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システム管理

展開設定

[展開ノード（Deployment Nodes）]ページを使用すると、Cisco ISE（管理、ポリシーサービス、
およびモニタリング）ノードを設定し、展開を設定することができます。

展開のノードリストページ

次の表に、展開内のCiscoISEノードを設定するために使用できる [展開のノードリスト（Deployment
Nodes List）]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、[管理
（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）]です。

使用上のガイドラインフィールド

ノードのホスト名を表示します。ホストネーム

ノードタイプを表示します。次のいずれかを設定できます。

• Cisco ISE（管理、ポリシーサービス、およびモニタリング）ノード

ノードタイプ

（Node Type）
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使用上のガイドラインフィールド

（ノードタイプが Cisco ISEの場合にのみ表示）Cisco ISEノードが担当してき
たペルソナがリストされます。[管理（Administration）]、[ポリシーサービス
（Policy Service）]などがあります。

ペルソナ

（Personas）

このノードで管理ペルソナまたはモニタリングペルソナが有効になっている場

合、これらのペルソナが担当しているロール（プライマリ、セカンダリ、また

はスタンドアロン）が示されます。ロールは、次のうちの1つまたは複数にで
きます。

• [PRI(A)]：プライマリ管理ノード（PAN）を意味します

• [SEC(A)]：セカンダリ管理ノードを意味します

• [PRI(M)]：プライマリモニタリングノードを意味します

• [SEC(M)]：セカンダリモニタリングノードを意味します

[役割（Role）]

（ポリシーサービスペルソナが有効な場合にのみ表示）このCisco ISEノード
で実行されているサービスがリストされます。サービスは次のいずれか1つと
なります。

•セッション（Session）

•プロファイリング

•すべて（All）

サービス

データレプリケーション用の展開内の各 ISEノードのステータスを示します。

• [緑（接続）（Green (Connected)）]：すでに展開に登録されている ISEノー
ドが PANと同期していることを示します。

• [赤（切断）]：ISEノードに到達できないか、ISEノードがダウンしてい
るか、またはデータレプリケーションが行われていないことを示します。

• [オレンジ（進行中）（Orange (In Progress)）]：ISEノードが PANに新規
に登録されているか、手動同期操作を実行したか、または ISEノードが
PANと同期していないことを示します。

詳細については、[ノードステータス（Node Status）]カラムで各 ISEノードの
クイックビューアイコンをクリックします。

ノードステータ

ス（Node
Status）

ノードの一般設定

次の表では、[ノードの一般設定（General Node Settings）]ページのフィールドについて説明しま
す。これらのフィールドを使用して、展開を設定し、各ノード上で実行するサービスを設定でき
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ます。このタブのナビゲーションパスは、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [展
開（Deployment）] > [ISEノード（ISE Node）] > [編集（Edit）] > [一般設定（General Settings）]で
す。

表 1：ノードの一般設定

使用上のガイドラインフィールド

Cisco ISEノードのホスト名を表示します。ホストネーム

Cisco ISEノードの完全修飾ドメイン名を表示します。たとえば、ise1.cisco.com
などです。

[FQDN]

Cisco ISEノードの IPアドレスを表示します。[IPアドレス（IP
Address）]

ノードタイプを表示します。ノードタイプ

（Node Type）

ペルソナ（Personas）

Cisco ISEノードに管理ペルソナを担当させる場合は、このチェックボックス
をオンにします。管理ペルソナは、管理サービスを提供するようライセンスさ

れているノードでのみ有効にできます。

ロール（Role）：管理ペルソナが展開で担当しているロールを表示します。[ス
タンドアロン（Standalone）]、[プライマリ（Primary）]、[セカンダリ
（Secondary）]のいずれかの値になります。

プライマリにする（MakePrimary）：ノードをプライマリCisco ISEノードにす
る場合にこのボタンをクリックします。展開では 1つのプライマリ Cisco ISE
ノードのみを使用できます。このページのその他のオプションは、ノードをプ

ライマリにした後にのみアクティブになります。展開では2つの管理ノードの
みを使用できます。ノードにスタンドアロンロールが割り当てられている場

合、[プライマリにする（MakePrimary）]ボタンがノードの横に表示されます。
ノードにセカンダリロールが割り当てられている場合、[プライマリに昇格
（Promote to Primary）]ボタンがノードの横に表示されます。ノードにプライ
マリロールがあり、そのノードを使用して登録されている他のノードがない場

合は、ノードの横に [スタンドアロンにする（MakeStandalone）]ボタンが表示
されます。このボタンをクリックすると、プライマリノードをスタンドアロン

ノードにすることができます。

管理

（Administration）
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使用上のガイドラインフィールド

Cisco ISEノードにモニタリングペルソナを担当させ、ログコレクタとして機
能させる場合は、このチェックボックスをオンにします。分散展開内にモニタ

リングノードが少なくとも 1つ存在する必要があります。PANの設定時に、
モニタリングペルソナを有効にする必要があります。展開内のセカンダリモ

ニタリングノードを登録した後、必要に応じて PANを編集したり、モニタリ
ングペルソナを無効にしたりできます。VMwareプラットフォームでCisco ISE
ノードをログコレクタとして設定するには、次のガイドラインに従って最低限

必要なディスク領域を決定します。1日あたりネットワーク内のエンドポイン
ト 1つにつき 180 KB、1日あたりネットワーク内の Cisco ISEノード 1つにつ
き 2.5 MBとなります。

モニタリングノードに何ヵ月分のデータを格納するかに応じて、必要な最大

ディスク領域を計算します。展開にモニタリングノードが 1つしかない場合
は、スタンドアロンロールを担当します。展開に 2つのモニタリングノード
がある場合は、Cisco ISEに、プライマリ-セカンダリロールを設定する他のモ
ニタリングノードの名前が表示されます。これらのロールを設定するには、次

のいずれかを選択します。

•プライマリ（Primary）：現在のノードをプライマリモニタリングノード
にする場合。

•セカンダリ（Secondary）：現在のノードをセカンダリモニタリングノー
ドにする場合。

•なし（None）：モニタリングノードにプライマリ/セカンダリロールを担
当させない場合。

モニタリングノードの1つをプライマリまたはセカンダリとして設定すると、
もう一方のモニタリングノードが自動的にそれぞれセカンダリノードまたは

プライマリノードになります。プライマリモニタリングノードおよびセカン

ダリモニタリングノードは、管理ログおよびポリシーサービスログを受信し

ます。1つのモニタリングノードのロールを [なし（None）]に変更した場合、
他方のモニタリングノードのロールも同様に [なし（None）]になり、それに
よって高可用性ペアがキャンセルされます。モニタリングノードとしてノード

を指定すると、そのノードが [管理（Administration）] > [システム（System）]
> [ロギング（Logging）] > [リモートロギングターゲット（Remote Logging
Targets）]ページで syslogターゲットとして表示されます。

モニタリング

（Monitoring）
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使用上のガイドラインフィールド

ポリシーサービ

ス（Policy
Service）
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使用上のガイドラインフィールド

次のサービスの1つまたはすべてを有効にするには、このチェックボックスを
オンにします。

•セッションサービスの有効化（Enable Session Services）：ネットワークア
クセスサービス、ポスチャサービス、ゲストサービス、およびクライア

ントプロビジョニングサービスを有効にするには、このチェックボック

スをオンにします。このポリシーサービスノードが属するグループを、

[ノードをノードグループに含める（Include Node in Node Group）]ドロッ
プダウンリストから選択します。

そのポリシーサービスノードをグループに含めない場合は、[<なし>
（<none>）]を選択します。

同じノードグループ内のすべてのノードが、ネットワークアクセスデバ

イス（NAD）で RADIUSクライアントとして設定され、CoAの許可を得
る必要があります。これは、それらすべてのノードで、ノードグループ

内の任意のノードを介して確立されたセッションに関する CoA要求を発
行できるためです。ロードバランサを使用していない場合、ノードグルー

プ内のノードは、NADで設定されている RADIUSサーバおよびクライア
ントと同じであるか、またはこれらのサブセットである必要があります。

これらのノードは RADIUSサーバとしても設定できます。

多数の ISEノード（RADIUSサーバおよび動的許可クライアントとして）
を持つ単一の NADを設定できますが、すべてのノードが同じノードグ
ループに属している必要はありません。

ノードグループのメンバーは、ギガビットイーサネットなどの高速LAN
接続を使用して相互に接続する必要があります。ノードグループのメン

バーは L2隣接関係である必要はありませんが、十分な帯域幅と到達可能
性を確保するには L2隣接関係が強く推奨されます。詳細については、ポ
リシーサービスノードグループの作成を参照してください。

•プロファイリングサービスの有効化（Enable Profiling Service）：プロファ
イラサービスを有効にするには、このチェックボックスをオンにします。

プロファイリングサービスを有効にする場合は、[Profiling Configuration
（プロファイリング設定）]タブをクリックし、必要に応じて詳細を入力
する必要があります。ポリシーサービスノードで実行されるサービスを

有効または無効にしたり、このノードを変更したりする場合は、そのサー

ビスが実行されるアプリケーションサーバプロセスを再起動します。こ

れらのサービスが再起動されるまで遅延が発生します。ノードでアプリ

ケーションサーバがいつ再起動したかを確認するには、CLIで show
application status iseコマンドを使用します。

• SXPサービスの有効化（Enable SXP Service）：ノードで SXPサービスを
イネーブルにするには、このチェックボックスをオンにします。また、

SXPサービスに使用するインターフェイスを指定する必要があります。

•
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使用上のガイドラインフィールド

デバイス管理サービスの有効化（EnableDeviceAdmin Service）：TACACS
ポリシーセット、ポリシー結果などを作成し、ネットワークデバイスの

設定を制御および監査するには、このチェックボックスをオンにします。

pxGridサービスを有効にするには、このチェックボックスをオンにします。
Cisco pxGridは、Cisco ISEセッションディレクトリから Cisco Adaptive Security
Appliance（ASA）などの他のポリシーネットワークシステムへコンテキスト
依存情報を共有するために使用されます。pxGridフレームワークは、ポリシー
データや設定データをノード間で交換するためにも使用できます（たとえば、

ISEとサードパーティベンダー間でのタグやポリシーオブジェクトの共有）。
また、脅威情報など、非 ISE関連情報の交換用にも使用できます。

pxGrid

プロファイリングノードの設定

次の表では、プロファイラサービスのプローブの設定に使用できる [プロファイリング設定
（ProfilingConfiguration）]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、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）] > [ISEノード
（ISE Node）] > [編集（Edit）] > [プロファイリング設定（Profiling Configuration）]です。

表 2：プロファイリングノードの設定

使用上のガイドラインフィールド

ルータから送信された NetFlowパケットを受信および解析するために、ポリ
シーサービスペルソナを担当した Cisco ISEノードごとにNetFlowを有効にす
る場合は、このチェックボックスをオンにします。次のオプションを選択しま

す。

• [インターフェイス（Interface）]：ISEノード上のインターフェイスを選択
します。

• [ポート（Port）]：NetFlowエクスポートがルータから受信した NetFlow
リスナーポート番号を入力します。デフォルトポートは 9996です。

NetFlow
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使用上のガイドラインフィールド

IPヘルパーから DHCPパケットをリッスンするために、ポリシーサービスペ
ルソナを担当した Cisco ISEノードごとに DHCPを有効にする場合は、この
チェックボックスをオンにします。次のオプションを選択します。[ポート
（Port）]：DHCPサーバの UDPポート番号を入力します。デフォルトポート
は 67です。

• [インターフェイス（Interface）]：ISEノード上のインターフェイスを選択
します。

• [ポート（Port）]：DHCPサーバのUDPポート番号を入力します。デフォ
ルトポートは 67です。

DHCP

DHCPパケットを収集するために、ポリシーサービスペルソナを担当した
Cisco ISEノードごとにDHCPSPANを有効にする場合は、このチェックボック
スをオンにします。

• [インターフェイス（Interface）]：ISEノード上のインターフェイスを選択
します。

DHCP SPAN

HTTPパケットを受信および解析するために、ポリシーサービスペルソナを担
当した Cisco ISEノードごとに HTTPを有効にする場合は、このチェックボッ
クスをオンにします。

• [インターフェイス（Interface）]：ISEノード上のインターフェイスを選択
します。

HTTP

IOSセンサー対応デバイスから RADIUSセッション属性、さらに CDP属性と
LLDP属性を収集するために、ポリシーサービスペルソナを担当した ISEノー
ドごとに RADIUSを有効にする場合は、このチェックボックスをオンにしま
す。

RADIUS

NMAPプローブをイネーブルにするには、このボックスをオンにします。

このパネルでサブネットの手動スキャンを実行することもできます。

ネットワークス

キャン

（NMAP）
（Network Scan
(NMAP)）
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使用上のガイドラインフィールド

FQDNのDNSルックアップを実行するために、ポリシーサービスペルソナを
担当した ISEノードごとに DNSを有効にする場合は、このチェックボックス
をオンにします。秒単位でタイムアウト時間を入力します。

DNSプローブを分散展開内の特定のCisco ISEノードで動作させるに
は、DHCP、DHCP SPAN、HTTP、RADIUS、SNMPのいずれかのプ
ローブを有効にする必要があります。DNSルックアップの場合、上
記のいずれかのプローブをDNSプローブとともに起動する必要があ
ります。

（注）

DNS

指定した間隔でネットワークデバイスをポーリングするために、ポリシーサー

ビスペルソナを担当した ISEノードごとに SNMPクエリーを有効にする場合
は、このチェックボックスをオンにします。[再試行（Retries）]、[タイムアウ
ト（Timeout）]、[イベントタイムアウト（Event Timeout）]、任意の [説明
（Description）]の各フィールドに値を入力します。

SNMPクエリープローブの設定に加えて、[管理（Administration）]
> [ネットワークリソース（Network Resources）] > [ネットワークデ
バイス（NetworkDevices）]の場所にある他のSNMP設定も行う必要
があります。ネットワークデバイスで SNMP設定を行う場合は、
ネットワークデバイスでシスコデバイスプロトコル（CDP）および
Link Layer Discovery Protocol（LLDP）をグローバルに有効にしてい
ることを確認します。

（注）

SNMPクエリ
（SNMP
Query）

ネットワークデバイスから linkUp、linkDown、MAC通知トラップを受信する
ために、ポリシーサービスペルソナを担当した ISEノードごとにSNMPトラッ
ププローブを有効にする場合は、このチェックボックスをオンにします。次の

いずれかを選択します。

• [リンクトラップクエリー（Link Trap Query）]：SNMPトラップを介して
受信する linkup通知と linkdown通知を受信して解釈するには、このチェッ
クボックスをオンにします。

• [MACトラップクエリー（MAC Trap Query）]：SNMPトラップを介して
受信するMAC通知を受信して解釈するには、このチェックボックスをオ
ンにします。

• [インターフェイス（Interface）]：ISEノードのインターフェイスを選択し
ます。

• [ポート（Port）]：使用するホストのUDPポートを入力します。デフォル
トポートは 162です。

SNMPトラップ
（SNMP Trap）
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証明書ストアの設定

[証明書ストア（Certificate Store）]ページでは、認証に使用できる証明書を Cisco ISEで設定する
ことができます。

エンドポイント証明書の概要ページ

次の表に、[証明書管理の概要（Certificate Management Overview）]ページのフィールドを示しま
す。展開内の PSNノードがエンドポイントに証明書を発行します。このページでは、展開内の各
PSNノードが発行するエンドポイント証明書に関する情報を示します。このページへのナビゲー
ションパスは、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [概要
（Overview）]です。

使用上のガイドラインフィールド

証明書を発行したポリシーサービスノード（PSN）の名前。ノード名（Node
Name）

PSNノードが発行したエンドポイント証明書の数。発行されたエンドポ

イント証明書

（Endpoint Certificates
Issued）

失効したエンドポイント証明書（PSNノードが発行した証明書）の数。失効したエンドポイ

ント証明書（Endpoint
Certificates Revoked）

PSNノードが処理した証明書ベースの認証要求の数。エンドポイント証明

書の要求（Endpoint
Certificates Requests）

PSNノードが処理する失敗した認証要求の数。失敗したエンドポイ

ント証明書（Endpoint
Certificates Failed）

自己署名証明書の設定

次の表では、[自己署名証明書の生成（Generate Self Signed Certificate）]ページのフィールドにつ
いて説明します。このページでは、ノード間通信、EAP-TLS認証、Cisco ISEWebポータル、およ
び pxGridコントローラとの通信用のシステム証明書を作成できます。このページのナビゲーショ
ンパスは、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [システム
証明書（System Certificates）] > [自己署名証明書の生成（Generate Self Signed Certificate）]です。
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使用上のガイドラインフィールド

（必須）システム証明書を生成するノード。ノードの選択

（Select Node）

（SANを指定しない場合に必須）デフォルトでは、一般名は自己署名証明
書を生成する ISEノードの完全修飾ドメイン名です。

一般名（Common
Name）（CN）

組織ユニット名。Engineeringなど。組織

組織名。Ciscoなど。組織

（Organization）
（O）

（省略不可）都市名。San Joseなど。都市（City）（L）

（省略不可）州名。Californiaなど。州（State）（ST）

国名。2文字の ISO国番号を入力する必要があります。USなど。国（Country）
（C）

証明書に関連付けられた IPアドレス、DNS名、または Uniform Resource
Identifier（URI）。

サブジェクト代替

名（Subject
Alternative Name）
（SAN）

パブリック CA署名付き証明書を取得する場合、または FIPS準拠ポリシー
管理システムとして Cisco ISEを展開する場合は、2048を選択します。

Key Length

ハッシュアルゴリズム SHA-1または SHA-256を選択します。署名するダイジェ

スト（Digest to Sign
With）

証明書が従うべき証明書ポリシーの OIDまたは OIDのリストを入力しま
す。OIDを区切るには、カンマまたはスペースを使用します。

証明書ポリシー

（Certificate
Policies）

証明書が失効するまでの日数を指定します。TTL有効期限
（Expiration TTL）

証明書のフレンドリ名を入力します。名前を指定しない場合は、<common
name>#<issuer> #<nnnnn>の形式で自動的に名前が作成されます。ここで、
<nnnnn>は固有の 5桁の数値です。

フレンドリ名

（Friendly Name）
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使用上のガイドラインフィールド

自己署名したワイルドカード証明書（サブジェクトの任意の一般名または

サブジェクト代替名の DNS名、またはその両方にアスタリスク（*）が含
まれている証明書）を生成する場合は、このチェックボックスをオンにし

ます。たとえば、SANに割り当てられている DNS名が *.amer.cisco.comの
場合です。

ワイルドカード証

明書の許可（Allow
Wildcard
Certificates）

このシステム証明書を使用する必要があるサービスを選択します。

• [管理者（Admin）]：管理者ポータルとの通信および展開内の ISEノー
ド間の通信の保護に使用されるサーバ証明書

• [EAP認証（EAP Authentication）]：SSL/TLSトンネリングの EAPプロ
トコルを使用する認証に使用されるサーバ証明書

• [pxGrid]：pxGridクライアントとサーバの間の通信を保護するクライア
ントおよびサーバ証明書

• [ポータル（Portal）]：すべての Cisco ISE Webポータルとの通信を保
護するために使用されるサーバ証明書

使用方法

証明書署名要求の設定

Cisco ISEでは、1つの要求で、管理者ポータルから展開内のすべてのノードの CSRを生成するこ
とができます。また、展開内の単一ノードまたは複数ノードのどちらのCSRを生成するのか選択
することもできます。単一ノードの CSRを生成する場合、ISEは証明書サブジェクトの [CN=]
フィールドの特定ノードの完全修飾ドメイン名（FQDN）を自動的に置き換えます。証明書の [サ
ブジェクト代替名（Subject Alternative Name (SAN)）]フィールドにエントリを含めることを選択
した場合、他の SAN属性に加えて ISEノードの FQDNを入力する必要があります。展開内のす
べてのノードの CSRを生成することを選択した場合は、[ワイルドカード証明書の許可（Allow
Wildcard Certificates）]チェックボックスをオンにして、[SAN]フィールド（DNS名）にワイルド
カード表記で FQDNを入力します（*.amer.example.comなど）。EAP認証に証明書を使用する場
合は、[CN=]フィールドにワイルドカード値を入力しないでください。

ワイルドカード証明書を使用することにより、各Cisco ISEノードに固有の証明書を生成する必要
がなくなります。また、証明書の警告を防ぐために、SANフィールドに複数のFQDN値を入力す
る必要もありません。SANフィールドでアスタリスク（*）を使用すると、展開内の複数のノー
ドで単一の証明書を共有できるようになり、証明書名の不一致による警告を防止することができ

ます。ただし、ワイルドカード証明書は、各Cisco ISEノードに固有のサーバ証明書を割り当てる
場合よりも安全性が低いと見なされます。

次の表に、認証局（CA）が署名可能な証明書署名要求（CSR）の生成に使用できる [証明書署名
要求（Certificate SigningRequest）]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、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [証明書管
理（Certificate Management）] > [証明書署名要求（Certificate Signing Request）]です。
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使用上のガイドラインフィールド

証明書の用途

（Certificate(s) will
be used for）
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使用上のガイドラインフィールド

証明書を使用するサービスを選択します。

Cisco ISE ID証明書

•複数使用：複数のサービス（管理者、EAP-TLS認証、pxGridおよび
ポータル）に使用されます。複数使用の証明書は、クライアントとサー

バ両方のキーの用途を使用します。署名CAの証明書テンプレートは、
コンピュータまたはマシン証明書テンプレートと呼ばれます。このテ

ンプレートには、次のプロパティがあります。

◦キーの用途：デジタル署名（署名）

◦キーの拡張用途：TLS Webサーバ認証（1.3.6.1.5.5.7.3.1）および
TLS Webクライアント認証（1.3.6.1.5.5.7.3.2）

•管理者：サーバ認証に使用されます（管理者ポータルとの通信および
展開内の ISEノード間の通信を保護するため）。署名 CAの証明書テ
ンプレートは、Webサーバ証明書テンプレートと呼ばれます。このテ
ンプレートには、次のプロパティがあります。

◦キーの用途：デジタル署名（署名）

◦キーの拡張用途：TLS Webサーバ認証（1.3.6.1.5.5.7.3.1）

• EAP認証：サーバ認証に使用されます。署名 CAの証明書テンプレー
トは、コンピュータまたはマシン証明書テンプレートと呼ばれます。

このテンプレートには、次のプロパティがあります。

◦キーの用途：デジタル署名（署名）

◦キーの拡張用途：TLS Webサーバ認証（1.3.6.1.5.5.7.3.1）

•ポータル：サーバ認証に使用されます（すべての ISE Webポータルと
の通信を保護するため）。署名 CAの証明書テンプレートは、コン
ピュータまたはマシン証明書テンプレートと呼ばれます。このテンプ

レートには、次のプロパティがあります。

◦キーの用途：デジタル署名（署名）

◦キーの拡張用途：TLS Webサーバ認証（1.3.6.1.5.5.7.3.1）

• pxGrid：クライアント認証とサーバ認証の両方に使用されます（pxGrid
クライアントとサーバ間の通信を保護するため）。署名 CAの証明書
テンプレートは、コンピュータまたはマシン証明書テンプレートと呼

ばれます。このテンプレートには、次のプロパティがあります。

◦キーの用途：デジタル署名（署名）

◦キーの拡張用途：TLS Webサーバ認証（1.3.6.1.5.5.7.3.1）および
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使用上のガイドラインフィールド

TLS Webクライアント認証（1.3.6.1.5.5.7.3.2）

Cisco ISE認証局証明書

• ISEルート CA（内部 CAサービスにのみ適用可能）：PANのルート
CAおよび PSNの下位 CAを含む内部 CA証明書チェーン全体を再生
成するために使用されます。

• ISE中間 CA（内部 CAサービス、および ISEが外部 PKIの中間 CAと
して機能する場合にのみ適用可能）：PANの中間 CA証明書および
PSNの下位 CA証明書の生成に使用されます。署名 CAの証明書テン
プレートは、下位認証局と呼ばれます。このテンプレートには、次の

プロパティがあります。

◦基本制約：重要、認証局

◦キーの用途：証明書の署名、デジタル署名

◦キーの拡張用途：OCSP署名（1.3.6.1.5.5.7.3.9）

• ISEOCSP応答側証明書の更新（内部CAサービスにのみ適用可能）：
展開全体の ISE OCSP応答側証明書の更新に使用されます（証明書署
名要求ではありません）。セキュリティ上の理由から、ISEOCSP応答
側証明書を 6ヵ月ごとに更新することを推奨します。

証明書の [SAN]フィールドの CN/DNS名にワイルドカード文字（*）を使
用するには、このチェックボックスをオンにします。このチェックボック

スをオンにすると、展開内のすべてのノードが自動的に選択されます。左

端のラベルの位置にアスタリスク（*）ワイルドカード文字を使用する必要
があります。ワイルドカード証明書を使用する場合は、セキュリティを強

化するためにドメイン領域を分割することを推奨します。たとえば、

*.example.comの代わりに *.amer.example.comを使用して領域を分割するこ
とができます。ドメインを分割しないと、セキュリティ問題が発生する可

能性があります。

ワイルドカード証

明書の許可（Allow
Wildcard
Certificates）

証明書を生成するノードの隣のチェックボックスをオンにします。展開内

の選択されたノードのCSRを生成するには、[ワイルドカード証明書の許可
（Allow Wildcard Certificates）]オプションをオフにします。

これらのノードの

CSRの生成
（Generate CSRs for
these Nodes）

デフォルトでは、一般名は CSRを生成する ISEノードの FQDNです。
$FQDN$は ISEノードの FQDNを意味します。展開内の複数ノードの CSR
を生成すると、CSRの [一般名（CommonName）]フィールドは各 ISEノー
ドの FQDNに置き換えられます。

一般名（Common
Name）（CN）
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使用上のガイドラインフィールド

