ISE 3495、または VMware

MDM サーバ

—

（任意）認証権限サーバ

Microsoft の仕様どおり（Windows 2008 R2
Enterprise SP2、Windows 2012 R2）
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コンポーネント

仕様

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

• ハードウェア：5500 シリーズ、2500 シリー
ズ、WLSM-2
• ソフトウェア：Unified Wireless Network ソ
フトウェア、リリース 7.2、WLC 8.1

モバイル デバイス

MDMベンダーでサポートされているデバイス。
たとえば、Apple iOS 5.0 以降、Google Android
3.x 以降。

1 つ以上の外部 Mobile Device Manager（MDM）サーバと相互運用するように Cisco ISE を設定で
きます。サードパーティのこのタイプの接続を設定することによって、MDM データベースにあ
る詳細情報を活用できます。Cisco ISE は REST API コールを使用して、外部 MDM サーバから情
報を取得します。Cisco ISE はスイッチ、アクセス ルータ、ワイヤレス アクセス ポイント、その
他のネットワーク アクセス ポイントに適切なアクセス コントロール ポリシーを適用して、Cisco
ISE ネットワークへのリモート デバイス アクセスをより適切に制御します。
サポートされる MDM ベンダーは次のとおりです。サポートされる MDM サーバ, （22 ページ）

サポートされる MDM の使用例
Cisco ISE が外部 MDM サーバと連携して実行する機能は、次のとおりです。
• デバイス登録の促進：ネットワークにアクセスする未登録のエンドポイントは、MDM サー
バ上でホストされている登録ページにリダイレクトされ、ユーザ ロール、デバイス タイプ
などに基づいて登録されます。
• デバイスの修復の処理：エンドポイントには制限付きアクセス権だけが付与されます。
• エンドポイント データの増加：Cisco ISE プロファイラを使用して収集できない、MDM サー
バの情報でエンドポイント データベースを更新します。エンドポイントが MDM のモニタ対
象デバイスの場合、Cisco ISE は [管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）]
> [ID（Identities）] > [エンドポイント（Endpoints）] ページを使用して表示できる 6 つのデバ
イス属性を使用します。次に例を示します。
◦ MDMImei: 99 000100 160803 3
◦ MDMManufacturer: Apple
◦ MDMModel: iPhone
◦ MDMOSVersion: iOS 6.0.0
◦ MDMPhoneNumber: 9783148806
◦ MDMSerialNumber: DNPGQZGUDTF9
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• Cisco ISE は、4 時間ごとに MDM サーバをポーリングし、デバイス コンプライアンス デー
タを確認します。これは管理者が設定できます。
• MDM サーバを介したデバイス手順の発行：MDM サーバを介してユーザのデバイスに対す
るリモート アクションを発行します。管理者は、ISE コンソールからリモート操作を開始し
ます。
Cisco ISE では、次の属性に基づいて MDM ポリシーを設定できます。
• DeviceRegisterStatus
• DeviceCompliantStatus
• DiskEncryptionStatus
• PinLockStatus
• JailBrokenStatus
• 製造元
• IMEI
• SerialNumber
• OsVersion
• PhoneNumber
• MDMServerName
• MDMServerReachable
• MEID
• モデル
• UDID

サポートされる MDM サーバ
サポートされる MDM サーバは、次のベンダーの製品です。
• Airwatch, Inc.
• Good Technology
• MobileIron, Inc.
• Zenprise, Inc.
• SAP Afaria
• Fiberlink MaaS
• Meraki
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MDM サーバにより使用されるポート
次の表に、相互に通信ができるように Cisco ISE と MDM サーバ間で開く必要のあるポートを示し
ます。MDMエージェントおよびサーバで開く必要があるポートのリストについては、MDMサー
バのドキュメントを参照してください。
表 5：MDM サーバにより使用されるポート

MDM サーバ

ポート

Mobile Iron

443

Zenprise

443

良好（Good）

19005

Airwatch

443

Afaria

443

Fiberlink MaaS

443

Meraki

443

Microsoft Intune

80 および 443

Microsoft SCCM

80 および 443

MDM ディクショナリ属性
Cisco ISE に MDM サーバ定義を追加すると、MDM ディクショナリ属性は Cisco ISE で使用可能に
なり、許可ポリシーで使用できます。許可ポリシーに使用可能なディクショナリ属性を表示でき
ます。

