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Cisco ISE でのクライアントプロビジョニングの有効化
Cisco ISEクライアントプロビジョニング機能では、クライアントプロビジョニングリソースを
ダウンロードして、WindowsおよびMACOSXクライアントのエージェントプロファイルと独自
のパーソナルデバイスのネイティブサプリカントプロファイルを設定することができます。ク

ライアントプロビジョニングリソースポリシーにより、クライアントデバイスにリソースをダ

ウンロードしてインストールすることが可能になります。

クライアントプロビジョニングを有効にして、ユーザがクライアントプロビジョニングリソー

スをダウンロードし、エージェントプロファイルを設定できるようにします。Windowsクライア
ント、Mac OS Xクライアント、およびパーソナルデバイスのネイティブサプリカントプロファ
イルのエージェントプロファイルを設定できます。Cisco ISEのこの機能を無効にすることを選択
した場合、ネットワークにアクセスしようとするユーザは、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できないことを示す警告メッセージを受信します。

はじめる前に

クライアントプロビジョニングリソースを Cisco ISEにダウンロードできる適切なリモートの場
所にアクセスできるようにするには、ネットワークにプロキシが正しく設定されていることを確

認する必要がある場合があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [クライアントプロビジョニング
（Client Provisioning）]を選択します。

ステップ 2 [プロビジョニングの有効化（Enable Provisioning）]ドロップダウンリストから、[有効（Enable）]または
[無効（Disable）]を選択します。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

次の作業

Cisco ISEのポスチャエージェントのクライアントプロビジョニングリソースを追加し、クライ
アントプロビジョニングポリシーを設定して、ユーザがクライアントマシンにクライアントプ

ロビジョニングリソースをダウンロードしてインストールできるようにします。
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クライアントプロビジョニンリソース
クライアントプロビジョニングリソースは、エンドポイントがネットワークに接続した後にエン

ドポイントにダウンロードされます。クライアントプロビジョニングリソースは、デスクトップ

の場合はコンプライアンスとポスチャエージェントで構成され、電話およびタブレットの場合は

ネイティブサプリカントプロファイルで構成されます。クライアントプロビジョニングポリシー

によって、これらのプロビジョニングリソースがエンドポイントに割り当てられ、ネットワーク

セッションが開始します。

クライアントプロビジョニングリソースは、[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）]にリストされ
ます。次のリソースタイプは、[追加（Add）]ボタンをクリックすることでリストに追加できま
す。

• [Ciscoサイトのエージェントリソース（Agent resources from Cisco Site）]：クライアントプロ
ビジョニングポリシーで使用できるようにする [NAC]、[AnyConnect]および [サプリカント
プロビジョニング（SupplicantProvisioning）]ウィザードを選択します。シスコは、新しいリ
ソースを追加したり既存のリソースを更新することで、定期的にこのリソースのリストを更

新します。すべてのシスコのリソースおよびリソースの更新を自動的にダウンロードするよ

うに ISEを設定することもできます。「クライアントプロビジョニングリソースの自動ダ
ウンロード」を参照してください。

• [ローカルディスクのエージェントリソース（Agent resources from local disk）]：ISEにアップ
ロードする PC上のリソースを選択します。ローカルマシンからのシスコ提供のクライアン
トプロビジョニングリソースの追加, （5ページ）を参照してください。

• [AnyConnect設定（AnyConnect Configuration）]：クライアントプロビジョニングで使用でき
るようにするAnyConnect PCクライアントを選択します。詳細については、「AnyConnect設
定の作成」を参照してください。

• [ネイティブサプリカントプロファイル（Native Supplicant Profile）]：ネットワークの設定が
含まれている電話とタブレット用のサプリカントプロファイルを設定します。詳細について

は、「ネイティブサプリカントプロファイルの作成」を参照してください。

• [NACエージェントまたはAnyConnect ISEポスチャプロファイル（NAC Agent or AnyConnect
ISE Posture Profile）]：エージェント XMLプロファイルを作成/配布しない場合は、ここで
NACエージェントと AnyConnect ISEポスチャを設定します。AnyConnect ISEポスチャエー
ジェントの詳細については、『AnyConnect Adminstrators Guide, ISE Posture Profile Editor』を
参照してください。NACエージェントプロファイルの詳細については、Cisco NAC Agentの
エージェントカスタマイズファイルの作成, （44ページ）を参照してください。

クライアントプロビジョニングリソースを作成した後、エンドポイントにクライアントプロビ

ジョニングリソースを適用するクライアントプロビジョニングポリシーを作成します。クライ

アントプロビジョニングリソースポリシーの設定, （56ページ）を参照してください。
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t_DownloadClientProvisioningResourcesAutomatically.xml
t_DownloadClientProvisioningResourcesAutomatically.xml
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect41/administration/guide/b_AnyConnect_Administrator_Guide_4-1/b_AnyConnect_Administrator_Guide_4-1_chapter_0101.html#reference_288A1C28DF1549DB9CB171E085944379


シスコからのクライアントプロビジョニングリソースの

追加
WindowsクライアントおよびMAC OS xクライアント用の AnyConnectおよび Cisco NAC Agent、
および Cisco Web Agentのために Cisco.comからクライアントプロビジョニングリソースを追加
できます。選択するリソースおよび使用できるネットワーク帯域幅によっては、Cisco ISEにクラ
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のに数秒から数分かかることがありま

す。

はじめる前に

• Cisco ISEで正しいプロキシ設定が設定されていることを確認します。

• Cisco ISEでクライアントプロビジョニングを有効にします。

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [クライアントプロビジョ
ニング（Client Provisioning）] > [リソース（Resources）]を選択します。

ステップ 2 [追加（Add）] > [Ciscoサイトのエージェントリソース（Agent resources from Cisco site）]を選択します。

ステップ 3 [ダウンロードリモートリソース（DownloadRemoteResources）]ダイアログボックスで選択可能なリスト
から必要なクライアントプロビジョニングリソースを 1つ以上選択します。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

次の作業

Cisco ISEに正常にクライアントプロビジョニングリソースを追加したら、クライアントプロビ
ジョニングリソースポリシーの設定を開始します。

クライアントプロビジョニングリソースの自動ダウン

ロード
自動ダウンロードでは、シスコから入手できるすべてのソフトウェアがCisco ISEにアップロード
されますが、多くの項目が展開に適していない場合があります。シスコから自動的にダウンロー

ドせずに、可能な限り手動でリソースをアップロードすることを推奨します。
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はじめる前に

Cisco ISEで正しいプロキシ設定を設定しており、クライアントプロビジョニングリソースをCisco
ISEにダウンロードできる適切なリモートロケーションにアクセスできることを確認します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [クライアントプロビジョニング
（Client Provisioning）]を選択します。

ステップ 2 [自動ダウンロードの有効化（EnableAutomaticDownload）]ドロップダウンリストから、[有効（Enable）]
を選択します。

ステップ 3 [フィード URLの更新（Update Feed URL）]テキストボックスに、Cisco ISEで検索するシステムアップ
デートのURLを指定します。たとえば、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デ
フォルトの URLは、https://www.cisco.com/web/secure/pmbu/provisioning-update.xmlです。
ネットワークで URLリダイレクション機能（プロキシサーバ経由など）を制限しているために、デフォ
ルトの URLへのアクセスに問題がある場合は、Cisco ISEで URL
https://www.perfigo.com/ise/provisioning-update.xmlを指定してください。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

次の作業

Cisco ISEに正常にクライアントプロビジョニングリソースを追加したら、クライアントプロビ
ジョニングリソースポリシーの設定を開始します。

ローカルマシンからのシスコ提供のクライアントプロビ

ジョニングリソースの追加
シスコから以前にダウンロードしたクライアントプロビジョニングリソースがあればローカル

ディスクから追加できます。

はじめる前に

Cisco ISEには、必ず現行のサポートされているリソースのみをアップロードしてください。古い
サポートされていないリソース（たとえば、CiscoNACAgentの古いバージョン）を使用すると、
クライアントアクセスで重大な問題が発生する場合があります。
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Cisco.comからリソースファイルを手動でダウンロードする場合は、リリースノートの「Cisco
ISE Offline Updates」の項を参照してください。

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [クライアントプロビジョ
ニング（Client Provisioning）] > [リソース（Resources）]を選択します。

ステップ 2 [追加（Add）] > [ローカルディスクのエージェントリソース（Agent resources from local disk）]を選択し
ます。

ステップ 3 [カテゴリ（Category）]ドロップダウンから [シスコ提供パッケージ（Cisco Provided Packages）]を選択し
ます。

ステップ 4 [参照（Browse）]をクリックし、Cisco ISEにダウンロードするリソースファイルがあるローカルマシン
上のディレクトリに移動します。

以前にCiscoサイトからローカルマシンにダウンロードしたAnyConnect、Cisco NACAgent、およびCisco
Web Agentのリソースを追加できます。

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。

次の作業

Cisco ISEに正常にクライアントプロビジョニングリソースを追加したら、クライアントプロビ
ジョニングリソースポリシーの設定を開始します。

ローカルマシンからの AnyConnect 用の顧客作成リソー
スの追加

AnyConnectカスタマイズパッケージ、AnyConnectローカリゼーションパッケージ、AnyConnect
プロファイルなどの顧客作成リソースをローカルマシンから Cisco ISEに追加します。
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はじめる前に

AnyConnectの顧客作成リソースがローカルディスクに zip形式のファイルで使用可能であること
を確認します。

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [クライアントプロビジョ
ニング（Client Provisioning）] > [リソース（Resources）]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 [ローカルディスクのエージェントリソース（Agent Resources from local disk）]を選択します。

ステップ 4 [カテゴリ（Category）]ドロップダウンから [顧客作成のパッケージ（Customer Created Packages）]を選択
します。

ステップ 5 AnyConnectリソースの名前と説明を入力します。

ステップ 6 [参照（Browse）]をクリックし、Cisco ISEにダウンロードするリソースファイルがあるローカルマシン
上のディレクトリに移動します。

ステップ 7 Cisco ISEにアップロードする次の AnyConnectリソースを選択します。

• AnyConnectカスタマイゼーションバンドル

• AnyConnectローカリゼーションバンドル

• AnyConnectプロファイル

•高度なマルウェア防御（AMP）イネーブラプロファイル

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。
[アップロードされたAnyConnectリソース（UploadedAnyConnect Resources）]表に、Cisco ISEに追加する
AnyConnectリソースが表示されます。

次の作業

AnyConnectエージェントプロファイルの作成
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パーソナルデバイス登録動作の設定
この機能を使用して、Cisco ISEがネイティブサプリカントプロビジョニングウィザードをイン
ストールできないパーソナルデバイスを介したユーザログインセッションを Cisco ISEが処理す
る方法を指定します（Research In Motionの Blackberryデバイスなど）。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [クライアントプロビジョニング
（Client Provisioning）]を選択します。

ステップ 2 [ネイティブサプリカントプロビジョニングポリシーを使用できない（NativeSupplicant ProvisioningPolicy
Unavailable）]ドロップダウンリストから、次のいずれかのオプションを選択します。
a) [ネットワークアクセスの許可（Allow Network Access）]：ユーザは、ネイティブサプリカントウィ
ザードをインストールおよび起動せずに、デバイスをネットワークに登録することを許可されます。

b) [定義済みの許可ポリシーの適用（ApplyDefinedAuthorizationPolicy）]：ユーザは、標準認証および（ネ
イティブサプリカントプロビジョニングプロセスではない）許可ポリシーを適用して Cisco ISEネッ
トワークへのアクセスを試みる必要があります。このオプションを有効にすると、ユーザデバイスに

対して、ユーザの IDに適用されたすべてのクライアントプロビジョニングポリシーに従った標準登
録が行われます。Cisco ISEネットワークにアクセスするためにユーザのデバイスが証明書を必要とす
る場合は、第 15章の「End_User Webポータルのセットアップとカスタマイズ」の「カスタム言語テ
ンプレートの追加」の項の説明に従って、カスタマイズ可能なユーザ提示テキストフィールドを使用

して有効な証明書を取得して適用する方法もユーザに詳細に指示する必要があります。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

次の作業

「複数ゲストポータルのサポート」の項の説明に従って、従業員が自分のパーソナルデバイスを

ネットワークに直接接続できるようにセルフプロビジョニング機能を有効にします。

ネイティブサプリカントプロファイルの作成
ネイティブサプリカントプロファイルを作成して、ユーザが独自のデバイスを Cisco ISEネット
ワークに含めることができます。ユーザがサインインすると、Cisco ISEは、ユーザの承認要件に
関連付けられたプロファイルを使用して、必要なサプリカントプロビジョニングウィザードを選

択します。ウィザードは、ユーザのパーソナルデバイスを起動して設定し、ネットワークにアク

セスします。

プロビジョニングウィザードは、アクティブなインターフェイスのみを設定します。このた

め、有線接続ユーザと無線接続ユーザは、どちらもアクティブになっている場合を除き、両方

のインターフェイスにはプロビジョニングされません。

（注）
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はじめる前に

•リモートデバイス登録に TLSデバイスプロトコルを使用しようとしている場合、少なくと
も 1つの Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）プロファイルを設定します。

• TCPポート 8909および UDPポート 8909を開き、Cisco NAC Agent、Cisco NACWeb Agent、
およびサプリカントプロビジョニングウィザードのインストールを有効にします。ポート