組織ユニット名。Engineeringなど。組織

組織名。Ciscoなど。組織

（Organization）
（O）

（省略不可）都市名。San Joseなど。都市（City）（L）

（省略不可）州名。Californiaなど。州（State）（ST）

国名。2文字の ISO国番号を入力する必要があります。USなど。国（Country）
（C）

証明書に関連付けられている IPアドレス、DNS名、Uniform Resource
Identifier（URI）、またはディレクトリ名。

• DNS名：DNS名を選択した場合は、ISEノードの完全修飾ドメイン名
を入力します。[ワイルドカード証明書の許可（Allow Wildcard
Certificates）]オプションをオンにした場合は、ワイルドカード表記
（ドメイン名の前にアスタリスクとピリオドを入力）を指定します。

*.amer.example.comなど。

• IPアドレス：証明書に関連付けられる ISEノードの IPアドレス。

• Uniform Resource Identifier：証明書に関連付ける URI。

•ディレクトリ名：RFC 2253に従って定義される識別名（DN）の文字
列表現。DN間はカンマ（,）で区切ります。「dnQualifier」RDNの場
合は、カンマをエスケープし、区切り文字としてバックスラッシュカ

ンマ「\」を使用します。たとえば、
CN=AAA,dnQualifier=O=Example\,DC=COM,C=ILなどです。

サブジェクト代替

名（Subject
Alternative Name）
（SAN）

パブリック CAの署名付き証明書を取得する場合は 2048以上を選択しま
す。

Key Length

ハッシュアルゴリズム SHA-1または SHA-256を選択します。署名するダイジェ

スト（Digest to Sign
With）

証明書が従うべき証明書ポリシーの OIDまたは OIDのリストを入力しま
す。OIDを区切るには、カンマまたはスペースを使用します。

証明書ポリシー

（Certificate
Policies）
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証明書定期チェックの設定

Cisco ISEは、証明書失効リスト（CRL）を定期的にチェックします。このページを使用して、自
動的にダウンロードされた CRLに対して進行中のセッションをチェックするように Cisco ISEを
設定できます。OCSPまたは CRLのチェックを毎日開始する時刻と、OCSPサーバまたは CRLを
再度チェックする前に Cisco ISEが待機する時間間隔を時間単位で指定できます。

次の表では、[証明書定期チェックの設定（Certificate Periodic Check Settings）]ページのフィール
ドについて説明します。このページを使用して、証明書（OCSPまたは CRL）のステータスを
チェックする時間間隔を指定できます。このページへのナビゲーションパスは、[管理
（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [証明書管理（Certificate
Management）] > [証明書定期チェックの設定（Certificate Periodic Check Settings）]です。

使用上のガイドラインフィールド

証明書チェックの設定

Cisco ISEが自動的にダウンロードされたCRLに対する進行中のセッション
をチェックするようにするには、このチェックボックスをオンにします。

自動的に取得され

たCRLに対する進
行中のセッション

のチェック（Check
ongoing sessions
against automatically
retrieved CRL）

CRL/OCSPの定期的な証明書チェック

CRLまたは OCSPのチェックを毎日開始する時刻を指定します。00:00～
23:59の時間範囲の値を入力します。

最初のチェック時

刻（First check at）

CRLまたはOCSPサーバを再度チェックする前にCisco ISEが待機する時間
間隔を時間単位で指定します。

チェック間隔

（Check every）

システム証明書のインポート設定

次の表では、サーバ証明書をインポートするために使用できる [システム証明書のインポート
（Import System Certificate）]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、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [シス
テム証明書（System Certificates）] > [インポート（Import）]です。

説明フィールド

（必須）システム証明書をインポートする Cisco ISEノードを選択します。ノードの選択

（Select Node）
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説明フィールド

（必須）[参照（Browse）]をクリックして、ローカルシステムから証明書
ファイルを選択します。

証明書ファイル

（Certificate file）

（必須）[参照（Browse）]をクリックして、秘密キーファイルを選択しま
す。

秘密キーファイ

ル（Private key
file）

（必須）秘密キーファイルを復号化するためのパスワードを入力します。[パスワード
（Password）]

証明書のフレンドリ名を入力します。名前を指定しない場合は、<common
name> # <issuer> # <nnnnn>の形式で自動的に名前が作成されます。ここで、
<nnnnn>は固有の 5桁の数値です。

フレンドリ名

（FriendlyName）

ワイルドカード証明書（サブジェクトの任意の一般名またはサブジェクト代

替名のDNS名、またはその両方にアスタリスク（*）が含まれている証明書）
をインポートする場合は、このチェックボックスをオンにします。たとえば、

SANに割り当てられているDNS名が*.amer.cisco.comの場合です。このチェッ
クボックスをオンにすると、Cisco ISEは展開内の他のすべてのノードにこの
証明書をインポートします。

ワイルドカード証

明書の許可

（Allow Wildcard
Certificates）

Cisco ISEに証明書の拡張の検証を許可する場合は、このチェックボックスを
オンにします。このチェックボックスをオンにし、かつインポートする証明

書にCAフラグが trueに設定された基本制約拡張が含まれている場合は、キー
使用拡張が存在すること、およびkeyEnciphermentビットとkeyAgreementビッ
トのいずれかまたは両方が設定されていることを確認します。

証明書の拡張の検

証（Validate
Certificate
Extensions）

このシステム証明書を使用する必要があるサービスを選択します。

• [管理者（Admin）]：管理者ポータルとの通信および展開内の ISEノー
ド間の通信の保護に使用されるサーバ証明書

• [EAP認証（EAPAuthentication）]：SSL/TLSトンネリングのEAPプロト
コルを使用する認証に使用されるサーバ証明書

• [pxGrid]：pxGridクライアントとサーバの間の通信を保護するクライア
ントおよびサーバ証明書

• [ポータル（Portal）]：すべての Cisco ISE Webポータルとの通信を保護
するために使用されるサーバ証明書

使用方法
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[信頼できる証明書ストア（Trusted Certificate Store）] ページ
次の表では、管理ノードに追加された証明書を表示するために使用できる [信頼できる証明書スト
ア（TrustedCertificates Store）]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、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [信頼
できる証明書（Trusted Certificates）]です。

表 3：信頼できる証明書ページ

使用上のガイドラインフィールド

証明書の名前を表示します。フレンドリ名

（Friendly
Name）

有効または無効にします。[無効（Disabled）]の場合、ISEは信頼を確立するた
めに証明書を使用しません。

ステータス

（Status）

証明書を使用するサービスを表示します。信頼対象

（Trusted for）

証明書のサブジェクトの一般名（CN）。発行先（Issued
To）

証明書の発行元の一般名（CN）。発行元（Issued
By）

「Not Before」証明書属性。有効期限の開始

（Valid From）

「Not After」証明書属性。期限日

（Expiration
Date）

証明書の有効期限のステータスに関する情報です。このコラムに表示される情

報メッセージには 5つのアイコンとカテゴリがあります。

•緑：期限切れまで 90日を超える

•青色：90日以内に期限切れ

•黄：60日以内に期限切れ

•オレンジ：30日以内に期限切れ

•赤：期限切れ

有効期限ステー

タス（Expiration
Status）
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信頼できる証明書の編集設定

次の表では、認証局（CA）証明書属性を編集するために使用できる [証明書ストアの証明書編集
（Certificate Store Edit Certificate）]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、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] >
[信頼できる証明書（Trusted Certificates）] > [証明書（Certificate）] > [編集（Edit）]です。

表 4：証明書ストア編集設定

使用上のガイドラインフィールド

証明書発行元（Certificate Issuer）

証明書のフレンドリ名を入力します。フレンドリ名（Friendly
Name）

[有効（Enabled）]または [無効（Disabled）]を選択します。[無効
（Disabled）]の場合、ISEは信頼を確立するために証明書を使用し
ません。

ステータス（Status）

任意で説明を入力します。説明

使用方法

この証明書で（他の ISEノードまたは LDAPサーバから）サーバ証
明書を検証する場合は、このチェックボックスをオンにします。

ISE内の認証用に信頼する
（Trust for authentication
within ISE）

（[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た場合に限り適用可能）この証明書を

使用して次を行う場合は、このチェックボックスをオンにします。

• EAPプロトコルを使用した ISEに接続するエンドポイントの認
証

• syslogサーバの信頼

クライアント認証および

syslog用に信頼する（Trust
for client authentication and
Syslog）

フィードサービスなどの外部シスコサービスを信頼するためにこの

証明書を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

シスコサービスの認証用

に信頼する（Trust for
authentication of Cisco
Services）
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使用上のガイドラインフィールド

ISEは、特定のCAが発行するクライアントまたはサーバ証明書の失
効ステータスをチェックする2とおりの方法をサポートしています。
1つは、Online Certificate Status Protocol（OCSP）を使用して証明書
を検証することです（OCSPは、CAによって保持されるOCSPサー
ビスに要求を行います）。もう 1つは、ISEにCAからダウンロード
した証明書失効リスト（CRL）に対して証明書を検証することです。
両方の方法は、OCSPを最初に使用し、ステータスを判断できない
ときに限り CRLを使用する場合に使用できます。

証明書ステータスの検証

（Certificate Status
Validation）

OCSPサービスに対して証明書を検証するには、このチェックボッ
クスをオンにします。このボックスをオンにするには、まず OCSP
サービスを作成する必要があります。

OCSPサービスに対して検
証する（Validate Against
OCSP Service）

認証ステータスが OCSPによって判別されなかった場合に要求を拒
否するには、このチェックボックスをオンにします。このチェック

ボックスをオンにした場合、OCSPサービスによって不明のステー
タス値が返されると、ISEは現在評価されているクライアントまた
はサーバ証明書を拒否します。

OCSPが不明なステータス
を返した場合は要求を拒否

する（Reject the request if
OCSP returns UNKNOWN
status）

OCSP応答側が到達不能な場合に ISEが要求を拒否するには、この
チェックボックスをオンにします。

OCSP応答側が到達不能な
場合は要求を拒否する

（Reject the request if OCSP
Responder is unreachable）

Cisco ISEで CRLをダウンロードするには、このチェックボックス
をオンにします。

CRLのダウンロード
（Download CRL）

CAからCRLをダウンロードするためのURLを入力します。認証局
証明書で指定されている場合、このフィールドは自動的に読み込ま

れます。URLは「http」、「https」、または「ldap」で始まる必要が
あります。

CRL配信 URL（CRL
Distribution URL）

CRLは、自動的または定期的にダウンロードできます。ダウンロー
ドの時間間隔を設定します。

CRLの取得（Retrieve
CRL）

Cisco ISEが CRLを再度ダウンロードするまでに待機する時間間隔
を設定します。

ダウンロードが失敗した場

合は待機する（If download
failed, wait）

このチェックボックスをオンにした場合、クライアント要求は CRL
が受信される前に受け入れられます。このチェックボックスをオフ

にした場合、選択した CAによって署名された証明書を使用するす
べてのクライアント要求は、Cisco ISEによって CRLファイルが受
信されるまで拒否されます。

CRLを受信しない場合
CRL検証をバイパスする
（Bypass CRL Verification
if CRL is not Received）
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使用上のガイドラインフィールド

Cisco ISEで開始日と期限日を無視し、まだアクティブでないかまた
は期限切れの CRLを引き続き使用し、CRLの内容に基づいて
EAP-TLS認証を許可または拒否する場合は、このチェックボックス
をオンにします。

Cisco ISEで [有効日（Effective Date）]フィールドの開始日と [次の
更新（Next Update）]フィールドの期限日を CRLファイルでチェッ
クする場合は、このチェックボックスをオフにします。CRLがまだ
アクティブではないか、または期限切れの場合、その CAによって
署名された証明書を使用するすべての認証は拒否されます。

CRLがまだ有効でない
か、または期限切れの場合

は無視する（Ignore that
CRL is not yet valid or
expired）

信頼できる証明書のインポート設定

次の表では、認証局（CA）証明書をCisco ISEに追加するために使用できる [信頼できる証明書の
インポート（Trusted Certificate Import）]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、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）]
> [信頼できる証明書（Trusted Certificates）] > [インポート（Import）]です。

表 5：信頼できる証明書のインポート設定

説明フィールド

[参照（Browse）]をクリックして、ブラウザを実行しているコ
ンピュータから証明書ファイルを選択します。

証明書ファイル（Certificate file）

証明書のフレンドリ名を入力します。名前を指定しない場合

は、<common name>#<issuer>#<nnnnn>の形式で自動的に名前
が作成されます。ここで、<nnnnn>は固有の 5桁の数値です。

フレンドリ名（Friendly Name）

この証明書を（他の ISEノードまたはLDAPサーバから）サー
バ証明書の検証に使用する場合は、このチェックボックスをオ

ンにします。

ISE内の認証用に信頼する
（Trust for authentication within
ISE）

（[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た場合に限り適用可能）こ
の証明書を使用して次を行う場合は、このチェックボックスを

オンにします。

• EAPプロトコルを使用した ISEに接続するエンドポイン
トの認証

• syslogサーバの信頼

クライアント認証および syslog
用に信頼する（Trust for client
authentication and Syslog）

   Cisco Identity Services Engine 管理者ガイドリリース 2.0
22

管理のユーザインターフェイスのリファレンス

証明書ストアの設定



説明フィールド

フィードサービスなどの外部シスコサービスを信頼するため

にこの証明書を使用する場合は、このチェックボックスをオン

にします。

シスコサービスの認証用に信頼

する（Trust for authentication of
Cisco Services）

（[クライアント認証用に信頼する（Trust for client
authentication）]オプションと [証明書拡張の検証を有効にする
（Enable Validation of Certificate Extensions）]オプションの両方
をオンにした場合のみ）「keyUsage」拡張が存在し、
「keyCertSign」ビットが設定されていることと、CAフラグが
trueに設定された基本制約拡張が存在することを確認します。

証明書の拡張の検証（Validate
Certificate Extensions）

任意で説明を入力します。説明

OCSP クライアントプロファイル設定
次の表では、OCSPクライアントプロファイル設定を行うために使用できる [OCSPクライアント
プロファイル（OCSP Client 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、[管理（Administration）] > [証明書（Certificates）] > [証明書管理（Certificate
Management）] > [OCSPクライアントプロファイル（OCSP Client Profile）]です。

使用上のガイドラインフィールド

OCSPクライアントプロファイル名。[名前（Name）]

任意で説明を入力します。説明

OCSP応答側の設定（Configure OCSP Responder）

ハイアベイラビリティのセカンダリ OCSPサーバを有効にする
には、このチェックボックスをオンにします。

セカンダリサーバの有効化

（Enable Secondary Server）

このオプションは、セカンダリサーバへの移動を試行する前に

プライマリサーバをチェックする場合に使用します。プライマ

リが以前にチェックされ、応答しないことがわかっている場合

にも、Cisco ISEはセカンダリサーバに移動する前にプライマリ
サーバへの要求の送信を試行します。

常にプライマリサーバに最初

にアクセスする（Always
Access Primary Server First）

このオプションは、Cisco ISEがセカンダリサーバに移動してか
ら、再度プライマリサーバにフォールバックする場合に使用し

ます。この場合、その他の要求はすべてスキップされ、テキス

トボックスで設定した時間セカンダリサーバが使用されます。

許可される時間の範囲は 1～ 999分です。

n分経過後にプライマリサー
バにフォールバック（Fallback
to Primary Server After Interval n
Minutes）
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使用上のガイドラインフィールド

プライマリサーバとセカンダリサーバ（Primary and Secondary Servers）

プライマリおよびセカンダリ OCSPサーバの URLを入力しま
す。

URL

ナンスが OCSP要求の一部として送信されるように設定できま
す。ナンスには、OCSP要求の疑似乱数が含まれます。応答で受
信される数値は要求に含まれる数値と同じであることが検証さ

れています。このオプションにより、リプレイアタックで古い

通信を再利用できないことが保証されます。

ナンス拡張サポートの有効化

（Enable Nonce Extension
Support）

OCSPレスポンダは、次のいずれかの証明書を使用して応答に署
名します。

• CA証明書

• CA証明書とは別の証明書

Cisco ISEが応答の署名を検証するためには、OCSP応答側
が応答を証明書とともに送信する必要があります。そうで

ない場合、応答の検証は失敗し、証明書のステータスは利

用できません。RFCに従い、OCSPは異なる証明書を使用
して応答に署名できます。このことは、OCSPが Cisco ISE
による検証用に応答に署名した証明書を送信する限り当て

はまります。OCSPが Cisco ISEで設定されているものとは
異なる証明書を使用して応答に署名した場合、応答の検証

は失敗します。

応答の署名の検証（Validate
Response Signature）

Authority Information Accessの拡張で指定されている OCSP URL
を使用するには、オプションボタンをクリックします。

Authority Information Access
（AIA）に指定されたOCSP
URLを使用する（Use OCSP
URLs specified in Authority
Information Access (AIA)）

応答キャッシュ（Response Cache）
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使用上のガイドラインフィールド

キャッシュエントリが期限切れになる時間を分単位で入力しま

す。

OCSPサーバからの各応答にはnextUpdate値が含まれています。
この値は、証明書のステータスがサーバで次にいつ更新される

かを示します。OCSP応答がキャッシュされるとき、2つの値（1
つは設定から、もう 1つは応答から）が比較され、この 2つの
最小値の時間だけ応答がキャッシュされます。nextUpdate値が
0の場合、応答はまったくキャッシュされません。

Cisco ISEは設定された時間 OCSP応答をキャッシュします。
キャッシュは複製されず、永続的でもないため、Cisco ISEが再
起動するとキャッシュはクリアされます。

次の理由により、OCSPキャッシュはOCSP応答を保持するため
に使用されます。

•既知の証明書に関するOCSPサーバからのネットワークト
ラフィックと負荷を低減するため

•既知の証明書のステータスをキャッシュすることによって
Cisco ISEのパフォーマンスを向上させるため

キャッシュエントリの存続可

能時間 n分(Cache Entry Time
To Live n Minutes)

OCSPサービスに接続されているすべての認証局のエントリをク
リアするには、[キャッシュのクリア（Clear Cache）]をクリッ
クします。

展開内で、[キャッシュのクリア（ClearCache）]はすべてのノー
ドと相互作用して、処理を実行します。このメカニズムでは、

展開内のすべてのノードが更新されます。

キャッシュのクリア（Clear
Cache）

内部 CA の設定
次の表では、内部CAの設定ページのフィールドについて説明します。内部CAの設定を表示し、
このページから内部CAサービスを無効にできます。このページへのナビゲーションパスは、[管
理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [内部CAの設定（Internal
CA Settings）]です。

使用上のガイドラインフィールド

内部 CAサービスを無効にするには、このボタンをクリックします。認証局の無効化

（Disable
Certificate
Authority）
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使用上のガイドラインフィールド

CAサービスを実行している Cisco ISEノードのホスト名。ホスト名（Host
Name）

CAサービスを実行しているノードで有効なCisco ISEノードのペルソナ。た
とえば、管理、ポリシーサービスなどです。

ペルソナ

（Personas）

CAサービスを実行するCisco ISEノードが担当するロール。たとえば、スタ
ンドアロンまたはプライマリまたはセカンダリです。

ロール（Role(s)）

有効または無効CAおよび OCSP
応答側のステータ

ス（CA & OCSP
Responder Status）

OCSPサーバにアクセスするための Cisco ISEノードの URL。OCSP応答側 URL
（OCSP Responder
URL）

証明書テンプレートの設定

次の表に、クライアントプロビジョニングポリシーで使用される SCEP RAプロファイルの定義
に使用できる [CA証明書テンプレート（CA Certificate Template）]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、[管理（Administration）] > [システム（System）] >
[証明書（Certificates）] > [証明書テンプレート（Certificate Templates）] > [追加（Add）]です。

証明書テンプレートフィールド（[組織ユニット（OrganizationalUnit）]、[組織（Organization）]、
[都市（City）]、[州（State）]、および [国（Country）]）の UTF-8文字はサポートしていませ
ん。UTF-8文字を証明書テンプレートで使用すると、証明書プロビジョニングが失敗します。

（注）

使用上のガイドラインフィールド

（必須）証明書テンプレートの名前を入力します。たとえば、

Internal_CA_Templateとします。
[名前（Name）]

（任意）説明を入力します。説明

（表示のみ）一般名にはユーザ名が自動入力されます。一般名（Common
Name）（CN）

組織ユニット名。Engineeringなど。組織
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使用上のガイドラインフィールド

組織名。Ciscoなど。組織

（Organization）
（O）

（省略不可）都市名。San Joseなど。都市（City）
（L）

（省略不可）州名。Californiaなど。州（State）
（ST）

国名。2文字の ISO国番号を入力する必要があります。USなど。国（Country）
（C）

（表示のみ）エンドポイントのMACアドレス。サブジェクト代替

名（Subject
AlternativeName）
（SAN）

1024以上のキーサイズを指定します。キーサイズ

ISE内部 CAまたは作成した外部 SCEP RAプロファイルを選択します。SCEP RAプロ
ファイル（SCEP
RA Profile）

証明書の期限が切れるまでの日数を入力します。有効期限（Valid
Period）

ロギングの設定

次の各ページでは、デバッグログの重大度の設定、外部ログターゲットの作成が可能です。ま

た、Cisco ISEがこれらの外部ログターゲットにログメッセージを送信できるようにできます。

リモートロギングターゲットの設定

次の表では、外部の場所（syslogサーバ）を作成してロギングメッセージを保存するために使用
できる [リモートロギングターゲット（Remote Logging Targets）]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、[管理（Administration）]> [システム（System）]
> [ロギング（Logging）] > [リモートロギングターゲット（Remote Logging Targets）]です。
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表 6：リモートロギングターゲットの設定

使用上のガイドラインフィールド

新しいターゲットの名前を入力します。[名前（Name）]

ターゲットタイプを選択します。デフォルトでは、[UDP Syslog]に設
定されます。

ターゲットタイプ

（Target Type）

新しいターゲットの簡単な説明を入力します。説明

ログを格納する宛先マシンの IPアドレスを入力します。[IPアドレス（IP
Address）]

宛先マシンのポート番号を入力します。[ポート（Port）]

ロギングに使用する syslogファシリティコードを選択します。有効な
オプションは、Local0～ Local7です。

ファシリティコード

（Facility Code）

リモートログターゲットメッセージの最大長を入力します。有効な

オプションは 200～ 1024バイトです。
最大長（Maximum
Length）

TCP syslogターゲットおよびセキュア syslogターゲットが使用できな
いときにCiscoISEにsyslogメッセージをバッファするには、このチェッ
クボックスをオンにします。ISEは、接続が再開されるとターゲット
へのメッセージの送信を再試行します。接続が再開された後、メッセー

ジは古いものから順に送信され、バッファ内のメッセージは常に新し

いメッセージの前に送信されます。バッファがいっぱいになると、古

いメッセージが廃棄されます。

サーバダウン時のバッ

ファメッセージ（Buffer
Message When Server
Down）

各ターゲットのバッファサイズを設定します。デフォルトでは、100
MBに設定されます。バッファサイズを変更するとバッファがクリア
され、特定のターゲットのバッファリングされた既存のすべてのメッ

セージが失われます。

バッファサイズ（MB）
（Buffer Size (MB)）

サーバがダウンしている場合にTCPおよびセキュア syslogを廃棄する
前に保持する期間を秒単位で指定します。

再接続タイムアウト

（秒）（Reconnect
Timeout (Sec)）

クライアント証明書を選択します。CA証明書の選択（Select
CA Certificate）

ISEでサーバ証明書認証が無視されるようにして、syslogサーバを許可
するには、このチェックボックスをオンにします。

サーバ証明書有効性を無

視（Ignore Server
Certificate validation）
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ロギングカテゴリの設定

次の表では、[ロギングカテゴリ（LoggingCategories）]ページのフィールドについて説明します。
これらのフィールドを使用して、ログの重大度レベルを設定し、選択したカテゴリのログが保存

されるロギングターゲットを選択できます。このページへのナビゲーションパスは、[管理
（Administration）] > [システム（System）] > [ロギング（Logging）] > [ロギングカテゴリ（Logging
Categories）]です。

表 7：ロギングカテゴリの設定

使用上のガイドラインフィールド

ロギングカテゴリの名前を表示します。[名前（Name）]

次のオプションから、診断ロギングカテゴリの重大度レベルを選択できます。

• [重大（FATAL）]：緊急事態。このオプションは、Cisco ISEが使用でき
ないため、緊急措置が必要であることを意味します

• [エラー（ERROR）]：このオプションは深刻な状態またはエラー状態を示
します。

• [警告（WARN）]：このオプションは、通常の状態ではあるが重大な状態
を示します。これがデフォルトの条件です。

• [情報（INFO）]：このオプションは、情報メッセージを示します。

• [デバッグ（DEBUG）]：このオプションは、診断バグメッセージを示し
ます。

ログの重大度レ

ベル（Log
Severity Level）

ローカルノードで上のこのカテゴリのロギングイベントを有効にするには、

このチェックボックスをオンにします。

ローカルロギン

グ（Local
Logging）

左アイコンと右アイコンを使用して [使用可能（Available）]と [選択済み
（Selected）]のボックス間でターゲットを移動することによって、カテゴリの
ターゲットを変更できます。[使用可能（Available）]ボックスには、論理（事
前定義済み）と外部（ユーザ定義）という両方の既存のロギングターゲットが

含まれています。最初は空の [選択済み（Selected）]ボックスには、特定のカ
テゴリの選択済みターゲットが含まれます。

ターゲット

（Target）
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メンテナンスの設定

これらのページでは、バックアップ、復元、およびデータ消去機能を使用してデータを管理でき

ます。

リポジトリの設定

次の表では、リポジトリを作成してバックアップファイルを保存するために使用できる [リポジ
トリリスト（RepositoryList）]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、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [メンテナンス（Maintenance）]
> [リポジトリ（Repository）]です。

