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Cisco ISE認証ポリシー
認証ポリシーは、Cisco ISEがネットワークデバイスと通信するために使用するプロトコルを
定義します。また、認証に使用するソースを特定します。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。

認証ポリシーは次の要素で構成されています。

•ネットワークアクセスサービス：このサービスは次のいずれかとなります。

•許可されるプロトコルサービス。初期要求およびプロトコルネゴシエーションを処
理するためのプロトコルを選択します。
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•プロキシサービス。外部RADIUSサーバが処理を行うように要求をプロキシします。

• IDソース：認証に使用する IDソースまたは IDソース順序。

インストール後に、認証に使用されるCisco ISEでデフォルトの ID認証ポリシーが使用できま
す。認証ポリシーを更新すると、デフォルトの設定が上書きされます。

関連トピック

ポリシー条件の評価（2ページ）
サポートされている認証プロトコル（2ページ）
サポートされる認証タイプおよびデータベース（3ページ）
認証失敗のタイプ：フェイルオーバー（3ページ）
認証ポリシーの用語（4ページ）

ポリシー条件の評価

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。

たとえば、「Radius.Calling_Station_ID Not Equal to 1.1.1.1」という条件の場合に 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、「NotEqual to」演算子の使用に起因して発生します。

サポートされている認証プロトコル

認証ポリシーの定義時に選択可能なプロトコルを次に示します。

• Password Authentication Protocol（PAP）

• Protected Extensible Authentication Protocol（PEAP）

• Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2（MS-CHAPv2）

• Extensible Authentication Protocol-Message Digest 5（EAP-MD5）

• Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security（EAP-TLS）

• Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling（EAP-FAST）

• Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security（EAP-TTLS;拡張認証プ
ロトコル -トンネル方式トランスポート層セキュリティ）

• Protected Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security（PEAP-TLS）

関連トピック

サポートされる認証タイプおよびデータベース（3ページ）
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認証ポリシーの用語（4ページ）
簡易認証ポリシー（4ページ）
ルールベースの認証ポリシー（7ページ）

サポートされる認証タイプおよびデータベース

認証タイプは、選択されたプロトコルに基づきます。認証タイプはパスワードベースです。認

証は、要求内に存在するユーザ名とパスワードを使用してデータベースに対して実行されま

す。

認証ポリシーの結果である ID特定方法は、次のいずれかになります。

•アクセスを拒否：ユーザへのアクセスは拒否され、認証は実行されません。

• IDデータベース：次のいずれかの単一の IDデータベース。

•内部ユーザ

•ゲストユーザ

•内部エンドポイント

• Active Directory

• Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）データベース

• RADIUSトークンサーバ（RSAまたは SafeWordサーバ）

•証明書認証プロファイル

• IDソース順序：認証に使用する IDデータベースの順序。

デフォルトでは、Cisco ISEがユーザ情報の検索に使用する IDソースは、内部ユーザデータ
ベースです。

認証失敗のタイプ：フェイルオーバー

識別方法としてアクセス拒否を選択した場合、要求への応答として拒否メッセージが送信され

ます。IDデータベースまたは IDソース順序を選択して、認証が成功した場合、処理は許可ポ
リシーに対して続行されます。一部の認証は失敗し、その場合次のように分類されます。

•認証の失敗：クレデンシャルが正しくない、無効なユーザであることなどが原因で認証が
失敗したことを示す明確な応答を受信します。アクションのデフォルトコースは拒否で

す。

•ユーザが見つからない：どの IDデータベースでもこのユーザが見つかりませんでした。
アクションのデフォルトコースは拒否です。

•処理の失敗：IDデータベース（複数の場合もある）にアクセスできません。アクション
のデフォルトコースはドロップです。
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Cisco ISEでは、認証失敗に対して次のアクションのコースのいずれかを設定することができ
ます。

• [拒否（Reject）]：拒否応答が送信されます。

• [ドロップ（Drop）]：応答は送信されません。

• [続行（Continue）]：許可ポリシーに従って Cisco ISEを継続します。

[続行（Continue）]オプションを選択した場合でも、使用されているプロトコルの制限により
Cisco ISEが要求の処理を実行できない場合があります。PEAP、LEAP、EAP-FAST、EAP-TLS、
または RADIUS MSCHAPを使用した認証では、認証に失敗したり、ユーザが見つからなかっ
たときには、要求の処理を続行することはできません。