MDM 統合プロセス フロー
ここでは、MDM 統合プロセスについて説明します。
1 ユーザはデバイスを SSID に関連付けます。
2 Cisco ISE は、MDM サーバに対して API コールを実行します。
3 この API コールは、このユーザのデバイスとデバイスのポスチャ ステータスのリストを戻し
ます。
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（注）

入力パラメータは、エンドポイント デバイスの MAC アドレスです。構外の Apple iOS デバイ
スの場合は UDID です。
4 ユーザのデバイスがこのリストにない場合、デバイスが登録されていないことを意味します。
Cisco ISE は、Cisco ISE にリダイレクトされる許可要求を NAD に送信します。ユーザが MDM
サーバ ページに表示されます。

（注）

Cisco ISE ネットワーク外の MDM サーバに登録されたデバイスは、ポスチャ ポリシーに準拠
している場合、自動的に Cisco IS に登録されます。
5 Cisco ISE は、MDM を使用してデバイスをプロビジョニングし、デバイスを登録するための適
切なページをユーザに表示します。
6 ユーザは MDM サーバにデバイスを登録し、MDM サーバは Cisco ISE に要求をリダイレクトし
ます（自動リダイレクションまたは手動のブラウザ リフレッシュによって）。
7 Cisco ISE は MDM サーバに対して再度ポスチャ ステータスのクエリーを実行します。
8 ユーザのデバイスが MDM サーバで設定されているポスチャ（コンプライアンス）ポリシーに
準拠していない場合、デバイスがポリシーに準拠しておらず、準拠する必要があることがユー
ザに通知されます。
9 ユーザのデバイスがポリシーに準拠するようになった後、MDM のサーバは内部テーブルのデ
バイスのステータスを更新します。
10 ここでユーザがブラウザをリフレッシュすると、制御が Cisco ISE に返されます。
11 Cisco ISE はコンプライアンス情報を取得するために MDM サーバを 4 時間ごとにポーリング
し、必要に応じて許可変更（CoA）を発行します。これは管理者が設定できます。また、Cisco
ISE は 5 分ごとに MDM サーバをチェックして使用できるかどうかを確認します。
次の図は、MDM プロセス フローを示しています。
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（注）

一度に 1 つの MDM サーバに登録できるデバイスは 1 台のみです。別のベンダーから MDM
サービスに同じデバイスを登録する場合、デバイスから前のベンダーのプロファイルを削除す
る必要があります。MDM サービスは通常、「企業ワイプ」を提供し、これはデバイスからベ
ンダーの設定のみを削除します（デバイス全体ではありません）。ユーザはこのファイルを削
除することもできます。たとえば、IOS デバイスで、[設定（Settings）] > [全般（General）] >
[デバイス管理（Device management）] の順に移動し、削除の管理をクリックすることができま
す。または、ISE の MyDevices ポータルに移動し、企業ワイプをクリックすることができま
す。

Cisco ISE による MDM サーバの設定
Cisco ISE で MDM サーバを設定するには、次の高レベル タスクを実行します。

ステップ 1

Cisco ISE に MDM のサーバ証明書をインポートします。

ステップ 2

Mobile Device Manager の定義を作成します。

ステップ 3

ワイヤレス LAN コントローラの ACL を設定します。

ステップ 4

未登録のデバイスをリダイレクトするための許可プロファイルを設定します。

ステップ 5

ネットワークに複数の MDM サーバがある場合は、各ベンダーに個別の許可プロファイルを設定します。

ステップ 6

MDM 使用例の許可ポリシー ルールを設定します。
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Cisco ISE への MDM サーバ証明書のインポート
Cisco ISE を MDM サーバに接続するには、Cisco ISE 証明書ストアに MDM サーバ証明書をイン
ポートする必要があります。MDM サーバに CA 署名付き証明書がある場合は、Cisco ISE 証明書
ストアにルート CA をインポートする必要があります。

ステップ 1

MDM サーバ証明書を MDM サーバからエクスポートして、ローカル マシンに保存します。

ステップ 2

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [信頼できる証明書（Trusted
Certificate）] > [インポート（Import）] を選択します。