表 8：リポジトリの設定

使用上のガイドラインフィールド

リポジトリの名前を入力します。最大 80文字の英数字を使用できます。リポジトリ

（Repository）

使用する使用可能なプロトコルの 1つを選択します。プロトコル

（TFTP、HTTP、HTTPS、FTP、SFTP、およびNFSで必須）リポジトリの作成
先サーバのホスト名または IPv4アドレスを入力します。

サーバ名

（ServerName）

リポジトリへのパスを入力します。このパスは、リポジトリの作成時に有効で

あり、存在している必要があります。

この値は、サーバのルートディレクトリを示す 2つのスラッシュ（//）または
単一のスラッシュ（/）で開始できます。ただし、FTPプロトコルの場合は、単
一のスラッシュ（/）はルートディレクトリではなく FTPユーザのホームディ
レクトリを示します。

パス

（FTP、SFTP、および NFSで必須）指定されたサーバに対する書き込み権限
を持つユーザ名を入力します。使用できる文字は英数字のみです。

ユーザ名（User
Name）

（FTP、SFTP、および NFSで必須）指定されたサーバへのアクセスに使用す
るパスワードを入力します。パスワードに使用できる文字は、0～ 9、a～ z、
A～ Z、-、.、|、@、#、$、%、^、&、*、,、+、および =です。

[パスワード
（Password）]

オンデマンドバックアップの設定

次の表では、バックアップを任意の時点で取得するために使用できる [オンデマンドバックアッ
プ（On-DemandBackup）]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
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ンパスは、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [バックアップ/復元（Backup &
Restore）]です。

表 9：オンデマンドバックアップの設定

使用上のガイドラインフィールド

バックアップファイルの名前を入力します。バックアップ名

（Backup
Name）

次のいずれかを選択します。

• [設定バックアップ（Configuration backup）]：アプリケーション固有およ
びCiscoADEオペレーティングシステム両方の設定データが含まれます。

• [操作バックアップ（Operational backup）]：モニタリングおよびトラブル
シューティングのデータが含まれます。

タイプ（Type）

バックアップファイルを保存するリポジトリ。ここにリポジトリ名を入力する

ことはできません。ドロップダウンリストから利用可能なリポジトリのみを選

択できます。バックアップの実行前にリポジトリを作成していることを確認し

てください。

リポジトリ名

（Repository
Name）

このキーは、バックアップファイルの暗号化および解読に使用されます。暗号化キー

（Encryption
Key）

スケジュールバックアップの設定

次の表では、フルバックアップまたは差分バックアップの復元に使用できる [スケジュールバッ
クアップ（ScheduledBackup）]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、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [バックアップ/復元（Backup
and Restore）]です。

表 10：スケジュールバックアップの設定

使用上のガイドラインフィールド

バックアップファイルの名前を入力します。任意の説明的な名前を入力できま

す。Cisco ISEは、バックアップファイル名にタイムスタンプを追加して、ファ
イルをリポジトリに格納します。一連のバックアップを設定しても、バック

アップファイル名は一意になります。[スケジュールバックアップ（Scheduled
Backup）]リストページでは、ファイルが kron occurrenceジョブであることを
示すために、バックアップファイル名に「backup_occur」が付加されます。

[名前（Name）]
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使用上のガイドラインフィールド

バックアップの説明を入力します。説明

バックアップファイルを保存するリポジトリを選択します。ここにリポジトリ

名を入力することはできません。ドロップダウンリストから利用可能なリポジ

トリのみを選択できます。バックアップの実行前にリポジトリを作成している

ことを確認してください。

リポジトリ名

（Repository
Name）

バックアップファイルを暗号化および復号化するためのキーを入力します。暗号化キー

（Encryption
Key）

スケジュールバックアップの頻度を選択し、適宜他のオプションに入力しま

す。

スケジューリン

グオプション

（Schedule
Options）

管理者アクセスの設定

これらのページにより、管理者のアクセス設定を行うことができます。

管理者パスワードポリシーの設定

次の表に、管理者パスワードが満たす必要のある基準を定義するために使用できる [管理者パス
ワードポリシー（Administrator Password Policy）]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、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス
（Admin Access）] > [認証（Authentication）] > [パスワードポリシー（Password Policy）]です。

表 11：管理者パスワードポリシーの設定

使用上のガイドラインフィールド

パスワードの最小長（文字数）を設定します。デフォル

トは 6文字です。
最小長（Minimum Length）

このチェックボックスをオンにして、管理者ユーザ名ま

たはその文字の逆順での使用を制限します。

パスワードには、管理者名またはその

文字の逆順は使用できません（Password
should not contain the admin name or its
characters in reversed order）
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使用上のガイドラインフィールド

このチェックボックスをオンにして、単語「cisco」また
はその文字の逆順での使用を制限します。

パスワードには、「cisco」またはその
文字の逆順は使用できません（Password
should not contain ‘cisco’ or its characters
in reversed order）

このチェックボックスをオンにして、定義したすべての

単語またはその文字の逆順での使用を制限します。

パスワードには、変数またはその文字

の逆順は使用できません（Password
should not contain variable or its characters
in reversed order）

このチェックボックスをオンにして、4回以上連続する
繰り返し文字の使用を制限します。

パスワードには、4回以上連続する繰
り返し文字は使用できません（Password
should not contain repeated characters four
or more times consecutively）

管理者パスワードに、次の選択肢から選択したタイプの

文字が少なくとも1つ含まれている必要があることを指
定します。

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

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

•数字（Numeric characters）

•英数字以外の文字（Non-alphanumeric characters）

パスワードには選択したタイプの文字

がそれぞれ 1文字以上含まれている必
要があります（Password must contain at
least one character of each of the selected
types）

同じパスワードが繰り返し使用されるのを防ぐために、

新しいパスワードと異なっている必要がある以前のパス

ワードの数を指定します。

また、以前のパスワードと異なる必要がある文字数を指

定します。

ユーザがパスワードを再使用できない日数を入力しま

す。

パスワード履歴（Password History）
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使用上のガイドラインフィールド

次のオプションを指定して、指定した期間後にパスワー

ドを変更するようユーザに強制します。

•パスワードが変更されなかった場合に管理者アカウ
ントを無効にするまでの時間（日数）（Time (in
days) before the administrator account is disabled if the
password is not changed.）（使用可能な範囲は 0～
2,147,483,647日です）。

•管理者アカウントが無効になるまでのリマインダ
（日数）。（Reminder (in days) before the administrator
account is disabled.）

パスワードライフタイム（Password
Lifetime）

Cisco ISEが、管理者を Cisco ISEからロックアウトし、
アカウントクレデンシャルを一時停止または無効にす

るまでに、誤った管理者パスワードを記録する回数を指

定します。

アカウントがロックされる管理者に電子メールが送信さ

れます。カスタム電子メール修復メッセージを入力する

ことができます。

ログイン試行の不正なアカウントを

ロックまたは一時停止する（Lock or
Suspend Account with Incorrect Login
Attempts）

セッションタイムアウトおよびセッション情報の設定

次の表では、セッションタイムアウトを定義し、アクティブな管理セッションを終了するために

使用できる [セッション（Session）]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、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin
Access）] > [設定（Settings）] > [セッション（Session）]です。

表 12：セッションタイムアウトおよびセッション情報の設定

使用上のガイドラインフィールド

セッションのタイムアウト（Session Timeout）

アクティビティがない場合に管理者をログアウトするまでに Cisco ISEが待機
する時間（分）を入力します。デフォルト値は 60分です。有効な範囲は 6～
100分です。

セッションアイ

ドルタイムアウ

ト（Session Idle
Timeout）

セッション情報（Session Info）

終了するセッション IDの隣にあるチェックボックスをオンにし、[無効化
（Invalidate）]をクリックします。

無効化

（Invalidate）
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設定

これらのページでは、さまざまなサービスの全般設定を行うことができます。

ポスチャの全般設定

次の表では、修復時間およびポスチャステータスなどの一般的なポスチャ設定を行うために使用

できる [ポスチャの全般設定（PostureGeneral Settings）]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、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定
（Settings）] > [ポスチャ（Posture）] > [全般設定（General Settings）]です。

表 13：ポスチャの全般設定

使用上のガイドラインフィールド

分単位で時間値を入力します。デフォルト値は4分です。有効な範囲
は 1～ 300分です。

修復タイマー

（Remediation Timer）

秒単位で時間値を入力します。デフォルト値は3秒です。有効な値の
範囲は 2～ 30秒です。

ネットワーク遷移遅延

（Network Transition
Delay）

準拠または非準拠を選択します。Linuxのような非エージェントデバ
イスは、ネットワークに接続している間、このステータスを想定しま

す。

デフォルトのポスチャス

テータス（Default Posture
Status）

このチェックボックスをオンにすると、指定された時間後に、ログイ

ン成功画面が自動的に閉じます。

チェックボックスの隣のフィールドに、時間値を秒単位で入力しま

す。

0～ 300秒にログイン画面が自動的に閉じるようにタイマーを設定で
きます。時間をゼロに設定すると、NAC AgentおよびWeb Agentに
ログイン成功画面が表示されなくなります。

一定時間（秒）経過後に

ログイン成功画面を自動

的に閉じる

（Automatically Close
Login Success Screen
After）

ポスチャのリース

ユーザがネットワークに接続するたびにポスチャ評価を開始するに

は、このオプションを選択します。

ユーザがネットワークに

接続するたびにポスチャ

評価を行う（Perform
posture assessment every
time a user connects to the
network）
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使用上のガイドラインフィールド

クライアントがすでにポスチャ準拠であるものの、指定された日数が

経過したら、ポスチャ評価を開始する場合は、このオプションを選択

します。

n日おきにポスチャ評価
を行う（Perform posture
assessment every n days）

ポスチャ再評価の構成設定

次の表では、ポスチャ再評価の設定に使用できる [ポスチャ再評価設定（Posture Reassessment
Configurations）]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、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [ポスチャ（Posture）]
> [再評価（Reassessments）]です。

表 14：ポスチャ再評価の構成設定

使用上のガイドラインフィールド

PRA設定の名前を入力します。設定名（Configuration
Name）

PRA設定の説明を入力します。設定の説明（Configuration
Description）

ユーザ IDグループのPRA設定を適用するには、チェックボックスを
オンにします。

再評価適用を使用?（Use
Reassessment
Enforcement?）
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使用上のガイドラインフィールド

適用する次のアクションを選択します。

• [続行（Continue）]：ユーザはポスチャ要件に関係なくクライア
ントを修復できるようにユーザ介入なしの特権アクセスが引き

続き提供されます。

• [ログオフ（Logoff）]：クライアントが非準拠の場合、ユーザを
強制的にネットワークからログオフします。クライアントが再

度ログインしたときのコンプライアンスステータスは不明です。

• [修復（Remediate）]：クライアントが非準拠の場合、エージェ
ントは修復のために指定の期間待機します。クライアントが修

復された後、エージェントはポリシーサービスノードに PRA
レポートを送信します。修復がクライアントで無視された場合、

エージェントはクライアントにネットワークからログオフする

ことを強制するために、ポリシーサービスノードにログオフ要

求を送信します。

ポスチャ要件が [必須（mandatory）]に設定されている場合、
RADIUSセッションは PRA障害アクションの結果としてクリア
され、クライアントを再びポスチャするには新しいRADIUSセッ
ションを開始する必要があります。

ポスチャ要件が [オプション（optional）]に設定されている場
合、NACAgentではユーザがエージェントから [続行（continue）]
オプションをクリックできます。ユーザは、制限なしで現在の

ネットワークにとどまることができます。

適用タイプ（Enforcement
Type）

最初のログイン成功後にクライアントで PRAを開始する間隔を分単
位で入力します。

デフォルト値は 240分です。最小値は 60分、最大値は 1440分です。

インターバル（Interval

クライアントが修復を完了することのできる時間間隔を分単位で入力

します。猶予時間をゼロにすることはできません。また、PRA間隔
より大きくする必要があります。デフォルトの最小間隔（5分）から
最小 PRA間隔までの範囲にすることができます。

最小値は 5分、最大値は 60分です。

猶予時間は、クライアントがポスチャの再評価に失敗した

後、適用タイプが修復アクションに設定されている場合に

だけ有効です。

（注）

猶予時間（Grace time）

PRA設定に対して一意のグループまたはグループの一意の組み合わ
せを選択します。

ユーザ IDグループの選択
（Select User Identity
Groups）
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使用上のガイドラインフィールド

既存の PRA設定と PRA設定に関連付けられたユーザ IDグループを
表示します。

PRAの設定（PRA
configurations）

ポスチャの利用規定の構成設定

次の表では、ポスチャのアクセプタブルユースポリシーを設定するために使用できるポスチャの

[利用規定設定（Acceptable Use Policy Configurations）]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、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定
（Settings）] > [ポスチャ（Posture）] > [利用規定（Acceptable Use Policy）]です。

表 15：ポスチャ AUP の設定

使用上のガイドラインフィールド

ユーザが作成する AUP設定の名前を入力します。設定名（ConfigurationName）

ユーザが作成する AUP設定の説明を入力します。設定の説明（Configuration
Description）

オンにした場合、[エージェントユーザへの AUPの表示（Show
AUP toAgent users）]チェックボックスはユーザ（WindowsのNAC
AgentとWeb Agentのみ）にネットワークの利用規約へのリンク
を表示し、それをクリックすると、認証およびポスチャ評価が成

功したときに AUPが表示されます。

エージェントユーザへの

AUPの表示（Show AUP to
Agent users）（Windowsの
NACAgentおよびWeb Agent
のみ）

選択した場合、認証およびポスチャ評価が成功したときにクライ

アントがアクセスする必要がある AUPメッセージへの URLを
AUP URLに入力する必要があります。

AUPメッセージのURLを使
用（Use URL for AUP
message）オプションボタン

選択した場合、場所を参照し、トップレベルに index.htmlを含む
AUPファイルにジップ形式のファイルをアップロードします。

.zipファイルには、index.htmlファイルに加えて、他のファイルお
よびサブディレクトリを含めることができます。これらのファイ

ルは、HTMLタグを使用して相互に参照できます。

AUPメッセージのファイル
を使用（Use file for AUP
message）オプションボタン

クライアントは認証およびポスチャ評価が成功したときにアクセ

スする必要がある AUPへの URLを入力します。
AUP URL

[AUPファイル（AUP File）]で、ファイルを参照し、Cisco ISE
サーバにアップロードします。これは zip形式のファイルで、zip
形式のファイルではトップレベルに index.htmlファイルを含める
必要があります。

AUPファイル（AUP File）
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使用上のガイドラインフィールド

[ユーザ IDグループの選択（Select User IdentityGroups）]ドロップ
ダウンリストで、AUP設定の一意のユーザ IDグループまたはユー
ザ IDグループの一意の組み合わせを選択します。

AUP設定を作成する場合は、次の点に注意してください。

•ポスチャ AUPは、ゲストフローには適用できません。

•各設定には、一意のユーザ IDグループ、またはユーザ IDグ
ループの一意の組み合わせが必要です。

• 2つの設定が共通のユーザ IDグループを持つことはできませ
ん。

•ユーザ IDグループ「Any」で AUP設定を作成する場合は、
まず他のすべての AUP設定を削除します。

•ユーザ IDグループ「Any」を使用して AUP設定を作成した
場合、一意のユーザ IDグループ、または複数のユーザ IDグ
ループを使用して他の AUP設定を作成することはできませ
ん。Any以外のユーザ IDグループを使用して AUP設定を作
成するには、最初にユーザ IDグループ「Any」を使用した既
存の AUP設定を削除するか、ユーザ IDグループ「Any」を
使用した既存のAUP設定を一意のユーザ IDグループまたは
複数のユーザの IDグループを使用して更新します。

ユーザ IDグループの選択
（Select User IdentityGroups）

既存のAUP設定とAUP設定に関連付けられたエンドユーザ IDグ
ループを一覧表示します。

利用規定設定 -設定リスト
（Acceptable use policy
configurations—Configurations
list）

EAP-FAST 設定
次の表に、EAP-FAST、EAP-TLS、および PEAPプロトコルを設定するために使用できる [プロト
コル設定（Protocol Settings）]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、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [プロトコル
（Protocols）] > [EAP-FAST] > [EAP-FAST設定（EAP-FAST Settings）]です。
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表 16：EAP-FAST の設定

使用上のガイドラインフィールド

クレデンシャルをクライアントに送信する Cisco ISEノードを説明
したわかりやすい文字列を入力します。クライアントは、この文字

列をタイプ、長さ、および値（TLV）の Protected Access Credentials
（PAC）情報で認識できます。デフォルト値は、Identity Services
Engineです。

機関識別情報の説明

（Authority Identity Info
Description）

マスターキー生成期間を、秒、分、時間、日、または週単位で指定

します。値は、1～ 2147040000秒の正の整数である必要がありま
す。デフォルトは 604800秒で、これは 1週間と同等です。

マスターキー生成期間

（Master Key Generation
Period）

すべてのマスターキーとPACを失効させるには、[失効（Revoke）]
をクリックします。

すべてのマスターキーおよ

び PACの失効（Revoke all
master keys and PACs）

PACファイルなしで EAP-FASTを使用する場合は、このチェック
ボックスをオンにします。

PACなしセッション再開の
有効化（Enable PAC-less
Session Resume）

PACなしセッションの再開がタイムアウトするまでの時間を秒単位
で指定します。デフォルトは 7200秒です。

PACなしセッションのタイ
ムアウト（PAC-less Session
Timeout）

EAP-FAST の PAC の生成の設定
次の表では、[PACの生成（Generate PAC）]ページ上のフィールドについて説明します。これら
のフィールドを使用して、EAP-FAST認証用のProtectedAccessCredentialsを設定します。このペー
ジのナビゲーションパスは、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）]
> [プロトコル（Protocols）] > [EAP-FAST] > [PACの生成（Generate PAC）]です。

表 17：EAP-FAST の PAC の生成の設定

使用上のガイドラインフィールド

トンネル PACを生成するには、このオプションボタンをクリックします。トンネル PAC
（Tunnel PAC）

マシン PACを生成するには、このオプションボタンをクリックします。マシン PAC
（Machine
PAC）

TrustSec PACを生成するには、このオプションボタンをクリックします。TrustSec PAC
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使用上のガイドラインフィールド

（トンネル PACおよびマシン PACの IDフィールド用）EAP-FASTプロトコ
ルによって「内部ユーザ名」として示されるユーザ名またはマシン名を指定し

ます。ID文字列がそのユーザ名と一致しない場合、認証は失敗します。これ
は、適応型セキュリティアプライアンス（ASA）で定義されているホスト名で
す。ID文字列は、ASAホスト名に一致する必要があります。一致しない場合、
ASAは生成された PACファイルをインポートできません。TrustSec PACを生
成する場合、[ID（Identity）]フィールドにより TrustSecネットワークデバイ
スのデバイス IDが指定され、EAP-FASTプロトコルによりイニシエータ IDと
ともに提供されます。ここに入力した ID文字列がそのデバイス IDに一致しな
い場合、認証は失敗します。

ID（Identity）

（トンネル PACおよびマシン PAC用）PACの有効期限を指定する値を秒単位
で入力します。デフォルトは 604800秒で、これは 1週間と同等です。この値
は、1～ 157680000秒の正の整数である必要があります。TrustSec PACに対し
ては、日、週、月、または年単位で値を入力します。デフォルト値は 1年で
す。最小値は 1日、最大値は 10年です。

PAC存続可能時
間（PAC Time
To Live）

暗号キーを入力します。キーの長さは 8～ 256文字にする必要があります。
キーはアルファベットの大文字または小文字、数字、または英数字の組み合わ

せを含むことができます。

暗号化キー

（Encryption
Key）

（TrustSec PACのみ）有効期限は、PAC存続可能時間に基づいて計算されま
す。

期限日

（Expiration
Date）

EAP-TTLS 設定
次の表では、[EAP-TTLS設定（EAP-TTLSSettings）]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、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定
（Settings）] > [プロトコル（Protocols）] > [EAP-TTLS]です。
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表 18：EAP-TTLS 設定

使用上のガイドラインフィールド

このチェックボックスをオンにすると、Cisco
ISEはユーザが EAP-TTLS認証のフェーズ 2で
正常に認証された場合に限り、EAP-TTLS認証
のフェーズ 1で作成された TLSセッションを
キャッシュします。ユーザが再接続しようとす

る場合、元のEAP-TTLSセッションがタイムア
ウトしていなければ、Cisco ISEはキャッシュさ
れたTLSセッションを使用します。このため、
EAP-TTLSのパフォーマンスが向上し、AAA
サーバの負荷が軽減されます。

EAP-TTLSセッションが再開される
と、内部方式はスキップされます。

（注）

EAP-TTLSセッションの再開を有効にする
（Enable EAP-TTLS Session Resume）

EAP-TTLSセッションがタイムアウトするまで
の時間を秒単位で指定します。デフォルト値は

7200秒です。

EAP-TTLSセッションタイムアウト（EAP-TTLS
Session Timeout）

EAP-TLS 設定
次の表に、EAP-TLSプロトコル設定を行うために使用できる [EAP-TLS設定（EAP-TLSSettings）]
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、[管理（Administration）]
> [システム（System）] > [設定（Settings）] > [プロトコル（Protocols）] > [EAP-TLS]です。

表 19：EAP-TLS 設定

使用上のガイドラインフィールド

完全な EAP-TLS認証に成功したユーザの簡略化された再認証をサ
ポートする場合にオンにします。この機能により、Secure Sockets
Layer（SSL）ハンドシェイクのみでユーザの再認証が可能となり、
証明書の適用が不要になります。EAP-TLSセッションは、タイム
アウトしていない限り動作を再開します。

EAP-TLSセッションの再開
を有効にする（Enable
EAP-TLS Session Resume）

EAP-TLSセッションがタイムアウトするまでの時間を秒単位で指
定します。デフォルト値は 7200秒です。

EAP-TLSセッションタイム
アウト（EAP-TLS Session
Timeout）

   Cisco Identity Services Engine 管理者ガイドリリース 2.0
42

管理のユーザインターフェイスのリファレンス

設定



PEAP 設定
次の表では、PEAPプロトコル設定を行うために使用できる [PEAP設定（PEAP Settings）]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、[管理（Administration）]
> [システム（System）] > [設定（Settings）] > [プロトコル（Protocols）] > [PEAP]です。

表 20：PEAP 設定

使用上のガイドラインフィールド

このチェックボックスをオンにすると、CiscoISEはユーザがPEAP認証のフェー
ズ 2で正常に認証された場合に限り、PEAP認証のフェーズ 1で作成された
TLSセッションをキャッシュします。ユーザが再接続しようとする場合、元の
PEAPセッションがタイムアウトしていなければ、Cisco ISEはキャッシュされ
た TLSセッションを使用します。このため、PEAPのパフォーマンスが向上
し、AAAサーバの負荷が軽減されます。PEAPセッション再開機能を動作させ
るには、PEAPセッションタイムアウト値を指定する必要があります。

PEAPセッショ
ンの再開を有効

にする（Enable
PEAP Session
Resume）

PEAPセッションがタイムアウトするまでの時間を秒単位で指定します。デフォ
ルト値は 7200秒です。

PEAPセッショ
ンタイムアウト

（PEAP Session
Timeout）

このチェックボックスをオンにすると、セッション再開機能が有効な場合に、

ユーザクレデンシャルを確認しないで PEAPセッションが Cisco ISEで再開す
ることが許可されます。

高速再接続を有

効にする

（Enable Fast
Reconnect）

RADIUS 設定
次の表では、認証に失敗したクライアントを検出し、成功した認証が繰り返しレポーティングさ

れるのを抑制するために使用できる [RADIUS設定（RADIUS Settings）]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、[管理（Administration）] > [システム
（System）] > [設定（Settings）] > [プロトコル（Protocols）] > [RADIUS]です。

異常なクライアントの抑制を有効にし、設定された検出間隔内にエンドポイント認証が 2回失敗
すると、Cisco ISEはサプリカントを誤設定とマークし、以後同じ理由による認証失敗を抑制しま
す。[ライブ認証（Live Authentications）]ページで [誤って設定されたサプリカントカウンタ
（Misconfigured Supplicant Counter）]リンクをクリックして、抑制についての詳細を確認できま
す。抑制されたエンドポイントからの認証が成功すると、抑制がクリアされ、[ライブ認証（Live
Authentications）]ページの [誤って設定されたサプリカントカウンタ（Misconfigured Supplicant
Counter）]値が減少します。また、6時間抑制されたエンドポイントから認証アクティビティがな
かった場合、抑制は自動的にクリアされます。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイドリリース 2.0    
43

管理のユーザインターフェイスのリファレンス

設定



Cisco ISEでは、[検出後に要求を拒否する（Reject Requests After Detection）]オプションを有効に
して、より強力な抑制を有効にできます。[検出後に要求を拒否する（Reject Requests After
Detection）]チェックボックスをオンにし、エンドポイント認証が同じ失敗理由で 5回失敗した場
合、Cisco ISEは強力な抑制をアクティブにします。すべての後続の認証は、成功するかどうかに
関係なく、抑制され、認証は実行されません。この「強力な」抑制は、設定された [要求拒否間隔
（Request Rejection Interval）]が経過するか、または認証非アクティビティが 6時間続くと、エン
ドポイントからクリアされます。

表 21：RADIUS 設定

使用上のガイドラインフィールド

繰り返し認証に失敗したクライアントを検出するには、このチェックボックス

をオンにします。失敗の概要が [レポートインターバル（Reporting Interval）]ご
とに報告されます。

異常なクライ

アントの抑制

（Suppress
Anomalous
Clients）

検出対象のクライアントの時間間隔を分単位で入力します。検出間隔

（Detection
Interval）

報告対象の認証失敗の時間間隔を分単位で入力します。レポートイン

ターバル

（Reporting
Interval）

異常または誤設定と識別されたクライアントからの要求を拒否するには、この

チェックボックスをオンにします。[要求拒否間隔（Request Rejection Interval）]
中、異常なクライアントからの要求は拒否されます。

検出後に要求

を拒否する

（Reject
Requests After
Detection）

要求を拒否する時間間隔を分単位で入力します。このオプションは、[検出後に
要求を拒否する（Reject RequestsAfter Detection）]チェックボックスをオンにし
た場合のみ使用できます。

