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ポリシー条件
Cisco ISE はポリシー ベースのネットワーク アクセス制御ソリューションで、ネットワーク ア
クセス、ゲスト、ポスチャ、クライアント プロビジョニング、プロファイラの各種サービスを
提供します。Cisco ISE の設定時に、認証、許可、ゲスト、ポスチャ、およびプロファイラの
ポリシーを作成します。ポリシー条件は、ポリシーの基本的な構成要素です。ポリシー条件に
は、単純条件と複合条件の 2 種類のポリシー条件があります。
この章では、ポリシー条件と、Cisco ISE が提供するさまざまなサービス用にこれらを作成す
る方法について説明します。

単純条件と複合条件
Cisco ISE は、ネットワーク アクセス、プロファイラ、ポスチャ、ゲスト サービスを提供する
ために、ルールベースのポリシーを使用します。これらのルールベースのポリシーは、条件で
構成されたルールで構成されます。Cisco ISE では、個別の再利用可能なポリシー要素として
条件を作成でき、これらの条件は別のルールベースのポリシーから参照することが可能です。
条件には次の 2 種類があります。
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ポリシー評価

• 単純条件：単純条件は、オペランド（属性）、演算子（equal to、not equal to、greater than
など）、および値で構成されています。単純条件を保存して、他のルールベースのポリ
シーで使用できます。
単純条件は、A オペランド B の形式をとります。ここで、A は Cisco ISE ディクショナリ
内の任意の属性とすることができ、B は属性 A がとり得るいずれかの値とすることができ
ます。デバイス タイプは、すべてのネットワーク デバイスの属性として使用され、値と
してすべてのデバイス タイプを含めることができます。次の形式で、A Equals B を意味し
ます。
DEVICE:Device Type Equals All Device Types
• 複合条件：複合条件は、1 つ以上の単純条件で構成され、AND または OR 演算子で接続さ
れます。複合条件は、単純条件に基づいて構成されます。複合条件を保存して、他のルー
ルベースのポリシーで再利用できます。
複合条件は、次のいずれかの形式にできます。
• （X オペランド Y）AND（A オペランド B）AND（X オペランド Z）AND（以下同
様）
• （X オペランド Y）OR（A オペランド B）OR（X オペランド Z）OR（以下同様）
ここで、X および A はユーザ名やデバイス タイプなどの Cisco ISE ディクショナリの
属性です。
次に、複合条件の例を示します。
[DEVICE]:[モデル名（Model Name）] [一致（Matches）] [Catalyst6K] [AND] [ネット
ワークへのアクセス（Network Access）]:[使用例（Use Case）] [等しい（Equals）] [ホ
スト ルックアップ（Host Lookup）]。
ポリシーで使用されているか、または複合条件の一部である条件を削除できません。

ポリシー評価
ポリシーはルールで構成され、各ルールは満たされるべき条件で構成され、この条件によっ
て、ネットワーク リソースへのアクセスなどのアクションの実行が許可されます。ルールベー
スの条件は、ポリシーの基盤、つまり要求を評価するときに使用するルールのセットを形成し
ます。
実行時に、Cisco ISE はポリシー条件を評価し、ポリシー評価が true または false 値のどちらを
返すかに応じて、定義されている結果を適用します。
ポリシー条件の評価時に、Cisco ISE は属性と値を比較します。ポリシー条件で指定された属
性に、要求内で割り当てられた値が含まれていない場合があります。このとき、比較に使用さ
れている演算子が「not equal to」である場合、この条件は true と評価されます。その他の場
合、この条件は false と評価されます。
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たとえば、「Radius.Calling_Station_ID Not Equal to 1.1.1.1」という条件で RADIUS 要求に Calling
Station ID が存在しない場合、この条件は true と評価されます。この評価は RADIUS ディクショ
ナリに特有なものではなく、「Not Equal to」演算子の使用に起因して発生します。
ISE では、[ポリシー セット（Policy Sets）] テーブルには、現在システムに設定されているす
べてのポリシー セットのリストが表示されます。有効なポリシー セットの順序によって、エ
ンドポイントがアクセスを要求するたびにシステムが関連するポリシー セットを検索する順序
が決まります。[ポリシー（Policy）] ページの最後の行は、他の設定されたポリシー セットの
いずれかの要求と一致するルールが 1 つもない場合に適用されるデフォルト ポリシーです。デ
フォルト ポリシー セットでは許可されたプロトコルと ID ソースの選択を編集できますが、削
除することはできません。