の使用法の詳細については、『Cisco Identity Services Engine Hardware Installation Guide』の付
録「Cisco ISE Appliance Ports Reference」を参照してください。

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [クライアントプロビジョ
ニング（Client Provisioning）] > [リソース（Resources）]を選択します。

ステップ 2 [追加（Add）] > [ネイティブサプリカントプロファイル（Native Supplicant Profile）]を選択します。

ステップ 3 に示す説明を使用して、プロファイルを作成します。ネイティブサプリカントプロファイルの設定, （
9ページ）

次の作業

「複数ゲストポータルのサポート」の項の説明に従って、従業員が自分のパーソナルデバイスを

ネットワークに直接接続できるようにセルフプロビジョニング機能を有効にします。

ネイティブサプリカントプロファイルの設定

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [クライアントプロ
ビジョニングリソース（Client Provisioning Resources）]の順に選択し、ネイティブサプリカント
プロファイルを追加すると、次の設定が表示されます。

• [名前（Name）]：作成するネイティブサプリカントプロファイルの名前。このプロファイ
ルを適用するオペレーティングシステムを選択します。各プロファイルは、ISEがクライア
ントのネイティブサプリカントに適用するネットワーク接続の設定を定義します。

ワイヤレスプロファイル

1つ以上のワイヤレスプロファイルを設定します。クライアントで使用可能にする SSIDごとに 1
つを設定します。

• [SSID名（SSID Name）]：クライアントが接続する SSIDの名前。

• [プロキシ自動コンフィギュレーションファイルのURL（ProxyAuto-Config FileURL）]：サプ
リカントのネットワーク設定を取得するためにクライアントがプロキシに接続する場合は、

そのプロキシサーバへの URLを入力します。

•プロキシホスト/IP（Proxy Host/IP）

•プロキシポート（Proxy Port）
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• [セキュリティ（Security）]：WPAまたはWPA2を使用するようにクライアントを設定しま
す。

• [許可されているプロトコル（Allowed Procotol）]：クライアントが認証サーバに接続するの
に使用するプロトコルを設定します（PEAPまたは EAP-TLS）。

• [証明書テンプレート（Certificate Template）]：TLSの場合は、[管理（Administration）] > [シ
ステム証明書（System Certificates）] > [認証局（Certificate Authority）] > [証明書テンプレー
ト（Certificate Templates）]で定義された証明書テンプレートのいずれかを選択します。

オプション設定は、「オプション設定：Windowsの場合」の項で説明します。

iOS設定

•ターゲットネットワークが非表示になっている場合に有効にする（Enable if target network is
hidden）

有線プロファイル

• [許可されているプロトコル（Allowed Protocol）]：クライアントが認証サーバに接続するの
に使用するプロトコルを設定します（PEAPまたは EAP-TLS）。

• [証明書テンプレート（Certificate Template）]：TLSの場合は、[管理（Administration）][シス
テム証明書（System Certificates）][認証局（Certificate Authority）][証明書テンプレート
（Certificate Templates）]で定義された証明書テンプレートのいずれかを選択します。

オプション設定：Windows の場合

[オプション（Optional）]を展開すると、Windowsクライアントの場合は次のフィールドも使用で
きます。

• [認証モード（AuthenticationMode）]：許可のクレデンシャルとして、[ユーザ（User）]、[マ
シン（Machine）]またはその両方を使用するかを決定します。

• [自動的にログイン名とパスワード（およびもしあればドメイン）を使用する（Automatically
use logon name and password (and domain if any)）]：認証モードで [ユーザ（User）]を選択す
ると、ユーザにプロンプトを表示することなくログインおよびパスワードを使用します（そ

の情報が使用できる場合）。

• [高速再接続を有効にする（Enable Fast Reconnect）]：セッションの再開機能が PEAPプロト
コルオプションで有効な場合（これは、[管理（Administration）] > [システム（System）] >
[設定（Settings）] > [プロトコル（Protocols）] > [PEAP]で設定されます）、PEAPセッショ
ンはユーザクレデンシャルをチェックすることなく再開できます。

• [隔離チェックを有効にする（EnableQuarantineChecks）]：クライアントが隔離されたかどう
かを確認します。

• [サーバが暗号化バインドTLVを示さない場合に切断する（Disconnect if server does not present
cryptobinding TLV）]：暗号化バインド TLVがネットワーク接続でサポートされていない場
合に切断します。
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• [新規サーバまたは信頼できる証明機関の承認をユーザに求めない（Do not prompt user to
authorize new servers or trusted certification authorities）]：自動的にユーザ証明書を受け入れ、
ユーザにプロンプトを表示しません。

• [ネットワークが名前（SSID）をブロードキャストしていなくても接続する（Connect even if
the network is not broadcasting its name (SSID)）]：ワイヤレスプロファイルの場合のみ。

AMP イネーブラプロファイルの設定
次の表に、[高度なマルウェア防御（AMP）イネーブラプロファイル（AdvancedMalwareProtection
(AMP) Enabler Profile）]ページのフィールドを示します。ナビゲーションパスは、[ポリシー
（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [クライアントプロビジョニ
ング（Client Provisioning）] > [リソース（Resources）]です。

[追加（Add）]ドロップダウン矢印をクリックし、[AMPイネーブラプロファイル（AMP Enabler
Profile）]を選択します。

表 1：[AMPイネーブラプロファイル（AMP Enabler Profile）] ページ

使用上のガイドラインフィールド

ユーザが作成する AMPイネーブラプロファイルの名前を入力しま
す。

[名前（Name）]

AMPイネーブラプロファイルの説明を入力します。説明

• Windowsインストーラ：Windows OSソフトウェアの AMPをホ
ストするローカルサーバの URLを指定します。AnyConnectモ
ジュールはこのURLを使用して、エンドポイントに .exeファイ
ルをダウンロードします。ファイルサイズは約 25 MBです。

• Macインストーラ：Mac OSXソフトウェアの AMPをホストす
るローカルサーバの URLを指定します。AnyConnectモジュー
ルはこのURLを使用して、エンドポイントに .pkgファイルをダ
ウンロードします。ファイルサイズは約 6 MBです。

[オン（Check）]ボタンは、サーバと通信を行ってURLが有効かどう
かを確認します。URLが有効の場合は、「ファイルが見つかりまし
た（File found）」メッセージが表示され、有効でない場合はエラー
メッセージが表示されます。

AMPイネーブラのインス
トール（Install AMP
Enabler）

エンドポイントからエンドポイントソフトウェアのAMPをアンイン
ストールします。

AMPイネーブラのアンイ
ンストール（Uninstall
AMP Enabler）

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイドリリース 2.0    
11

クライアントプロビジョニングの設定

AMP イネーブラプロファイルの設定



使用上のガイドラインフィールド

エンドポイントソフトウェアのAMPがエンドポイントにインストー
ルされた後、エンドポイントの [開始（Start）]メニューにエンドポイ
ントソフトウェアの AMPのショートカットを追加します。

[開始メニューへの追加
（Add to Start Menu）]

エンドポイントソフトウェアのAMPがエンドポイントにインストー
ルされた後、エンドポイントのデスクトップにエンドポイントソフ

トウェアの AMPのショートカットを追加します。

デスクトップへの追加

（Add to Desktop）

エンドポイントソフトウェアのAMPがエンドポイントにインストー
ルされた後、エンドポイントの右クリックコンテキストメニューに

[今すぐスキャン（Scan Now）]オプションを追加します。

コンテキストメニューへ

の追加（Add to Context
Menu）

組み込みプロファイルエディタを使用した AMP イネーブラプロファ
イルの作成

ISE埋め込みプロファイルエディタまたはスタンドアロンエディタを使用して、AMPイネーブラ
プロファイルを作成できます。

ISE埋め込みプロファイルエディタを使用して AMPイネーブルプロファイルを作成するには、
次の手順を実行します。

はじめる前に

• SOURCEfireポータルからエンドポイントソフトウェアの AMPをダウンロードし、ローカ
ルサーバでホスティングします。

• [管理（Administration）] > [証明書（Certificates）] > [信頼できる証明書（Trusted Certificates）]
に移動して、エンドポイントソフトウェアの AMPをホストするサーバの証明書を ISE証明
書ストアにインポートします。

• [AMPイネーブラ（AMPEnabler）]オプションが [AnyConnect設定（AnyConnectConfiguration）]
ページ（[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [ク
ライアントプロビジョニング（Client provisioning）] > [リソース（Resources）] > [追加（Add）]
> [AnyConnect設定（AnyConnect Configuration）] > [AnyConnectパッケージの選択（Select
AnyConnect Package）]）の [AnyConnectモジュール選択（AnyConnect Module Selection）]お
よび [プロファイル選択（ProfileSelection）]セクションで選択されていることを確認します。

• SOURCEfireポータルにログインして、エンドポイントグループのポリシーを作成し、エン
ドポイントソフトウェアの AMPをダウンロードする必要があります。ソフトウェアには、
選択したポリシーが事前設定されています。2つのイメージ、すなわちWindows OSの場合
はエンドポイントソフトウェアのAMP、Mac OSXの場合はエンドポイントソフトウェアの
AMPの再頒布可能なバージョンをダウンロードする必要があります。ダウンロードされたソ
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フトウェアは、エンタープライズネットワークからアクセスできるサーバでホストされま

す。

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [クライアントプロビジョ
ン（Client Provision）] > [リソース（Resources）]を選択します。

ステップ 2 [追加（Add）]ドロップダウンをクリックします。

ステップ 3 [AMPイネーブラプロファイル（AMP Enabler Profile）]を選択して、新しい AMPイネーブラプロファイ
ルを作成します。

ステップ 4 フィールドに適切な値を入力します。

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックして、プロファイルを [リソース（Resources）]ページに保存します。

スタンドアロンエディタを使用した AMP イネーブラプロファイルの
作成

AnyConnectスタンドアロンエディタを使用して、AMPイネーブラプロファイルを作成するに
は、次の手順を実行します。

はじめる前に

AnyConnect 4.1スタンドアロンエディタを使用して、XML形式のプロファイルをアップロードし
て AMPイネーブラプロファイルを作成できます。

• Cisco.comからWindowsおよびMac OSの AnyConnectスタンドアロンプロファイルエディ
タをダウンロードします。

•スタンドアロンプロファイルエディタを起動し、[AMPイネーブラプロファイルの設定（AMP
Enabler Profile Settings）]AMPイネーブラプロファイルの設定, （11ページ）で指定されて
いるようにフィールドに入力します。

•プロファイルを XMLファイルとしてローカルディスクに保存します。

• [AMPイネーブラ（AMPEnabler）]オプションが [AnyConnect設定（AnyConnectConfiguration）]
ページ（[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [ク
ライアントプロビジョニング（Client provisioning）] > [リソース（Resources）] > [追加（Add）]
> [AnyConnect設定（AnyConnect Configuration）] > [AnyConnectパッケージの選択（Select
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AnyConnect Package）]）の [AnyConnectモジュール選択（AnyConnect Module Selection）]お
よび [プロファイル選択（ProfileSelection）]セクションで選択されていることを確認します。

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [クライアントプロビジョ
ニング（Client Provisioning）] > [リソース（Resources）]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 [ローカルディスクのエージェントリソース（Agent resources from local disk）]を選択します。

ステップ 4 [カテゴリ（Category）]ドロップダウンから [顧客作成のパッケージ（Customer Created Packages）]を選択
します。

ステップ 5 [タイプ（Type）]ドロップダウンから [AMPイネーブラプロファイル（AMP Enabler Profile）]を選択しま
す。

ステップ 6 [名前（Name）]と [説明（Description）]に入力します。

ステップ 7 [参照（Browse）]をクリックして、ローカルディスクから保存済みプロファイル（XMLファイル）を選
択します。次に、カスタマイズされたインストールファイルの例を示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FAProfile xsi:noNamespaceSchemaLocation="FAProfile.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<FAConfiguration>
<Install>
<WindowsConnectorLocation>
https://fa_webserver/ACFA_Mac_FireAMPSetup.exe
</WindowsConnectorLocation>
<MacConnectorLocation>
https://fa_webserver/ACFA_Mac_FireAMPSetup.exe
</MacConnectorLocation>
<StartMenu>true</StartMenu>
<DesktopIcon>false</DesktopIcon>
<ContextIcon>true</ContextIcon>
</Install>
</FAConfiguration>
</FAProfile>

次に、カスタマイズされたアンインストールファイルの例を示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FAProfile xsi:noNamespaceSchemaLocation="FAProfile.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<FAConfiguration>
<Uninstall>
</Uninstall>
</FAConfiguration>
</FAProfile>

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。
新しく作成された AMPイネーブラプロファイルが [リソース（Resources）]ページに表示されます。
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一般的な AMP イネーブラインストールエラーのトラブルシューティ
ング

[Windowsインストーラ（Windows Installer）]または [MACインストーラ（MAC Installer）]テキス
トボックスに SOURCEfire URLを入力して [オン（Check）]をクリックすると、次のエラーのい
ずれかが発生する場合があります。

•エラーメッセージ：「MacまたはWindowsのインストーラファイルを含むサーバの証明書が
ISEによって信頼されていません。（The certificate for the server containing the Mac/Windows
installer file is not trusted by ISE.）信頼証明書を [管理（Administration）] > [証明書（Certificates）]
> [信頼できる証明書（Trusted Certificates）]に追加します。（Add a trust certificate to
Administration > Certificates > Trusted Certificates.）」