要求拒否間隔

（Request
Rejection
Interval）

直近の24時間で、ID、ネットワークデバイス、および許可のコンテキストに変
更がない認証要求成功が繰り返し報告されないようにするには、このチェック

ボックスをオンにします。

繰り返される

認証成功の抑

制（Suppress
Repeated
Successful
Authentications）
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使用上のガイドラインフィールド

アカウンティング要求の報告を抑制する時間間隔を秒単位で入力します。アカウンティ

ング抑制間隔

（Accounting
Suppression
Interval）

ミリ秒単位で時間間隔を入力します。ステップは、認証詳細レポートに表示さ

れます。1つのステップの実行が指定のしきい値を超えた場合、それが認証詳細
レポートで強調表示されます。

長い処理ス

テップのしき

い値間隔

（Long
Processing Step
Threshold
Interval）

一般 TrustSec の設定
Cisco ISEがTrustSecサーバとして機能してTrustSecサービスを提供するには、グローバルTrustSec
設定を定義する必要があります。次の表に、[TrustSec設定（TrustSec Settings）]ページにある各
フィールドの説明を示します。このページへのナビゲーションパスは、[ワークセンター（Work
Centers）] > [TrustSec] > [設定（Settings）] > [一般TrustSecの設定（General TrustSec Settings）]で
す。

表 22：TrustSec 設定の設定

使用上のガイドラインフィールド

PACの有効期限を指定します。トンネル PACは EAP-FASTプロトコル
用のトンネルを生成します。時間を秒、分、時、日数、または週数で指

定できます。デフォルト値は90日です。有効な範囲は次のとおりです。

• 1～ 157680000秒

• 1～ 2628000分

• 1～ 43800時間

• 1～ 1825日

• 1～ 260週

トンネル PACの存続
可能時間（Tunnel PAC
Time to Live）
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使用上のガイドラインフィールド

Cisco ISEは、認証に成功した後、設定したパーセンテージのトンネル
PAC TTLが残っているときに、新しい PACをクライアントに予防的に
提供します。最初の正常な認証がPACの有効期限前に行われると、サー
バはトンネルPACの更新を開始します。このメカニズムにより、クライ
アントは常に有効な PACで更新されます。デフォルト値は 10%です。

プロアクティブ PAC
更新は後で実行する

（Proactive PACUpdate
Will Occur After）

Cisco ISEですべてのSGT番号を自動的に生成する場合は、このオプショ
ンを選択します。

システムはSGT番号を
割り当てます（System
will Assign SGT
Numbers）

デバイスに手動で設定するためにある範囲の SGT番号を予約する場合
は、このオプションを選択します。Cisco ISEは、SGTの生成時にこの範
囲の数値を使用しません。

この範囲の数値を除く

（Except Numbers in
Range）

SGT番号を手動で定義するには、このオプションを選択します。ユーザはSGT番号を手
動で入力する必要があ

ります（User Must
Enter SGT Numbers
Manually）

許可ポリシールールの作成時に SGTを自動的に作成するには、この
チェックボックスをオンにします。

このオプションを選択すると、「セキュリティグループの自動作成がオ

ンです（Auto SecurityGroupCreation isOn）」メッセージが [承認ポリシー
（Authorization Policy）]ページの上部に表示されます。

自動で作成されたSGTは、ルール属性に基づいて命名されます。SGTの
名と値を編集するには、[権限（Permissions）]フィールドに表示されて
いるプラス（+）記号をクリックします。

自動作成された SGTは、許可ポリシールールが削除されても
削除されません。

（注）

デフォルトでは、新たにインストールまたはアップグレードすると、こ

のオプションはディセーブルになります。

許可ルール作成時のセ

キュリティグループの

自動作成（AutoCreate
Security Groups When
Creating Authorization
Rules）

このチェックボックスをオンにして、自動作成されるSGTに使用する番
号の範囲を指定します。

自動作成される SGTに割り当てられた番号の範囲を使い切ると、Cisco
ISEは 50ずつ範囲を拡張し、この変更をユーザに通知します。

自動作成のSGT番号範
囲（SGT Number
Range For
Auto-Creation）
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使用上のガイドラインフィールド

自動作成されるSGTの命名規則を定義するには、このオプションを使用
します。

[名前に含めるもの（NameWill Include）]（必須）：次のオプションのい
ずれかを選択します。

•ルール名

• SGT番号（SGT number）

•ルール名およびSGT番号（Rule name and SGT number）

デフォルトでは、[ルール名（Rule name）]オプションが選択されていま
す。

オプションで、SGT名に以下を追加できます。

• [ポリシーセット名（Policy Set Name）]（このオプションは [ポリ
シーセット（Policy Sets）]が有効な場合にのみ使用可能です）

• [プレフィックス（Prefix）]（8文字まで）

• [サフィックス（Suffix）]（8文字まで）

Cisco ISEは、選択内容に応じて、[サンプル名（ExampleName）]フィー
ルドにサンプルの SGT名を表示します。

同じ名前の SGTがすでに存在する場合、ISEは SGT名に「_x」を付け加
えます。xは、1から始まる最初の値です（この名前では使用されていま
せん）。新しい名前が 32文字より長い場合、Cisco ISEによって最初の
32文字に切り捨てられます。

自動命名オプション

（Automatic Naming
Options）

TrustSec マトリックスの設定
次の表に、[TrustSecマトリックスの設定（TrustSecMatrix Settings）]ページにある各フィールドの
説明を示します。このページへのナビゲーションパスは、[ワークセンター（Work Centers）] >
[TrustSec] > [設定（Settings）] > [TrustSecマトリックスの設定（TrustSec Matrix Settings）]です。
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表 23：TrustSec マトリックスの設定

使用上のガイドラインフィールド

セル内で複数のSGACLを許可するには、このチェッ
クボックスをオンにします。このオプションが選択

されていない場合、Cisco ISEはセル 1つあたり 1つ
の SGACLのみを許可します。

デフォルトでは、新たにインストールすると、この

オプションはディセーブルになります。

アップグレード後、Cisco ISEは出力セルをスキャン
し、複数のSGACLが割り当てられたセルを少なくと
も 1つ特定した場合、管理者に複数のSGACLをセル
に追加することを許可します。それ以外の場合は、

セル 1つあたり 1つの SGACLのみを許可します。

複数の SGACLを無効にする前に、複数の
SGACLを含むセルを 1つの SGACLのみを
含めるように編集する必要があります。

（注）

複数のSGACLを許可（Allow Multiple
SGACLs）

マトリクス内のすべてのセルのモニタリングをイネー

ブルにする場合は、このチェックボックスをオンに

します。モニタリングがディセーブルの場合、[セル
の編集（Edit Cell）]ダイアログで、[すべてをモニタ
（MonitorAll）]アイコンはグレー表示され、[モニタ
（Monitor）]オプションはディセーブルになります。

デフォルトでは、新たにインストールすると、モニ

タリングはディセーブルになります。

マトリクスレベルでモニタリングをディ

セーブルにする前に、現在モニタされてい

るセルのモニタリングをディセーブルにす

る必要があります。

（注）

モニタリングの許可（Allow Monitoring）

マトリクスセルの SGT値（10進数および 16進数の
両方）を表示または非表示にするには、このオプショ

ンを使用します。

デフォルトでは、SGT値はセルに表示されます。

SGT番号の表示（Show SGT Numbers）
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使用上のガイドラインフィールド

次のオプションを使用できます。

• [カスタム設定（Custom settings）]：デフォルト
のテーマ（パターンなしの色）が最初に表示さ

れます。独自の色とパターンを設定できます。

• [デフォルト設定（Default settings）]：パターン
なしの色の定義済みリスト（編集不可）。

• [アクセシビリティ設定（Accessibility settings）]：
パターンありの色の定義済みリスト（編集不

可）。

アピアランス設定（Appearance Settings）

マトリックスを読み取りやすくするために、セルの

内容に基づいて、マトリックスセルに色とパターン

を適用できます。

使用可能な表示タイプは、次のとおりです。

• [IPを許可/IPログを許可（Permit IP/Permit IP
Log）]：セル内に設定されます

• [IPを拒否/IPログを拒否（Deny IP/Deny IP
Log）]：セル内に設定されます

• [SGACL（SGACLs）]：セル内に設定されている
SGACL用

• [IPを許可/IPログを許可（継承）（Permit IP/Permit
IP Log (Inherited)）]：デフォルトポリシーから
取得されます（設定されていないセル用）

• [IPを拒否/IPログを拒否（継承）（Deny IP/Deny
IP Log (Inherited)）]：デフォルトポリシーから
取得されます（設定されていないセル用）

• [SGACL（継承）（SGACLs(Inherited)）]：デフォ
ルトポリシーから取得されます（設定されてい

ないセル用）

色/パターン（Color/Pattern）

SMS ゲートウェイ設定
これらの設定へのナビゲーションパスは、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Settings）]
> [SMSゲートウェイ（SMS Gateway）]です。
電子メールサーバ経由でゲストとスポンサーにSMSメッセージを送信するように設定するには、
次の設定を使用します。
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表 24：SMS 電子メールゲートウェイの SMS ゲートウェイ設定

使用上のガイドラインフィールド

プロバイダードメインと、ゲストアカウント

の携帯電話の番号を入力します。プロバイダー

のSMS/MMSゲートウェイにメッセージを送信
するとき、前者が電子メールアドレスのホスト

部として使用され、後者はユーザ部分として使

用されます。

SMSゲートウェイプロバイダードメイン（SMS
Gateway Provider Domain）

（オプション）

アカウントアドレスを入力します。これは、電

子メールの送信元アドレス（通常、アカウント

アドレス）として使用され、[ゲストアクセス
（Guest Access）] > [設定（Settings）]の [デフォ
ルトの電子メールアドレス（Default Email
Address）]グローバル設定を上書きします。

プロバイダーアカウントアドレス（Provider
account address）

（オプション）

Clickatell SMTP APIなどの、特定のアカウント
受信者アドレスを必要とするSMTPSMSAPIを
使用する場合は、SMTP API宛先アドレスを入
力します。

これは、電子メールの送信先アドレスとして使

用され、メッセージ本文のテンプレートはゲス

トアカウントの携帯電話の番号に置き換えられ

ます。

SMTP API宛先アドレス（SMTP API destination
address）

（オプション）

Clicketell SMTPAPIなど、SMSの送信に特定の
電子メール本文テンプレートを必要とするSMTP
SMS APIを使用する場合は、SMTP API本文テ
ンプレートを入力します。

サポートされる動的置換は$mobilenumber$およ
び $message$です。

SMTP API本文テンプレート（SMTP API body
template）

これらの設定へのナビゲーションパスは、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Settings）]
> [SMSゲートウェイ（SMS Gateway）]です。
HTTP API（GET方式または POST方式）でゲストとスポンサーに SMSメッセージを送信するよ
うに設定するには、次の設定を使用します。
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表 25：SMS HTTP API 用の SMS ゲートウェイ設定（SMS Gateway Settings for SMS HTTP API）

使用上のガイドラインフィールド

APIの URLを入力します。

このフィールドは、符号化された URLではあ
りません。ゲストアカウントの携帯電話の番号

は、URLに置き換えられます。サポートされる
動的置換は $mobilenumber$および $message$で
す。

HTTP APIで HTTPSを使用した場合、HTTPS
をURL文字列に含め、Cisco ISEにプロバイダー
の信頼できる証明書をアップロードします。[管
理（Administration）] > [システム（System）] >
[証明書（Certificates）] > [信頼できる証明書
（Trusted Certificates）]を選択します。

URL

GET要求または POST要求のデータ（URLエ
ンコード部分）を入力します。

このフィールドは、符号化された URLです。
デフォルトの GET方式を使用している場合、
データが上で指定した URLに付加されます。

データ（URLエンコード部分）（Data (Url
encoded portion)）

POST方式を使用する場合は、このオプション
をオンにします。

上で指定したデータは、POST要求の内容とし
て使用されます。

データ部分に HTTP POST方式を使用（Use
HTTP POST method for data portion）

POST方式を使用する場合は、「plain/text」や
「application/xml」などのコンテンツタイプを
指定します。

HTTP POSTデータコンテンツタイプ（HTTP
POST data content type）

この情報を入力します。HTTPSユーザ名（HTTPS Username）

HTTPSパスワード（HTTPS Password）

HTTPSホスト名（HTTPS Host name）

HTTPSポート番号（HTTPS Port number）

DHCP および DNS サービス
これらの設定のためのナビゲーションパスは、[管理（Administration）] > [システム（System）] >
[設定（Settings）] > [DHCPおよび DNSサービス（DHCP & DNS Services）]です。
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認証 VLAN URLリダイレクトのシミュレーションを有効にするために、これらの設定を使用し
て、DHCP、およびオプションの DNSを設定します。さまざまな ISEノードに適用するために、
複数のスコープを作成できます。1つの ISEノードに複数のスコープを適用する場合、同じネッ
トワークインターフェイスで設定する必要があります。

プロファイリングのために、DHCPプローブを必要とすることがあります。ISE DHCP
プローブは認証VLANDHCPサービスと同じUDPポート 67を使用します。そのため、
DHCPプローブは、異なるインターフェイスで設定される必要があるか、またはこの
ISEノードで無効にすることができます。DHCPプローブの詳細については、DHCPプ
ローブを参照してください。

（注）

表 26：認証 VLAN URL リダイレクトのシミュレーション用の DHCP と DNS サービスの設定

使用上のガイドラインフィールド

このスコープの目的を容易に記憶できる名前を

入力します。

スコープ名

[有効（Enabled）]または [無効（Disabled）]を
選択します。有効の場合、スコープは ISEノー
ドにのみ使用できます。

ステータス

DHCP/DNSサーバとして機能するように ISE
ノードを適用します。ドロップダウンリストか

ら、このスコープを使用する ISEノードを選択
します。認証 VLANは ISEノード/ネットワー
クインターフェイスごとに設定され、2つのイ
ンターフェイスまたは 2つのノードが同じ
VLANを共有することはできません。

ISEノード（ISE Node）

選択した ISEノードで利用可能なネットワーク
インターフェイスは、選択した ISEノードに基
づいて動的にこのドロップダウンリストに表示

されます。認証VLANは ISEノード/ネットワー
クインターフェイスごとに設定され、2つのイ
ンターフェイスまたは 2つのノードが同じ
VLANを共有することはできません。
DHCP/DNSサーバがリスニングするインター
フェイスを選択します。NADの VLAN IPヘル
パーを設定することによって、複数のVLANが
1つのネットワークインターフェイスカードに
接続される可能性があります。IPヘルパーの設
定の詳細については、デバイス用のアドミニス

トレーションガイドの指示を参照してくださ

い。

ネットワークインターフェイス（Network
Interface）
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使用上のガイドラインフィールド

このスコープで使用するDHCPサーバのドメイ
ン名を入力します。

ドメイン名（Domain Name）

ネットワーク定義に基づいて、このスコープに

使用可能な DHCPアドレスの範囲を選択しま
す。

DHCPアドレス範囲

ネットワーク定義に基づいて、このスコープに

使用するネットワークマスクを選択します。

サブネットマスク（Subnet mask）

入力した DHCPの属性に基づいて、Cisco ISE
により自動的に決定されます。

ネットワーク ID（Network ID）

ネットワーク定義に基づいて、このスコープに

使用すべきでないDHCPアドレスの範囲を選択
します。

除外アドレス範囲

デフォルトゲートウェイの IPアドレスを入力
します。

デフォルトゲートウェイ

DHCPリース期間を定義します。DHCPリース期間

すべての企業ネットワークにアクセスするため

の認証を受ける前に、ユーザが認証VLAN外の
外部ドメインにアクセスできるようにする場

合、外部 DNS名を解決するために DNSサーバ
の IPアドレスを入力します。

外部 DNSサーバ

すべての企業ネットワークにアクセスするため

の認証を受ける前に、ユーザが特定のサイトに

アクセスできるようにする場合、これらの

フィールドにそれらのサイトのドメイン名を入

力します。

外部ドメイン

ID の管理
これらのページは、Cisco ISEの IDを設定し、管理することができます。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイドリリース 2.0    
53

管理のユーザインターフェイスのリファレンス

ID の管理



エンドポイント

これらのページでは、ネットワークに接続するエンドポイントを設定および管理することができ

ます。

エンドポイント設定

次の表に、エンドポイントを作成し、エンドポイントにポリシーを割り当てるために使用できる

[エンドポイント（Endpoints）]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、[管理（Administration）] > [IDの管理（Identity Management）] > [ID（Identities）] > [エン
ドポイント（Endpoints）]です。

表 27：エンドポイント設定

使用上のガイドラインフィールド

エンドポイントを静的に作成するには、MACアドレスを 16進数形式で
入力します。

MACアドレスは、Cisco ISE対応のネットワークに接続するインターフェ
イスのデバイス IDです。

MACアドレス（MAC
Address）

[エンドポイント（Endpoints）]ページでエンドポイントを静的に作成す
る場合このチェックボックスをオンにすると、静的割り当てのステータ

スが staticに設定されます。

エンドポイントのスタティック割り当てのステータスを静的から動的に、

または動的から静的に切り替えできます。

スタティック割り当て

（Static Assignment）

（スタティック割り当てが選択されていない限り、デフォルトで無効）

[ポリシー割り当て（Policy Assignment）]ドロップダウンリストから一
致するエンドポイントポリシーを選択します。

次のいずれかを実行できます。

•一致するエンドポイントポリシーを選択しないで、デフォルトのエ
ンドポイントポリシーである不明を使用する場合、スタティック割

り当てステータスはエンドポイントに対して動的に設定され、それ

により、エンドポイントの動的プロファイリングが可能になりま

す。

•不明ではなく、一致するエンドポイントポリシーを選択する場合、
スタティック割り当てステータスはそのエンドポイントに対して静

的に設定され、[スタティック割り当て（StaticAssignment）]チェッ
クボックスが自動的にオンにされます。

ポリシー割り当て
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使用上のガイドラインフィールド

（[スタティックグループ割り当て（Static Group Assignment）]が選択さ
れていない限り、デフォルトで無効）エンドポイントを IDグループに静
的に割り当てる場合、このチェックボックスをオンにします。

このチェックボックスをオンにした場合、プロファイリングサービス

は、前に他のエンドポイント IDグループに動的に割り当てられたエンド
ポイントの次のエンドポイントポリシーの評価時に、そのエンドポイン

ト IDグループを変更しません。

このチェックボックスをオフにした場合、エンドポイント IDグループ
は、ポリシー設定に基づいて ISEプロファイラにより割り当てられたダ
イナミックグループです。[スタティックグループ割り当て（StaticGroup
Assignment）]オプションを選択しない場合、エンドポイントは、エンド
ポイントポリシーの次回評価時に一致する IDグループに自動的に割り
当てられます。

スタティックグルー

プ割り当て（Static
Group Assignment）

エンドポイントを割り当てるエンドポイント IDグループを選択します。

エンドポイントを静的に作成する場合、またはエンドポイントのエンド

ポイントポリシーの評価時に [一致する IDグループの作成（Create
Matching IdentityGroup）]オプションを使用しない場合は、エンドポイン
トを IDグループに割り当てることができます。

Cisco ISEには、次のシステムによって作成された次のエンドポイント ID
グループがあります。

•ブラックリスト

• GuestEndpoints

•プロファイル済み

◦ Cisco IP-Phone

◦ワークステーション

• RegisteredDevices

•不明

IDグループ割り当て

エンドポイントの、LDAP からのインポートの設定
次の表では、LDAPサーバからのエンドポイントのインポートに使用できる [LDAPからのイン
ポート（Import from LDAP）]ページのフィールドについて説明します。このページのナビゲー
ションパスは、[管理（Administration）] > [IDの管理（Identity Management）] > [ID（Identities）]
> [エンドポイント（Endpoints）]です。
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表 28：エンドポイントの、LDAP からのインポートの設定

使用上のガイドラインフィールド

接続の設定

LDAPサーバのホスト名または IPアドレスを入力します。ホスト

LDAPサーバのポート番号を入力します。デフォルトポート 389を使用
して LDAPサーバからインポートするか、デフォルトポート 636を使用
して SSLを介して LDAPサーバからインポートできます。

Cisco ISEでは、任意の設定済みポート番号をサポートします。
設定済みの値は、LDAPサーバ接続詳細に一致する必要があり
ます。

（注）

[ポート（Port）]

SSLを介してLDAPサーバからインポートするには、[セキュア接続を有
効にする（Enable Secure Connection）]チェックボックスをオンにしま
す。

セキュア接続を有効に

する（Enable Secure
Connection）

ドロップダウン矢印をクリックして、信頼できる CA証明書を表示しま
す。

ルート CA証明書名は、LDAPサーバに接続する場合に必要となる信頼
できる CA証明書を指します。Cisco ISE内の CA証明書は、追加（イン
ポート）、編集、削除、およびエクスポートが可能です。

ルート CA証明書名

匿名バインドを有効にするには、[匿名バインド（Anonymous Bind）]
チェックボックスをオンにします。

[匿名バインド（Anonymous Bind）]チェックボックスをオンにするか、
または slapd.confコンフィギュレーションファイルの LDAP管理者クレ
デンシャルを入力する必要があります。

匿名バインド

（Anonymous Bind）

slapd.confコンフィギュレーションファイルで LDAP管理者に設定され
ている識別名（DN）を入力します。

管理者 DNフォーマット例：cn=Admin, dc=cisco.com, dc=com

管理者 DN（Admin
DN）

LDAP管理者に設定されたパスワードを slapd.confコンフィギュレーショ
ンファイルに入力します。

[パスワード
（Password）]

親エントリの認定者名を入力します。

ベース DNフォーマット例：dc=cisco.com, dc=com

ベース DN（Base
DN）

クエリー設定（Query Settings）
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使用上のガイドラインフィールド

MACアドレスのインポートに使用するクエリーフィルタを入力します。
たとえば、ieee802Deviceです。

MACアドレス
objectClass（MAC
Address objectClass）

インポートに対して返される属性名を入力します。たとえば、macAddress
です。

MACアドレス属性名
（MAC Address
Attribute Name）

LDAP属性の名前を入力します。この属性は、LDAPサーバで定義され
ている各エンドポイントエントリのポリシー名を保持します。

[プロファイル属性名（Profile Attribute Name）]フィールドを設定する場
合は、次の点を考慮してください。

• [プロファイル属性名（Profile Attribute Name）]フィールドでこの
LDAP属性を指定しない場合、またはこの属性を誤って設定した場
合、インポート操作時にエンドポイントは「不明」としてマークさ

れ、これらのエンドポイントは一致するエンドポイントプロファイ

リングポリシーに個別にプロファイリングされます。

• [プロファイル属性名（Profile Attribute Name）]フィールドで LDAP
属性を設定した場合、その属性値は、エンドポイントポリシーが

Cisco ISE内の既存のポリシーに一致することを確認するために検証
され、エンドポイントがインポートされます。エンドポイントポリ

シーが既存のポリシーと一致しない場合、それらのエンドポイント

はインポートされません。

プロファイル属性名

（Profile Attribute
Name）

時間を秒単位（1～ 60秒）で入力します。タイムアウト（秒）

（TimeOut [seconds]）

グループ（Groups）
これらのページでは、エンドポイント IDグループを設定および管理することができます。

エンドポイント ID グループの設定
次の表に、エンドポイントグループを作成するために使用できる [エンドポイント IDグループ
（Endpoint Identity Groups）]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、[管理（Administration）] > [IDの管理（Identity Management）] > [グループ（Groups）] > [エ
ンドポイント IDグループ（Endpoint Identity Groups）]です。
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表 29：エンドポイント ID グループの設定

使用上のガイドラインフィールド

作成するエンドポイント IDグループの名前を入力します。[名前（Name）]

作成するエンドポイント IDグループの説明を入力します。説明

新しく作成したエンドポイント IDグループを関連付けるエンドポイント IDグ
ループを、[親グループ（Parent Group）]ドロップダウンリストから選択しま
す。

Cisco ISEには、次の 5つのエンドポイント IDグループがあります。

•ブラックリスト

• GuestEndpoints

•プロファイル済み

• RegisteredDevices

•不明

さらに、プロファイル済み（親）IDグループに関連付けられている追加の 2
つの IDグループである Cisco-IP-Phoneおよびワークステーションを作成しま
す。

親グループ

（Parent
Group）

外部 ID ソース
これらのページでは、Cisco ISEが認証および認可に使用するユーザデータが含まれる外部 IDソー
スを設定および管理することができます。

LDAP ID ソースの設定
次の表では、[LDAP IDソース（LDAP Identity Sources）]ページのフィールドについて説明しま
す。これらのフィールドを使用して LDAPインスタンスを作成し、これに接続します。このペー
ジへのナビゲーションパスは、[管理（Administration）] > [IDの管理（IdentityManagement）] > [外
部IDソース（External Identity Sources）] > [LDAP]です。

LDAP 一般設定

以下の表では、[一般（General）]タブのフィールドについて説明します。
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表 30：LDAP 一般設定

使用上のガイドラインフィールド

LDAPインスタンスの名前を入力します。この値は、サブジェクトDNおよ
び属性を取得するために検索で使用されます。この値は string型で、最大長
は 64文字です。

[名前（Name）]