単純条件の作成
単純条件を作成し、認証ポリシー、許可ポリシー、またはゲスト ポリシーの定義時に再利用で
きます。
始める前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはポリシー管理者である必要があります。

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] を選択します。
ステップ 2 [認証（Authentication）]、[許可（Authorization）]、または [ゲスト（Guest）] の隣の矢印をクリックして、
[単純条件（Simple Conditions）] をクリックします。
ステップ 3 [追加（Add）] をクリックします。
ステップ 4 [名前（Name）]、[説明（Description）]、[属性（Attribute）]、[演算子（Operator）]、および [値（Value）]
フィールドに適切な値を入力します。
単純条件で ID グループを指定する場合、これらを次のように必ず FQDN 形式で表記してください。
(InternalUser:IdentityGroup) : Equal : (UserIdentityGroups: Identity Group Name)

Cisco ISE では、(InternalUser:IdentityGroup) : Equal : (Identity Group Name) 形式の ID グループ エントリを正
確に解決できません。
ステップ 5 [送信（Submit）] をクリックして、条件を保存します。
関連トピック
ポリシー評価 （2 ページ）
単純条件と複合条件 （1 ページ）

複合条件の作成
複合条件を作成し、認証ポリシーの定義時に再利用できます。
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始める前に
• Cisco ISE には、最も一般的な使用例の一部に関する事前定義された複合条件が含まれてい
ます。これらの事前定義された条件を要件に合わせて編集できます。
• 次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはポリシー管理者である必要がありま
す。

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] を選択します。
ステップ 2 [認証（Authentication）]、[許可（Authorization）]、または [ゲスト（Guest）] の隣の矢印をクリックして、
[複合条件（Compound Conditions）] をクリックします。
ステップ 3 [追加（Add）] をクリックします。
ステップ 4 複合条件の名前を入力します。任意で説明を入力できます。
ステップ 5 [既存の条件をライブラリから選択（Select Existing Condition from Library）] をクリックして既存の単純条件
を選択するか、[新しい条件の作成（Create New Condition）] をクリックして、式ビルダーから属性、演算
子、および値を選択します。
ステップ 6 条件をさらに追加するには、この行の末尾の [操作（action）] アイコンをクリックします。
ステップ 7 [属性/値の追加（Add Attribute/Value）] をクリックして新しい条件を作成するか、[条件をライブラリから
追加（Add Condition from Library）] をクリックして既存の単純条件を追加します。
ステップ 8 ドロップダウン リストから、オペランドを選択します。[AND] または [OR] を選択できます。この複合条
件のすべての条件間で同じオペランドが使用されます。
ステップ 9 [送信（Submit）] をクリックして複合条件を作成します。
関連トピック
ポリシー評価 （2 ページ）
単純条件と複合条件 （1 ページ）