このエラーメッセージは、Cisco ISE証明書ストアに SOURCEfireの信頼できる証明書をイン
ポートしていない場合に表示されます。SOURCEfireの信頼できる証明書を入手し、Cisco ISE
の信頼できる証明書ストア（[管理（Administration）] > [証明書（Certificates）] > [信頼できる
証明書（Trusted Certificates）]）にインポートします。

•エラーメッセージ：「インストーラファイルがこの場所で見つかりません。接続の問題であ
る可能性があります。（The installer file is not found at this location, this may be due to a connection
issue.）有効なパスを [インストーラ（Installer）]テキストボックスに入力するか、または接
続を確認します。（Enter a valid path in the Installer text box or check your connection.）」

このエラーメッセージは、エンドポイントソフトウェアのAMPをホストしているサーバが
ダウンした場合、または [Windowsインストーラ（Windows Installer）]または [MACインス
トーラ（MAC Installer）]テキストボックスに入力ミスがある場合に表示されます。

•エラーメッセージ：「[Windowsインストーラ（Windows Installer）]または[MACインストー
ラ（MACInstaller）]テキストボックスに有効なURLが含まれていません。（TheWindows/Mac
installer text box does not contain a valid URL.）」

このエラーメッセージは、構文的に正しくない URL形式を入力した場合に表示されます。

AnyConnect 設定の作成
AnyConnect設定には、AnyConnectソフトウェアおよび関連するコンフィギュレーションファイ
ルが含まれます。この設定は、ユーザがクライアントでAnyConnectリソースをダウンロードして
インストールできるクライアントプロビジョニングポリシーで使用できます。AnyConnectを展
開するために ISEおよびASAを使用した場合、設定は両方のヘッドエンドで一致する必要があり
ます。
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はじめる前に

AnyConnect設定オブジェクトを設定する前にAnyConnectパッケージ、コンプライアンスモジュー
ル、プロファイル、およびオプションのカスタマイゼーションバンドルとローカリゼーションバ

ンドルをアップロードする必要があります。

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [クライアントプロビジョ
ン（Client Provision）] > [リソース（Resources）]を選択します。

ステップ 2 [追加（Add）]をクリックして、AnyConnect設定を作成します。

ステップ 3 [AnyConnect設定（AnyConnect Configuration）]を選択します。

ステップ 4 以前にアップロードした AnyConnectパッケージを選択します。たとえば、AnyConnectDesktopWindows
xxx.x.xxxxx.xを選択します。

ステップ 5 現在の AnyConnect設定の名前を入力します。たとえば、AC Config xxx.x.xxxxx.xとします。

ステップ 6 以前にアップロードしたコンプライアンスモジュールを選択します。たとえば、

AnyConnectComplianceModulewindows x.x.xxxx.xを選択します。

ステップ 7 1つ以上のAnyConnectモジュールのチェックボックスをオンにします。たとえば、ISEポスチャ、VPN、
ネットワークアクセスマネージャ、Webセキュリティ、AMPイネーブラ、ASAポスチャ、Start Before
Log on（Windows OSのみ）、Diagnostic and Reporting Toolの中から、1つ以上のモジュールを選択しま
す。

[AnyConnectモジュール選択（AnyConnect Module Selection）]で VPNモジュールをオフにして
も、プロビジョニングされたクライアントのVPNタイルは無効になりません。AnyConnect GUI
の VPNタイルを無効にするには、VPNDisable_ServiceProfile.xmlを設定する必要があります。
VPNDisable_ServiceProfile.xmlは他の AnyConnectファイルを含む CCOにあります。

（注）

ステップ 8 選択した AnyConnectモジュール用の AnyConnectプロファイルを選択します。たとえば、ISEポスチャ、
VPN、NAMおよびWebセキュリティを選択します。

ステップ 9 AnyConnectカスタマイズバンドルおよびローカリゼーションバンドルを選択します。

ステップ 10 [送信（Submit）]をクリックします。

AnyConnect と Cisco NAC のエージェントプロファイルの
作成

AnyConnectや NACポスチャのエージェントプロファイルを作成するには、次の手順を実行しま
す。このプロファイルでは、エージェントの動作を定義するパラメータ、クライアント IPアドレ
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スをリフレッシュするかどうかに関連するパラメータ、およびポスチャプロトコルのパラメータ

を指定できます。

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [クライアントプロビジョ
ニング（Client Provisioning）] > [リソース（Resources）]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 [NAC AnyConnectエージェントポスチャプロファイル（NAC AnyConnect Agent Posture Profile）]を選択
します。

ステップ 4 [AnyConnect]または [NAC Agent]を選択します。

ステップ 5 次のパラメータを設定します。

• Cisco ISEポスチャエージェントの動作

•クライアント IPアドレスの変更

• Cisco ISEポスチャプロトコル

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。

エージェントプロファイル設定のガイドライン
シスコは、エージェントプロファイルを設定して、修復タイマー、ネットワーク遷移遅延タイ

マー、およびクライアントマシン上でログイン成功画面を自動的に閉じるために使用するタイ

マー制御し、これらの設定がポリシーベースになるようにすることを推奨します。ただし、クラ

イアントプロビジョニングポリシーと一致するように設定されたエージェントプロファイルが

ない場合、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [ポスチャ
（Posture）] > [全般設定（General Settings）]の設定を使用して、同じ目的を達成できます。

ポリシー適用または他の方法でクライアントデバイスにエージェントプロファイルを設定して

アップロードすると、そのエージェントプロファイルはクライアント上で維持され、他の何かに

変更するまで、ログインおよび操作の動作に影響を及ぼします。したがって、エージェントプロ

ファイルをCisco ISEから削除しても、以前影響を受けたクライアントからその動作はなくなりま
せん。ログインおよび操作の動作を変更するには、クライアント上の、既存のエージェントプロ

ファイルパラメータの値を上書きする新しいエージェントプロファイルを定義し、これをポリ

シー適用によってアップロードする必要があります。

クライアントにあるものと異なるエージェントプロファイルがCisco ISEにある場合（MD5チェッ
クサムを使用して判定）、Cisco ISEは、新しいエージェントプロファイルをクライアントにダウ
ンロードします。Cisco ISEから送信されるエージェントカスタマイズファイルが異なる場合に
も、Cisco ISEは新しいエージェントカスタマイズファイルをクライアントにダウンロードしま
す。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイドリリース 2.0    
17

クライアントプロビジョニングの設定

エージェントプロファイル設定のガイドライン



エージェントの動作の設定

次の表に、ポスチャエージェント（AnyConnectおよび Cisco NAC Agent）のパラメータを設定で
きる [NACまたはAnyConnectのポスチャプロファイル（NACorAnyConnect Posture Profile）]ペー
ジのフィールドを示します。このページへのナビゲーションパスは、[ポリシー（Policy）] > [ポ
リシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [クライアントプロビジョニング（Client
Provisioning）] > [リソース（Resources）] > [追加（Add）] > [NACまたはAnyConnectのポスチャプ
ロファイル（NAC or AnyConnect Posture Profile）]です。

使用上のガイド

ライン

モード（Cisco ISE NAC
Agent にのみ該当）

デフォルト値（Default
Value）

フィールド

値を [はい
（Yes）]に設
定すると、ユー

ザはエージェン

トをシステム

トレイ経由で終

了できません。

マージなしエージェントの終了の無効

化。（Disable Agent Exit.）
（Mac OS Xクライアントに
は適用できません）

値を [はい
（Yes）]に設
定すると、

JAWS画面リー
ダーと互換性を

持ちます。

この機能を有効

にすると、パ

フォーマンスが

わずかながら影

響を受ける可能

性があります。

JAWS画面リー
ダーがインス

トールされてい

ないクライアン

トマシンでこ

の機能を有効に

しても、エー

ジェントは正常

に機能します。

マージ[いいえ（No）]：エー
ジェントは Job Access
with Speech（JAWS）と
相互作用しません

アクセシビリティモードの

有効化（Enable Accessibility
Mode）（MacOSXクライア
ントには適用できません）
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使用上のガイド

ライン

モード（Cisco ISE NAC
Agent にのみ該当）

デフォルト値（Default
Value）

フィールド

値を [はい
（Yes）]に設
定すると、修復

プログラムを起

動する前に

Windowsは実行
ファイルのデジ

タル署名を

チェックできま

す。

上書きなし署名チェックの有効化

（Enable signature check）
（Mac OS Xクライアントに
は適用できません）

マージ○概要画面のバイパス（Bypass
Summary Screen）（Mac OS
Xクライアントには適用で
きません）

デフォルト設定

では、エージェ

ントはクライア

ントオペレー

ティングシス

テムからロケー

ル設定を使用で

きます。

この設定が、サ

ポートされてい

る言語の ID、
略称、または正

式名称の場合、

エージェントは

自動的に、クラ

イアントマシ

ンのエージェン

トダイアログ

をローカライズ

されたテキスト

で表示します。

マージデフォルトロケール（Locale）（MacOS
Xクライアントには適用で
きません）
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使用上のガイド

ライン

モード（Cisco ISE NAC
Agent にのみ該当）

デフォルト値（Default
Value）

フィールド

値を [表示が失
敗しました

（Display
Failed）]に設定
した場合、ユー

ザがエージェン

トダイアログ

の [詳細の表示
（Show
Details）]をク
リックすると、

クライアント

ポスチャ評価レ

ポートに修復エ

ラーのみが表示

されます。

値を [すべて表
示（Display
All）]に設定し
た場合、ユーザ

がエージェント

ダイアログの

[詳細の表示
（Show
Details）]をク
リックすると、

クライアント

ポスチャ評価レ

ポートにすべて

の結果が表示さ

れます。

マージ表示が失敗しました

（Display Failed）
ポスチャレポートフィルタ

（Posture report filter）（Mac
OS Xクライアントには適用
できません）
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使用上のガイド

ライン

モード（Cisco ISE NAC
Agent にのみ該当）

デフォルト値（Default
Value）

フィールド

この設定では、

クライアント

マシンで失敗し

たポスチャ評価

チェックを修復

する時間を指定

します。この分

数を経過する

と、ログイン

プロセスを再び

実行する必要が

あります。有効

な範囲は 1～
300分です。

上書き4修復タイマー（Remediation
timer）

この設定では、

ネットワーク遷

移（IPアドレ
スの変更）を待

機する時間を指

定します。これ

が経過すると、

修復タイマーの

カウントダウン

が開始されま

す。有効な範囲

は 2～ 30秒で
す。

上書き3ネットワーク遷移遅延

（Network Transition Delay）
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使用上のガイド

ライン

モード（Cisco ISE NAC
Agent にのみ該当）

デフォルト値（Default
Value）

フィールド

この設定では、

クライアント

マシン上のエー

ジェントログ

ファイルのファ

イルサイズ

（メガバイト単

位）を指定しま

す。

ログファイル

サイズがゼロに

設定されている

場合、エージェ

ントは、クライ

アントマシン

上のユーザ

セッションに関

するログインま

たは操作情報を

記録しません。

ログファイル

サイズがゼロ以

外の場合、エー

ジェントレ

コードは指定さ

れたメガバイト

数までログイン

およびセッショ

ン情報を記録し

ます。

マージ5ログファイルサイズ（Log
file size）

この設定が [は
い（Yes）]の
場合、エージェ

ントログイン

ダイアログを

ユーザ認証後に

自動的に閉じる

ことができま

す。

上書きなし自動クローズの有効化。

（Enable Auto Close.）
（AnyConnectには適用され
ません）
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使用上のガイド

ライン

モード（Cisco ISE NAC
Agent にのみ該当）

デフォルト値（Default
Value）

フィールド

この設定では、

エージェント

ログイン画面は

指定された時間

待機して、ユー

ザ認証後に自動

的に閉じること

ができます。有

効な範囲は、0
～ 30秒です。

上書き[0]自動クローズタイマー

（Auto close timer）
（AnyConnectには該当しま
せん）

パラメータ値を既存のエージェントプロファイルの設定でマージするか、WindowsおよびMac
OS Xクライアントのエージェント動作を適切に設定するために上書きします。

（注）

エージェントログファイルは、クライアントマシンのディレクトリに保存されます。1回目
のログインセッションの後、2つのファイルがディレクトリ内に置かれます。1つは前回のロ
グインセッションからのバックアップファイルで、もう 1つは現在のセッションのログイン
および操作の情報を含む新しいファイルです。現在のセッションのログファイルが大きくな

り、指定されたファイルサイズを超えると、エージェントのログインおよび操作情報の最初

の部分が自動的にディレクトリ内のバックアップファイルになり、エージェントは引き続き

最新のエントリを現在のセッションファイルに記録していきます。

（注）

サポートされる言語

表 2：サポートされる言語

正式名称略称ID[言語（Language）]

英語en1033英語（米国）

カタロニア語（スペイン）ca1027カタロニア語

中国語（簡体字）zh_cn2052簡体字中国語

中国語（繁体字）zh_tw1028繁体字中国語

チェコ語cs1029チェコ語
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正式名称略称ID[言語（Language）]