LDAPインスタンスの説明を入力します。この値は string型で、最大長は
1024文字です。

説明

次の組み込みのスキーマタイプのいずれかを選択するか、カスタムスキー

マを作成できます。

• Active Directory

• Sun Directory Server

• Novell eDirectory

[スキーマ（Schema）]の隣の矢印をクリックすると、スキーマの詳細
を表示できます。

事前定義されたスキーマの属性を編集すると、Cisco ISEが自動的にカ
スタムスキーマを作成します。

スキーマ

（Schema）

次のフィールドは、カスタムスキーマを選択した場合にのみ編集できま

す。

（注）

サブジェクトDNおよび属性を取得するために検索で使用する値を入力しま
す。この値は string型で、最大長は 256文字です。

サブジェクトオブ

ジェクトクラス

（Subject
Objectclass）

要求内のユーザ名を含む属性の名前を入力します。この値は string型で、最
大長は 256文字です。

サブジェクト名属

性（Subject Name
Attribute）

証明書定義を含む属性を入力します。証明書ベースの認証の場合、クライア

ントによって提示された証明書を検証するために、これらの定義が使用され

ます。

証明書属性

（Certificate
Attribute）

グループとして認識されるオブジェクトを指定するために、検索に使用する

値を入力します。この値は string型で、最大長は 256文字です。
グループオブジェ

クトクラス

（Group
Objectclass）
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使用上のガイドラインフィールド

マッピング情報を含む属性を指定します。この属性は、選択した参照方向に

基づいて、ユーザまたはグループ属性を指定できます。

グループマップ属

性（Group Map
Attribute）

所属するグループを指定する属性がサブジェクトオブジェクトに含まれて

いる場合は、このオプションボタンをクリックします。

サブジェクトオブ

ジェクトにグルー

プへの参照が含ま

れる（Subject
Objects Contain
Reference To
Groups）

サブジェクトを指定する属性がグループオブジェクトに含まれている場合

は、このオプションボタンをクリックします。この値はデフォルト値です。

グループオブジェ

クトにサブジェク

トへの参照が含ま

れる（Group
Objects Contain
Reference To
Subjects）

（[グループオブジェクトにサブジェクトへの参照が含まれる（GroupObjects
ContainReferenceTo Subjects）]オプションボタンの選択時に限り使用可能）
グループメンバー属性にメンバーが供給される方法を指定します（デフォ

ルトは DN）。

グループ内のサブ

ジェクトをメン

バー属性に保存

（Subjects In
Groups Are Stored
InMember Attribute
As）

LDAP の接続設定

以下の表では、[接続設定（Connection Settings）]タブのフィールドについて説明します。

表 31：LDAP の接続設定

使用上のガイドラインフィールド

プライマリ LDAPサーバに障害が発生した場合にバックアップとして使用す
るセカンダリ LDAPサーバを有効にする場合は、このオプションをオンにし
ます。このチェックボックスをオンにする場合は、セカンダリ LDAPサーバ
の設定パラメータを入力する必要があります。

セカンダリサー

バの有効化

（Enable
Secondary
Server）

プライマリサーバとセカンダリサーバ（Primary and Secondary Servers）
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使用上のガイドラインフィールド

LDAPソフトウェアを実行しているマシンの IPアドレスまたは DNS名を入
力します。ホスト名は 1～ 256文字か、または文字列として表される有効な
IPアドレスです。ホスト名の有効な文字は、英数字（a～ z、A～ Z、0～
9）、ドット（.）、およびハイフン（-）だけです。

ホスト名/IP
（Hostname/IP）

LDAPサーバがリッスンしているTCP/IPポート番号を入力します。有効な値
は 1～ 65,535です。デフォルトは、LDAP仕様の記述に従って 389です。
ポート番号が不明な場合は、LDAPサーバの管理者からポート番号を取得で
きます。

[ポート（Port）]

[匿名アクセス（AnonymousAccess）]：LDAPディレクトリの検索が匿名で行
われるようにする場合にクリックします。サーバではクライアントが区別さ

れず、認証されていないクライアントに対してアクセス可能に設定されてい

るデータへの、クライアント読み取りアクセスが許可されます。認証情報を

サーバに送信することを許可する特定のポリシーがない場合、クライアント

は匿名接続を使用する必要があります。

[認証されたアクセス（Authenticated Access）]：LDAPディレクトリの検索が
管理クレデンシャルによって行われるようにする場合にクリックします。そ

の場合、[管理者 DN（Admin DN）]および [パスワード（Password）]フィー
ルドの情報を入力します。

アクセス

（Access）

管理者のDNを入力します。管理者DNは、[ユーザディレクトリサブツリー
（User Directory Subtree）]下のすべての必要なユーザの検索およびグループ
の検索を行う権限を持つ LDAPアカウントです。指定した管理者に対して、
検索でのグループ名属性の表示が許可されていない場合、該当 LDAPサーバ
で認証されたユーザのグループマッピングは失敗します。

管理者 DN
（Admin DN）

LDAP管理者アカウントのパスワードを入力します。[パスワード
（Password）]

SSLを使用して Cisco ISEとプライマリ LDAPサーバ間の通信を暗号化する
場合にクリックします。[ポート（Port）]フィールドにLDAPサーバでのSSL
に使用されるポート番号が入力されていることを確認します。このオプショ

ンを有効にした場合は、ルート CAを選択する必要があります。

セキュアな認証

（Secure
Authentication）

ドロップダウンリストボックスから信頼できるルート認証局を選択して、証

明書による安全な認証を有効にします。

LDAPサーバの
ルート CA
（LDAP Server
Root CA）

プライマリLDAPサーバでの接続または認証が失敗したと判断する前にCisco
ISEがプライマリ LDAPサーバからの応答を待つ秒数を入力します。有効な
値は 1～ 99です。デフォルトは 10です。

サーバタイムア

ウト（Server
timeout）
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使用上のガイドラインフィールド

特定の LDAP設定に対して実行できる LDAP管理者アカウント権限での同時
接続の最大数（0より大きい数）を入力します。これらの接続は、ユーザディ
レクトリサブツリーおよびグループディレクトリサブツリーの下にあるユー

ザおよびグループのディレクトリの検索に使用されます。有効な値は 1～ 99
です。デフォルトは 20です。

最大管理接続

（Max. Admin
Connections）

LDAPサーバの詳細およびクレデンシャルが正常にバインドできることをテ
ストおよび確認する場合にクリックします。テストが失敗した場合は、LDAP
サーバの詳細を編集して再テストします。

サーバへのバイン

ドをテスト（Test
Bind To Server）

フェールオーバー

Cisco ISEの認証と認可のために常にプライマリLDAPサーバに最初にアクセ
スするように設定するには、このオプションをクリックします。

常にプライマリ

サーバに最初にア

クセスする

（Always Access
Primary Server
First）

Cisco ISEで接続しようとしたプライマリLDAPサーバが到達不可能な場合、
Cisco ISEはセカンダリ LDAPサーバへの接続を試行します。Cisco ISEに再
びプライマリ LDAPサーバを使用するように設定するには、このオプション
をクリックし、テキストボックスに値を入力します。

経過後にプライマ

リサーバに

フェールバック

（Failback to
Primary Server
After）

[LDAP] の [ディレクトリ構成（Directory Organization）] タブ

次の表では、[ディレクトリ構成（Directory Organization）]タブのフィールドについて説明しま
す。
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表 32：[LDAP] の [ディレクトリ構成（Directory Organization）] タブ

使用上のガイドラインフィールド

すべてのサブジェクトを含むサブツリーのDNを入力します。次に例を示しま
す。

o=corporation.com

サブジェクトを含むツリーがベース DNである場合は、LDAP設定に応じて

o=corporation.com

または

dc=corporation,dc=com

と入力します。詳細については、LDAPデータベースに関するドキュメントを
参照してください。

サブジェクト検

索ベース

（Subject Search
Base）

すべてのグループを含むサブツリーのDNを入力します。次に例を示します。

ou =組織ユニット、ou =次の組織ユニット、o = corporation.com

グループを含むツリーがベース DNである場合は、LDAP設定に応じて

o=corporation.com

または

dc=corporation,dc=com

と入力します。詳細については、LDAPデータベースに関するドキュメントを
参照してください。

グループ検索

ベース（Group
Search Base）

LDAPデータベースでの検索に使用する、Cisco ISEのMACアドレス形式を入
力します。内部 IDソースのMACアドレスは、xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式で供
給されます。LDAPデータベースのMACアドレスは、異なる形式で供給でき
ます。ただし、Cisco ISEでホストルックアップ要求が受信されると、MACア
ドレスは内部形式からこのフィールドで指定した形式に変換されます。

ドロップダウンリストを使用して、特定の形式でのMACアドレスの検索を有
効にします。<format>は次のいずれかです。

• xxxx.xxxx.xxxx

• xxxxxxxxxxxx

• xx-xx-xx-xx-xx-xx

• xx:xx:xx:xx:xx:xx

選択する形式は、LDAPサーバに供給されているMACアドレスの形式と一致
している必要があります。

形式でのMAC
アドレスの検索

（Search for
MAC Address in
Format）
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使用上のガイドラインフィールド

ユーザ名からドメインプレフィクスを削除するための適切なテキストを入力

します。

ユーザ名の中で、このフィールドに指定した区切り文字が Cisco ISEで検出さ
れると、そのユーザ名の初めから区切り文字までのすべての文字が削除されま

す。ユーザ名に、<start_string>ボックスに指定した文字が複数含まれている場
合は、Cisco ISEによって最後の区切り文字までの文字が削除されます。たと
えば、区切り文字がバックスラッシュ（\）で、ユーザ名が DOMAIN\user1で
ある場合、Cisco ISEによって user1が LDAPサーバに送信されます。

<start_string>ボックスには、特殊文字であるシャープ記号（#）、疑
問符（?）、引用符（"）、アスタリスク（*）、右山カッコ（>）、
および左山カッコ（<）を入力できません。Cisco ISEでは、ユーザ
名にこれらの文字を使用できません。

（注）

サブジェクト名

の先頭から最後

に出現する区切

り文字まで削除

（Strip start of
subject name up
to the last
occurrence of the
separator）

ユーザ名からドメインサフィックスを削除するための適切なテキストを入力

します。

ユーザ名の中で、このフィールドに指定した区切り文字が Cisco ISEで検出さ
れると、その区切り文字からユーザ名の末尾までのすべての文字が削除されま

す。ユーザ名に、このフィールドに指定した文字が複数含まれている場合は、

Cisco ISEによって最初の区切り文字から文字が削除されます。たとえば、区
切り文字が@で、ユーザ名が user1@domainであれば、Cisco ISEは user1を
LDAPサーバに送信します。

<end_string>ボックスには、特殊文字であるシャープ記号（#）、疑
問符（?）、引用符（"）、アスタリスク（*）、右山カッコ（>）、
および左山カッコ（<）を入力できません。Cisco ISEでは、ユーザ
名にこれらの文字を使用できません。

（注）

最初に出現する

区切り文字から

サブジェクト名

の末尾まで削除

（Strip end of
subject name from
the first
occurrence of the
separator）
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LDAP グループ設定

表 33：LDAP グループ設定

使用上のガイドラインフィールド

[追加（Add）]> [グループの追加（AddGroup）]
を選択して新しいグループを追加するか、[追加
（Add）] > [ディレクトリからグループを選択
（Select Groups From Directory）]を選択して
LDAPディレクトリからグループを選択します。

グループの追加を選択した場合は、新しいグ

ループの名前を入力します。ディレクトリから

選択する場合は、フィルタ基準を入力し、[グ
ループの取得（RetrieveGroups）]をクリックし
ます。選択するグループの隣にあるチェック

ボックスをオンにし、[OK]をクリックします。
選択したグループが [グループ（Groups）]ペー
ジに表示されます。

追加（Add）

LDAP 属性設定

表 34：LDAP 属性設定

使用上のガイドラインフィールド

[追加（Add）] > [属性の追加（Add Attribute）]
を選択して新しい属性を追加するか、[追加
（Add）]>[ディレクトリから属性を選択（Select
Attributes From Directory）]を選択して LDAP
サーバから属性を選択します。

属性を追加する場合は、新しい属性の名前を入

力します。ディレクトリから選択する場合は、

ユーザ名を入力し、[属性の取得（Retrieve
Attributes）]をクリックしてユーザの属性を取
得します。選択する属性の隣にあるチェック

ボックスをオンにし、[OK]をクリックします。

追加（Add）

RADIUS トークン ID ソースの設定
次の表では、RADIUS外部 IDソースを設定し、それに接続するために使用できる [RADIUSトー
クン IDソース（RADIUS Token Identity Sources）]ページのフィールドについて説明します。この
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ページへのナビゲーションパスは、[管理（Administration）] > [IDの管理（IdentityManagement）]
> [外部 IDソース（External Identity Sources）] > [RADIUSトークン（RADIUS Token）]です。

表 35：RADIUS トークン ID ソースの設定

使用上のガイドラインフィールド

RADIUSトークンサーバの名前を入力します。許容最大文字数は
64文字です。

[名前（Name）]

RADIUSトークンサーバの説明を入力します。最大文字数は 1024
です。

説明

RADIUS IDソースが SafeWordサーバである場合はこのチェック
ボックスをオンにします。

SafeWordサーバ（SafeWord
Server）

プライマリに障害が発生した場合にバックアップとして使用する

Cisco ISEのセカンダリ RADIUSトークンサーバを有効にするに
は、このチェックボックスをオンにします。このチェックボック

スをオンにする場合は、セカンダリRADIUSトークンサーバを設
定する必要があります。

セカンダリサーバの有効化

（Enable Secondary Server）

Cisco ISEが常にプライマリサーバに最初にアクセスするには、こ
のオプションボタンをクリックします。

常にプライマリサーバに最

初にアクセスする（Always
Access Primary Server First）

プライマリサーバに到達できない場合に Cisco ISEがセカンダリ
RADIUSトークンサーバを使用して認証できる時間（分単位）を
指定するには、このオプションボタンをクリックします。この時

間を過ぎると、Cisco ISEはプライマリサーバに対する認証を再試
行します。

経過後にプライマリサーバ

にフォールバック（Fallback
to Primary Server after）

プライマリサーバ（Primary Server）

プライマリRADIUSトークンサーバの IPアドレスを入力します。
このフィールドには、文字列として表される有効な IPアドレスを
入力できます。このフィールドで使用できる文字は、数字とドッ

ト（.）です。

ホスト名/アドレス（Host
IP）

この接続のプライマリRADIUSトークンサーバで設定されている
共有秘密を入力します。

共有秘密鍵（Shared Secret）

プライマリRADIUSトークンサーバが受信しているポート番号を
入力します。有効な値は 1～ 65,535です。デフォルトは 1812で
す。

認証ポート（Authentication
Port）
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使用上のガイドラインフィールド

プライマリサーバがダウンしていると判断する前に Cisco ISEが
プライマリRADIUSトークンサーバからの応答を待つ時間（秒単
位）を指定します。有効な値は 1～ 300です。デフォルトは 5で
す。

サーバタイムアウト（Server
timeout）

セカンダリサーバ（定義されている場合）に移動する前、または

セカンダリサーバが定義されていない場合は要求をドロップする

前に、Cisco ISEがプライマリサーバへの再接続を試行する回数を
指定します。有効な値は 1～ 9です。デフォルトは 3です。

接続試行回数（Connection
Attempts）

セカンダリサーバ（Secondary Server）

セカンダリRADIUSトークンサーバの IPアドレスを入力します。
このフィールドには、文字列として表される有効な IPアドレスを
入力できます。このフィールドで使用できる文字は、数字とドッ

ト（.）です。

ホスト名/アドレス（Host
IP）

この接続のセカンダリRADIUSトークンサーバで設定されている
共有秘密を入力します。

共有秘密鍵（Shared Secret）

セカンダリRADIUSトークンサーバが受信しているポート番号を
入力します。有効な値は 1～ 65,535です。デフォルトは 1812で
す。

認証ポート（Authentication
Port）

セカンダリサーバがダウンしていると判断する前に Cisco ISEが
セカンダリRADIUSトークンサーバからの応答を待つ時間（秒単
位）を指定します。有効な値は 1～ 300です。デフォルトは 5で
す。

サーバタイムアウト（Server
timeout）

要求をドロップする前に Cisco ISEがセカンダリサーバへの再接
続を試行する回数を指定します。有効な値は 1～ 9です。デフォ
ルトは 3です。

接続試行回数（Connection
Attempts）

RSA SecurID ID ソースの設定
次の表では、RSA SecurID IDソースを作成し、それに接続するために使用できる [RSA SecurID ID
ソース（RSA SecurID Identity Sources）]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、[管理（Administration）] > [IDの管理（Identity Management）] > [外部
IDソース（External Identity Sources）] > [RSA SecurID]です。

RSA プロンプトの設定

次の表では、[RSAプロンプト（RSA Prompts）]タブ内のフィールドについて説明します。
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表 36：RSA プロンプトの設定

使用上のガイドラインフィールド

パスコードを取得するテキスト文字列を入力します。パスコードプロン

プトの入力（Enter
Passcode Prompt）

次のトークンを要求するテキスト文字列を入力します。次のトークンコー

ドの入力（Enter
Next Token Code）

PINタイプを要求するテキスト文字列を入力します。PINタイプの選択
（Choose PINType）

システム生成の PINを受け付けるテキスト文字列を入力します。システムPINの受け
入れ（Accept System
PIN）

英数字 PINを要求するテキスト文字列を入力します。英数字 PINの入力
（EnterAlphanumeric
PIN）

数値 PINを要求するテキスト文字列を入力します。数値 PINの入力
（Enter Numeric
PIN）

ユーザに PINの再入力を要求するテキスト文字列を入力します。PINの再入力
（Re-enter PIN）

RSA メッセージ設定（RSA Message Settings）

次の表では、[RSAメッセージ（RSA Messages）]タブ内のフィールドについて説明します。

表 37：RSA メッセージ設定（RSA Messages Settings）

使用上のガイドラインフィールド

システム PINメッセージのラベルにするテキスト文字列を入力しま
す。

システムPINメッセージ
の表示（Display System
PIN Message）

ユーザに新しい PINを覚えるように通知するテキスト文字列を入力し
ます。

システムPIN通知の表示
（Display System PIN
Reminder）
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使用上のガイドラインフィールド

PINには数字のみを入力するようにユーザに指示するメッセージを入
力します。

数字を入力する必要があ

るエラー（Must Enter
Numeric Error）

PINには英数字のみを入力するようにユーザに指示するメッセージを
入力します。

英数字を入力する必要が

あるエラー（Must Enter
Alpha Error）

ユーザの PINがシステムによって受け入れられたときに表示される
メッセージを入力します。

PIN受け入れメッセージ
（PIN Accepted
Message）

ユーザの PINがシステムによって拒否されたときに表示されるメッ
セージを入力します。

PIN拒否メッセージ
（PINRejectedMessage）

ユーザが不正な PINを入力したときに表示されるメッセージを入力し
ます。

ユーザのPINが異なるエ
ラー（User Pins Differ
Error）

ユーザの PINがシステムによって受け入れられたときに表示される
メッセージを入力します。

システム PIN受け入れ
メッセージ（System PIN
Accepted Message）

ユーザが指定した PINが、PIN長ポリシーで指定されている範囲に収
まらない場合に表示されるメッセージを入力します。

不正パスワード長エラー

（Bad Password Length
Error）

ID の管理の設定

ユーザパスワードポリシーの設定

次の表では、ユーザパスワードの基準を定義するために使用できる [ユーザパスワードポリシー
（User Password Policy）]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、[管理（Administration）] > [IDの管理（Identity Management）] > [設定（Settings）] >
[パスワードポリシー（Password Policy）]です。

表 38：ユーザパスワードポリシーの設定

説明オプション

パスワードの最小長を設定します（文字単位）。最小長（Minimum Length）
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説明オプション

ユーザ名またはその文字の逆順での使用を制限します。[ユーザ名（Username）]

「cisco」またはその文字の逆の順序での使用を制限しま
す。

Cisco

定義した特殊文字の逆の順序での使用を制限します。特殊文字

同じ文字を 4回以上連続して繰り返すことを制限しま
す。

文字の繰り返し（Repeated characters）

パスワードに、次のタイプがそれぞれ少なくとも 1つは
含まれている必要があります。

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

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

•数字（Numeric characters）

•英数字以外の文字（Non-alphanumeric characters）

必須の文字（Required characters）

同じパスワードが繰り返し使用されるのを防ぐために、

パスワードと異なっている必要がある前のバージョンの

数を入力します。

また、以前のパスワードと異なる必要がある文字数を入

力できます。

ユーザがパスワードを再使用できない日数を入力しま

す。

パスワード履歴（Password History）

次のオプションを指定して、指定した期間後にパスワー

ドを変更するようユーザに強制します。

•パスワードが変更されなかった場合にユーザアカ
ウントを無効にするまでの時間（日数）（Time (in
days) before the user account is disabled if the password
is not changed）

•ユーザアカウントが無効になるまでのリマインダ
（日数）（Reminder (in days) before the user account
is disabled）

パスワードライフタイム（Password
Lifetime）
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説明オプション

Cisco ISEが、管理者を Cisco ISEからロックアウトし、
アカウントクレデンシャルを一時停止または無効にする

までに、誤った管理者パスワードを記録する回数を指定

します。

アカウントがロックされる管理者に電子メールが送信さ

れます。カスタム電子メール修復メッセージを入力する

ことができます。

ログイン試行の不正なアカウントを

ロックまたは一時停止する（Lock or
Suspend Account with Incorrect Login
Attempts）

ネットワークリソース

ネットワークデバイス

これらのページを使用すると、ネットワークデバイスを追加し、管理することができます。

ネットワークデバイス定義の設定

次の表では、Cisco ISEのネットワークアクセスデバイスを設定するために使用できる [ネット
ワークデバイス（Network Devices）]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、[管理（Administration）] > [ネットワークリソース（NetworkResources）]
> [ネットワークデバイス（Network Devices）]です。

ネットワークデバイスの設定

次の表に、[ネットワークデバイス（Network Device）]セクションのフィールドを示します。

表 39：ネットワークデバイスの設定

説明フィールド

ネットワークデバイスの名前を入力します。

ネットワークデバイスに、デバイスのホスト名とは異なるわかりやすい

名前を指定できます。デバイス名は論理識別子です。

一度設定したデバイスの名前は編集できませ

ん。

（注）

[名前（Name）]

デバイスの説明を入力します。説明
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説明フィールド

1つの IPアドレスおよびサブネットマスクを入力します。

IPアドレスとサブネットマスクを定義するときに従う必要があるガイド
ラインを次に示します。

•特定の IPアドレスを定義するか、サブネットマスクを使用して範
囲を定義できます。デバイス Aの IPアドレス範囲が定義されてい
る場合、デバイスAに定義されている範囲の個別のアドレスを別の
デバイス Bに設定できます。

•同じ IPアドレスを持つ 2台のデバイスを定義することはできませ
ん。

•同じ IP範囲を持つ 2台のデバイスを定義することはできません。IP
範囲は、一部または全部が重複することはできません。

IPアドレス/マスク
（IP Address/Mask）

ドロップダウンリストをクリックして、ネットワークデバイスのベン

ダーを選択します。

ドロップダウンリストの横にあるツールのヒントを使用して、選択した

ベンダーのネットワークデバイスがサポートしているフローおよびサー

ビスと、デバイスで使用されている RADIUS CoAポートと URLリダイ
レクトのタイプを表示できます。これらの属性は、デバイスタイプの

ネットワークデバイスプロファイルで定義されます。

デバイスタイプ

（Device Type）

ドロップダウンリストをクリックして、デバイスモデルなどを選択しま

す。

モデル名は、ルールベースのポリシーの条件をチェックするときに、パ

ラメータの 1つとして使用できます。この属性は、デバイスディクショ
ナリにあります。

モデル名（Model
Name）

ドロップダウンリストをクリックして、ネットワークデバイスで実行す

るソフトウェアのバージョンを選択します。

ソフトウェアバージョンは、ルールベースのポリシーの条件をチェック

するときに、パラメータの 1つとして使用できます。この属性は、デバ
イスディクショナリにあります。

ソフトウェアバー

ジョン（Software
Version）
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説明フィールド

[ロケーション（Location）]および [デバイスタイプ（Device Type）]ド
ロップダウンリストをクリックし、ネットワークデバイスに関連付ける

ことができるロケーションとデバイスタイプを選択します。

グループを設定するときに、明確にデバイスをグループに割り当てない

と、そのデバイスはデフォルトのデバイスグループ（ルート NDG）に
含まれます。これにより、ロケーションはすべてのロケーション、デバ

イスタイプはすべてのデバイスタイプとなり、デフォルトのデバイス

グループ（ルート NDG）が割り当てられます。たとえば、すべてのロ
ケーションとすべてのデバイスグループなどです。

ネットワークデバイ

スグループ（Network
Device Group）

RADIUS 認証設定

次の表では、[RADIUS認証設定（RADIUS Authentication Settings）]セクションのフィールドにつ
いて説明します。

表 40：RADIUS 認証設定

使用上のガイドラインフィールド

選択したプロトコルとして RADIUSを表示します。プロトコル

共有秘密鍵を入力します。長さは、最大 127文字です。

共有秘密鍵は、pacオプションを指定した radius-hostコマンドを使用し
てネットワークデバイスに設定したキーです。

共有秘密鍵（Shared
Secret）

ネットワークデバイスでサポートされる場合にのみ、このチェックボッ

クスをオンにします。これにより、AESKeyWrapアルゴリズムによって
RADIUSのセキュリティが強化されます。

FIPSモードでCisco ISEを実行する場合は、ネットワークデバ
イス上で KeyWrapを有効にする必要があります。

（注）

KeyWrapの有効化
（Enable KeyWrap）

（KeyWrapを有効にしている場合だけ表示されます）セッション暗号化
（秘密）に使用される暗号キーを入力します。

キー暗号キー（Key
Encryption Key）

（KeyWrapを有効にしている場合だけ表示されます）RADIUSメッセー
ジのキー付きHashedMessageAuthenticationCode（HMAC）の計算に使用
されるキーを入力します。