プロファイラ条件
プロファイラ条件はポリシー要素であり、他の条件とほとんど同じです。ただし、認証、許
可、およびゲスト条件とは異なり、プロファイリング条件は限られた数の属性に基づいていま
す。[プロファイラ条件（Profiler Conditions）] ページに Cisco ISE で使用できる属性とその説明
が表示されます。
プロファイラ条件は次のとおりです。
• シスコ提供：Cisco ISE には展開時に事前定義されたプロファイリング条件が含まれてお
り、[プロファイラ条件（Profiler Conditions）] ページでシスコ提供の条件として識別され
ます。シスコ提供のプロファイリング条件を削除することはできません。
[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [ディクショナリ（Dictionaries）]
> [システム（System）] からアクセスできる場所にあるシステム プロファイラ ディクショ
ナリにもシスコ提供条件があります。
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たとえば、MAC ディクショナリです。一部の製品では、OUI（固有識別子情報）がデバ
イスの製造組織を識別するために最初に使用できる固有属性です。これはデバイスのMAC
アドレスのコンポーネントです。MAC ディクショナリには、MACAddress および OUI 属
性が含まれています。
• 管理者作成：ユーザが Cisco ISE の管理者として作成するプロファイラ条件、複製された
事前定義済みのプロファイリング条件は管理者作成として識別されます。[プロファイラ
条件（Profiler Conditions）] ページでプロファイラ ディクショナリを使用して、DHCP、
MAC、SNMP、IP、RADIUS、NetFlow、CDP、LLDP、および NMAP タイプのプロファイ
ラ条件を作成できます。
プロファイリング ポリシーの数の推奨上限は 1000 ですが、最高 2000 までプロファイリング
ポリシーを拡張できます。

プロファイラ条件の作成
Cisco ISE のエンドポイント プロファイリング ポリシーを使用すると、ネットワーク上で検出
されたエンドポイントを分類し、特定のエンドポイント ID グループに割り当てることができ
ます。これらのエンドポイント プロファイリング ポリシーは、エンドポイントを分類し、グ
ループ化するために Cisco ISE が評価するプロファイリング条件から構成されます。
始める前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはポリシー管理者である必要があります。

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] > [プロファイリング
（Profiling）] > [追加（Add）] を選択します。
ステップ 2 エンドポイント プロファイリング ポリシーの設定の説明に従って、フィールドに値を入力します。
ステップ 3 [送信（Submit）] をクリックして、プロファイラ条件を保存します。
ステップ 4 さらに多くの条件を作成するには、この手順を繰り返します。
関連トピック
プロファイラ条件 （4 ページ）

ポスチャ条件
ポスチャ条件は次の単純条件のいずれかになります。ファイル、レジストリ、アプリケーショ
ン、サービス、またはディクショナリ条件。これらの単純条件のうちの 1 つ以上の条件によっ
て複合条件が形成され、複合条件はポスチャ要件と関連付けることができます。
ネットワークに Cisco ISE を初めて展開する場合は、Web からポスチャ更新をダウンロードで
きます。このプロセスは、初期ポスチャ更新と呼ばれます。
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初期ポスチャ更新の後、Cisco ISE はシスコ定義の単純および複合条件も作成します。シスコ
定義の単純条件はプレフィクスとして pc_ が付けられ、複合条件はプレフィクスとして pr_ が
付けられています。
ダイナミック ポスチャ更新の結果としてシスコ定義の条件を Web を介してダウンロードする
ように Cisco ISE を設定することもできます。シスコ定義のポスチャ条件を削除または編集す
ることはできません。
ユーザ定義の条件やシスコ定義の条件には、単純条件と複合条件の両方が含まれます。

単純ポスチャ条件
ポスチャ ナビゲーション ペインを使用して、次の単純条件を管理できます。
• ファイル条件：ファイルの存在、ファイルの日付、およびクライアントのファイル バー
ジョンを確認する条件。
• レジストリ条件：レジストリ キーの存在またはクライアントのレジストリ キーの値を確
認する条件。
• アプリケーション条件：アプリケーション（プロセス）がクライアント上で実行されてい
るかまたは実行されていないかを確認する条件。
• サービス条件：サービスがクライアント上で実行されているかまたは実行されていないか
を確認する条件。
• ディクショナリ条件：ディクショナリ属性と値を確認する条件。
• USB 条件：USB マス ストレージ デバイスの有無をチェックする条件。
関連トピック
ファイル条件の設定
レジストリ条件の設定
アプリケーション条件の設定
サービス条件の設定
ディクショナリ単純条件の設定
USB 条件の設定