デンマーク語da1030デンマーク語

オランダ語（標準）nl1043Dutch

フィンランド語fi1035フィンランド語

フランス語fr1036フランス語

French-Canadianfr-ca3084フランス語（カナダ）

ドイツ語de1031ドイツ語

ハンガリー語hu1038ハンガリー語

イタリア語it1040イタリア語

日本語ja1041日本語

韓国語ko1042Korean

NorwegianNo1044Norwegian

ポーランド語pl1045ポーランド語

ポルトガル語pt2070ポルトガル語

ロシア語ru1049ロシア語

セルビア語（ラテン）sr2074セルビア語（ラテン）

セルビア語（キリル）src3098セルビア語（キリル）

スペイン語（従来型）es1034スペイン語

スウェーデン語sv1053スウェーデン語

Turkishtr1055Turkish

クライアント IP アドレスのリフレッシュ設定
次の表に、VLANの変更後に IPアドレスをリフレッシュするようにクライアントのパラメータを
設定できる [NAC AnyConnectポスチャプロファイル（NAC AnyConnect Posture Profile）]ページ
のフィールドを示します。このページへのナビゲーションパスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリ
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シー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [クライアントプロビジョニング（Client
Provisioning）] > [リソース（Resources）] > [追加（Add）] > [NACまたは AnyConnectポスチャプ
ロファイル（NAC or AnyConnect Posture Profile）]です。
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使用上のガイド

ライン

モード（Cisco NAC Agent
にのみ該当）

デフォルト値（Default
Value）

フィールド

マージ0、5VLAN検出間隔（VLAN
detection interval）
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使用上のガイド

ライン

モード（Cisco NAC Agent
にのみ該当）

デフォルト値（Default
Value）

フィールド

この設定は、

エージェントが

VLAN変更を
チェックする間

隔です。

Windows NAC
エージェントの

場合、デフォル

ト値は 0です。
デフォルトで

は、認証 VLAN
変更機能へのア

クセスは

Windowsに対し
て無効にされま

す。有効な値の

範囲は 0～ 5秒
です。

Mac OS Xエー
ジェントの場

合、デフォルト

値は 5です。
Mac OS Xのデ
フォルトでは、

認証VLAN変更
機能へのアクセ

スは、
VlanDetectInteval
を 5秒として有
効になっていま

す。有効な範囲

は 5～ 900秒で
す。

0：認証 VLAN
変更機能へのア

クセスは無効化

されます。

1～ 5：エー
ジェントはイン

ターネット制御

メッセージプロ
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使用上のガイド

ライン

モード（Cisco NAC Agent
にのみ該当）

デフォルト値（Default
Value）

フィールド

トコル（ICMP）
またはアドレス

解決プロトコル

（ARP）クエ
リーを 5秒ごと
に送信します。

6～ 900：
ICMP/ARPクエ
リーが x秒ごと
に送信されま

す。

この設定は、

ユーザがログイ

ンしていないと

きでもVLAN検
出を有効または

無効にします。

No：VLAN検出
機能は無効で

す。

Yes：VLAN検
出機能が有効で

す。

マージなしUIなしの VLAN検出の
有効化（Enable VLAN
detection without UI）
（MacOSXクライアント
には適用できません）

インターネット

制御メッセージ

プロトコル

（ICMP）または
アドレス解決プ

ロトコル

（ARP）ポーリ
ングが失敗する

場合、この設定

で、クライアン

ト IPアドレスを
リフレッシュす

る前に x回再試
行するように

エージェントを

設定します。

マージ3再試行検出数（Retry
detection count）
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使用上のガイド

ライン

モード（Cisco NAC Agent
にのみ該当）

デフォルト値（Default
Value）

フィールド

この設定は、ク

ライアント IPア
ドレスの変更を

検出するために

使用する方式を

指定します。

0：ICMPを使用
してポーリング

1：ARPを使用
してポーリング

2：最初に ICMP
を使用し、

（ICMPが失敗
した場合は）

ARPを使用して
ポーリング

マージ[0]

有効な範囲は 0～ 2で
す。

PingまたはARP（Ping or
ARP）

ICMPを使用し
てポーリング

し、指定した時

間内に応答がな

い場合は、ICMP
ポーリングの失

敗を宣言しま

す。

マージ1

有効な値の範囲は 1～ 10
秒です。

pingの最大タイムアウト
（Maximum timeout for
ping）

この設定は、ス

イッチ（または

WLC）が各ス
イッチポートで

クライアントの

ログインセッ

ション用 VLAN
を変更した後に

クライアントマ

シンが IPアドレ
スをリフレッ

シュするかどう

かを指定しま

す。

上書きYes（デフォルト）エージェント IPのリフ
レッシュの有効化

（Enable agent IP refresh）
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使用上のガイド

ライン

モード（Cisco NAC Agent
にのみ該当）

デフォルト値（Default
Value）

フィールド

この設定は、

ネットワーク

DHCPサーバか
らの新しい IPア
ドレスの要求を

試行する前に、

クライアントマ

シンが待機する

ように指定しま

す。

上書き[0]

有効な値の範囲は 0～ 60
秒です。

DHCP更新遅延（DHCP
renew delay）

この設定は、現

在の IPアドレス
をリリースする

前にクライアン

トマシンが待機

するように指定

します。

上書き[0]

有効な値の範囲は 0～ 60
秒です。

DHCPリリース遅延
（DHCP release delay）

パラメータ値は、既存のエージェントプロファイル設定とマージするか、または上書きして、

WindowsおよびMac OS Xクライアントで適切に IPアドレスがリフレッシュされるように設
定します。

（注）

ポスチャプロトコル設定
次の表では、ポスチャプロトコル設定を設定できる [NAC AnyConnectプロファイル（NAC
AnyConnect Profile）]ページのフィールドについて説明します。このページへのナビゲーション
パスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [クライア
ントプロビジョニング（Client Provisioning）] > [リソース（Resources）] > [追加（Add）] > [NAC
エージェントまたはAnyConnectポスチャプロファイル（NACAgent or AnyConnect Posture Profile）]
です。
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使用上のガイドライ

ン

[モード（Mode）]値フィールド

値が Noに設定され
ている場合、検出お

よびネゴシエーショ

ン時の証明書失効リ

スト（CRL）の
チェックがオフにな

ります。

上書き○CRLチェックの許可
（Allow CRL
Checks）（MacOSX
クライアントからは

不可）

この設定で 1つまた
は複数のMACアド
レスを指定すると、

エージェントは、ロ

グインと認証の間、

ネットワーク経由で

不要なMACアドレ
スが送信されること

を防ぐために、これ

らのMACアドレス
を Cisco ISEにアド
バタイズしません。

マージカンマで区切った

MACアドレスを入
力します。たとえ

ば、

AA:BB:CC:DD:EE:FF、
11:22:33:44:55:66

MACアドレス例外
リスト（MAC
Address Exemption
List）（MacOSXク
ライアントからは不

可）

この設定では、レイ

ヤ 3配置でCisco ISE
に接続するために

エージェントが使用

する Discovery Host
のアドレスまたは解

決可能なドメイン名

を指定します。

上書きIPアドレスまたは完
全修飾ドメイン名

（FQDN）を入力し
ます。

DiscoveryHost（Mac
OS Xクライアント
からは不可）
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使用上のガイドライ

ン

[モード（Mode）]値フィールド

Yes：ユーザが [エー
ジェントのプロパ

ティ（agent
Properties）]ダイア
ログボックスの [ホ
ストの検索

（Discovery Host）]
フィールドにカスタ

ム値を指定できま

す。

No：ユーザがクライ
アントマシンの [ホ
ストの検索

（Discovery Host）]
フィールドの値を変

更できません。

上書き○Discovery Hostの有
効化（Enable
Discovery Host）
（Mac OS Xクライ
アントからは不可）

このフィールドは、

関連する Cisco ISE
サーバのカンマ区切

り名から構成されま

す。エージェント

は、このリストの名

前を使用して、Cisco
ISEアクセスポイン
トを許可します。こ

のリストが空の場

合、許可は実行され

ません。いずれの名

前も見つからない場

合、エラーが報告さ

れます。

マージCisco ISEサーバの完
全修飾ドメイン名

（FQDN）をカンマ
で区切って入力しま

す。

サーバ名ルール

（Server Name
Rules）

   Cisco Identity Services Engine 管理者ガイドリリース 2.0
32

クライアントプロビジョニングの設定

ポスチャプロトコル設定



使用上のガイドライ

ン

[モード（Mode）]値フィールド

この設定は、クライ

アントマシンでの

Evolution-Data最適
化接続をサポートし

ています。クライア

ントマシンにアク

ティブなネットワー

クインターフェイス

カードがない場合、

エージェントはシス

テムにダミーの

MACアドレスを作
成します。

マージ—自動生成MACアド
レス（Auto-generated
MAC Address）
（Mac OS Xクライ
アントからは不可）

値を 1よりも大きく
設定すると、エー

ジェントはCisco ISE
からの SWISS UDP
検出応答パケットを

追加の秒数だけ待機

してから、別の検出

パケットを送信しま

す。エージェント

は、このアクション

を実行して、ネット

ワーク遅延による応

答パケットの遅延が

発生していないこと

を確認します。

（SWISSタイムアウ
トは UDP SWISSタ
イムアウトの場合の

み）

マージ1：エージェント
は、設計どおりに

SWISS検出を実行
し、追加の UDP応
答パケット遅延タイ

ムアウト値は使用さ

れません。

SWISSタイムアウト
（SWISS Timeout）
（Mac OS Xクライ
アントからは不可）
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使用上のガイドライ

ン

[モード（Mode）]値フィールド

この設定がYesの場
合、エージェントは

レイヤ 3検出パケッ
トの送信間隔を長く

する機能を無効にし

ます。したがって、

レイヤ 3検出パケッ
トはレイヤ 2パケッ
トと同様に、5秒ご
とに送信され続けま

す。

マージなしL3 SWISS遅延の無
効化（Disable L3
SWISSdelay）（Mac
OS Xクライアント
からは不可）

この設定は、エー

ジェントからの

HTTPS検出が Cisco
ISEからの検出応答
を待機するHTTP検
出タイムアウトを指

定します。指定時間

内に応答がない場合

は、検出プロセスは

タイムアウトになり

ます。

値が 0に設定されて
いる場合、デフォル

トのクライアントマ

シンのオペレーティ

ングシステムのタイ

ムアウト設定が使用

されます。

値が 1または 2に設
定されている場合、

値は自動的に 3に設
定されます。

マージ30（Windowsクライ
アントのデフォル

ト）

有効な範囲は 3秒以
上です。

HTTP検出タイムア
ウト（HTTP
Discovery Timeout）
（Mac OS Xクライ
アントからは不可）
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使用上のガイドライ

ン

[モード（Mode）]値フィールド

この設定は、エー

ジェントからの

HTTP要求が応答を
待機するHTTPタイ
ムアウトを指定しま

す。指定時間内に応

答がないと、要求は

タイムアウトにな

り、検出プロセスは

タイムアウトになり

ます。

値が 0に設定されて
いる場合、デフォル

トのクライアントマ

シンのオペレーティ

ングシステムのタイ

ムアウト設定が使用

されます。

値が 1または 2に設
定されている場合、

値は自動的に 3に設
定されます。

マージ120（Windowsクラ
イアントのデフォル

ト）

有効な範囲は 3秒以
上です。

HTTPタイムアウト
（HTTP Timeout）
（Mac OS Xクライ
アントからは不可）

クライアントログインセッションの基準
Cisco ISEでは、内部ネットワークにユーザがアクセスするときに使用するログインセッションの
タイプを分類する場合に、次のようなさまざまな要素を調べます。

•クライアントマシンのオペレーティングシステムおよびバージョン

•クライアントマシンのブラウザタイプおよびバージョン

•ユーザが属するグループ

•（適用したディクショナリ属性に基づく）条件評価結果

Cisco ISEは、クライアントマシンを分類した後、クライアントプロビジョニングリソースポリ
シーを使用して、適切なエージェントバージョン、アンチウイルスとアンチスパイウェアのベン

ダーサポートに対する最新のコンプライアンスモジュール、および（必要に応じて）正しいエー

ジェントカスタマイズパッケージとプロファイルで、クライアントマシンが設定されているこ

とを確認します。
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クライアントマシン上のエージェントのダウンロードの問題

問題

ユーザの認証と許可の後、クライアントマシンブラウザに「ポリシーが一致しません（no policy
matched）」のエラーメッセージが表示されます。この問題は、認証のクライアントプロビジョ
ニングフェーズ中のユーザセッションに該当します。

考えられる原因

クライアントプロビジョニングポリシーに必要な設定が欠落している可能性があります。

ポスチャエージェントのダウンロードの問題

ポスチャエージェントのインストーラをダウンロードするには、次のものが必要があることに注

意してください。

•エージェントを初めてクライアントマシンにインストールする場合、ユーザはブラウザセッ
ションでActiveXインストーラを許可する必要があります（クライアントプロビジョニング
ダウンロードページでは、この情報の指定を求められます）。

•クライアントマシンには、インターネットアクセスが必要です。

解像度

•クライアントプロビジョニングポリシーが Cisco ISEに存在することを確認します。存在す
る場合は、ポリシー内に定義されているポリシー IDグループ、条件およびエージェントの
タイプを確認します（また、すべてのデフォルト値のプロファイルも含め、[ポリシー
（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [クライアントプロビ
ジョニング（Client Provisioning）] > [リソース（Resources）] > [追加（Add）] > [NACまたは
AnyConnectポスチャプロファイル（NAC or AnyConnect Posture Profile）]で設定されたエー
ジェントプロファイルが存在するかどうかについても確認します）。