認証に失敗した場合、PAP/ASCIIまたはMAC認証バイパス（MABまたはホストルックアッ
プ）の許可ポリシーの処理を続行できます。その他のすべての認証プロトコルの場合、認証に

失敗すると、次のいずれかの状態となります。

•認証の失敗：拒否応答が送信されます。

•ユーザまたはホストが見つからない：拒否応答が送信されます。

•処理に問題が発生：応答は送信されず、要求はドロップされます。

認証ポリシーの用語

以下は認証ポリシーページの一般用語の一部です。

•許可されるプロトコル：許可されるプロトコルは、ネットワークリソースへのアクセスを
要求するデバイスとの通信に Cisco ISEが使用できるプロトコルのセットを定義します。

•アイデンティティソース：Cisco ISEデータベースがユーザ情報に使用する IDソースを定
義します。データベースは内部データベースの場合や、ActiveDirectoryまたはLDAPなど
の外部 IDソースの場合もあります。一連のデータベースを IDソース順序に加えて、この
順序をポリシー内で IDソースとしてリストできます。Cisco ISEは、リストされている順
序でデータベース内のクレデンシャルを検索します。

•フェールオーバーオプション：認証に失敗した、ユーザが見つからない、または処理に失
敗した場合に Cisco ISEが取るべきアクションのコースを指定できます。

簡易認証ポリシー
簡易認証ポリシーでは、Cisco ISEが通信に使用する、許可されるプロトコルおよび IDソース
または IDソース順序を静的に定義できます。単純なポリシーでは条件を定義できません。Cisco
ISEではすべての条件が満たされていると想定され、次の定義を使用して結果が決まります。

•常に使用する必要がある許可されるプロトコルおよび IDソースを静的に定義でき、条件
のチェックが必要ない環境では、単純なポリシーを作成できます。
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•プロキシサービスベースの単純なポリシーを作成することもできます。Cisco ISEは、ポ
リシーサーバに要求をプロキシして、ユーザ認証に使用する IDソースを決定します。要
求が別のポリシーサーバにプロキシされた場合、プロトコルネゴシエーションは発生し

ません。ポリシーサーバはどの IDソースを認証に使用するべきかを評価し、応答をCisco
ISEに返します。

関連トピック

簡易認証ポリシーのフロー（6ページ）
簡易認証ポリシー設定のガイドライン（7ページ）
ネットワークアクセスの許可されるプロトコルの定義（17ページ）
簡易認証ポリシーの設定（32ページ）
ルールベースの認証ポリシー（7ページ）
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簡易認証ポリシーのフロー
図 1 :簡易認証ポリシーのフロー

単純なポリシーの結果は、次のいずれかとなります。

•認証に成功しました

•認証に失敗しました

認証は次のいずれかの原因で失敗することがあります。

•正しくないクレデンシャルまたは無効なユーザです。

•ユーザが見つかりません。

•認証プロセスが失敗しました。
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簡易認証ポリシー設定のガイドライン

簡易認証ポリシーを設定するときは、次のガイドラインに従ってください。

• RADIUSサーバ順序を使用する場合は、このアクセスサービスを定義してからポリシーを
定義する必要があります。

•ユーザが外部 IDソースで定義されている場合、ポリシーを定義する前にCisco ISEでこれ
らの IDソースが設定されていることを確認してください。

• IDソース順序を使用してユーザを認証する場合、ポリシーを定義する前に、IDソース順
序が作成済みであることを確認してください。

•単純なポリシーとルールベースのポリシーを切り替える場合、最初に設定したポリシーは
失われます。たとえば、単純な認証ポリシーを設定した後でルールベースの認証ポリシー

に移動すると、単純な認証ポリシーは失われます。また、ルールベースの認証ポリシーか

ら簡易認証ポリシーに移動した場合は、ルールベースの認証ポリシーは失われます。

•ホスト認証は、MACアドレスのみを使用して実行されます（MAB）。

関連トピック

RADIUSプロキシサーバとして機能する CIsco ISE（22ページ）

ルールベースの認証ポリシー
ルールベースの認証ポリシーは、属性ベースの条件で構成されています。この条件により、要

求の処理に使用される許可されるプロトコルおよび IDソースまたは IDソース順序が決定され
ます。単純な認証ポリシーでは、許可されるプロトコルおよび IDソースを静的に定義できま
す。ルールベースのポリシーでは、条件を定義することによって、Cisco ISEは許可されるプ
ロトコルおよび IDソースを動的に選択できるようになります。複数の条件を、Cisco ISEディ
クショナリ内の任意の属性を使用して定義できます。