単純ポスチャ条件の作成
ポスチャ ポリシーまたは他の複合条件で使用できる、ファイル、レジストリ、アプリケーショ
ン、サービス、およびディクショナリ単純条件を作成できます。
始める前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはポリシー管理者である必要があります。
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ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] > [ポスチャ（Posture）]
を選択します。
ステップ 2 [ファイル（File）]、[レジストリ（Registry）]、[アプリケーション（Application）]、[サービス（Service）]、
または [ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple Condition）] のいずれかを選択します。
ステップ 3 [追加（Add）] をクリックします。
ステップ 4 フィールドに適切な値を入力します。
ステップ 5 [送信（Submit）] をクリックします。

複合ポスチャ条件
複合条件は、1 つ以上の単純条件、または複合条件で構成されます。ポスチャ ポリシーを定義
する場合、次の複合条件を使用できます。
• 複合条件：1 つ以上の単純条件、またはタイプがファイル、レジストリ、アプリケーショ
ン、またはサービス条件の複合条件が含まれます
• アンチウイルス複合条件：1 つ以上の AV 条件、または AV 複合条件が含まれます
• アンチスパイウェア複合条件：1 つ以上の AS 条件、または AS 複合条件が含まれます
• ディクショナリ複合条件：1 つ以上のディクショナリ単純条件またはディクショナリ複合
条件が含まれます
• マルウェア対策条件：1 つ以上の AM 条件が含まれます

Windowsクライアントでの自動アップデートを有効にするためのシスコ事前定義の条件
pr_AutoUpdateCheck_Rule はシスコによって事前定義された条件であり、[複合条件（Compound
Conditions）] ページにダウンロードされます。この条件を使用すると、Windows クライアント
上で自動アップデート機能が有効になっているかどうかを確認することができます。Windows
クライアントがこの要件を満たさない場合、ネットワーク アクセス コントロール（NAC）エー
ジェントによって、Windows クライアントの自動アップデート機能が強制的に有効になります
（修復）。この修復後、Windows クライアントはポスチャ準拠になります。自動アップデート
機能が Windows クライアント上で有効になっていない場合は、ポスチャ ポリシーで関連付け
た Windows Update 修復で Windows 管理者設定を上書きします。

シスコ事前設定済みアンチウイルスおよびアンチスパイウェア条件
Cisco ISE の [AV 複合条件（AV Compound Condition）] および [AS 複合条件（AS Compound
Condition）] ページには、アンチウイルスとアンチスパイウェアの事前設定済みの複合条件が
ロードされます。これらの条件は、Windows および Macintosh オペレーティング システムのア
ンチウイルスおよびアンチスパイウェア サポート表で定義されます。これらの複合条件では、
指定されたアンチウイルスとアンチスパイウェア製品がすべてのクライアント上に存在するか
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どうかを確認できます。Cisco ISE で新しいアンチウイルスとアンチスパイウェアの複合条件
を作成することもできます。

アンチウイルスとアンチスパイウェア サポート表
Cisco ISE は、各ベンダー製品の最新バージョンおよび定義ファイルの日付を提供するアンチ
ウイルスとアンチスパイウェア サポート表を使用します。ユーザは頻繁にアンチウイルスとア
ンチスパイウェア サポート表をポーリングする必要があります。アンチウイルスとアンチスパ
イウェアのベンダーはアンチウイルスとアンチスパイウェア定義ファイルを頻繁に更新するた
め、各ベンダー製品の最新バージョンおよび定義ファイルの日付を検索します。
新しいアンチウイルスとアンチスパイウェアのベンダー、製品、リリースのサポートを反映す
るようにアンチウイルスとアンチスパイウェア サポート表が更新されるたびに、NAC Agent
は新しいアンチウイルスとアンチスパイウェア ライブラリを受け取ります。これは、NAC
Agent がより新しい追加機能をサポートするのに役立ちます。NAC Agent がこのサポート情報
を取得すると、定期的に更新される se-checks.xml ファイル（se-templates.tar.gz アーカイブで
se-rules.xml ファイルとともに公開される）で最新の定義情報をチェックし、クライアントがポ
スチャ ポリシーに準拠しているかどうかを決定します。特定のアンチウイルスまたはアンチス
パイウェア製品のアンチウイルスとアンチスパイウェア ライブラリによってサポートされてい
る機能に応じて、適切な要件が NAC Agent に送信され、ポスチャ検証中にクライアント上で
それらの存在、および特定のアンチウイルスおよびアンチスパイウェア製品のステータスが検
証されます。
アンチウイルスとアンチスパイウェア サポート表は、Cisco.com で参照できます。