ステップ 3

[参照（Browse）] をクリックして、MDM サーバから取得した MDM サーバ証明書を選択します。

ステップ 4

わかりやすい名前を追加します。

ステップ 5

[ISE内の認証用に信頼する（Trust for authentication within ISE）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 7

[証明書ストア（Certificate Store）] リスト ページに MDM サーバ証明書が一覧表示されることを確認しま
す。

AD ユーザがドメイン管理グループに属しているときの権限の設定
Windows 2008 R2、Windows 2012 および Windows 2012 R2 の場合、ドメイン管理グループは、デ
フォルトで Windows オペレーティング システムの特定のレジストリ キーを完全に制御すること
ができません。Active Directory の管理者は、Active Directory ユーザに次のレジストリ キーに対す
る完全制御権限を提供する必要があります。
• HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{76A64158-CB41-11D1-8B02-00600806D9B6}
• HKLM\Software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{76A64158-CB41-11D1-8B02-00600806D9B6}
次の Active Directory のバージョンでは、レジストリ変更は必要ありません。
• Windows 2003
• Windows 2003R2
• Windows 2008
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完全な制御を許可するには、次に示すように、まず Active Directory 管理者がキーの所有権を取得
する必要があります。

ステップ 1

キーを右クリックして [オーナー（Owner）] タブに移動します。

ステップ 2

[アクセス許可（Permissions）] をクリックします。

ステップ 3

[詳細設定（Advanced）] をクリックします。

AD ユーザがドメイン管理グループの一部ではない場合に必要な権限
Windows 2012 R2 の場合は、Active Directory ユーザに次のレジストリ キーに対する完全制御権限
を提供します。
• HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{76A64158-CB41-11D1-8B02-00600806D9B6}
• HKLM\Software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{76A64158-CB41-11D1-8B02-00600806D9B6}
Active Directory ユーザがドメイン管理グループの一部ではなく、ドメイン ユーザ グループの一部
である場合は、次の権限も必要です。
• ISE がドメイン コントローラに接続できるようにするレジストリ キーを追加します（下記を
参照）
• ドメイン コントローラで DCOM を使用するための権限, （28 ページ）
• WMI ルート/CIMv2 名前空間にアクセスするための権限の設定, （31 ページ）
• AD ドメイン コントローラのセキュリティ イベント ログへのアクセス権の付与
これらの権限は、次の Active Directory のバージョンでのみ必要となります。
• Windows 2003
• Windows 2003R2
• Windows 2008
• Windows 2008 R2
• Windows 2012
• Windows 2012 R2
ISE がドメイン コントローラに接続できるようにするレジストリ キーを追加する
ISE がドメイン ユーザとして接続できるようにするには、いくつかのレジストリ キーをドメイン
コントローラに手動で追加し、ログイン認証イベントを取得する必要があります。エージェント
はドメイン コントローラまたはドメイン内のマシンでは必要ありません。
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次のレジストリのスクリプトは追加するキーを示しています。これをコピーしてテキスト ファイ
ルに貼り付け、.reg の拡張子でファイルを保存し、ファイルをダブルクリックすることでレジス
トリの変更を行うことができます。レジストリキーを追加するには、ルートキーのオーナーであ
る必要があります。
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{76A64158-CB41-11D1-8B02-00600806D9B6}]
"AppID"="{76A64158-CB41-11D1-8B02-00600806D9B6}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{76A64158-CB41-11D1-8B02-00600806D9B6}]
"DllSurrogate"=" "
[HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\AppID\{76A64158-CB41-11D1-8B02-00600806D9B6}]
"DllSurrogate"=" "

キー DllSurrogate の値には、2 つのスペースが含まれていることを確認します。
上記のスクリプトに示すように、ファイルの末尾の空の行を含む、空の行を保持してください。

ドメイン コントローラで DCOM を使用するための権限
ISE ID マッピングに使用される Active Directory ユーザは、ドメイン コントローラで DCOM（リ
モート COM）を使用する権限がなければなりません。dcomcnfg コマンド ライン ツールを使用し
て権限を設定できます。

ステップ 1

コマンド ラインから dcomcnfg ツールを実行します。

ステップ 2

[コンポーネントサービス（Component Services）] を展開します。

ステップ 3

[コンピュータ（Computers）] > [マイコンピュータ（My Computer）] を展開します。

ステップ 4

メニュー バーで [アクション（Action）] を選択して、[プロパティ（properties）] をクリックし、[COMセ
キュリティ（COM Security）] をクリックします。