•アクセススイッチのポートをバウンスすることにより、クライアントマシンの再認証を試
行します。
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Cisco NAC Agent MSI インストーラを使用したクライアン
トマシンのプロビジョニング

ネットワークとの一致に必要な適切なエージェントプロファイル情報を含むエージェント設定

XMLファイル（NACAgentCFG.xmlという名前）とともに、MSIインストーラをディレクトリ
に、またはMSIインストーラの zipバージョンをクライアントマシン上に置くことができます。

ステップ 1 nacagentsetup-win.msiまたは nacagentsetup-win.zipインストーラファイルをシスコのソフトウェアダウ
ンロードサイト（http://software.cisco.com/download/navigator.html）からダウンロードし、[セキュリティ
（Security）] > [アクセス制御とポリシー（Access Control and Policy）] > [Cisco Identityt Services Engine] >
[Cisco Identity Services Engineソフトウェア（Cisco Identity Services Engine Software）] > [リリース1.x（Release
1.x）]に移動します。

ステップ 2 nacagentsetup-win.msiファイルをクライアントマシン上の特定のディレクトリに置きます（たとえば、
C:\temp\nacagentsetup-win.msi）。

• MSIインストーラを直接クライアントにコピーする場合は、クライアントマシンから Cisco NAC
Agentをインストールする際のインストール元となるディレクトリに、nacagentsetup-win.msiファイ
ルを置きます。

• nacagentsetup-win.zipインストーラを使用する場合は、クライアントマシンから Cisco NACAgentを
インストールする際のインストール元となるディレクトリに、zipファイルの内容を抽出します。

ステップ 3 Agent設定 XMLファイルを、Cisco NAC Agent MSIパッケージと同じディレクトリに置きます。
CiscoISEに接続しない場合は、すでに正常にプロビジョニングされたクライアントからNACAgentCFG.xml
ファイルをコピーできます。ファイルは、C:\Program Files\Cisco\Cisco NAC Agent\NACAgentCFG.xmlにあ
ります。

Agent設定 XMLファイルがMSIインストーラパッケージと同じディレクトリに存在していれば、インス
トールプロセスによって Agent設定 XMLファイルは自動的に適切な Cisco NAC Agentアプリケーション
ディレクトリに置かれるため、エージェントは最初に起動されたとき、正しいレイヤ3ネットワーク上の
場所をポイントすることができます。

ステップ 4 クライアントマシンでコマンドプロンプトを開き、次のように入力してインストールを実行します。
msiexec.exe /i NACAgentSetup-win.msi /qn /l*v c:\temp\agent-install.log

（/qn修飾子は、Cisco NACAgentを完全にサイレントでインストールします。/l*vは、インストールセッ
ションを冗長モードで記録します）

NAC Agentをアンインストールするには、次のコマンドを実行します。
msiexec /x NACAgentSetup-win-<version>.msi /qn

MSIを使用してエージェントの新しいバージョンをインストールする場合、古いバージョンがアンインス
トールされ、上記のコマンドを使用して新しいバージョンがインストールされます。

ステップ 5 Altiris/SMSを使用してMSIインストーラを分散する場合は、エージェントのカスタマイゼーションファ
イルを「%TEMP%/CCAA」ディレクトリの「brand」という名前のサブディレクトリに置きます。Cisco
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NACAgentがクライアントにインストールされるとき、このカスタマイズはAgentに適用されます。カス
タマイズを削除するには、カスタマイズファイルなしのMSIを送信します。

Cisco ISE ポスチャエージェント
エージェントとは、Cisco ISEネットワークにログインしているクライアントマシンに存在するア
プリケーションです。クライアントがネットワークにログインしていない場合でも、エージェン

トは永続的にすることができ（AnyConnect、Cisco NACAgent forWindowsおよびCisco NACAgent
for Mac OS Xと同様）、インストール後もクライアントマシンに残ります。エージェントは一時
的にすることもでき（Cisco NAC Web Agentと同様）、ログインセッション終了後にクライアン
トマシンから削除されます。いずれの場合も、エージェントはネットワークにログインし、適切

なアクセスプロファイルを受け取り、クライアントマシンでポスチャ評価を実行してネットワー

クのコアにアクセスする前にネットワークセキュリティガイドラインに従うようにします。

現在 Cisco NAC Agentおよび Cisco NAC Web Agentは、クライアントプロビジョニングポー
タルおよびネイティブサプリカントプロビジョニングをサポートします。Cisco NAC Web
Agentは、中央Web認証フロー（CWA）をサポートしていますが、Cisco NAC Agentは CWA
をサポートしません。

（注）

ポスチャエージェントの検出要求と Cisco ISE 応答
Cisco ISEは、WindowsおよびMac OS xクライアントでの AnyConnectとレガシー Cisco ISE NAC
エージェントの共存をサポートします。エージェントは、クライアント上のネットワークに変更

があった場合にのみ、ポスチャ検出プローブを開始します。Cisco ISEはクライアントプロビジョ
ニングポリシーに基づいて、クライアントのポスチャ検出プローブに応答し、対応するエージェ

ントが検出応答を取得します。このエージェントが唯一のアクティブエージェントになります。

Cisco ISEでは、クライアントプロビジョニングポリシーに基づいて、次のようにエージェント
ポスチャ検出プローブへの応答が異なります。

•エンドポイントがレガシーエージェント（WindowsおよびMacOS x用のCisco ISENACエー
ジェント）を使用するように設定されている場合、エージェントは検出応答と既存の形式の

文字列「X-perfigo-CAS=FQDN」を受信します。レガシーエージェント用の検出応答が受信
された場合、AnyConnectは検出を停止します。

•エンドポイントが AnyConnectを使用するように設定されている場合、Cisco ISEは別の形式
で応答します。これは、Cisco ISEポリシーサービスノードの FQDNおよび AnyConnect設
定 URLになり、AnyConnectパッケージの場所およびバージョンはクライアントプロビジョ
ニングポリシーに基づきます。AnyConnect用の応答が受信された場合、レガシーエージェ
ントは検出を停止します。
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Web Agent ポスチャの検出要求と Cisco ISE 応答
WebAgentは検出プローブを行いません。WebAgentを使用するようにエンドポイントが設定され
ている場合、Cisco ISEはX-ISE-PDP-WEBAGENT=FQDNの形式を使用して応答します。WebAgent
を使用するようにクライアントプロビジョニングポリシーが設定されている場合、Web Agent検
出応答はクライアントの Cisco NAC Agentを呼び出すために使用されます。

エージェントが「一時的なアクセス」を表示する

問題

管理者とユーザはフルネットワークアクセスを想定していますが、ログインと認証の後にクライ

アントマシンにネットワークへの「一時的なアクセス」が付与されます。

考えられる原因

この問題は、エージェントを使用して接続するクライアントマシンのログインセッションで発生

します。

クライアントで Cisco NAC Agentが動作しているときに、次の状態で問題が発生する可能性があ
ります。

•クライアントマシンのインターフェイスがダウンした場合

•セッションが終了した場合

解像度

ユーザは、ネットワーク接続を確認して再度ログインを試行し（またポスチャ評価を通過し）、

接続の再構築を試みる必要があります。

エージェントがポスチャ評価の開始に失敗する

問題

ユーザに対して「Clean Access Serverが使用できません（Clean access server not available）」とい
うメッセージが表示されます。この問題は、Cisco ISEからのすべてのエージェント認証セッショ
ンに適用されます。

考えられる原因

このエラーは、セッションが終了していること、またはネットワーク上でCisco ISEが到達不可能
となったことのいずれかを意味する場合があります。
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解像度

•ユーザは、ネットワークに再度ログインを試みることができます。

•ユーザは、デフォルトゲートウェイや RADIUSサーバ IPアドレス、またはネットワーク管
理者によって提供された FQDNの pingを試みることができます。

•管理者は、ユーザのネットワークアクセス属性（割り当てられたVLAN、ACL、ルーティン
グ、クライアントでの nslookupコマンドの実行、クライアントマシン DNS接続など）を確
認できます。

AnyConnect
Cisco ISEは、Cisco ISEポスチャ要件の AnyConnectで統合モジュールを使用します。AnyConnect
は、同じエンドポイントのCisco ISENACAgentと共存するポスチャエージェントです。Cisco ISE
のクライアントプロビジョニングポリシー設定に基づいて、一度に 1つのエージェントのみをア
クティブにします。

CiscoAnyConnectはCWAフローでサポートされていません。これは、[ワークセンター（Work
Centers）]の [ゲストアクセス（Guest Access）]> [設定（Configure）] > [ゲストポータル（Guest
Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）] > [ポータルの動作およびフロー
の設定（Portal Behavior and Flow Settings）] > [ゲストデバイスのコンプライアンス設定（Guest
DeviceCompliance Settings）]ページの [ゲストデバイスコンプライアンスが必要（Require guest
device compliance）]フィールドを使用してゲストポータルからプロビジョニングできません。
代わりに、AnyConnectは認証権限に設定されるリダイレクションの結果として、クライアン
トプロビジョニングポータルからプロビジョニングする必要があります。

（注）

AnyConnectエージェントとの統合に Cisco ISEを利用するために、Cisco ISEは次のように動作し
ます。

• AnyConnectのバージョン 4.0および以降のリリースを展開するためのステージングサーバと
して機能します

• Cisco ISEポスチャ要件の AnyConnectポスチャコンポーネントと相互作用します

• AnyConnectプロファイル、カスタマイズ/言語パッケージ、およびWindowsとMac OS Xの
各オペレーティングシステムの OPSWATのライブラリ更新の展開をサポートします

• AnyConnectおよびレガシーエージェントを同時にサポートします
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Cisco NAC Agent XML ファイルのインストールディレクト
リ

CiscoNACAgentがデフォルトの場所にインストールされているシステムでは、.xmlファイルは次
のディレクトリにあります。

• nac_login.xmlファイルは「C:\Program Files\Cisco\Cisco NAC Agent\UI\nac_divs\login」ディレ
クトリにあります。

• nacStrings_xx.xmlファイルで、「xx」はロケールを示します。ファイルの全リストは
「C:\Program Files\Cisco\Cisco NAC Agent\UI\cues_utility」ディレクトリにあります。

エージェントが別の場所にインストールされている場合には、ファイルは「<Agent Installed
path>\Cisco\Cisco NAC Agent\UI\nac_divs\login」および「<Agent Installed path>\Cisco\Cisco NAC
Agent\cues_utility」にあります。

Windows クライアント用 Cisco NAC Agent
Cisco NAC Agentには、クライアントマシンに対して、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 Cisco NAC Agent（読み取り専用クライアントソフトウェア）をダウンロードしてイン
ストールし、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。CiscoNACAgentを使用すると、Windowsの更新またはアンチウイルスやアン
チスパイウェアの定義の更新を実行したり、正規の修復プログラムを起動したり、Cisco ISEサー
バ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、情報や手順を配布したりす
ることができます。

シスコは、最新のWindowsホットフィックスとパッチがWindows XPクライアントにインストー
ルされ、Cisco NAC Agentがセキュアで暗号化された Cisco ISEとの通信を確立できることを確認
することを推奨します（SSL over TCPなど）。

Windows 7 以前のクライアントからの Cisco NAC Agent のアンインス
トール

Cisco NAC AgentはWindowsクライアントの C:\Program Files\Cisco\Cisco NAC Agent\にインス
トールされます。

Agentは、次の方法でアンインストールできます。

• [Cisco NAC Agentのアンインストール（Uninstall Cisco NAC Agent）]デスクトップアイコン
をダブルクリックします。
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• [スタート]メニュー > [Programs] > [シスコ（Cisco Systems）] > [Cisco Clean Access] > [Cisco
NAC Agentのアンインストール（Uninstall Cisco NAC Agent）]に移動します。

• [スタート（Start）]メニュー > [コントロールパネル（Control Panel）] > [プログラムの追加
と削除（Add or Remove Programs）] > [Cisco NAC Agent]に移動し、Cisco NAC Agentをアン
インストールします。

Windows 8 クライアントの Cisco NAC Agent のアンインストール
メトロモードでWindows 8クライアントの Cisco NAC Agentをアンインストールできます。

ステップ 1 メトロモードに切り替えます。

ステップ 2 [Cisco NAC Agent]タイルを右クリックします。

ステップ 3 画面下部にあるオプションから [アンインストール（Un-Install）]を選択します。

ステップ 4 システムが自動的にデスクトップモードに切替わり、[追加/削除（Add/Remove）]コントロールパネルが
開きます。

ステップ 5 [追加/削除（Add/Remove）]コントロールパネルで、次のいずれかの操作を行います。
a) [Cisco NAC Agent]をダブルクリックし、[アンインストール（Uninstall）]をクリックします。
b) [Cisco NAC Agent]を選択し、[アンインストール（Uninstall）]をクリックします。
c) [Cisco NAC Agent]を右クリックし、[アンインストール（Uninstall）]を選択します。

Windows 8 メトロおよびメトロアプリケーションのサポート：Toast
通知

[Toast通知の有効化（Enable Toast Notification）]オプションは、[Cisco NAC Agent]トレイアイコ
ンで使用でき、Windows 8クライアントで関連する通知をユーザに送信できます。
Cisco NAC Agentでは、「修復で障害発生」や「ネットワークアクセスの期限切れ」などのため
にユーザがネットワークアクセスを取得できなかった場合は、エージェントによって「Network
not available, Click "OK" to continue」という Toast通知が表示されます。