コンプライアンス モジュール
コンプライアンス モジュールには、ベンダー名、製品バージョン、製品名、および Cisco ISE
のポスチャ条件をサポートする OPSWAT が提供する属性などのフィールドのリストが含まれ
ています。
ベンダーは頻繁に製品バージョンや定義ファイルの日付を更新するので、頻繁にアップデート
のコンプライアンス モジュールをポーリングすることで、各ベンダーの製品の最新バージョン
および定義ファイルの日付を調べる必要があります。新しいベンダー、製品、およびリリース
のサポートを反映してコンプライアンス モジュールが更新されるたびに、AnyConnect のエー
ジェントは新しいライブラリを受信します。これは、AnyConnect のエージェントがより新し
い追加機能をサポートするのに役立ちます。AnyConnect のエージェントがこのサポート情報
を取得すると、定期的に更新される se-checks.xml ファイル（se-templates.tar.gz アーカイブで
se-rules.xml ファイルとともに公開される）で最新の定義情報をチェックし、クライアントがポ
スチャ ポリシーに準拠しているかどうかを決定します。特定のアンチウイルス、アンチスパイ
ウェア、マルウェア対策、ディスク暗号化またはパッチ管理製品のライブラリによってサポー
トされている機能に応じて、適切な要件が AnyConnect エージェントに送信され、ポスチャ検
証中にクライアント上でそれらの存在、およびクライアントでの特定の製品のステータスが検
証されます。
コンプライアンス モジュールは、Cisco.com で入手可能です。
ISE ポスチャ ポリシーをサポートするまたはしない OPSWAT API バージョンを次に示します。
バージョン 3 および 4 をサポートするエージェントごとに異なるポリシー ルールがあります。

ポリシー条件の設定
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ポリシー条件の設定
複合ポスチャ条件の作成

ポスチャ条件

コンプライアンス モジュールのバージョン

OPSWAT
アンチウイルス

3.x 以前

スパイウェア対策

3.x 以前

マルウェア対策

4.x 以降

ディスク暗号化

3.x 以前および 4.x 以降

パッチ管理

3.x 以前および 4.x 以降

USB

4.x 以降

非 OPSWAT
ファイル（File）

すべてのバージョン

Application

すべてのバージョン

複合

すべてのバージョン

レジストリ

すべてのバージョン

サービス

すべてのバージョン

（注）

上記のバージョンのいずれかがインストールされた可能性のあるクライアントを予測して、
バージョン 3.x 以前およびバージョン 4.x 以降用に別個のポスチャ ポリシーを作成する必要が
あります。

（注）

OESIS バージョン 4 のサポートはコンプライアンス モジュール 4.x および Cisco AnyConnect 4.3
以降に提供されます。しかし、AnyConnect 4.3 は OESIS バージョン 3 とバージョン 4 のポリ
シーの両方をサポートします。

（注）

バージョン 4 コンプライアンス モジュールは、ISE 2.1 以降でサポートされています。

複合ポスチャ条件の作成
ポスチャ評価と検証のポスチャ ポリシーで使用できる複合条件を作成できます。

ポリシー条件の設定
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ポリシー条件の設定
パッチ管理条件の作成