ステップ 5

アクセスおよび起動の両方に対して ISE が使用するアカウントに許可権限があることを確認します。Active
Directory ユーザは、4 つのオプション（[アクセス権限（Access Permissions）] および [起動およびアクティ
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ベーションの権限（Launch and Activation Permissions）] の両方に対する [制限の編集（Edit Limits）] と [デ
フォルトの編集（Edit Default）]）のすべてに追加される必要があります。
ステップ 6

[アクセス権限（Access Permissions）] および [起動およびアクティベーションの権限（Launch and Activation
Permissions）] の両方に対してローカルおよびリモート アクセスをすべて許可します。
図 2：[アクセス権限（Access Permissions）] のローカルおよびリモート アクセス

図 3：[起動およびアクティベーションの権限（Launch and Activation Permissions）] のローカルおよびリモート アクセ
ス
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WMI ルート/CIMv2 名前空間にアクセスするための権限の設定
デフォルトでは、Active Directory ユーザには実行メソッドおよびリモート イネーブルのための権
限がありません。wmimgmt.msc MMC コンソールを使用してアクセス権を付与できます。

ステップ 1

[スタート] > [Run] をクリックし、wmimgmt.msc と入力します。

ステップ 2

[WMI Control] を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。

ステップ 3

[セキュリティ] タブで [ルート] を展開し、[CIMV2] を選択します。

ステップ 4

[セキュリティ（Security）] をクリックします。

ステップ 5

下に示すように、Active Directory ユーザを追加し、必要な権限を設定します。
図 4：WMI Root\CIMv2 名前空間に必要な権限
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WMI アクセス用にファイアウォール ポートを開く
Active Directory ドメイン コントローラのファイアウォール ソフトウェアは、WMI へのアクセス
をブロックすることがあります。ファイアウォールをオフにするか、または次のポートへの特定
の IP（ISE IP アドレス）のアクセスを許可することができます。
• TCP 135：一般的な RPC ポート。非同期 RPC 発信をすると、このポートでリスニングしてい
るサービスが、クライアントに、この要求を処理できるコンポーネントが使用しているポー
トを通知します。
• UDP 138：NetBIOS データグラム サービス
• TCP 139：NetBIOS セッション サービス
• TCP 445：SMB
数値の大きいポートは動的に割り当てられ、手動で設定できます。ターゲットとして
%SystemRoot%\System32\dllhost.exe を追加することを推奨します。このプログラムは、ポートを動
的に管理します。
すべてのファイアウォール ルールを、特定の IP アドレス（ISE IP）に割り当てることができま
す。

未登録のデバイスのリダイレクトのための許可プロファイルの設定
未登録のデバイスをリダイレクトするには、Cisco ISE で許可プロファイルを設定する必要があり
ます。
各外部 MDM サーバの未登録のデバイスをリダイレクトするには、Cisco ISE で許可プロファイル
を設定する必要があります。

はじめる前に
• Cisco ISE で MDM サーバ定義を作成したことを確認します。正常に MDM サーバと ISE を統
合した後に限り、MDM ディクショナリにデータが入力され、MDM ディクショナリ属性を
使用して許可ポリシーを作成できます。
• 未登録のデバイスをリダイレクトするために、ワイヤレス LAN コントローラの ACL を設定
します。
• インターネット接続にプロキシを使用していて、MDM サーバが内部ネットワークの一部で
ある場合は、プロキシ バイパス リストに MDM サーバ名または IP アドレスを追加する必要
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があります。[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [プロキシ設定（Proxy Settings）]
を選択して、このアクションを実行します。

ステップ 1

[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）] > [追加（Add）] を選択します。

ステップ 2

準拠していないまたは登録されていない未登録デバイスをリダイレクトするための許可プロファイル作成
します。

ステップ 3

MDM サーバ名と一致する許可プロファイルの名前を入力します。

ステップ 4

アクセス タイプとして ACCESS_ACCEPT を選択します。

ステップ 5

[Web リダイレクション（Web Redirection）] チェックボックスをオンにし、ドロップダウン リストから
[MDM リダイレクト（MDM Redirect）] を選択します。