詳細を取得するには、toastを選択すると、デスクトップモードにリダイレクトされ、Cisco NAC
Agentダイアログが表示されます。

Toast通知は、ネットワークアクセスを取得するために実行する必要があるすべてのプラス推奨
処置に対して表示されます。次に例を示します。

•ネットワーク受信ポリシーの場合は、「Click Accept to gain network access」という toastが表
示されます。

•エージェント/コンプライアンスモジュールのアップグレードの場合は、「Click OK to
Upgrade/Update」という toastが表示されます。
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•「user logged out」イベントでは、Clean Access Manager（CAM）でログオフの「Auto Close」
オプションが有効でない場合に、Toast通知が表示されます。この toastにより、ユーザがロ
グアウトされており、ネットワークにアクセスするには再度ログインする必要があることが

わかります。

Macintosh クライアント用 Cisco NAC Agent
Cisco NAC OS X Agentにより、Macintoshクライアントマシンはポスチャ評価および修復を実行
できます。

ユーザは Cisco NAC OS X Agent（読み取り専用クライアントソフトウェア）をダウンロードして
インストールし、アンチウイルスおよびアンチスパイウェアの定義の更新をチェックすることが

できます。

Cisco NACOSXAgent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Cisco ISEサーバから取得し、必要なパッケージをチェックし、レポート
を Cisco ISEサーバに返送します。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、エージェントは満たされてい

ない要件ごとに、ユーザにダイアログを表示します。ダイアログにより、クライアントマシンの

要件を満たすための手順および対処法が提供されます。あるいは、指定された要件が満たされな

い場合は、クライアントシステムの修復試行中は制限付きのネットワークアクセスを受け入れる

という選択もできます。

Macintosh クライアントからの Cisco NAC Agent のアンインストール
次のアンインストールスクリプトを実行して、Mac OS XクライアントのCisco NACAgentをアン
インストールできます。

ステップ 1 ナビゲータペインを開き、<local drive ID> > [Applications]に移動します。

ステップ 2 [CCAAgent]アイコンを強調表示して右クリックし、選択メニューを表示します。

ステップ 3 [Show Package Contents]を選択し、[NacUninstall]をダブルクリックして、Mac OS Xで Cisco NAC Agentを
アンインストールします。

Cisco Web Agent
Cisco 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。

ユーザは Cisco Web Agent実行ファイルを起動することができ、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。
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Cisco Web 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 Cisco ISEサーバから取得し、必要なパッケージのホストレジストリ、プロ
セス、アプリケーション、およびサービスをチェックし、レポートをCisco ISEサーバに送信しま
す。クライアントマシン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。ダイアログにより、クライアントマシンの要件を満たすための手順お

よび対処法が提供されます。あるいは、指定された要件が満たされない場合は、ユーザログイン

ロールの要件を満たすようにクライアントシステムの修復試行中は制限付きのネットワークアク

セスを受け入れるという選択もできます。

ActiveXは 32ビット版の Internet Explorerでのみサポートされます。Firefox Webブラウザまた
は 64ビット版の Internet Explorerのバージョンでは、ActiveXをインストールできません。

（注）

Cisco NAC Agent ログ
Cisco NACAgent forWindowsで、[エージェントトレイ（Agent Tray）]アイコンを右クリックし、
[ログパッケージ（LogPackage）]をクリックして、サポートパッケージを実行し、ログを収集し
ます。

Cisco NAC Agent for Cisco NAC OS Xで、[ツール（Tools）]メニューの [エージェント（Agent）]
アイコンを右クリックして、[サポートログの収集（Collect Support Logs）]オプションをクリッ
クして、エージェントのログとサポート情報を収集します。収集された情報は、ZIPファイルと
して提供されます。ユーザは、ファイルの場所とファイル名を選択して、ファイルを保存できま

す。デフォルトでは、ファイルは CiscoSupportReport.zipというファイル名でデスクトップに保存
されます。

エージェントがクラッシュまたはハングした場合は、CCAAgentLogPackager.appを実行してログ
を収集することができます。このファイルは /Applications/CCAAgent.appで入手できます。
[CCAAgent.app]を右クリックして、[パッケージコンテンツの表示（Show Package Contents）]を
選択し、[CCAAgentLogPackager]をダブルクリックして、サポート情報を収集します。

Cisco NAC Agent のエージェントカスタマイズファイル
の作成

エージェントカスタマイズファイルにより、Cisco NAC Agent画面ダイアログのロゴ、フィール
ド、メッセージテキストをカスタマイズして、特定のWindowsクライアントのネットワークア
クセス要件に合致させることができます。
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XMLディスクリプタファイルを含む .zipファイルとしてカスタマイゼーションパッケージを作
成し、カスタマイズされたオプションから成るコンテンツを含む別の .zipファイルを作成するこ
とができます。

ステップ 1 [エージェント（Agent）]画面のカスタマイズパッケージを構成するために必要なファイルを組み合わせ
ます。

•カスタマイズされた nac_login.xmlファイル

• .gifファイルとしてカスタマイズされた企業/会社のロゴ

• 1つ以上のカスタマイズされた nacStrings_xx.xmlファイル

•カスタマイズされた updateFeed.xmlディスクリプタファイル

ステップ 2 完成したファイルを含む「brand-win.zip」と呼ばれる zipファイルを作成します。たとえば、Linuxまたは
UNIX環境で、次を実行します。zip -r brand-win.zip nac_login.xml nac_logo.gif nacStrings_en.xml
nacStrings_cy.xml nacStrings_el.xml

ステップ 3 適切な updateFeed.xmlディスクリプタファイルと上記で作成された .zipファイルを含む「custom.zip」ファ
イルを作成します。たとえば、LinuxまたはUNIX環境で、次を実行します。zip -rcustom.zipupdateFeed.xml
brand-win.zip

ステップ 4 完成した「custom.zip」ファイルを、Cisco ISEにアップロードする場合にアクセスできるローカルマシン
上の場所に保存します。

カスタム nac_login.xml ファイルのテンプレート
nac_login.xmlファイルは、[エージェント（Agent）]画面のカスタマイズパッケージに必要なファ
イルの 1つであり、これにより、[プロパティ（Properties）]ウィンドウなどの [Cisco NAC Agent]
ダイアログに含まれているロゴ、フィールド、およびメッセージテキストをカスタマイズして、

特定のWindowsクライアントのネットワークアクセス要件に合致させることができます。

適切な「nac_login.xml」ファイルを作成して [Cisco NAC Agent]画面に含まれるロゴ、フィール
ド、およびメッセージテキストをカスタマイズするには、次のテンプレートを使用します。

次に、カスタマイズされたファイルの例を示します。

<tr class="nacLoginMiddleSectionContainerInput">
<td colspan="2">
<fieldset width="100%" id="nacLoginCustomAlert"
style="display:block" class="nacLoginAlertBox">
<table width="100%">
<tr>
<td id="nacLoginCustomAlert.img" valign="top" width="32px">
<img src="./cues_icons/Status_warning_icon.png" align="absmiddle"
onload="cuesFixPNG(null,this)"></img>
</td>
<td id="nacLoginCustomAlert.content" class="nacLoginAlertText">
<cues:localize key="login.customalert"/>
</td>
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</tr>
</table>
</fieldset>
</td>
</tr>
<tr id="nacLoginRememberMe" style="visibility:hidden">
<td>
<cues:localize key="cd.nbsp"/>
</td>
<td class="cuesLoginField">
<nobr>
<input type="checkbox" alt="" title="" name="rememberme"
id="rememberme" checked="true"/>
<cues:localize key="login.remember_me"/>
</nobr>
</td>
</tr>

カスタム nacStrings_xx.xml ファイルのテンプレート
これは、[エージェント（Agent）]画面のカスタマイズパッケージに必要なファイルの 1つであ
り、これにより、[プロパティ（Properties）]画面などの [Cisco NACAgent]ダイアログに含まれて
いるロゴ、フィールド、およびメッセージテキストをカスタマイズして、特定のWindowsクライ
アントのネットワークアクセス要件に合致させることができます。

次のテンプレートを使用して、1つ以上の nacStrings_xx.xmlファイルを作成します。ここで、xx
は特定言語の 2文字の IDです。

次に、カスタマイズされた nacStrings_xx.xmlファイルの例を示します。
<cueslookup:appstrings xmlns:cueslookup="http://www.cisco.com/cues/lookup">
<cueslookup:name key="nac.brand.legal_name">Cisco Systems, Inc.</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="nac.brand.full_name">Cisco Systems</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="nac.brand.short_name">Cisco</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="nac.brand.abbreviation">Cisco</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="nac.copyright">Copyright </cueslookup:name>
<cueslookup:name key="nac.copyright.period">2009-2013</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="nac.copyright.arr">All Rights Reserved</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="updateagent.rqst">NAC Agent %1 is available.%br% Do you want to install
this update now?</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="updateagent.rqst.retry">Unable to update NAC Agent. Please try
again.</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="downloadagent.report">Downloading the update of NAC
Agent.</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="downloadagent.packagename.label">Package Name</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="downloadagent.completed.label">Completed</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="downloadagent.completed.value">%1 of %2 bytes</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="downloadagent.speed.label">Speed</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="downloadagent.speed.value">%1 bytes/sec</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="updateopswat.rqst">NAC Agent Posture component version %1 is
available.%br% Do you want to install this update now?</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="updateopswat.rqst.retry">Unable to update NAC Agent Posture component.
Please try again.</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="downloadopswat.report">Downloading the update of NAC Agnet Posture
component.</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="login.productname">Education First Compliance Check</cueslookup:name>

<cueslookup:name key="login.version">Version</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="login.opswatversion">Posture Component Version</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="login.username">Enter your username</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="login.password">Enter your PIN</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="login.remember_me">Remember Me</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="login.server">Server</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="login.customalert">Custom EF package version 2.1.1.1 with EF
Logo</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="login.Too many users using this account">This account is already
active on another device</cueslookup:name>
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<cueslookup:name key="login.differentuser">Login as Different User</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="login.removeoldest">Remove Oldest Login Session</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="menu_devtools">Dev Tools</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="c.sso.ad">Performing Windows Domain automatic login for
NAC</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="c.sso.generic">Unknown authentication type</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="c.sso.macauth">Performing device filter automatic login for
NAC</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="c.sso.vpn">Performing automatic login into NAC environment for remote
user</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="c.title.status.authenticating">Authenticating User</cueslookup:name>

<cueslookup:name key="c.title.status.answeringchallenge">Sending Response</cueslookup:name>

<cueslookup:name key="c.title.status.checking">Checking Requirements</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="c.title.status.checkcomplete">System Check Complete</cueslookup:name>

<cueslookup:name key="c.title.status.loggedin">NAC Process Completed</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="c.title.status.netaccess.none">NAC Process Completed</cueslookup:name>

<cueslookup:name key="c.title.status.netpolicy">Network Usage Policy</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="c.title.status.properties">Agent Properties &#x0026;
Information</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="c.title.status.remediating">Remediating System</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="c.title.status.session.expired">Session has Expired</cueslookup:name>

<cueslookup:name key="c.title.status.update.available">Update Agent</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="c.title.status.update.downloading">Downloading Agent</cueslookup:name>