始める前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはポリシー管理者である必要があります。

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] > [ポスチャ（Posture）] >
[複合条件（Compound Conditions）] > [追加（Add）] を選択します。
ステップ 2 フィールドに適切な値を入力します。
ステップ 3 条件を検証するために [式の確認（Validate Expression）] をクリックします。
ステップ 4 [送信（Submit）] をクリックします。
関連トピック
ポスチャ条件 （5 ページ）
単純ポスチャ条件 （6 ページ）
複合ポスチャ条件 （7 ページ）
Windows クライアントでの自動アップデートを有効にするためのシスコ事前定義の条件
（7 ページ）
シスコ事前設定済みアンチウイルスおよびアンチスパイウェア条件 （7 ページ）

パッチ管理条件の作成
選択したベンダーのパッチ管理製品のステータスを確認するポリシーを作成できます。
たとえば、Microsoft System Center Configuration Manager（SCCM）、クライアント バージョン
4.x ソフトウェア製品がエンドポイントにインストールされているかどうかを確認する条件を
作成できます。

（注）

Cisco ISE および AnyConnect のサポート対象バージョンは次のとおりです。
• Cisco ISE バージョン 1.4 以降
• AnyConnect バージョン 4.1 以降

始める前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはポリシー管理者である必要があります。

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] > [ポスチャ（Posture）] >
[パッチ管理条件（Patch Management Condition）] を選択します。
ステップ 2 [追加（Add）] をクリックします。
ステップ 3 [パッチ管理条件（Patch Management Condition）] ページで、フィールドに適切な値を入力します。

ポリシー条件の設定
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ポリシー条件の設定
ディスク暗号化条件の作成

ステップ 4 [送信（Submit）] をクリックします。
関連トピック
パッチ管理条件の設定
パッチ管理修復の追加

ディスク暗号化条件の作成
エンド ポイントが指定されたデータ暗号化ソフトウェアに準拠しているかどうかを確認するポ
リシーを作成できます。
たとえば、C: ドライブがエンド ポイントで暗号化されているかどうかを確認する条件を作成
できます。C: ドライブが暗号化されていない場合、エンド ポイントはコンプライアンス違反
通知を受信し、ISE はメッセージをログに記録します。
始める前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはポリシー管理者である必要があります。
AnyConnect ISE ポスチャ エージェントを使用している場合にのみ、ポスチャ要件とディスク
暗号化条件を関連付けることができます。

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] > [ポスチャ（Posture）] >
[ディスク暗号化条件（Disk Encryption Condition）] を選択します。
ステップ 2 [追加（Add）] をクリックします。
ステップ 3 [ディスク暗号化条件（Disk Encryption Condition）] ページで、フィールドに適切な値を入力します。
ステップ 4 [送信（Submit）] をクリックします。

ネットワーク条件
ポリシーは、一連の条件と結果で構成されています。ポリシー条件は、オペランド（属性）、
演算子（equal to、not equal to、greater than など）、および値で構成されています。複合条件
は、1 つ以上の単純条件で構成され、それぞれの条件が AND または OR 演算子で結合されて
います。実行時に、Cisco ISE はポリシー条件を評価し、ポリシー評価が true または false 値の
どちらを返すかに応じて、定義された結果を適用します。
各ネットワーク条件は、オブジェクトのリストを定義します。このリストはポリシー条件に含
めることができ、これにより、要求で示される定義と照合される定義セットになります。
演算子 EQUALS true を使用して、ネットワーク条件が true であるかどうか（要求に指定されて
いる値がネットワーク条件の 1 つ以上のエントリと一致しているかどうか）を確認するか、ま
たはEQUALS false を使用して、ネットワーク条件が false であるかどうか（ネットワーク条件
のどのエントリとも一致しないかどうか）を確認することができます。

ポリシー条件の設定
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ポリシー条件の設定
ネットワーク条件