メッセージオーセン

ティケータコード

キー（Message
Authenticator Code
Key）
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使用上のガイドラインフィールド

次の形式のいずれか 1つを選択します。

• [ASCII]：キー暗号キーの長さは 16文字（バイト）、メッセージ
オーセンティケータコードキーの長さは 20文字（バイト）である
必要があります。

• [16進数（Hexadecimal）]：キー暗号キーの長さは32バイトであり、
メッセージオーセンティケータコードキーの長さは 40バイトであ
る必要があります。

Cisco ISEFIPS暗号キーの入力に使用するキー入力形式を指定します。こ
れは、WLCの設定と一致する必要があります（指定する値はキーの正し
い（全体の）長さにする必要があり、それよりも短い値は許可されませ

ん）。

キー入力形式（Key
Input Format）

許可変更を受信するデバイスポートの番号を入力します。

デバイスのデフォルトの CoAポートはデバイスタイプのネットワーク
デバイスプロファイルで定義されます。

CoAポート（CoA
Port）

SNMP 設定

次の表では、[SNMP設定（SNMP Settings）]セクションのフィールドについて説明します。
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表 41：SNMP 設定

使用上のガイドラインフィールド

[バージョン（Version）]ドロップダウンリストから要求に使用される
SNMPのバージョンを選択します。

次のバージョンがあります。

• 1：SNMPv1は informsをサポートしていません。

• 2c

• 3：SNMPv3は、[Priv]セキュリティレベルを選択した場合にパケッ
ト暗号化が可能であるため、最もセキュアなモデルです。

ネットワークデバイスに SNMPv3パラメータを設定した
場合、モニタリングサービス（[操作（Operations）] > [レ
ポート（Reports）] > [カタログ（Catalog）] > [ネットワー
クデバイス（Network Device）] > [セッションステータス
概要（SessionStatusSummary）]）によって提供されるネッ
トワークデバイスセッションステータス概要レポートを

生成できません。ネットワークデバイスが SNMPv1また
は SNMPv2cパラメータを使用して設定されている場合
は、このレポートを正常に生成できます。

（注）

SNMPバージョン
（SNMP Version）

（SNMPバージョン 1および 2cで選択された場合のみ）Cisco ISEにデ
バイスへの特定タイプのアクセスを提供する読み取り専用コミュニティ

ストリングを入力します。

SNMP ROコミュニ
ティ（SNMP RO
Community）

（SNMPバージョン 3の場合のみ）SNMPユーザ名を入力します。SNMPユーザ名
（SNMP Username）

（SNMPバージョン 3の場合のみ）次からセキュリティレベルを選択し
ます。

• [Auth]：Message Digest 5またはセキュアハッシュアルゴリズム
（SHA）パケット認証をイネーブルにします

• [No Auth]：認証なし、プライバシーなしのセキュリティレベル。

• [Priv]：データ暗号規格（DES）パケットの暗号化をイネーブルにし
ます

セキュリティレベル

（Security Level）
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使用上のガイドラインフィールド

（SNMPバージョン 3でセキュリティレベル Authおよび Privを選択し
た場合のみ）ネットワークデバイスで使用する認証プロトコルを選択し

ます。

認証プロトコルには、Authおよび Privのセキュリティレベルに対して
次のいずれかが含まれます。

• MD5

• SHA

認証プロトコル（Auth
Protocol）

（SNMPバージョン 3でセキュリティレベル Authおよび Privを選択し
た場合のみ）認証キーを入力します。このキーは 8文字以上の長さにす
る必要があります。

デバイスにすでに設定されている認証パスワードを表示するには、[表示
（Show）]をクリックします。

認証パスワード（Auth
Password）

（SNMPバージョン 3でセキュリティレベル Privを選択した場合のみ）
ネットワークデバイスで使用するプライバシープロトコルを選択しま

す。

プライバシープロトコルは次のいずれかです。

• DES

• AES128

• AES192

• AES256

• 3DES

プライバシープロト

コル（Privacy
Protocol）

（SNMPバージョン 3でセキュリティレベル Privを選択した場合のみ）
プライバシーキーを入力します。

デバイスにすでに設定されているプライバシーパスワードを表示するに

は、[表示（Show）]をクリックします。

プライバシーパス

ワード（Privacy
Password）

ポーリング間隔を秒単位で入力します。デフォルトは 3600秒です。ポーリング間隔

（Polling Interval）

SNMPトラップを介して受信する linkup通知と linkdown通知を受信して
解釈するには、このチェックボックスをオンにします。

リンクトラップクエ

リー（Link Trap
Query）
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使用上のガイドラインフィールド

SNMPトラップを介して受信するMAC通知を受信して解釈するには、
このチェックボックスをオンにします。

MACトラップクエ
リー（MAC Trap
Query）

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。

送信元ポリシーサー

ビスノード

（Originating Policy
Service Node）

高度な TrustSec 設定

次の表では、[高度な TrustSec設定（Advanced TrustSec Settings）]セクションのフィールドについ
て説明します。

表 42：高度な TrustSec 設定

使用上のガイドラインフィールド

TrustSecデバイスの通知および更新の設定

デバイス名をデバイス IDとして [デバイス ID（Device ID）]フィールド
にリストする場合は、このチェックボックスをオンにします。

このチェックボックスをオンにした場合、デバイス名が [デバイス ID
（Device Id）]フィールドに表示されます。また、このデバイス IDは、
任意の説明的な名前に変更できます。

TrustSec IDにデバイ
ス IDを使用（Use
Device ID for TrustSec
Identification）

（[TrustSec IDにデバイス IDを使用（Use Device ID for TrustSec
Identification）]チェックボックスがオフの場合のみ）。このフィールド
に入力されたデバイス名を論理識別子として使用できます。

デバイス ID（Device
Id）

TrustSecデバイスを認証するためのパスワードを入力します（TrustSecデ
バイスのコマンドラインインターフェイス（CLI）で設定したパスワー
ドと同じ）。

TrustSecデバイスの認証に使用されるパスワードを表示するには、[表示
（Show）]をクリックします。

[パスワード
（Password）]

Cisco ISEから TrustSecデバイス環境情報をダウンロードする時間間隔を
秒、分、時間、週、または日単位で設定できるようにする有効期限を指

定します。

たとえば、秒単位で60を入力すると、デバイスはCisco ISEから環境デー
タを毎分ダウンロードします。デフォルト値は 86,400秒または 1日で
す。値の範囲は 1～ 24850です。

環境データのダウン

ロード間隔

（Download
Environment Data
Every）
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使用上のガイドラインフィールド

Cisco ISEからピア許可ポリシーをダウンロードする時間間隔を秒、分、
時間、週、または日単位で設定できる有効期限を指定します。

たとえば、60秒を入力すると、デバイスは 1分ごとに Cisco ISEからそ
のピア許可ポリシーをダウンロードします。デフォルト値は 86,400秒ま
たは 1日です。値の範囲は 1～ 24850です。

ピア許可ポリシーのダ

ウンロード間隔

（Download Peer
Authorization Policy
Every）

再認証の秒、分、時間、週、または日単位の時間間隔を設定できる802.1X
再認証期間を指定します。

TrustSecソリューションを使用して設定されたネットワークでは、TrustSec
デバイスは初期認証後に Cisco ISEに対して自分自身の再認証を行いま
す。

たとえば、1000秒を入力すると、デバイスは 1000秒ごとに Cisco ISEに
対して自身を認証します。デフォルト値は 86,400秒または 1日です。値
の範囲は 1～ 24850です。

再認証間隔

（Reauthentication
Every）

Cisco ISEからSGACLをダウンロードする時間間隔を秒、分、時間、週、
または日単位で設定できる有効期間を指定します。

たとえば、3600秒を入力すると、ネットワークデバイスは 3600秒ごと
に Cisco ISEから SGACLのリストを取得します。デフォルト値は 86,400
秒または 1日です。値の範囲は 1～ 24850です。

SGACLリストのダウ
ンロード間隔

（Download SGACL
Lists Every）

すべてのピアデバイスでこの TrustSecデバイスを信頼する場合は、この
チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオフにした

場合、ピアデバイスはこのデバイスを信頼せず、このデバイスから到着

したすべてのパケットが適宜色付けされるかまたはタグ付けされます。

その他のTrustSecデバ
イスでこのデバイスを

信頼する（信頼できる

TrustSec）（Other
TrustSec Devices to
Trust This Device
(TrustSec Trusted)）

Cisco ISEでこの TrustSecデバイスに TrustSec CoA通知を送信する場合
は、このチェックボックスをオンにします。

TrustSec設定の変更に
ついてこのデバイスに

通知する（Notify this
device about TrustSec
configuration changes）

デバイス設定の展開設定
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使用上のガイドラインフィールド

このTrustSecデバイスで、デバイスインターフェイスクレデンシャルを
使用して IPとSGTとのマッピングを取得する場合は、このチェックボッ
クスをオンにします。

セキュリティグルー

プタグマッピングの

展開時にこのデバイス

を含める（Include this
device when deploying
Security Group Tag
Mapping Updates）

EXECモードでデバイス設定を編集する権限を持つユーザ名を入力しま
す。

EXECモードユーザ
名（Exec Mode
Username）

EXECモードでデバイス設定を編集する権限を持つユーザのパスワード
を入力します。

EXECモードパス
ワード（Exec Mode
Password）

設定を編集できるデバイスのEXECモードパスワードを有効にするため
のパスワードを入力します。

このデバイスにすでに設定されているEXECモードパスワードを表示す
るには、[表示（Show）]をクリックします。

有効モードパスワー

ド（Enable Mode
Password）

アウトオブバンド（OOB）TrustSec PAC（Out Of Band (OOB) Trustsec PAC）の表示

この TrustSecデバイス用に Cisco ISEによって生成された最後の TrustSec
PACの発行日を表示します。

発行日（Issue Date）

この TrustSecデバイス用に Cisco ISEによって生成された最後の TrustSec
PACの有効期限を表示します。

期限日（Expiration
Date）

このデバイス用に Cisco ISEによって生成された最後の TrustSec PACの
発行者（TrustSec管理者）の名前を表示します。

発行元（Issued By）

TrustSec Protected Access Credentials（PAC）を作成するには、[PACの生
成（Generate PAC）]をクリックします。

デフォルトでは、アウトオブバンド TrustSec Protected Access Credentials
（PAC）情報は空ですが、入力されている場合は無効と表示されます。
TrustSec PAC情報は、TrustSec対応デバイスの TrustSec PACを生成する
ときに自動的に入力できます。

PACの生成（Generate
PAC）

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイドリリース 2.0    
79

管理のユーザインターフェイスのリファレンス

ネットワークデバイス



デフォルトのネットワークデバイス定義の設定

次の表に、Cisco ISEが RADIUSおよび TACACS+認証に使用できる、デフォルトのネットワーク
デバイスを設定できるようにする [デフォルトのネットワークデバイス（DefaultNetworkdevice）]
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、[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）] >
[デフォルトデバイス（Default Device）]です。

表 43：デフォルトのネットワークデバイス定義の設定

使用上のガイドラインフィールド

デフォルトのネットワークデバイス定義を有効にするには、[デフォルト
のネットワークデバイスのステータス（Default Network Device Status）]
ドロップダウンリストから [有効化（Enable）]を選択します。

デフォルトのネット

ワークデバイスのス

テータス（Default
Network Device
Status）

デフォルトのデバイスベンダーとしてシスコを表示します。デバイスプロファイ

ル

選択したプロトコルとして RADIUSを表示します。プロトコル

長さが最大 128文字の共有秘密を入力します。

共有秘密鍵は、pacオプションを指定した radius-hostコマンドを使用し
てネットワークデバイスに設定したキーです。

共有秘密鍵（Shared
Secret）

ネットワークデバイスでサポートされる場合にのみ、このチェックボッ

クスをオンにします。これにより、AESKeyWrapアルゴリズムによって
RADIUSのセキュリティが強化されます。

KeyWrapの有効化
（Enable KeyWrap）

KeyWrapを有効にしているときに、セッションの暗号化（秘密）に使用
される暗号キーを入力します。

キー暗号キー（Key
Encryption Key）

KeyWrapを有効にしているときに、RADIUSメッセージに対するキー付
きHashedMessageAuthenticationCode（HMAC）の計算に使用されるキー
を入力します。

メッセージオーセン

ティケータコード

キー（Message
Authenticator Code
Key）
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使用上のガイドラインフィールド

次の形式のいずれか 1つを選択します。

• [ASCII]：キー暗号キーの長さは 16文字（バイト）、メッセージ
オーセンティケータコードキーの長さは 20文字（バイト）である
必要があります。

• [16進数（Hexadecimal）]：キー暗号キーの長さは32バイトであり、
メッセージオーセンティケータコードキーの長さは 40バイトであ
る必要があります。

キー入力形式（Key
Input Format）

TACACS+プロトコルがイネーブルのときにネットワークデバイスに割
り当てられたテキストの文字列。ユーザは、ネットワークデバイスに

よってユーザ名およびパスワードが認証される前にテキストを入力する

必要があります。ユーザが共有秘密情報を提示するまで、接続は拒否さ

れます。

共有秘密鍵（Shared
Secret）

ネットワークデバイスとのすべてのTACACS+通信に単一のTCP接続を
使用する場合にオンにします。次のいずれかを実行します。

• [レガシーシスコデバイス（Legacy Cisco Devices）]

•または、[TACACS+ドラフトコンプライアンスシングル接続のサポー
ト（TACACS+ Draft Compliance Single Connect Support）]。このオプ
ションをディセーブルにすると、すべての TACACS+要求に対して
新しい TCP接続が ISEで使用されます。

シングル接続モードを

有効にする（Enable
Single Connect Mode）

ネットワークデバイスのインポート設定

次の表では、ネットワークデバイスの詳細を Cisco ISEにインポートするために使用する [ネット
ワークデバイスインポート（NetworkDevice Import）]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、[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）]です。

表 44：ネットワークデバイスのインポート設定

使用上のガイドラインフィールド

カンマ区切り形式（.csv）テンプレートファイルを作成するには、この
リンクをクリックします。

同じ形式のネットワークデバイス情報でテンプレートを更新し、それら

のネットワークデバイスを Cisco ISE展開にインポートするためにロー
カルで保存します。

テンプレートの生成

（Generate a
Template）
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使用上のガイドラインフィールド

作成したか、またはCiscoISE展開から以前にエクスポートしたカンマ区
切り形式ファイルの場所を参照するには、[参照（Browse）]をクリック
します。

インポートを使用して、新しい、更新されたネットワークデバイス情報

を含むネットワークデバイスを別の Cisco ISE展開にインポートできま
す。

ファイル（File）

Cisco ISEで既存のネットワークデバイスをインポートファイル内のデ
バイスに置き換える場合は、このチェックボックスをオンにします。

このチェックボックスをオンにしない場合、インポートファイル内の新

しいネットワークデバイス定義がネットワークデバイスリポジトリに

追加されます。重複エントリは無視されます。

新しいデータで既存の

データを上書き

（Overwrite existing
data with new data）

インポート中にエラーが発生したときにCiscoISEにインポートを中止さ
せる場合、このチェックボックスをオンにしますが、Cisco ISEはエラー
のその時点までネットワークデバイスをインポートします。

このチェックボックスがオフで、エラーが発生した場合は、エラーが報

告され、Cisco ISEはデバイスを引き続きインポートします。

最初のエラーでイン

ポートを停止（Stop
Import on First Error）

ネットワークデバイスグループ（Network Device Groups）
これらのページを使用すると、ネットワークデバイスグループを設定し、管理することができま

す。

ネットワークデバイスグループの設定

次の表では、ネットワークデバイスグループを作成するために使用できる [ネットワークデバイ
スグループ（NetworkDeviceGroups）]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、[管理（Administration）] > [ネットワークリソース（NetworkResources）]
> [ネットワークデバイスグループ（Network Device Groups）] > [グループ（Groups）]です。

[ワークセンター（Work Centers）] > [デバイス管理（Device Administration）] > [ネットワークデバ
イスグループ（Network Device Groups）] > [グループ（Groups）]ページでネットワークデバイス
グループを作成することもできます。
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表 45：ネットワークデバイスグループの設定

使用上のガイドラインフィールド

ルートネットワークデバイスグループ（NDG）の名前を入力します。
ルート NDGの下の後続のすべての子ネットワークデバイスグループに
対して、新しいネットワークデバイスグループの名前を入力します。

ネットワークデバイスグループの完全な名前には最大で 100文字使用で
きます。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、作成しているNDGの完全な名前はGlobal#Asia#India
になります。この完全な名前は100文字を超えないようにしてください。
NDGの完全な名前が100文字を超えた場合、NDGの作成は失敗します。

[名前（Name）]

ルートまたは子のネットワークデバイスグループの説明を入力します。説明

ルートネットワークデバイスグループのタイプを入力します。

ルート NDGの下の後続のすべての子ネットワークデバイスグループの
場合、タイプは親NDGから継承されるため、ルートNDGの下にあるす
べての子 NDGは同じタイプになります。

このNDGがルートNDGの場合、そのタイプがデバイスディクショナリ
で属性として使用できるようになります。この属性に基づいて条件を定

義できます。NDGの名前は、この属性が取得できる値のいずれかです。

タイプ（Type）

ネットワークデバイスグループのインポート設定

次の表では、Cisco ISEにネットワークデバイスグループをインポートするために使用できる [ネッ
トワークデバイスグループインポート（Network Device Group Import）]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、[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）]です。

表 46：ネットワークデバイスグループのインポート設定

使用上のガイドラインフィールド

カンマ区切り形式（.csv）テンプレートファイルを作成するには、
このリンクをクリックします。

同じ形式のネットワークデバイスグループ情報でテンプレートを更

新し、それらのネットワークデバイスグループを Cisco ISE展開に
インポートするためにローカルで保存します。

テンプレートの生成

（Generate a Template）
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使用上のガイドラインフィールド

作成したか、またはCisco ISE展開から以前にエクスポートしたカン
マ区切り形式ファイルの場所を参照するには、[参照（Browse）]を
クリックします。

インポートを使用して、新しい、更新されたネットワークデバイス

グループ情報を含むネットワークデバイスグループを別のCisco ISE
展開にインポートできます。

ファイル（File）

Cisco ISEで既存のネットワークデバイスグループをインポートファ
イル内のデバイスグループに置き換える場合は、このチェックボッ

クスをオンにします。

このチェックボックスをオンにしない場合、インポートファイル内

の新しいネットワークデバイスグループがネットワークデバイス

グループリポジトリに追加されます。重複エントリは無視されます。

新しいデータで既存のデー

タを上書き（Overwrite
existing data with new data）

インポート中にエラーが発生すると、Cisco ISEにインポートを中止
させる場合、このチェックボックスをオンにしますが、Cisco ISEは
エラーのその時点までネットワークデバイスグループをインポート

します。

このチェックボックスがオフで、エラーが発生した場合は、エラー

が報告され、Cisco ISEはデバイスグループを引き続きインポートし
ます。

最初のエラーでインポー

トを停止（Stop Import on
First Error）

ネットワークデバイスプロファイル設定

次の表は、[ネットワークデバイスプロファイル（Network Device Profiles）]ページのフィールド
についての説明です。このページを使用して、プロトコル、リダイレクト URLおよび CoA設定
に対するデバイスのサポートなど、特定のベンダーからのネットワークデバイスのタイプに対す

るデフォルト設定を構成することができます。その後、プロファイルを使用して特定のネットワー

クデバイスを定義します。

このページへのナビゲーションパスは、[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）]です。

ネットワークデバイスプロファイルの設定

次の表は、[ネットワークデバイスプロファイル（Network Device Profile）]セクションのフィー
ルドについての説明です。
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表 47：ネットワークデバイスプロファイルの設定

説明フィールド

ネットワークデバイスプロファイルの名前を入力します。[名前（Name）]

ネットワークデバイスプロファイルの説明を入力します。説明

ネットワークデバイスプロファイルに使用するアイコンを選択します。

このアイコンには、選択したベンダーのアイコンがデフォルトで設定さ

れます。

選択するアイコンは 16 X 16の PNGファイルである必要があります。

アイコン（Icon）

ネットワークデバイスプロファイルのベンダーを選択します。

選択可能なベンダーは、シスコ、Aruba、HP、Motorola、Brocade、Alcatel
などです。

ベンダー（Vendor）

サポートされるプロトコル

このネットワークデバイスプロファイルが RADIUSをサポートしてい
る場合は、このチェックボックスをオンにします。

RADIUS

このネットワークデバイスプロファイルがTACACS+をサポートしてい
る場合は、このチェックボックスをオンにします。

TACACS+

このネットワークデバイスプロファイルがTrustSecをサポートしている
場合は、このチェックボックスをオンにします。

TrustSec

このプロファイルでサポートされる 1つ以上の RADIUSディクショナリ
を選択します。プロファイルを作成する前に、ベンダー固有の RADIUS
ディクショナリをインポートします。

RADIUSディクショナ
リ（RADIUS
Dictionaries）

認証/許可テンプレートの設定

次の表は、[認証/許可（Authentication/Authorization）]セクションのフィールドについての説明で
す。
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表 48：認証/許可の設定

説明フィールド

Cisco ISEでは、802.1X、MAC認証バイパス（MAB）、およびブラウザ
ベースのWeb認証ログインが、有線ネットワークと無線ネットワークの
両方を介した基本的なユーザ認証およびアクセスでサポートされます。

このタイプのネットワークデバイスがサポートする認証ログインのチェッ

クボックスをオンにします。次の 1つ以上の項目を指定できます。

•有線MAC認証バイパス（MAB）（Wired MAC authentication bypass
(MAB)）

•無線MAB（Wireless MAB）

•有線 802.1x（Wired 802.1X）

•無線 802.1x（Wireless 802.1X）

•有線Web認証（Wired Web Authentication）

•無線Web認証（Wireless Web Authentication）

ネットワークデバイスプロファイルでサポートされる認証ログインをオ

ンにした後、ログインの条件を指定します。

フロータイプの条件

（Flow Type
Conditions）

ポリシールールのフレンドリ名としてデバイスのサービスセット識別子

（SSID）を使用する場合は、[SSID]チェックボックスをオンにします。
これにより、ポリシールールで使用する一貫した名前を作成でき、その

名前は複数のデバイスに適用されます。

属性エイリアシング

（Attribute Aliasing）

ホストルックアップ（MAB）

ネットワークデバイスプロファイルで使用されるホストルックアップ

用のプロトコルを定義するには、このチェックボックスをオンにします。

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。デバイスタイプに応じて、使用しているプロトコ

ルの [パスワードを確認（Check Password）]チェックボックス、
[Calling-Station-IdがMACアドレスと等しいかを確認（Checking
Calling-Station-Id equals MAC Address）]チェックボックス、またはその
両方をオンにします。

ホストルックアップ

の処理（Process Host
Lookup）

ホストルックアップ要求としてネットワークデバイスプロファイルか

らの PAP要求を検出するように Cisco ISEを設定するには、このチェッ
クボックスをオンにします。

PAP/ASCII経由（Via
PAP/ASCII）
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説明フィールド

ホストルックアップ要求としてネットワークデバイスからのこのタイプ

の要求を検出するようにCiscoISEを設定するには、このチェックボック
スをオンにします。

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

CHAP経由（Via
CHAP）

ネットワークデバイスプロファイルに EAPベースのMD5ハッシュ認証
を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。

EAP-MD5経由
（EAP-MD5）

権限テンプレートの設定

このネットワークデバイスプロファイルに使用される VLANおよび ACLの権限を定義できま
す。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。次の表は、[権限（Permissions）]セクションのフィールドについての説明です。

表 49：権限の設定

説明フィールド

このネットワークデバイスプロファイルにVLAN権限を設定するには、
このチェックボックスをオンにします。次のいずれかのオプションを選

択します。

• IETF 802.1X属性（IETF 802.1XAttributes）：Internet Engineering Task
Forceで定義されたデフォルトの RADIUS属性のセットです。

•一意の属性（UniqueAttributes）：複数のRADIUS属性値のペアを指
定できます。

VLANの設定（Set
VLAN）

RADIUS属性をネットワークデバイスプロファイルの ACLに設定する
場合は、このチェックボックスをオンにします。

ACLの設定（Set
ACL）

許可変更（CoA）テンプレートの設定

このテンプレートは、CoAがこのタイプのネットワークデバイスにどのように送信されるかを定
義します。次の表は、[許可変更（CoA）（Change ofAuthorization (CoA)）]セクションのフィール
ドについての説明です。

リダイレクトテンプレートの設定

ネットワークデバイスは、許可プロファイルで設定されている場合、クライアントの HTTP要求
をリダイレクトできます。このテンプレートは、このネットワークデバイスプロファイルがURL
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リダイレクトをサポートするかどうかを指定します。デバイスタイプに固有の URLパラメータ
名を使用します。

HPのネットワークデバイスは、URLリダイレクトでクライアント IPアドレスパラメータの
みを提供します（つまり、クライアントのMACアドレスまたはセッション IDパラメータは
ありません）。モニタリングロールは、これらのデバイスを構成するすべての PSNノードで
有効にする必要があります。

（注）

次の表は、[リダイレクト（Redirect）]セクションのフィールドについての説明です。

表 50：リダイレクトの設定

定義（Definition）フィールド

ネットワークデバイスプロファイルが静的または動的 URLリダイレク
トをサポートするかを選択します。

タイプ（Type）

リダイレクト URLパラメータ名

ネットワークデバイスがクライアントの IPアドレスに使用するパラメー
タ名を入力します。

クライアント IPアド
レス

ネットワークデバイスがクライアントのMACアドレスに使用するパラ
メータ名を入力します。

クライアントMACア
ドレス（Client MAC
Address）

ネットワークデバイスが元の URLに使用するパラメータ名を入力しま
す。

元のURL（Originating
URL）

ネットワークデバイスがセッション IDに使用するパラメータ名を入力
します。

セッション ID

ネットワークデバイスがサービスセット識別子（SSID）に使用するパ
ラメータ名を入力します。

SSID

ダイナミック URLパラメータ

動的 URLリダイレクトを選択する場合は、これらのネットワークデバ
イスがリダイレクトURLを作成する方法を指定する必要があります。ま
た、リダイレクト URLがセッション IDまたはクライアントのMACア
ドレスを使用するかを指定できます。