<cueslookup:name key="c.title.status.update.opswat.available">Update Posture
Component</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="c.title.status.update.opswat.downloading">Downloading Posture
Component</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="scanning">Checking</cueslookup:name>
<!-- <cueslookup:name key="scanningitemcomplete">Finished Checking</cueslookup:name> -->
<cueslookup:name key="ph.about">About</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ph.cancel">Cancel</cueslookup:name>
<!-- <cueslookup:name key="ph.details">Details</cueslookup:name> -->
<cueslookup:name key="ph.logout">Logout</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="title_remediating">Remediating System</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="title_check_conplete">System Check Complete</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="title_full_access_granted">Logged In</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="title_access_denied">Network Access Denied</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="tempNetAccess">Temporary Network Access</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="announcePleaseBePatient">Please be patient while your system is checked
against the network security policy
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.accept">Accept</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.apply">Apply</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.cancel">Cancel</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.continue">Update Later</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.close">Close</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.detailshide">Hide Compliance</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.detailsshow">Show Compliance</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.download">Download</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.guestAccess">Guest Access</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.go2link">Go To Link</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.launch">Launch</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.login">Log In</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.next">Re-Scan</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.ok">OK</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.propertieshide">Hide Properties</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.reject">Reject</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.remediate">Repair</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.rescan">Rescan</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.reset">Reset</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.restrictedNet">Get Restricted NET access This one comes down
from the network</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.savereport">Save Report</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.skip">Skip</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.skipao">Skip All Optional</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.submit">Submit</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="bttn.update">Update</cueslookup:name>
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<cueslookup:name key="cd.days">
days
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="cd.nbsp">
&#xA0;
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="cd.tempNetAccess.counting">
There is approximately %1 left until your temporary network access expires
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="cd.tempNetAccess.expired">
Your Temporary Network Access has Expired!
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="cd.tempNetAccessShort.counting">
%1 left
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="cd.tempNetAccessShort.expired">
Expired!
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="cd.window.counting">
This window will close in %1 secs
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.fullNetAccess">
Full Network Access
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.fullNetAccess.verbose">
Your device conforms with all the security policies for this protected
network
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.fullNetAccessWarn.verbose">
Only optional requirements are failing.
It is recommended that you update your system at
your earliest convenience.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.iprefresh.progress.verbose">
Refreshing IP address. Please Wait...
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.iprefresh.complete.verbose">
Refreshing IP address succeeded.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.vlanchange.progress.verbose">
Connecting to protected Network. Please Wait...
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.guestNetAccess">
Guest Network Access
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.noNetAccess">
Network Access Denied
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.noNetAccess.verbose">
There is at least one mandatory requirement failing.
You are required to update your system before
you can access the network.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.rejectNetPolicy.verbose">
Network Usage Terms and Conditions are rejected. You will not be
allowed to access the network.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.RestrictedNetAccess">
Restricted Network Access granted.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.RestrictedNetAccess.verbose">
You have been granted restricted network access because your device
did not conform with all the security policies for this protected
network and you have opted to defer updating your system. It is recommended
that you update your system at your earliest convenience.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.temporaryNetAccess">
Temporary Network Access
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.temporaryNetAccess.bepatient.verbose">
Please be patient while your system is checked against the network security policy.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.pra.mandatoryfailure">
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Performing Re-assessment
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.pra.mandatoryfailure.verbose">
There is at least one mandatory requirement failing.
You are required to update your system otherwise
your network access will be restricted.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.pra.optionalfailure">
Performing Re-assessment
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.pra.optionalfailure.verbose">
Only optional requirements are failing.
It is recommended that you update your system at
your earliest convenience.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.SessionTimeout">
Logged out
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.SessionTimeout.verbose">
Temporary Access to the network has expired.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.Unauthenticated">
Logged out
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.Unauthenticated.verbose">
&#xA0;
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.status.checkcomplete">
Finished Checking Requirements
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.status.check.inprogress">
Please be patient while we determine if your system is compliant with the security policy
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.status.check.inprogress.01">
Checking %1 out of %2
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.status.netpolicy">
Access to the network requires that you view and accept the following
Network Usage Policy
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.status.netpolicylinktxt">
Network Usage Policy Terms and Conditions
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.status.remediate.inprogress">
Remediating
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.status.remediate.start">
Please Remediate
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.status.remediate.checkinprogress">
Checking for compliance with Requirement
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.table.name">
Name
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.table.location">
Location
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.table.software">
Software
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.table.software.programs">
program(s)
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.table.update">
Update
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.table.locationcode.nochange">
Do not change current setting
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.table.locationcode.notifybeforedownload">
Notify before download
</cueslookup:name>

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイドリリース 2.0    
49

クライアントプロビジョニングの設定

カスタム nacStrings_xx.xml ファイルのテンプレート



<cueslookup:name key="ia.table.locationcode.notifybeforeinstall">
Notify before install
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.table.locationcode.scheduledinstallation">
Download and installation
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.table.locationcode.forcenotifybeforedownload">
Change to notify before download
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.table.locationcode.forcenotifybeforeinstall">
Change to notify before installation
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.table.locationcode.forcescheduledinstall">
Change to download and installation
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.table.description">
Description
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="scs.table.title">
Security Compliance Summary
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="scs.table.header1.scan_rslt">
Scan Result
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="scs.table.header1.pack_name">
Requirement Name
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="scs.table.header1.pack_details">
Requirement Description - Remediation Suggestion
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="scs.table.data.mandatory">
Mandatory
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="scs.table.data.optional">
Optional
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="scs.table.data.pass">
Passed
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.rem_inst_optional_download">
Please download and install the optional software before accessing the network
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.rem_inst_mandatory_download">
Please download and install the required software before accessing the network
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.rem_inst_optional_launch">
Please launch the optional remediation program(s) before accessing the network
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.rem_inst_mandatory_launch">
Please launch the required remediation program(s) before accessing the network
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.rem_inst_optional_opswat_av">
Please update the virus definition file of the specified antivirus software before accessing
the network (optional)
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.rem_inst_mandatory_opswat_av">
Please update the virus definition file of the specified antivirus software before accessing
the network (required)
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.rem_inst_optional_opswat_as">
Please update the spyware definition file of the specified anti-spyware software before
accessing the network (optional)
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.rem_inst_mandatory_opswat_as">
Please update the spyware definition file of the specified anti-spyware software before
accessing the network (required)
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.rem_inst_optional_win_update">
Please download and install the optional windows updates before accessing the network
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.rem_inst_mandatory_win_update">
Please download and install the required windows updates before accessing the network
</cueslookup:name>
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<cueslookup:name key="ia.rem_inst_auto_launch_prog">
Launching Remediation Program(s)...
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.rem_inst_auto_launch_url">
Launching Remediation URL...
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.rem_inst_auto_opswat_av">
Updating Virus Definition...
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.rem_inst_auto_opswat_as">
Updating Spyware Definition...
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.rem_inst_auto_win_update">
Launching Windows auto Update(s)...
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="ia.rem_launch_downloaded_file">
Downloaded at %1. %br% Please open this folder &#x0026; double-click executable file to
install the required software.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="discoveryhost.label">
Discovery Host
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="properties.table.title">
List of Antivirus &#x0026; Anti-Spyware Products Detected by the Agent
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="properties.table.header1.index">
No.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="properties.table.header1.description">
Description
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="properties.table.header1.value">
Value
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="properties.table.data.product_type">
Product Type
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="properties.table.data.product_name">
Product Name
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="properties.table.data.product_version">
Product Version
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="properties.table.data.def_version">
Definition Version
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="properties.table.data.def_date">
Definition Date
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="reboot.mandatory.001">
Mandatory System Reboot Required
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="reboot.optional.001">
You need to reboot your system in order for the changes to take effect.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="rem.error.001">
Unable to remediate particular requirement
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="rem.error.av_access_denied">
The remediation you are attempting is reporting an access denied error. This is usually due
to a privilege issue. Please contact your system administrator.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="rem.error.av_buffer_too_small">
The remediation you are attempting has failed with an internal error. Please contact your
system administrator.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="rem.error.av_elevation_required">
The remediation you are attempting requires elevation. Please contact your system
administrator.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="rem.error.av_failed">
The remediation you are attempting had a failure. If the problem persists contact your
system administrator.
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</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="rem.error.av_internal_error">
The remediation you are attempting has reported an internal error. If this problem persists
please contact your system administrator.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="rem.error.av_not_implemented">
The remediation you are attempting is not implemented for this product. Please contact your
system administrator.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="rem.error.av_not_supported">
The remediation you are attempting is not supported for this product. Please contact your
system administrator.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="rem.error.av_update_faile">
The AV/AS update has failed. Please try again and if this message continues to display
contact your system administrator.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="rem.error.av_update_failed_due_to_network">
The AV/AS update failed due to a networking issue. Please try again and if this message
continues to display contact your system administrator.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="rem.error.av_timeout">
The remediation you are attempting has timed out waiting for the operation to finish. If
this continues please contact your system administrator.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="rem.error.file_dist_size_error">
The size of the downloaded file does not match the package! Please discard downloaded file
and check with your administrator.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="rem.error.file_is_not_signed">
The file that has been requested was not digitally signed. Please try again and if this
message continues to display contact your system administrator.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="rem.error.file_save_location_error">
The location for the file to be saved to can not be written. Please choose a different
location.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="rem.error.http_file_not_found">
The requested file is not found. Please try again and if this problem persists, contact
your system administrator.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="rem.error.launch_file_not_found">
The file that has been requested could not be launched either because it could not be found
or there was a problem launching it. Please contact your system administrator.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="rem.error.malformed_URL">
The file that is trying to be downloaded has an incorrect URL. Please contact your system
administrator.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="rem.error.network_error">
There has been a network error, please try the remediation again. If this message continues
to be seen contact your system administrator.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="rem.error.update_fail_for_non_admin">
The remediation you are trying to do can not be accomplished at your user level. Please
contact your system administrator.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="rem.error.wsus_search_failure">
The WSUS search failed. This is probably due to a network issue. Please try again and if
this message continues to display contact your system administrator.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.generic">
Agent encountered problems logging user
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.255">
Network Error: NAC Server could not establish a secure connection to NAC Manager.
This could be due to one or more of the following reasons:
1) NAC Manager certificate has expired or
2) NAC Manager certificate cannot be trusted or
3) NAC Manager cannot be reached or
4) NAC Manager is not responding
Please report this to your network administrator.
</cueslookup:name>
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<cueslookup:name key="server.error.5000">
Invalid provider name
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5001">
Failed to add user to online list
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5002">
Server communication error
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5003">
Invalid username or password
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5004">
Unknown user
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5005">
Account expired
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5006">
Account currently disabled
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5007">
Exceed quota limit
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5008">
Insufficient Clean Access packages installed
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5009">
Access to network is blocked by the administrator
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5010">
Vulnerabilities not fixed
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5011">
This client version is old and not compatible. Please login from web browser to see the
download link for the new version.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5012">
Network policy is not accepted
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5013">
Invalid switch configuration
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5014">
Too many users using this account
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5015">
Invalid session
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5016">
Null session
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5017">
Invalid user role
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5018">
Invalid login page
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5019">
Encoding failure
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5020">
A security enhancement is required for your Agent. Please upgrade your Agent or contact
your network administrator.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5021">
Can not find server reference
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5022">
User role currently disabled
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5023">
Authentication server is not reachable
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</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.5024">
Agent user operating system is not supported
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.generic_emergency">
The Agent has encountered an unexpected error and is restarting.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.http_error">
Clean Access Server is not available on the network.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.nw_interface_chg">
Authentication interrupted due to network status change. Press OK to retry.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.error.svr_misconfigured">
Clean Access Server is not properly configured.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="server.clarification.generic_emergency">
Please contact your administrator if the problem persists.
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="announce.savingreport">
Saving Report
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="announce.savingreport.failed">
Unable to save report
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="announce.cancelremediationack">
Clicking Cancel may change your network connectivity and interrupt download or required
updates.<p> Do you want to continue?</p>
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="announce.dismiss.default">
Dismiss to continue
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="announce.logoutconfirm">
Successfully logged out from the network!
</cueslookup:name>
</cueslookup:appstrings>

カスタマイズしたテキストに使用できる文字数に制限はありません。ただし、カスタマイズさ

れたログイン画面がクライアント上に表示された場合に、あまり大きな領域を必要としないよ

うに長さを制限することをシスコは推奨します。

（注）

拡張 nacStrings_xx.xml ファイルのサンプル
<cueslookup:name key="dp.status.fullNetAccess">Full Network Access</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.fullNetAccess.verbose">Your device conforms with all the
security policies for this protected network</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.fullNetAccessWarn.verbose">Only optional requirements are
failing. It is recommended that you update your system at your earliest
convenience.</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.iprefresh.progress.verbose">Refreshing IP address. Please
Wait ...</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.iprefresh.complete.verbose">Refreshing IP address
succeeded.</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.vlanchange.progress.verbose">Connecting to protected Network.
Please Wait ...</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.guestNetAccess">Guest Network Access</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.noNetAccess">Network Access Denied</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.noNetAccess.verbose">There is at least one mandatory
requirement failing. You are required to update your system before you can access the
network.
</cueslookup:name><cueslookup:name key="dp.status.rejectNetPolicy.verbose">Network Usage
Terms and Conditions are rejected. You will not be allowed to access the
network.</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.RestrictedNetAccess">Restricted Network Access
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granted.</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.RestrictedNetAccess.verbose">You have been granted restricted
network access because your device did not conform with all the security policies for this
protected network and you have opted to defer updating your system. It is recommended that
you update your system at your earliest convenience.</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.temporaryNetAccess">Temporary Network Access</cueslookup:name>

<cueslookup:name key="dp.status.temporaryNetAccess.bepatient.verbose">Please be patient
while your system is checked against the network security policy.</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.pra.mandatoryfailure">Performing
Re-assessment</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.pra.mandatoryfailure.verbose">There is at least one mandatory
requirement failing. You are required to update your system otherwise your network access
will be restricted.</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.pra.optionalfailure">Performing
Re-assessment</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.pra.optionalfailure.verbose">Only optional requirements are
failing. It is recommended that you update your system at your earliest
convenience.</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.SessionTimeout">Logged out</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.SessionTimeout.verbose">Temporary Access to the network has
expired.</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.Unauthenticated">Logged out</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.Unauthenticated.verbose"> </cueslookup:name>

UpdateFeed.xml ディスクリプタファイルのテンプレート
これは、[エージェント（Agent）]画面のカスタマイズパッケージに必要なファイルの 1つであ
り、これにより、[プロパティ（Properties）]画面などの [Cisco NACAgent]ダイアログに含まれて
いるロゴ、フィールド、およびメッセージテキストをカスタマイズして、特定のWindowsクライ
アントのネットワークアクセス要件に合致させることができます。

[エージェント（Agent）]画面のカスタマイズパッケージを完了する前、適切な updateFeed.xml
XMLディスクリプタファイルを構築する必要があります。カスタマイゼーションパッケージに
必要な updateFeed.xmlディスクリプタファイルのセットアップには、次の例をテンプレートとし
て使用します。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:update="http://www.cisco.com/cpm/update/1.0">