ネットワーク条件を作成して名前を付けたら、ネットワーク条件ディクショナリからこのネッ
トワーク条件を選択して、さまざまなルールやポリシーでこの条件を繰り返し使用できます。
次に例を示します。
Network Conditions.MyNetworkCondition EQUALS true

次のネットワーク条件を作成してネットワークへのアクセスを制限することができます。
• エンドステーション ネットワーク条件（Endstation Network Conditions）：接続が開始およ
び終了されるエンドステーションに基づきます。
Cisco ISE はリモート アドレスの [TO] フィールド（TACACS+ 要求または RADIUS 要求で
あるかに基づいて取得）を評価し、これがエンドポイントの IP アドレス、MAC アドレ
ス、発信側回線 ID（CLI）、または着信番号識別サービス（DNIS）のいずれであるかを確
認します。
RADIUS 要求では、この ID は属性 31（Calling-Station-Id）で使用できます。
TACACS+ 要求では、リモート アドレスにスラッシュ（/）が含まれている場合、スラッ
シュより前の部分は [FROM] の値として見なされ、スラッシュより後の部分は [TO] 値と
して見なされます。たとえば、要求に CLI/DNIS と指定されている場合、CLI は [FROM]
の値と見なされ、DNIS は [TO] の値と見なされます。スラッシュが含まれていない場合
は、リモート アドレス全体が [FROM] の値として見なされます（IP アドレス、MAC アド
レス、CLI いずれの場合でも）。
• デバイス ネットワーク条件（Device Network Conditions）：要求を処理する AAA クライア
ントに基づきます。
ネットワーク デバイスは、IP アドレス、ネットワーク デバイス リポジトリで定義されて
いるデバイス名、またはネットワーク デバイス グループによって識別されます。
RADIUS 要求では、属性 4（NAS-IP-Address）が指定されている場合、Cisco ISE はこの属
性から IP アドレスを取得します。属性 32（NAS-Identifier）が存在する場合、Cisco ISE は
属性 32 から IP アドレスを取得します。これらの属性が存在しない場合は、受信したパ
ケットから IP アドレスを取得します。
デバイス ディクショナリ（NDG ディクショナリ）にはネットワーク デバイス グループ属
性（Location、Device Type、または NDG を表すその他の動的に作成された属性など）が
含まれています。これらの属性には、現在のデバイスに関連するグループが含まれていま
す。
• [デバイス ポート ネットワーク条件（Device Port Network Conditions）]：デバイスの IP ア
ドレス、名前、NDG、およびポート（エンドポイントが接続しているデバイスの物理ポー
ト）に基づきます。
RADIUS 要求では、属性 5（NAS-Port）が要求内に存在する場合、Cisco ISE はこの属性か
ら値を取得します。属性 87（NAS-Port-Id）が要求内に存在する場合、Cisco ISE は属性 87
から要求を取得します。
TACACS+ 要求では、Cisco ISE はその ID を（すべてのフェーズの）開始要求のポート
フィールドから取得します。

ポリシー条件の設定
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ポリシー条件の設定
エンドステーション ネットワーク条件の設定

エンドステーション ネットワーク条件の設定
ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] > [ネットワーク条件
（Network Conditions）] > [エンドステーション ネットワーク条件（Endstation Network Conditions）] の順に
選択します。
ステップ 2 [追加（Add）] をクリックします。
ステップ 3 ネットワーク条件の名前と説明を入力します。
ステップ 4 次の詳細を入力します。
• IP アドレス：IP アドレスまたはサブネットの一覧を、1 行に 1 つ追加できます。IP アドレス/サブネッ
トは IPv4 または Ipv6 形式で指定できます。
• MAC アドレス：カンマ区切りのエンドステーション MAC アドレスと宛先 MAC アドレスの一覧を入
力できます。各 MAC アドレスには 12 桁の 16 進数を含め、次の形式のいずれかで指定してください。
nn:nn:nn:nn:nn:nn、nn-nn-nn-nn-nn-nn、nnnn.nnnn.nnnn、nnnnnnnnnnnn。
エンドステーション MAC または宛先 MAC が必要でない場合は、代わりにトークン「-ANY-」を使用
します。
• CLI/DNIS：カンマ区切りの発信者 ID（CLI）および受信者 ID（DNIS）の一覧を追加できます。発信
者 ID（CLI）または受信者 ID（DNIS）が必要でない場合は、代わりにトークン「-ANY-」を使用しま
す。
ステップ 5 [送信（Submit）] をクリックします。