パラメータ
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詳細設定（Advanced Settings）

ネットワークデバイスプロファイルを使用して、ネットワークデバイスをポリシールールで使

いやすくするために、多数のポリシー要素を生成できます。これらの要素には、複合条件、許可

プロファイル、および許可されているプロトコルが含まれています。

これらの要素を作成するには、[ポリシー要素の作成（Generate Policy Elements）]ボタンをクリッ
クします。

外部 RADIUS サーバの設定
次の表では、[外部 RADIUSサーバ（External RADIUS Server）]ページのフィールドについて説明
します。これらのフィールドを使用して、RADIUSサーバを設定できます。Cisco ISEが RADIUS
サーバとして機能するためには、このページで設定する必要があります。このページのナビゲー

ションパスは、[管理（Administration）] > [ネットワークリソース（Network Resources）] > [外部
RADIUSサーバ（External RADIUS Servers）]です。

表 51：外部 RADIUS サーバの設定

使用上のガイドラインフィールド

外部 RADIUSサーバの名前を入力します。[名前（Name）]

外部 RADIUSサーバの説明を入力します。説明

外部 RADIUSサーバの IPアドレスを入力します。ホスト名/アドレス
（Host IP）

外部RADIUSサーバの認証に使用される、Cisco ISEと外部RADIUSサー
バの間の共有秘密を入力します。共有秘密情報は、予期されるテキスト

文字列です。ユーザは、ネットワークデバイスによってユーザ名および

パスワードが認証されるようにこれらの情報を提示する必要がありま

す。ユーザが共有秘密情報を提示するまで、接続は拒否されます。共有

秘密情報の長さは、最大 128文字です。

共有秘密鍵（Shared
Secret）

このオプションをオンにすると、AES KeyWrapアルゴリズムにより
RADIUSプロトコルのセキュリティが強化されます。

KeyWrapの有効化
（Enable KeyWrap）

（[keyWrapを有効にする（Enable keyWrap）]チェックボックスをオン
にした場合のみ）セッション暗号化（秘密）に使用される暗号キーを入

力します。

キー暗号キー（Key
Encryption Key）

（[keyWrapを有効にする（Enable keyWrap）]チェックボックスをオン
にした場合のみ）RADIUSメッセージ上のキー付き HMAC計算に使用
されるキーを入力します。

メッセージオーセン

ティケータコード

キー（Message
Authenticator Code
Key）
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使用上のガイドラインフィールド

Cisco ISE暗号キーの入力に使用する形式を指定します。これは、WLAN
コントローラ上の設定と一致する必要があります。（指定する値の長さ

は、次に定義されているキーの最大長と正確に一致している必要があり

ます。これより短い値は許可されません）。

• [ASCII]：キー暗号キーの長さは 16文字（バイト）、メッセージ
オーセンティケータコードキーの長さは 20文字（バイト）である
必要があります。

• [16進数（Hexadecimal）]：キー暗号キーの長さは 32バイトであ
り、メッセージオーセンティケータコードキーの長さは 40バイ
トである必要があります。

キー入力形式（Key
Input Format）

RADIUS認証のポート番号を入力します。値の範囲は 1～ 65535です。
デフォルトは 1812です。

認証ポート

（Authentication Port）

RADIUSアカウンティングのポート番号を入力します。値の範囲は 1～
65535です。デフォルトは 1813です。

アカウンティングポー

ト（Accounting Port）

Cisco ISEが外部 RADIUSサーバからの応答を待機する秒数を入力しま
す。デフォルトは 5秒です。有効な値は 5～ 120です。

サーバタイムアウト

（Server timeout）

Cisco ISEが外部RADIUSサーバへの接続を試行する回数を入力します。
デフォルトは 3回に設定されています。有効な値は 1～ 9です。

接続試行回数

（Connection
Attempts）

RADIUS サーバ順序
次の表では、RADIUSサーバ順序を作成するために使用する [RADIUSサーバ順序（RADIUSServer
Sequences）]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、
[管理（Administration）] > [ネットワークリソース（Network Resources）] > [RADIUSサーバ順序
（RADIUS Server Sequences）] > [追加（Add）]です。

表 52：RADIUS サーバ順序

使用上のガイドラインフィールド

RADIUSサーバ順序の名前を入力します。[名前（Name）]

任意で説明を入力します。説明

外部 RADIUSサーバの IPアドレスを入力します。ホスト名/アドレス
（Host IP）
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使用上のガイドラインフィールド

[使用可能（Available）]リストボックスで、ポリシーサーバとして使用
する外部 RADIUSサーバを選択し、選択した外部 RADIUSサーバを [選
択済み（Selected）]リストボックスに移動します。

ユーザが選択したサー

ビスタイプ（User
Selected Service Type）

リモートポリシーサーバでアカウンティングを有効にするには、この

チェックボックスをオンにします。

リモートアカウンティ

ング（Remote
Accounting）

Cisco ISEでのアカウンティングを有効にするには、このチェックボック
スをオンにします。

ローカルアカウンティ

ング（Local
Accounting）

高度な属性設定（Advanced Attributes Settings）

プレフィクスからユーザ名を取り除くには、このチェックボックスをオ

ンにします。たとえば、サブジェクト名が acme\userA、区切り文字が \
の場合、ユーザ名は userAになります。

サブジェクト名の先頭

から最後に出現する区

切り文字まで削除

（Strip Start of Subject
Name up to the First
Occurrence of the
Separator）

サフィックスからユーザ名を取り除くには、このチェックボックスをオ

ンにします。たとえば、サブジェクト名が userA@abc.com、区切り文字
が@の場合、ユーザ名は userAになります。

• NetBIOSまたは User Principle Name（UPN）フォーマットのユーザ
名（user@domain.comまたは /domain/user）からユーザ名を抽出す
るには、これらのストリップオプションを有効にする必要があり

ます。RADIUSサーバでユーザを認証するために、ユーザ名だけが
RADIUSサーバに渡されるためです。

• \および@の両方のストリップ機能をアクティブ化し、Cisco
AnyConnectを使用している場合、Cisco ISEは最初に出現する \を
文字列から正確に取り除くことができません。ただし、各ストリッ

プ機能は、CiscoAnyConnectを考慮して設計されているため、個別
に使用する場合は動作します。

最初に出現する区切り

文字からサブジェクト

名の末尾まで削除

（Strip End of Subject
Name from the Last
Occurrence of the
Separator）
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使用上のガイドラインフィールド

認証済みの RADIUSサーバとの間で送受信する属性の操作を Cisco ISE
に許可するには、このチェックボックスをオンにします。

次の属性操作が可能です。

• [追加（Add）]：RADIUS要求/応答全体に属性を追加します。

• [更新（Update）]：属性値（固定または静的）を変更します。また
は属性を別の属性値（動的）で置き換えます。

• [削除（Remove）]：属性または属性と値のペアを削除します。

• [すべて削除（RemoveAny）]：存在するすべての属性を削除しま
す。

外部RADIUSサーバへ
の要求に含まれる属性

を変更する（Modify
Attributes in the Request
to the External RADIUS
Server）

IDストアグループおよび属性の取得に基づいて、プロキシフローを許
可ポリシーの実行に誘導して、より詳細な意思決定を行うには、この

チェックボックスをオンにします。このオプションを有効にすると、外

部RADIUSサーバからの応答に含まれる属性が、認証ポリシーの選択に
使用されます。このコンテキストの既存の属性は、AAAサーバの受け
入れ応答属性の適切な値で更新されます。

認証ポリシーに進む

（Continue to
Authorization Policy）

応答をデバイスに返送する直前に属性を変更するには、このチェック

ボックスをオンにします。

Access-Acceptの送信前
に属性を変更する

（Modify Attributes
before send an
Access-Accept）

NAC マネージャの設定
次の表では、NACマネージャを追加するために使用できる [新規 NAC Manager（New NAC
Manager）]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、[管
理（Administration）] > [ネットワークリソース（Network Resources）] > [NAC Managers]です。

表 53：NAC マネージャの設定

使用上のガイドラインフィールド

Cisco Access Manager（CAM）の名前を入力します。[名前（Name）]

CAMへの接続を認証する Cisco ISEプロファイラからの REST API通信を有効
にする場合は、[ステータス（Status）]チェックボックスをオンにします。

ステータス

（Status）

CAMの説明を入力します。説明
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使用上のガイドラインフィールド

CAMの IPアドレスを入力します。Cisco ISEで CAMを作成して保存した後、
CAMの IPアドレスを編集することはできません。

0.0.0.0と 255.255.255.255は、Cisco ISEで CAMの IPアドレスを検証するとき
に除外され、CAMの [IPアドレス（IPAddress）]フィールドで使用できる有効
な IPアドレスではないため、使用できません。

ハイアベイラビリティ構成で CAMのペアが共有する仮想サービス
IPアドレスを使用できます。これで、ハイアベイラビリティ構成で
CAMのフェールオーバーをサポートできます。

（注）

[IPアドレス（IP
Address）]

CAMのユーザインターフェイスにログオンできる CAM管理者のユーザ名を
入力します。

[ユーザ名
（Username）]

CAMのユーザインターフェイスにログオンできる CAM管理者のパスワード
を入力します。

[パスワード
（Password）]

デバイスポータルの管理

デバイスポータルの設定

デバイスポータルのグローバル設定

[管理（Administration）] > [デバイスポータル管理（Device PortalManagement）] > [設定（Settings）]
を選択します。

BYODポータルおよびデバイスポータルの次の一般設定を設定できます。

•従業員がいずれかのポータルを使用して随時登録できるパーソナルデバイスの最大数。

• BYODの登録プロセス中に問題が発生した場合に、従業員のデバイスをそのプロセスに再接
続するための IPアドレスまたは URL。

これらの一般的な設定値を設定したら、これらの設定は会社に設定したすべてBYODポータルお
よびデバイスポータルに適用されます。

デバイスポータルのポータル ID 設定
これらの設定へのナビゲーションパスは、[管理（Administration）]>[デバイスポータル管理（Device
Portal Management）] > [ブラックリストポータル（Blacklist Portal）]/[クライアントプロビジョニ
ングポータル（Client Provisioning Portals）]/[BYODポータル（BYOD Portals）]/[MDMポータル
（MDMPortals）]/[デバイスポータル（MyDevice Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit
or Duplicate）] > [ポータルの設定およびカスタマイズ（Portals Settings and Customization）]です。
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これらの設定を使用して、ポータルを特定し、すべてのポータルページで使用する言語ファイル

を選択します。

使用上のガイドラインフィールド

このポータルにアクセスするための一意のポー

タル名を入力します。このポータル名を、その

他のスポンサーやゲストポータルおよび非ゲス

トポータル（ブラックリスト、個人所有デバイ

ス持ち込み（BYOD）、クライアントプロビ
ジョニング、モバイルデバイス管理（MDM）、
またはデバイスの各ポータル）に使用しないで

ください。

この名前は、許可プロファイルのポータルの選

択でリダイレクションの選択肢として表示さ

れ、ポータルのリストで他のポータルの中から

簡単に識別するために使用されます。

ポータル名（Portal Name）

これはオプションです。説明

[保存（Save）]をクリックした後にリンクとし
て表示されるシステムにより生成されたURL。
ポータルをテストするために使用します。

リンクをクリックすると新しいブラウザタブが

開き、ポリシーサービスがオンになっているポ

リシーサービスノード（PSN）によって提供さ
れているこのポータルのURLが表示されます。
ポリシーサービスがオンになっていない場合、

PSNは管理者ポータル以外のポータルのWeb
ページを提供しません。

テストポータルは RADIUSセッショ
ンをサポートしていないため、すべて

のポータルに対するポータルフロー

の全体は表示されません。BYODおよ
びクライアントプロビジョニングは

RADIUSセッションに依存するポータ
ルの例です。たとえば、外部 URLへ
のリダイレクションは機能しません。

（注）

ポータルテスト URL（Portal test URL）
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使用上のガイドラインフィールド

各ポータルタイプは、デフォルトで 15種類の
言語をサポートします。これらの言語は、個々

のプロパティファイルとして使用できます。こ

れらのファイルは、圧縮された単一の言語ファ

イル内にまとめてバンドルされています。ポー

タルで使用する圧縮言語ファイルをエクスポー

トまたはインポートします。圧縮言語ファイル

には、ポータルのテキストを表示するために使

用可能な個別の言語ファイルがすべて含まれて

います。

言語ファイルには、その言語のポータル全体の

すべての文字列設定に加え、特定のブラウザの

ロケール設定（例：フランス語の場合は fr、
fr-fr、fr-ca）へのマッピングが含まれています。
1つの言語ファイルには、翻訳およびローカリ
ゼーションの目的に容易に使用できるように、

サポートされるすべての言語が含まれていま

す。

1つの言語用のブラウザロケール設定を変更し
た場合、変更内容は他のすべてのエンドユーザ

Webポータルに適用されます。たとえば、ホッ
トスポットゲストポータルの French.properties
ブラウザロケールを fr,fr-fr,fr-caから fr,fr-frに
変更すると、この変更内容がデバイスポータル

にも適用されます。

言語ファイル（Language File）

ブラックリストポータルのポータル設定

この設定のナビゲーションパスは、[管理（Administration）] > [デバイスポータル管理（Device
Portal Management）] > [ブラックリストポータル（Blacklist Portal）] > [編集（Edit）] > [ポータル
の動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] > [ポータル設定（Portal Settings）]
です

これらの設定を使用して、ユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサー、または従業員）に表示さ

れる特定のポータルページではなく、ポータル全体に適用される値を指定したり動作を定義した

りします。

• HTTPSポート（HTTPS port）：8000～ 8999の範囲のポート値を入力します。デフォルト値
はすべてのデフォルトポータルで 8443です。ただし、ブラックリストポータルは 8444で
す。ISEにアップグレード済みで、この範囲外のポート値を使用した場合は、このページで
変更するまで維持されます。このページを変更する場合、この制限に従うようにポート設定

を変更する必要があります。
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ゲストポータルに非ゲストポータル（マイデバイスなど）によって使用されるポートを割

り当てると、エラーメッセージが表示されます。

•使用可能インターフェイス（Allowed interfaces）：このポータルが動作するPSNインターフェ
イスを選択します。PSNで使用可能なインターフェイスを備えたPSNのみがポータルを作成
できます。物理およびボンディングされたインターフェイスの任意の組み合わせを設定でき

ます。これはPSN全体の設定です。すべてのポータルはこれらのインターフェイスでのみ動
作し、このインターフェイス設定はすべての PSNに適用されます。

◦イーサネットインターフェイスは、異なるサブネット上の IPアドレスを使用する必要
があります。

◦ここで有効にするインターフェイスは、VMベースのものを含む（ポリシーサービスが
稼働している場合）、ポータルを実行しているすべての PSNで使用可能である必要が
あります。これは、これらのすべての PSNがゲストセッションの開始時にリダイレク
トに使用される可能性があるため必須です。

◦ポータルの証明書のサブジェクト名とサブジェクトの代替名はインターフェイス IPに
解決する必要があります。インターフェイス IPがドメインと同じでなければ、インター
フェイス IPを証明書内の FQDNにマップできるように、ISE CLIで ip host x.x.x.x
yyy.domain.comを設定します。

•証明書グループタグ（Certificate group tag）：ポータルの HTTPSトラフィックに使用する証
明書グループのグループタグを選択します。

•表示言語（Display Language）：ポータルで使用する言語を指定します。ユーザのブラウザ
ロケール設定を使用してブラウザロケールが使用できない場合には別の言語にフォールバッ

クするか、またはポータルで常に 1つの言語が使用されるように強制します。

BYOD デバイス登録と MDM ポータルのポータル設定
この設定のナビゲーションパスは、[管理（Administration）] > [デバイスポータル管理（Device
Portal Management）] > [BYODポータルまたはMDMポータル（BYOD Portals or MDM Portals）]
> [作成、編集または複製（Create, Edit orDuplicate）] > [ポータルの動作およびフローの設定（Portal
Behavior and Flow Settings）] > [ポータル設定（Portal Settings）]です。

これらを設定して、ポータルページの動作を定義します。

• HTTPSポート（HTTPS Port）：8000～ 8999の範囲のポート値を入力します。デフォルト値
はすべてのデフォルトポータルで 8443です。ただし、ブラックリストポータルは 8444で
す。この範囲外のポート値を使用してアップグレードした場合は、このページで変更を加え

るまで維持されます。このページを変更する場合は、この制限に従うようにポート設定を更

新します。

ゲストポータルに非ゲストポータル（デバイスなど）によって使用されるポートを割り当

てると、エラーメッセージが表示されます。

•使用可能インターフェイス（Allowed interfaces）：ポータルを実行できる PSNインターフェ
イスを選択します。PSNで使用可能なインターフェイスを備えたPSNのみがポータルを作成
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できます。物理インターフェイスの任意の組み合わせを設定できます。これはPSN全体の設
定です。すべてのポータルはこれらのインターフェイスでのみ動作し、このインターフェイ

ス設定はすべての PSNに適用されます。

◦異なるサブネット上の IPアドレスを使用してイーサネットインターフェイスを設定す
る必要があります。

◦ここで有効にするインターフェイスは、ポリシーサービスがオンになっているときの
VMベースのものを含む、すべてのPSNで使用できるものでなければなりません。これ
は、これらのすべての PSNがゲストセッションの開始時にリダイレクトに使用される
可能性があるため必須です。

◦ポータルの証明書のサブジェクト名とサブジェクトの代替名はインターフェイス IPに
解決する必要があります。

◦ ISE CLIで ip host x.x.x.x yyy.domain.comを設定して、セカンダリインターフェイス IP
をFQDNにマッピングします。これは、証明書のサブジェクト名とサブジェクトの代替
名と一致させるために使用されます。

•証明書グループタグ（Certificate group tag）：ポータルの HTTPSトラフィックに使用する証
明書グループのグループタグを選択します。

•エンドポイント IDグループ（Endpoint IdentityGroup）：ゲストのデバイスを追跡するための
エンドポイント IDグループを選択します。Cisco ISEはデフォルトとして使用する
GuestEndpointsのエンドポイント IDグループを提供します。デフォルトを使用しない場合、
追加のエンドポイント IDグループを作成することもできます。

従業員のデバイスを追跡するためのエンドポイント IDグループを選択します。Cisco ISEは
デフォルトとして使用する RegisteredDevicesのエンドポイント IDグループを提供します。
デフォルトを使用しない場合、追加のエンドポイント IDグループを作成することもできま
す。

•ブラウザのロケールを使用する（UseBrowser Locale）：ユーザのブラウザのロケール設定が
ポータルの表示言語に使用されることを指定します。これは、言語ファイルにブラウザのロ

ケールに対応する言語が存在することを想定しています。そうでない場合は、フォールバッ

ク言語がポータルに表示されるテキストに使用されます。

•フォールバック言語（Fallback Language）：ブラウザのロケールに対応する言語ファイルが
存在しない場合に使用する言語を選択します。

•常に使用（Always Use）：ポータルに使用する表示言語を選択します。この設定は、ユーザ
のブラウザのロケールオプションを上書きします。

BYOD ポータルの BYOD 設定
この設定のナビゲーションパスは、[管理（Administration）] > [デバイスポータル管理（Device
Portal Management）] > [BYODポータル（BYOD Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit
orDuplicate）] > [ポータルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and FlowSettings）] > [BYOD
設定（BYOD Settings）]です。
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この設定を使用して、パーソナルデバイスを使用する従業員の個人所有デバイスの持ち込み

（BYOD）機能を有効にし、企業ネットワークにアクセスできるようにします。

使用上のガイドラインフィールド

会社のネットワーク使用の諸条件を、現在ユー

ザに表示されるページ上のテキストとして、ま

たは AUPテキストが含まれる新しいタブまた
はウィンドウを開くリンクとして表示します。

AUPをページに含める/AUPをリンクとして含
める（Include an AUP (on page/as link)）

ユーザのアカウントが完全に有効になる前に、

ユーザは AUPに同意する必要があります。[ロ
グイン（Login）]ボタンは、ユーザが AUPを
受け入れない場合は有効になりません。ユーザ

が AUPに同意しない場合、ネットワークにア
クセスできません。

同意が必要（Require acceptance）

このオプションは、[AUPをページに含める
（Include an AUP on page）]が有効である場合
のみ表示されます。

ユーザが AUPを最後まで読んだことを確認し
ます。[同意（Accept）]ボタンは、ユーザが
AUPの最後までスクロールするとアクティブに
なります。

AUPの最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）

登録プロセス中に、デバイス IDをユーザに表
示します。これは、デバイス IDが事前設定さ
れており、BYODポータルを使用しているとき
に変更できない場合も含みます。

登録時にデバイス IDフィールドを表示する
（Display Device ID field during registration）
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使用上のガイドラインフィールド

ネットワークへの認証に成功すると、可能な場

合はユーザのブラウザを、ユーザがアクセスし

ようとしていた元のWebサイトにリダイレク
トします。リダイレクトできない場合は、認証

成功ページが表示されます。リダイレクトURL
がNADのアクセスコントロールリストとその
NADの ISEで設定された許可プロファイルに
より、PSNのポート 8443で動作することを確
認します。

Windows、MAC、および Androidデバイスの場
合、制御はプロビジョニングを実行するセルフ

プロビジョニングウィザードアプリケーショ

ンに渡されます。そのため、これらのデバイス

は元の URLにリダイレクトされません。ただ
し、iOS（dot1X）およびサポート対象外のデバ
イス（ネットワークアクセスが許可されてい

る）では、このURLにリダイレクトされます。

元の URL（Originating URL）

デバイスの登録が成功したことを示すページを

表示します。

成功ページ（Success page）

ネットワークへの認証に成功すると、ユーザの

ブラウザを指定された URL（会社のWebサイ
トなど）にリダイレクトします。

URL

認証後に外部 URLにゲストをリダイレクトする場合、URLアドレスを解決して、セッション
がリダイレクトされるまでに遅延が生じることがあります。

（注）

証明書プロビジョニングポータルのポータル設定

これらの設定へのナビゲーションパスは、[管理（Administration）] > [デバイスポータル管理
（Device PortalManagement）] > [証明書プロビジョニングポータル（Certificate Provisioning Portal）]
> [作成、編集または複製（Create, Edit orDuplicate）] > [ポータルの動作およびフローの設定（Portal
Behavior and Flow Settings）] > [ポータル設定（Portal Settings）]です。

• HTTPSポート（HTTPS Port）：8000～ 8999の範囲のポート値を入力します。デフォルト値
はすべてのデフォルトポータルで 8443です。ただし、ブラックリストポータルは 8444で
す。この範囲外のポート値を使用してアップグレードした場合は、このページで変更を加え

るまで維持されます。このページを変更する場合は、この制限に従うようにポート設定を更

新します。
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ゲストポータルに非ゲストポータル（デバイスなど）によって使用されるポートを割り当

てると、エラーメッセージが表示されます。

•使用可能インターフェイス（Allowed interfaces）：ポータルを実行できる PSNインターフェ
イスを選択します。PSNで使用可能なインターフェイスを備えたPSNのみがポータルを作成
できます。物理インターフェイスの任意の組み合わせを設定できます。これはPSN全体の設
定です。すべてのポータルはこれらのインターフェイスでのみ動作し、このインターフェイ

ス設定はすべての PSNに適用されます。

◦異なるサブネット上の IPアドレスを使用してイーサネットインターフェイスを設定す
る必要があります。

◦ここで有効にするインターフェイスは、ポリシーサービスがオンになっているときの
VMベースのものを含む、すべてのPSNで使用できるものでなければなりません。これ
は、これらのすべての PSNがゲストセッションの開始時にリダイレクトに使用される
可能性があるため必須です。

◦ポータルの証明書のサブジェクト名とサブジェクトの代替名はインターフェイス IPに
解決する必要があります。

◦ ISE CLIで ip host x.x.x.x yyy.domain.comを設定して、セカンダリインターフェイス IP
をFQDNにマッピングします。これは、証明書のサブジェクト名とサブジェクトの代替
名と一致させるために使用されます。

•証明書グループタグ（Certificate group tag）：ポータルの HTTPSトラフィックに使用する証
明書グループのグループタグを選択します。

•認証方式（Authentication Method）：ユーザ認証に使用する IDソース順序（ISS）または ID
プロバイダ（IdP）を選択します。ISSは、ユーザクレデンシャルを確認するために順番に検
索される IDストアのリストです。たとえば、内部ゲストユーザ、内部ユーザ、Active
Directory、LDAPディレクトリなどがあります。

Cisco ISEには、スポンサーポータル Sponsor_Portal_Sequence用のデフォルトのスポンサー
IDソース順序が含まれています。

• [承認済みグループの設定（ConfigureAuthorizedGroups）]：証明書を生成してそれを [選択済
み（Chosen）]ボックスに移動するための権限を付与するユーザ IDグループを選択します。

•完全修飾ドメイン名（FQDN）：スポンサーまたはデバイスポータルに対応する 1つの固有
の FQDNまたはホスト名を入力します。たとえば、sponsorportal.yourcompany.com,sponsorと
入力することで、ユーザはブラウザにこれらのいずれかを入力すると、スポンサーポータル

に到達できます。カンマを使用して名前を区切りますが、エントリ間にスペースを挿入しな

いでください。Cisco ISEには、スポンサーポータル Sponsor_Portal_Sequence用のデフォル
トのスポンサー IDソース順序が含まれています。