<title>Provisioning Update</title>
<updated>2011-12-21T12:00:00Z</updated>
<id>https://www.cisco.com/web/secure/pmbu/provisioning-update.xml</id>
<author>
<name>Cisco Support</name>
<email>support@cisco.com</email>
</author>
<!-- Custom Branding -->
<entry>
<id>http://foo.foo.com/foo/AgentCustomizationPackage/1/1/1/7</id>
<title>Agent Customization Package</title>
<updated>2010-06-07T12:00:00Z</updated>
<summary>This is EF Agent Customization Package 1.1.1.7</summary>
<link rel="enclosure" type="application/zip" href="brand-win.zip" length="18884" />
<update:type>AgentCustomizationPackage</update:type>
<update:version>1.1.1.7</update:version>
<update:os>WINDOWS_ALL</update:os>
</entry>
</feed>

updateFeed.xmlディスクリプタファイルを作成する際は、次の点に注意してください。

• <update:os>：Cisco NACAgentでサポートされているすべてのWindows OSバージョンを含め
るには、常にこの属性を「WINDOWS_ALL」に設定する必要があります。Cisco NAC Agent
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でサポートされているWindowsOSバージョンのリストについては、『Support Information for
Cisco NAC Appliance Agents』を参照してください。

• <update:version>：これは、アップグレード対象のエージェントカスタマイズパッケージを
参照します。この値は、4桁の <n.n.n.n>にする必要があり、現在インストールされている
パッケージバージョンよりも大きな値にする必要があります。

• <id>：この IDは任意の文字にすることができますが、エージェントカスタマイズパッケー
ジごとに一意である必要があります。

プロファイル作成機能を使用して生成された XML ファイルの例

<?xml version="1.0" ?>
<cfg>

<VlanDetectInterval>0</VlanDetectInterval>
<RetryDetection>3</RetryDetection>
<PingArp>0</PingArp>
<PingMaxTimeout>1</PingMaxTimeout>
<EnableVlanDetectWithoutUI>0</EnableVlanDetectWithoutUI>
<SignatureCheck>0</SignatureCheck>
<DisableExit>0</DisableExit>
<PostureReportFilter>displayFailed</PostureReportFilter>
<BypassSummaryScreen>1</BypassSummaryScreen>
<LogFileSize>5</LogFileSize>
<DiscoveryHost></DiscoveryHost>
<DiscoveryHostEditable>1</DiscoveryHostEditable>
<Locale>default</Locale>
<AccessibilityMode>0</AccessibilityMode>
<SwissTimeout>1</SwissTimeout>
<HttpDiscoveryTimeout>30</HttpDiscoveryTimeout>
<HttpTimeout>120</HttpTimeout>
<ExceptionMACList></ExceptionMACList>
<GeneratedMAC></GeneratedMAC>
<AllowCRLChecks>1</AllowCRLChecks>
<DisableL3SwissDelay>0</DisableL3SwissDelay>
<ServerNameRules></ServerNameRules>

</cfg>

このファイルには、2つの静的（つまり、ユーザまたは Cisco ISE管理者が編集できない）
「AgentCfgVersion」パラメータおよび「AgentBrandVersion」パラメータも含まれています。こ
れらのパラメータは、クライアントでエージェントプロファイルおよびエージェントカスタ

マイズファイルの現在のバージョンをそれぞれ識別するために使用されます。

（注）

クライアントプロビジョニングリソースポリシーの設

定
クライアントの場合、どのユーザがリソース（エージェント、エージェントコンプライアンスモ

ジュール、エージェントカスタマイズパッケージ/プロファイル）のどのバージョン（または複
数のバージョン）をログイン時およびユーザセッション開始時に Cisco ISEから受信するかは、
クライアントプロビジョニングリソースポリシーによって決定されます。
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AnyConnectの場合、クライアントプロビジョニングリソースページからリソースを選択し、ク
ライアントプロビジョニングポリシーページで使用できる AnyConnect設定を作成することがで
きます。AnyConnect設定は、AnyConnectソフトウェアとそのさまざまなコンフィギュレーション
ファイルとの関連付けであり、これらのファイルには、WindowsおよびMac OS Xクライアント
の AnyConnectバイナリパッケージ、コンプライアンスモジュール、モジュールプロファイル、
AnyConnectのカスタマイズおよび言語パッケージなどがあります。

Cisco ISE NACエージェントの場合、クライアントプロビジョニングポリシーページからリソー
スを選択できます。

はじめる前に

•有効なクライアントプロビジョニングリソースポリシーを作成する前に、Cisco ISEにリ
ソースを追加したことを確認します。エージェントコンプライアンスモジュールをダウン

ロードすると、システムで使用している既存のモジュールがあれば常にそれが上書きされま

す。

•クライアントプロビジョニングポリシーで使用されているネイティブのサプリカントプロ
ファイルをチェックして、ワイヤレス SSIDが正しいことを確認します。iOSデバイスの場
合、接続対象ネットワークが非表示の場合は、[iOSの設定（iOS Settings）]エリアで [ター
ゲットネットワークが非表示になっている場合に有効にする（Enable if targetnetwork ishidden）]
チェックボックスをオンにします。

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [クライアントプロビジョニング（Client Provisioning）]を選択します。

ステップ 2 動作のドロップダウンリストから [有効（Enable）]、[無効（Disable）]、または [モニタ（Monitor）]を選
択します。

• [有効（Enable）]：ユーザがネットワークにログインし、クライアントプロビジョニングポリシーの
ガイドラインに従っている場合に、Cisco ISEがこのポリシーを使用して、クライアントプロビジョ
ニング機能を果たすようにします。

• [無効（Disable）]：Cisco ISEは、指定されたリソースポリシーを使用せずにクライアントプロビジョ
ニング機能を果たします。

• [モニタ（Monitor）]：ポリシーを無効にし、クライアントプロビジョニングセッション要求を監視
し、Cisco ISEが [モニタ対象（Monitored）]のポリシーに基づいて起動しようとした回数を確認しま
す。

ステップ 3 [ルール名（Rule Name）]テキストボックスに、新しいリソースポリシーの名前を入力します。

ステップ 4 Cisco ISEにログインするユーザが属する IDグループを 1つ以上指定します。
設定した既存の IDグループのリストから、あらゆる IDタイプを指定することも、1つ以上のグループを
選択することもできます。

ステップ 5 [オペレーティングシステム（Operating Systems）]フィールドを使用して、ユーザがCisco ISEにログイン
する際に使用するクライアントマシンまたはデバイスで動作している 1つ以上のオペレーティングシス
テムを指定します。
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[Android]、[Mac iOS]、[Mac OS X]などの単一のオペレーティングシステムや、[Windows XP（すべて）
（Windows XP (All)）]や [Windows 7（すべて）（Windows 7 (All)）]など、複数のクライアントマシンオ
ペレーティングシステムに対応する包括的なオペレーティングシステムの指定を選択できます。

ステップ 6 [その他の条件（OtherConditions）]フィールドで、この特定のリソースポリシー用に作成する新しい式を
指定します。

ステップ 7 クライアントマシンの場合は、[エージェント設定（Agent Configuration）]を使用して、クライアントマ
シンで利用可能にし、プロビジョニングするエージェントタイプ、コンプライアンスモジュール、エー

ジェントカスタマイズパッケージ/プロファイルを指定します。
クライアントマシンで NACエージェントがポップアップできるようにするには、クライアントプロビ
ジョニングの URLを許可ポリシーに含める必要があります。これにより、ランダムなクライアントから
の要求が回避され、適切なリダイレクト URLを持つクライアントのみがポスチャ評価を要求できるよう
になります。

ステップ 8 [保存（Save）]をクリックします。

次の作業

1つ以上のクライアントプロビジョニングリソースポリシーを正常に設定したら、ログイン中に
クライアントマシンのポスチャ評価を実行するように Cisco ISEの設定を開始できます。

クライアントプロビジョニングポリシーの Cisco ISE ポスチャエー
ジェントの設定

クライアントマシンについて、どのエージェントタイプ、コンプライアンスモジュール、エー

ジェントカスタマイズパッケージ/プロファイルを、ユーザがクライアントマシンにダウンロー
ドおよびインストールできるように準備するかを設定します。

はじめる前に

Cisco ISEの AnyConnectおよび Cisco ISE NACのクライアントプロビジョニングリソースを追加
している必要があります。

ステップ 1 [エージェント（Agent）]ドロップダウンリストから使用可能なエージェントを選択し、ここで定義した
エージェントのアップグレード（ダウンロード）がクライアントマシンに対して必須かどうかを、[アッ
プグレードは必須か（IsUpgradeMandatory）]オプションを必要に応じて有効または無効にすることによっ
て指定します。

[アップグレードは必須か（Is Upgrade Mandatory）]設定は、エージェントのダウンロードにのみ適用さ
れます。Agentプロファイル、コンプライアンスモジュール、およびAgentカスタマイズパッケージの更
新は常に必須です。
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ステップ 2 [プロファイル（Profile）]ドロップダウンリストから既存のエージェントプロファイルを選択します。

ステップ 3 [コンプライアンスモジュール（Compliance Module）]ドロップダウンリストを使用して使用可能なコン
プライアンスモジュールを選択し、クライアントマシンにダウンロードします。

ステップ 4 [エージェントカスタマイズパッケージ（AgentCustomizationPackage）]ドロップダウンリストから、クラ
イアントマシンに使用可能なエージェントカスタマイズパッケージを選択します。

パーソナルデバイスのネイティブサプリカントの設定

従業員は、Windows、Mac OS、iOS、および Androidデバイスで使用可能なネイティブサプリカ
ントを使用して、ネットワークに自分のパーソナルデバイスを直接接続できます。パーソナルデ

バイスに関して、登録されているパーソナルデバイスで使用可能にし、プロビジョニングするネ

イティブサプリカントの設定を指定します。

はじめる前に

ユーザがログインするとき、そのユーザの許可要件と関連付けるプロファイルに基づいて、Cisco
ISEが、ユーザのパーソナルデバイスを設定するために必要なサプリカントプロビジョニング
ウィザードを提供して、ネットワークにアクセスするように、ネイティブサプリカントプロファ

イルを作成します。

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [クライアントプロビジョニング（Client Provisioning）]を選択します。

ステップ 2 動作のドロップダウンリストから [有効（Enable）]、[無効（Disable）]、または [モニタ（Monitor）]を選
択します。

ステップ 3 [ルール名（Rule Name）]テキストボックスに、新しいリソースポリシーの名前を入力します。

ステップ 4 次を指定します。

• [IDグループ（IdentityGroups）]フィールドを使用して、Cisco ISEにログインするユーザが属する ID
グループを 1つ以上指定します。

• [オペレーティングシステム（Operating System）]フィールドを使用して、ユーザが Cisco ISEにログ
インする際に使用するパーソナルデバイスで動作している 1つ以上のオペレーティングシステムを
指定します。

• [その他の条件（OtherConditions）]フィールドを使用して、この特定のリソースポリシー用に作成す
る新しい式を指定します。
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ステップ 5 パーソナルデバイスの場合、[ネイティブサプリカントの設定（Native Supplicant Configuration）]を使用
し、特定の構成ウィザードを選択して、パーソナルデバイスに配信します。

ステップ 6 指定されたパーソナルデバイスタイプに適用可能な [ウィザードプロファイル（Wizard Profile）]を指定
します。

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。

クライアントプロビジョニングレポート
Cisco ISEのモニタリングおよびトラブルシューティング機能にアクセスし、ユーザログインセッ
ションの成功または失敗の全体のトレンドをチェックし、特定の期間にネットワークにログイン

したクライアントマシンの数およびタイプに関する統計情報を収集し、また、クライアントプロ

ビジョニングリソースでの最近の設定変更をチェックすることができます。

クライアントプロビジョニングの要求

[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [ISEレポート（ISE Reports）] > [エンドポイントお
よびユーザ（Endpoints and Users）] > [クライアントプロビジョニング（Client Provisioning）]レ
ポートには、クライアントプロビジョニング要求の成功および失敗に関する統計情報が表示され

ます。[実行（Run）]を選択していずれかのプリセット期間を指定すると、Cisco ISEによってデー
タベースが調べられ、生成されたクライアントプロビジョニングデータが表示されます。

サプリカントプロビジョニングの要求

[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [ISEレポート（ISE Reports）] > [エンドポイントお
よびユーザ（Endpoints and Users）] > [サプリカントプロビジョニング（Supplicant Provisioning）]
ウィンドウには、最近の成功および失敗したユーザデバイス登録およびサプリカントプロビジョ

ニング要求に関する情報が表示されます。[実行（Run）]を選択していずれかのプリセット期間を
指定すると、Cisco ISEによってデータベースが調べられ、生成されたサプリカントプロビジョニ
ングデータが表示されます。

サプリカントプロビジョニングレポートは、特定の期間にデバイス登録ポータルから登録された

エンドポイントのリストに関する情報が提供されます。これには、ログイン日時、ID（ユーザ
ID）、IPアドレス、MACアドレス（エンドポイント ID）、サーバプロファイル、エンドポイン
トオペレーティングシステム、SPWバージョン、障害理由（ある場合）、登録のステータスな
どのデータが含まれます。

クライアントプロビジョニングイベントログ
クライアントの動作の問題の診断に役立つイベントログエントリを検索できます。たとえば、

ネットワーク上のクライアントマシンがログイン時にクライアントプロビジョニングリソース

の更新を取得できないという問題の原因を特定する必要がある場合があります。ポスチャおよび

   Cisco Identity Services Engine 管理者ガイドリリース 2.0
60

クライアントプロビジョニングの設定

クライアントプロビジョニングレポート



クライアントプロビジョニングの監査、ポスチャおよびクライアントプロビジョニングの診断の

ロギングエントリを使用できます。
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