デバイス ネットワーク条件の設定
ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] > [ネットワーク条件
（Network Conditions）] > [デバイス ネットワーク条件（Device Network Conditions）] の順に選択します。
ステップ 2 [追加（Add）] をクリックします。
ステップ 3 ネットワーク条件の名前と説明を入力します。
ステップ 4 次の詳細を入力します。
• IP アドレス：IP アドレスまたはサブネットの一覧を、1 行に 1 つ追加できます。IP アドレス/サブネッ
トは IPv4 または Ipv6 形式で指定できます。
• デバイス名（Device Name）：デバイス名の一覧を、1 行に 1 つ追加することができます。ネットワー
ク デバイス オブジェクトで設定されているものと同じデバイス名を入力する必要があります。
• [デバイス グループ（Device Groups）]：ルート NDG、カンマ、（ルート NDG 配下の）NDG の順でタ
プル一覧を追加できます。タプルは、1 行に 1 つにする必要があります。

ポリシー条件の設定
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ポリシー条件の設定
デバイス ポート ネットワーク条件の設定

ステップ 5 [送信（Submit）] をクリックします。

デバイス ポート ネットワーク条件の設定
ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] > [ネットワーク条件
（Network Conditions）] > [デバイス ポート ネットワーク条件（Device Port Network Conditions）] の順に選
択します。
ステップ 2 [追加（Add）] をクリックします。
ステップ 3 ネットワーク条件の名前と説明を入力します。
ステップ 4 次の詳細を入力します。
• IP アドレス（IP Addresses）：次の順序で詳細を入力します。IP アドレスまたはサブネット、カンマ、
（デバイスによって使用される）ポート。タプルは、1 行に 1 つにする必要があります。
• デバイス（Devices）：次の順序で詳細を入力します。デバイス名、カンマ、ポート。タプルは、1 行
に 1 つにする必要があります。ネットワーク デバイス オブジェクトで設定されているものと同じデバ
イス名を入力する必要があります。
• デバイス グループ（Device Groups）：次の順序で詳細を入力します。ルート NDG、カンマ、（ルー
ト下の）NDG、ポート。タプルは、1 行に 1 つにする必要があります。
ステップ 5 [送信（Submit）] をクリックします。

時刻と日付の条件の作成
[ポリシー要素条件（Policy Elements Conditions）] ページを使用して、時刻と日付のポリシー要
素条件を表示、作成、変更、削除、複製、および検索します。ポリシー要素は、設定した特定
の時刻と日付の属性設定に基づく条件を定義する共有オブジェクトです。
時刻と日付の条件を使用すると、Cisco ISE システム リソースにアクセスする権限を、作成し
た属性設定で指定された特定の時刻と日付に設定または制限できます。
始める前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはポリシー管理者である必要があります。

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] > [時刻と日付（Time and
Date）] > [追加（Add）] を選択します。
ステップ 2 フィールドに適切な値を入力します。
• [標準設定（Standard Settings）] 領域で、アクセスを提供する日時を指定します。

ポリシー条件の設定
14

ポリシー条件の設定
時刻と日付の条件の作成

• [例外（Exceptions）] 領域で、アクセスを制限する日時の範囲を指定します。
ステップ 3 [送信（Submit）] をクリックします。
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ポリシー条件の設定
時刻と日付の条件の作成
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