◦ DNSを更新して、新しい URLの FQDNが有効なポリシーサービスノード（PSN）の
IPアドレスに確実に解決するようにします。PSNのプールを提供するロードバランサ
の仮想 IPアドレスを指定することもできます。
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◦名前の不一致による証明書の警告メッセージを回避するために、Cisco ISE PSNのロー
カルサーバ証明書のサブジェクト代替名（SAN）属性に、カスタマイズされた URLの
FQDNまたはワイルドカードを含めます。

デフォルトの FQDNを更新する場合は、次を実行します。

これらの設定へのナビゲーションパスは、[管理（Administration）] > [デバイスポータル管理
（Device PortalManagement）] > [証明書プロビジョニングポータル（Certificate Provisioning Portal）]
> [作成、編集または複製（Create, Edit orDuplicate）] > [ポータルの動作およびフローの設定（Portal
Behavior and Flow Settings）] > [ポータル設定（Portal Settings）]です。
従業員が証明書プロビジョニングポータル経由でデバイスの証明書を要求できるようにするに

は、これらの設定を使用します。

使用上のガイドラインフィールド

ログインページの設定（Login Page Settings）

単一のブラウザセッションからのログイン試行

失敗回数を指定します。この回数を超過する

と、Cisco ISEはログイン試行を実行できる頻度
を意図的に低下させて、追加のログイン試行を

防ぎます。ログイン失敗がこの回数に達した後

のログイン試行の間隔は、[頻度制限時のログイ
ン試行間隔（Time between login attempts when
rate limiting）]で指定されます。

頻度制限までの最大ログイン試行失敗数

（Maximum failed login attempts before rate
limiting）

[頻度制限までの最大ログイン試行失敗数
（Maximum failed login attempts before rate
limiting）]で定義された回数のログインの失敗
後に、ユーザが再度ログインを試行するまでに

待機する必要がある時間を分単位で設定しま

す。

頻度制限時のログイン試行間隔（Time between
login attempts when rate limiting）

会社のネットワーク使用の諸条件を、現在ユー

ザに表示されるページ上のテキストとして、ま

たは AUPテキストが含まれる新しいタブまた
はウィンドウを開くリンクとして表示します。

AUPをページに含める/AUPをリンクとして含
める（Include an AUP (on page/as link)）

ポータルにアクセスする前にユーザが AUPを
受け入れることを要求します。[ログイン
（Login）]ボタンは、ユーザが AUPを受け入
れない場合は有効になりません。AUPを受け入
れないユーザは、ポータルにアクセスできませ

ん。

同意が必要（Require acceptance）
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使用上のガイドラインフィールド

このオプションは、[AUPをページに含める
（Include an AUP on page）]が有効である場合
のみ表示されます。

ユーザが AUPを最後まで読んだことを確認し
ます。[同意（Accept）]ボタンは、ユーザが
AUPの最後までスクロールするとアクティブに
なります。

AUPの最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）

利用規定（AUP）ページ設定（Acceptable Use Policy (AUP) Page Settings）

会社のネットワーク使用諸条件を、別のページ

でユーザに表示します。

AUPを含める（Include an AUP）

ユーザが AUPを最後まで読んだことを確認し
ます。[同意（Accept）]ボタンは、ユーザが
AUPの最後までスクロールするとアクティブに
なります。

AUPの最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）

ユーザがネットワークまたはポータルに初めて

ログインしたときのみ、AUPを表示します。
初回のログインのみ（On first login only）

ユーザがネットワークまたはポータルにログイ

ンするごとに、AUPを表示します。
ログインごと（On every login）

ユーザがネットワークまたはポータルに初めて

ログインした後に、定期的に AUPを表示しま
す。

__日ごと（初回のログインから）（Every______
days (starting at first login)）

ポストログインバナーページ設定（Post-Login Banner Page Settings）

ユーザが正常にログインした後、ネットワーク

アクセスを付与される前に追加情報を表示しま

す。

ポストログインバナーページを含める（Include
a Post-Login Banner page）

パスワード変更設定（Change Password Settings）

従業員が、証明書プロビジョニングポータルに

ログインした後で、自分のパスワードを変更す

ることを許可します。

これは、アカウントが Cisco ISEデータベース
保存されている従業員に適用され、Active
DirectoryやLDAPなどの外部データベースに保
存されている場合には適用されません。

内部ユーザに自身のパスワードの変更を許可す

る（Allow internal users to change their own
passwords）
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使用上のガイドラインフィールド

証明書プロビジョニングのホーム（Certificate Provisioning Home）

従業員がポータル経由で証明書を要求するとき

に使用できる証明書テンプレートを選択しま

す。証明書テンプレートには、ISE CAが証明
書の発行と要求の検証に使用する一連のフィー

ルドが含まれています。

証明書テンプレート（Certificate Templates）

クライアントプロビジョニングポータルのポータル設定

これらの設定へのナビゲーションパスは、[管理（Administration）] > [デバイスポータル管理
（Device Portal Management）] > [クライアントプロビジョニングポータル（Client Provisioning
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）] > [ポータル設定（Portal Settings）]です。

• HTTPSポート（HTTPS Port）：8000～ 8999の範囲のポート値を入力します。デフォルト値
はすべてのデフォルトポータルで 8443です。ただし、ブラックリストポータルは 8444で
す。この範囲外のポート値を使用してアップグレードした場合は、このページで変更を加え

るまで維持されます。このページを変更する場合は、この制限に従うようにポート設定を更

新します。

ゲストポータルに非ゲストポータル（デバイスなど）によって使用されるポートを割り当

てると、エラーメッセージが表示されます。

•使用可能インターフェイス（Allowed interfaces）：ポータルを実行できる PSNインターフェ
イスを選択します。PSNで使用可能なインターフェイスを備えたPSNのみがポータルを作成
できます。物理インターフェイスの任意の組み合わせを設定できます。これはPSN全体の設
定です。すべてのポータルはこれらのインターフェイスでのみ動作し、このインターフェイ

ス設定はすべての PSNに適用されます。

◦異なるサブネット上の IPアドレスを使用してイーサネットインターフェイスを設定す
る必要があります。

◦ここで有効にするインターフェイスは、ポリシーサービスがオンになっているときの
VMベースのものを含む、すべてのPSNで使用できるものでなければなりません。これ
は、これらのすべての PSNがゲストセッションの開始時にリダイレクトに使用される
可能性があるため必須です。

◦ポータルの証明書のサブジェクト名とサブジェクトの代替名はインターフェイス IPに
解決する必要があります。

◦ ISE CLIで ip host x.x.x.x yyy.domain.comを設定して、セカンダリインターフェイス IP
をFQDNにマッピングします。これは、証明書のサブジェクト名とサブジェクトの代替
名と一致させるために使用されます。
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•証明書グループタグ（Certificate group tag）：ポータルの HTTPSトラフィックに使用する証
明書グループのグループタグを選択します。

•表示言語（Display Language）：ポータルで使用する言語を指定します。ユーザのブラウザ
ロケール設定を使用してブラウザロケールが使用できない場合には別の言語にフォールバッ

クするか、またはポータルで常に 1つの言語が使用されるように強制します。

MDM ポータルの従業員のモバイルデバイス管理設定
これらの設定へのナビゲーションパスは、[管理（Administration）] > [デバイスポータル管理
（Device PortalManagement）] > [MDMポータル（MDMPortals）] > [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）] >
[従業員のモバイルデバイス管理設定（Employee Mobile Device Management Settings）]です。
これらの設定を使用して、MDMポータルを使用する従業員のモバイルデバイス管理（MDM）機
能を有効にし、AUPエクスペリエンスを定義します。

使用上のガイドラインフィールド

会社のネットワーク使用の諸条件を、現在ユー

ザに表示されるページ上のテキストとして、ま

たは AUPテキストが含まれる新しいタブまた
はウィンドウを開くリンクとして表示します。

AUPをページに含める/AUPをリンクとして含
める（Include an AUP (on page/as link)）

ユーザのアカウントが完全に有効になる前に、

ユーザは AUPに同意する必要があります。[ロ
グイン（Login）]ボタンは、ユーザが AUPを
受け入れない場合は有効になりません。ユーザ

が AUPに同意しない場合、ネットワークにア
クセスできません。

同意が必要（Require acceptance）

このオプションは、[AUPをページに含める
（Include an AUP on page）]が有効である場合
のみ表示されます。

ユーザが AUPを最後まで読んだことを確認し
ます。[同意（Accept）]ボタンは、ユーザが
AUPの最後までスクロールするとアクティブに
なります。

AUPの最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）

デバイスポータルのポータル設定

これらの設定へのナビゲーションパスは、[管理（Administration）] > [デバイスポータル管理
（Device Portal Management）] > [デバイスポータル（My Devices 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）] > [ポータル設定（Portal Settings）]です。
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•
• HTTPSポート（HTTPS Port）：8000～ 8999の範囲のポート値を入力します。デフォルト値
はすべてのデフォルトポータルで 8443です。ただし、ブラックリストポータルは 8444で
す。この範囲外のポート値を使用してアップグレードした場合は、このページで変更を加え

るまで維持されます。このページを変更する場合は、この制限に従うようにポート設定を更

新します。

ゲストポータルに非ゲストポータル（デバイスなど）によって使用されるポートを割り当

てると、エラーメッセージが表示されます。

•使用可能インターフェイス（Allowed interfaces）：ポータルを実行できる PSNインターフェ
イスを選択します。PSNで使用可能なインターフェイスを備えたPSNのみがポータルを作成
できます。物理インターフェイスの任意の組み合わせを設定できます。これはPSN全体の設
定です。すべてのポータルはこれらのインターフェイスでのみ動作し、このインターフェイ

ス設定はすべての PSNに適用されます。

◦異なるサブネット上の IPアドレスを使用してイーサネットインターフェイスを設定す
る必要があります。

◦ここで有効にするインターフェイスは、ポリシーサービスがオンになっているときの
VMベースのものを含む、すべてのPSNで使用できるものでなければなりません。これ
は、これらのすべての PSNがゲストセッションの開始時にリダイレクトに使用される
可能性があるため必須です。

◦ポータルの証明書のサブジェクト名とサブジェクトの代替名はインターフェイス IPに
解決する必要があります。

◦ ISE CLIで ip host x.x.x.x yyy.domain.comを設定して、セカンダリインターフェイス IP
をFQDNにマッピングします。これは、証明書のサブジェクト名とサブジェクトの代替
名と一致させるために使用されます。

•証明書グループタグ（Certificate group tag）：ポータルの HTTPSトラフィックに使用する証
明書グループのグループタグを選択します。

•完全修飾ドメイン名（FQDN）：スポンサーまたはデバイスポータルに対応する 1つの固有
の FQDNまたはホスト名を入力します。たとえば、sponsorportal.yourcompany.com,sponsorと
入力することで、ユーザはブラウザにこれらのいずれかを入力すると、スポンサーポータル

に到達できます。カンマを使用して名前を区切りますが、エントリ間にスペースを挿入しな

いでください。Cisco ISEには、スポンサーポータル Sponsor_Portal_Sequence用のデフォル
トのスポンサー IDソース順序が含まれています。

◦ DNSを更新して、新しい URLの FQDNが有効なポリシーサービスノード（PSN）の
IPアドレスに確実に解決するようにします。PSNのプールを提供するロードバランサ
の仮想 IPアドレスを指定することもできます。

◦名前の不一致による証明書の警告メッセージを回避するために、Cisco ISE PSNのロー
カルサーバ証明書のサブジェクト代替名（SAN）属性に、カスタマイズされた URLの
FQDNまたはワイルドカードを含めます。

デフォルトの FQDNを更新する場合は、次を実行します。
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•認証方式（Authentication Method）：ユーザ認証に使用する IDソース順序（ISS）または ID
プロバイダ（IdP）を選択します。ISSは、ユーザクレデンシャルを確認するために順番に検
索される IDストアのリストです。たとえば、内部ゲストユーザ、内部ユーザ、Active
Directory、LDAPディレクトリなどがあります。

Cisco ISEには、スポンサーポータル Sponsor_Portal_Sequence用のデフォルトのスポンサー
IDソース順序が含まれています。

•エンドポイント IDグループ（Endpoint identity group）：ゲストのデバイスを追跡するための
エンドポイント IDグループを選択します。Cisco ISEはデフォルトとして使用する
GuestEndpointsのエンドポイント IDグループを提供します。デフォルトを使用しない場合、
追加のエンドポイント IDグループを作成することもできます。

従業員のデバイスを追跡するためのエンドポイント IDグループを選択します。Cisco ISEは
デフォルトとして使用する RegisteredDevicesのエンドポイント IDグループを提供します。
デフォルトを使用しない場合、追加のエンドポイント IDグループを作成することもできま
す。

• __日に達した場合にこの IDグループ内のエンドポイントを消去する（Purge endpoints in this
identity group when they reach __ days）：Cisco ISEデータベースから消去されるまでの、ユー
ザのデバイスの登録からの日数を変更します。消去は毎日実行され、消去アクティビティは

全体的な消去タイミングと同期されます。変更は、このエンドポイント IDグループ全体に
適用されます。その他のポリシー条件に基づいてエンドポイント消去ポリシーに変更が加え

られた場合、この設定は使用できなくなります。

•アイドルタイムアウト（Idle timeout）：ポータルでアクティビティがない場合にユーザをロ
グアウトするまでに Cisco ISEが待機する時間（分）を入力します。有効な範囲は 1～ 30分
です。

•表示言語（Display Language）：ポータルで使用する言語を指定します。ユーザのブラウザ
ロケール設定を使用してブラウザロケールが使用できない場合には別の言語にフォールバッ

クするか、またはポータルで常に 1つの言語が使用されるように強制します。

•

デバイスポータルのログインページ設定

このページへのナビゲーションパスは、[管理（Administration）] > [デバイスポータル管理（Device
PortalManagement）] > [デバイスポータル（MyDevices 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）] >
[ログインページ設定（Login Page Settings）]です。
これらの設定を使用して、ユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは従業員）のログイン

のエクスペリエンス、ログイン試行失敗のパラメータ、およびこのページについてのAUP情報を
定義します。
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使用上のガイドラインフィールド

Cisco ISEがアカウントのスロットルを開始する
までの単一のブラウザセッションからのログイ

ン試行失敗回数を指定します。これにより、ア

カウントのロックアウトは起きません。ログイ

ン失敗がこの回数に達した後のログイン試行の

間隔を [頻度制限時のログイン試行間隔（Time
between login attempts when rate limiting）]で指
定できます。

頻度制限までの最大ログイン試行失敗数

（Maximum failed login attempts before rate
limiting）

[頻度制限までの最大ログイン試行失敗数
（Maximum failed login attempts before rate
limiting）]で定義された回数のログインの失敗
後に、ユーザが再度ログインを試行するまでに

待機する必要がある時間を分単位で設定しま

す。

頻度制限時のログイン試行間隔（Time between
login attempts when rate limiting）

会社のネットワーク使用の諸条件を、現在ユー

ザに表示されるページ上のテキストとして、ま

たは AUPテキストが含まれる新しいタブまた
はウィンドウを開くリンクとして表示します。

AUPをページに含める/AUPをリンクとして含
める（Include an AUP (on page/as link)）

ポータルにアクセスする前にユーザが AUPを
受け入れることを要求します。[ログイン
（Login）]ボタンは、ユーザが AUPを受け入
れない場合は有効になりません。AUPを受け入
れないユーザは、ポータルにアクセスできませ

ん。

同意が必要（Require acceptance）

このオプションは、[AUPをページに含める
（Include an AUP on page）]が有効である場合
のみ表示されます。

ユーザが AUPを最後まで読んだことを確認し
ます。[同意（Accept）]ボタンは、ユーザが
AUPの最後までスクロールするとアクティブに
なります。

AUPの最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）

デバイスポータルの利用規定（AUP）ページ設定
このページへのナビゲーションパスは、[管理（Administration）]> [デバイスポータル管理（Device
PortalManagement）] > [デバイスポータル（MyDevices 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）] >
[利用規定（AUP）ページ設定（Acceptable Use Policy (AUP) Page Settings）]です。
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これらの設定を使用して、ユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは従業員）に対して

AUPエクスペリエンスを定義します。

使用上のガイドラインフィールド

会社のネットワーク使用諸条件を、別のページ

でユーザに表示します。

AUPページを含める（Include an AUP page）

ユーザが AUPを最後まで読んだことを確認し
ます。[同意（Accept）]ボタンは、ユーザが
AUPの最後までスクロールするとアクティブに
なります。

AUPの最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）

ユーザがネットワークまたはポータルに初めて

ログインしたときのみ、AUPを表示します。
初回のログインのみ（On first login only）

ユーザがネットワークまたはポータルにログイ

ンするごとに、AUPを表示します。
ログインごと（On every login）

ユーザがネットワークまたはポータルに初めて

ログインした後に、定期的に AUPを表示しま
す。

__日ごと（初回のログインから）（Every__days
(starting at first login)）

デバイスポータルのポストログインバナーページ設定

このページへのナビゲーションパスは、[管理（Administration）] > [デバイスポータル管理（Device
PortalManagement）] > [デバイスポータル（MyDevices 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）] >
[ポストログインバナーページ設定（Post-Login Banner Page Settings）]です。
これらの設定を使用して、正常なログイン後にユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは

従業員）に追加情報を通知します。

使用上のガイドラインフィールド

ユーザが正常にログインした後、ネットワーク

アクセスを付与される前に追加情報を表示しま

す。

ポストログインバナーページを含める（Include
a Post-Login Banner page）

デバイスポータルの従業員によるパスワード変更の設定

このページへのナビゲーションパスは、[管理（Administration）]> [デバイスポータル管理（Device
PortalManagement）] > [デバイスポータル（MyDevices 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）] >
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[従業員のパスワード変更設定（Employee Change Password Settings）]です。これらの設定を使用
して、デバイスポータルを使用している従業員のパスワード要件を定義します。

従業員のパスワードポリシーを設定するには、[管理（Administration）] > [IDの管理（Identity
Management）] > [設定（Settings）] > [ユーザ名パスワードポリシー（Username Password Policy）]
を選択します。

使用上のガイドラインフィールド

従業員が、デバイスポータルにログインした後

で、自分のパスワードを変更することを許可し

ます。

これは、アカウントが Cisco ISEデータベース
保存されている従業員に適用され、Active
DirectoryやLDAPなどの外部データベースに保
存されている場合には適用されません。

内部ユーザにパスワードの変更を許可する

（Allow internal users to change password）

デバイスポータルのデバイス管理設定

これらの設定へのナビゲーションパスは、[管理（Administration）] > [デバイスポータル管理
（Device Portal Management）] > [デバイスポータル（My Devices Portals）] > [作成、編集または複
製（Create, Edit or Duplicate）] > [ポータルページのカスタマイズ（Portal Page Customization）] >
[デバイスの管理（Manage Device）]です。
[ページのカスタマイズ（Page Customizations）]で、デバイスポータルの [アカウントの管理
（Manage Accounts）]タブに表示される、メッセージ、タイトル、コンテンツ、手順、および
フィールドやボタンのラベルをカスタマイズできます。

[設定（Settings）]では、このデバイスポータルを使用する従業員が各自の登録されたパーソナル
デバイスで実行可能なアクションを指定できます。

表 54：デバイスポータルのデバイス管理設定

使用上のガイドラインフィールド

すべてのデバイス。

デバイスを紛失したことを従業員が示すことができ

るようにします。このアクションは、デバイスポー

タルのデバイスのステータスを [紛失（Lost）]に更
新し、ブラックリストのエンドポイントの IDグルー
プにそのデバイスを追加します。

紛失（Lost）
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使用上のガイドラインフィールド

すべてのデバイス。

このアクションでは、ブラックリストに記載されて

いるか、紛失したか、または盗難されたデバイスを

復元し、そのステータスを最後の既知の値にリセッ

トします。このアクションでは、ネットワークに接

続する前に追加プロビジョニングを実行する必要が

あるため、盗難デバイスのステータスを [未登録
（Not Registered）]にリセットします。

ブラックリストに記載されているデバイスを従業員

が復元できないようにする場合は、デバイスポータ

ルでこのオプションを有効にしないでください。

復元（Reinstate）

すべてのデバイス。

登録済みデバイスの最大数に到達した場合、従業員

が、登録されたデバイスをデバイスポータルから削

除したり、未使用のデバイスを削除して新しいデバ

イスを追加したりできるようにします。このアク

ションによって、デバイスポータルに表示されるデ

バイスリストからデバイスが削除されますが、デバ

イスは Cisco ISEデータベースに残り、エンドポイ
ントのリストに表示されます。

BYODまたはデバイスポータルを使用して従業員が
登録できるパーソナルデバイスの最大数を定義する

には、[管理（Administration）] > [デバイスポータル
管理（Device Portal Management）] > [設定
（Settings）] > [従業員登録済みデバイス（Employee
Registered Devices）]を選択します。

完全に Cisco ISEデータベースからデバイスを削除
するには、[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。

削除（Delete）

すべてのデバイス。

デバイスが盗まれたことを従業員が示すことができ

るようにします。このアクションは、デバイスポー

タルのデバイスのステータスを [盗難（Stolen）]に
更新し、ブラックリストのエンドポイントの IDグ
ループにそのデバイスを追加し、証明書を削除しま

す。

盗難（Stolen）
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使用上のガイドラインフィールド

MDM登録デバイスのみ。

デバイスの紛失または盗難が発生した場合、従業員

がすぐにデバイスポータルからリモートでデバイス

をロックできるようにします。このアクションに

よって、デバイスの不正使用が防止されます。

ただし、デバイスポータルではPINを設定できない
ため、従業員が事前にモバイルデバイスに設定して

おく必要があります。

デバイスロック

MDM登録デバイスのみ。

職場でデバイスを使用する必要がなくなった場合

に、従業員がこのオプションを選択できるようにし

ます。このアクションでは、会社がインストールし

ているアプリケーションと設定のみが削除され、従

業員のモバイルデバイス上の他のアプリケーション

およびデータは維持されます。

登録解除（Unenroll）

MDM登録デバイスのみ。

デバイスを紛失したり、新しいものに交換したりし

た場合に、従業員がこのオプションを選択できるよ

うにします。このアクションでは、従業員のモバイ

ルデバイスを工場出荷時のデフォルト設定にリセッ

トし、インストール済みのアプリケーションとデー

タを削除します。

完全消去（Full wipe）

デバイスポータルのデバイスカスタマイズの追加、編集、および検索

これらの設定へのナビゲーションパスは、[管理（Administration）] > [デバイスポータル管理
（Device Portal Management）] > [デバイスポータル（My Devices Portals）] > [作成、編集または複
製（Create, Edit or Duplicate）] > [ポータルページのカスタマイズ（Portal Page Customization）] >
[デバイスの追加、デバイスの編集またはデバイスの検索（Add Devices, Edit Devices or Locate
Devices）]です。

[ページのカスタマイズ（Page Customizations）]で、デバイスポータルの [追加（Add）]、[編集
（Edit）]、および [検索（Locate）]の各タブに表示される、メッセージ、タイトル、コンテンツ、
手順、およびフィールドやボタンのラベルをカスタマイズできます。

デバイスポータルのサポート情報ページの設定

このページへのナビゲーションパスは、[管理（Administration）] > [デバイスポータル管理（Device
Portal Management）] > [BYODポータル（BYOD Portals）]/[クライアントプロビジョニングポータ
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ル（Client Provisioning Portals）]/[MDMポータル（MDM Portals）]/[デバイスポータル（My Device
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）] > [サポート情報ページの設定（Support Information Page
Settings）]です。
これらの設定を使用して、ヘルプデスクがユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは従業

員）が体験したアクセスの問題をトラブルシューティングするために使用できる情報を表示しま

す。

使用上のガイドラインフィールド

該当ポータルのすべての有効なページ上で、問

い合わせ先などの情報へのリンクを表示しま

す。

サポート情報ページを含める（Include a Support
Information Page）

[サポート情報（Support Information）]ページに
デバイスのMACアドレスを含めます。

MACアドレス

[サポート情報（Support Information）]ページに
デバイスの IPアドレスを含めます。

IPアドレス

[サポート情報（Support Information）]ページ
に、要求の発信元のユーザエージェントの製品

名とバージョン、レイアウトエンジン、バー

ジョンなど、ブラウザの詳細を含めます。

ブラウザのユーザエージェント（Browser user
agent）

[サポート情報（Support Information）]ページ
に、このポータルを提供している ISEポリシー
サービスノード（PSN）の IPアドレスを含め
ます。

ポリシーサーバ（Policy server）

可能な場合は、ログメッセージカタログ内の

対応する番号を含めます。メッセージカタログ

にアクセスしてこれを表示するには、[管理
（Administration）] > [システム（System）] > [ロ
ギング（Logging）] > [メッセージカタログ
（Message Catalog）]に移動します。

障害コード（Failure code）

含める情報が存在しない場合、[サポート情報
（Support Information）]ページ上の該当する
フィールドラベルを表示しません。たとえば、

障害コードが不明であるために空白である場

合、[障害コード（Failure code）]は、選択され
ている場合でも表示されません。

フィールドを隠す（Hide field）
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使用上のガイドラインフィールド

含める情報が存在しない場合でも、選択されて

いるすべてのフィールドのラベルを [サポート
情報（Support Information）]ページに表示しま
す。たとえば、障害コードが不明な場合、[障害
コード（Failure code）]は空白であっても表示
されます。

値のないラベルを表示（Display label with no
value）

[サポート情報（Support Information）]ページ上
の選択されているフィールドに含まれる情報が

存在しない場合、このテキストがこれらのすべ

てのフィールドに表示されます。たとえば、こ

のフィールドに「情報なし」と入力した場合に

障害コード不明が不明な場合は、[障害コード
（Failure code）]に「情報なし」と表示されま
す。

デフォルト値でラベルを表示（Display labelwith
default value）
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