ステップ 6

ワイヤレス LAN コントローラ上で設定した ACL の名前を [ACL] フィールドに入力します。

ステップ 7

[値（Value）] ドロップダウン リストから MDM ポータルを選択します。

ステップ 8

ドロップダウン リストから、使用する MDM サーバを選択します。

ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
MDM 使用例の許可ポリシー ルールの設定。
関連トピック
MDM 使用例の許可ポリシー ルールの設定, （33 ページ）

MDM 使用例の許可ポリシー ルールの設定
MDM 設定を完了するには、Cisco ISE で許可ポリシー ルールを設定する必要があります。

はじめる前に
• Cisco ISE 証明書ストアに MDM サーバ証明書を追加します。
• Cisco ISE で MDM サーバ定義を作成したことを確認します。正常に MDM サーバと ISE を統
合した後に限り、MDM ディクショナリにデータが入力され、MDM ディクショナリ属性を
使用して許可ポリシーを作成できます。
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• 未登録のデバイスまたは非準拠のデバイスをリダイレクトするために、ワイヤレス LAN コ
ントローラの ACL を設定します。

ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [承認（Authorization）] > [新規ルールを下に挿入（Insert New Rule Below）] を選択
します。

ステップ 2

次のルールを追加します。
• [MDM_Un_Registered_Non_Compliant]：MDM サーバに登録されていないか、MDM ポリシーに準拠
していないデバイスの場合。要求がこのルールに一致すると、ISE MDM ページが表示され、MDM
でのデバイスの登録に関する情報が示されます。
• [PERMIT]：デバイスが Cisco ISE および MDM に登録されており、Cisco ISE および MDM ポリシー
に準拠している場合、Cisco ISE で設定されたアクセス コントロール ポリシーに基づいてネットワー
クへのアクセス権が付与されます。
次の図は、この設定の例を示します。
図 5：MDM の使用例の許可ポリシー ルール

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。

関連トピック
Cisco ISE への MDM サーバ証明書のインポート, （26 ページ）

デバイスのワイプまたはロック
Cisco ISE では、失われたデバイスをワイプしたり、PIN ロックをオンにしたりできます。これは
[エンドポイント（Endpoints）] ページから行うことができます。

ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [ID（Identities）] > [エンドポイント
（Endpoints）] を選択します。

ステップ 2

ワイプまたはロックするデバイスの横にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[MDM アクセス（MDM Access）] ドロップダウン リストから、次のオプションのいずれかを選択します。
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• [完全ワイプ（Full Wipe）]：このオプションを使用すると、MDM ベンダーに応じて、企業アプリケー
ションが削除されるか、またはデバイスが工場出荷時の設定にリセットされます。
• [企業ワイプ（Corporate Wipe）]：MDM サーバ ポリシーで設定したアプリケーションを削除します
• [PIN ロック（PIN Lock）]：デバイスをロックします
ステップ 4

[はい（Yes）] をクリックして、デバイスをワイプまたはロックします。

Mobile Device Manager のレポートの表示
Cisco ISE では、MDM サーバ定義のすべての追加、更新、および削除を記録します。これらのイ
ベントは、選択された期間での任意のシステム管理者によるすべての設定変更を報告する「変更
設定監査」レポートで表示できます。
[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [変更設定監査（Change Configuration Audit）] >
[MDM] を選択し、結果のレポートで表示する期間を指定します。
関連トピック
Mobile Device Manager と Cisco ISE との相互運用性, （19 ページ）
サポートされる MDM の使用例, （21 ページ）
Mobile Device Manager のログの表示, （35 ページ）
サポートされる MDM サーバ, （22 ページ）

Mobile Device Manager のログの表示
[メッセージ カタログ（Message Catalog）] ページを使用して、Mobile Device Manager のログ メッ
セージを表示できます。[管理（Administration）] > [システム（System）] > [ロギング（Logging）]
> [メッセージカタログ（Message Catalog）] を選択します。MDM ログ エントリのデフォルトのレ
ポーティング レベルは「INFO」です。レポーティング レベルを「DEBUB」または「TRACE」に
変更できます。
関連トピック
Mobile Device Manager と Cisco ISE との相互運用性, （19 ページ）
サポートされる MDM の使用例, （21 ページ）
Mobile Device Manager のレポートの表示, （35 ページ）
サポートされる MDM サーバ, （22 ページ）
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