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。ポリシー作成ページ内で条件を作成

することも可能です。条件には 2種類あります。

•単純条件

•複合条件

関連トピック

ディクショナリによってサポートされる属性（9ページ）
ルールベースの認証ポリシーの設定（33ページ）
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ルールベースの認証ポリシー

ルールベースのポリシーでは、複数のルールを定義できます。IDデータベースは、基準に一
致する最初のルールに基づいて選択されます。

異なるデータベースで構成される IDソース順序を定義することもできます。Cisco ISEがデー
タベースを検索する順序を定義できます。Cisco ISEは、認証が成功するまで指定された順序
でこれらのデータベースにアクセスします。1つの外部データベースに同一ユーザの複数のイ
ンスタンスが存在する場合、認証は失敗します。1つの IDソース内で、ユーザレコードは重
複できません。

IDソース順序には、3つのデータベース、または多くとも 4つのデータベースを使用すること
を推奨します。

図 2 :ルールベースの認証ポリシー
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ルールベースの認証ポリシーのサポートディクショナリ

Cisco ISEは次のディクショナリをサポートします。

•システム定義されたディクショナリ

• CERTIFICATE

• DEVICE

• RADIUS

• RADIUSベンダーディクショナリ

• Airespace

• Cisco

• Cisco-BBSM

• Cisco-VPN3000

• Microsoft

• Network Access

ディクショナリによってサポートされる属性

表に、ディクショナリでサポートされる固定属性を示します。これらの属性をポリシー条件内

で使用できます。作成する条件のタイプによっては、使用できない属性もあります。

たとえば、認証ポリシー内でアクセスサービスを選択する条件を作成する場合、使用できる

ネットワークアクセス属性は、Device IP Address、ISE Host Name、Network Device Name、
Protocol、および Use Caseのみです。

次の表に示す属性をポリシー条件に使用できます。

IDルール許可されるプロトコ

ルのルールおよびプ

ロキシ

属性（Attributes）ディクショナリ

○○Device Type（定義済みのネットワークデバイスグ
ループ）

Device

Device Location（定義済みのネットワークデバイ
スグループ）

Other Custom Network Device Group

ソフトウェアバージョン（Software Version）

モデル名（Model Name）

認証ポリシーの管理
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IDルール許可されるプロトコ

ルのルールおよびプ

ロキシ

属性（Attributes）ディクショナリ

○○すべての属性RADIUS

○○ISE Host NameNetwork Access

○なしAuthenticationMethod

[いいえ（No）][いいえ（No）]AuthenticationStatus

[いいえ（No）][いいえ（No）]CTSDeviceID

○○Device IP Address（デバイス IPアドレス）

○なしEapAuthentication（マシンのユーザの認証時に使用
される EAP方式）

○なしEapTunnel（トンネルの確立に使用される EAP方
式）

○○プロトコル

○○UseCase

○なしUserName

[いいえ（No）][いいえ（No）]WasMachineAuthenticated
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IDルール許可されるプロトコ

ルのルールおよびプ

ロキシ

属性（Attributes）ディクショナリ

○なしCommon Name証明書

国（Country）

E-mail

LocationSubject

Organization

Organization Unit

シリアル番号（Serial Number）

State or Province

Subject

Subject Alternative Name

Subject Alternative Name - DNS

Subject Alternative Name - E-mail

Subject Alternative Name - Other Name

Subject Serial Number

発行元（Issuer）

Issuer - Common Name

Issuer - Organization

Issuer - Organization Unit

Issuer - Location

Issuer - Country

Issuer - Email

Issuer - Serial Number

Issuer - State or Province

Issuer - Street Address

Issuer - Domain Component

Issuer - User ID

認証ポリシーの管理
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認証用のプロトコルの設定
これらのプロトコルを使用して認証要求を処理するポリシーセットを作成、保存、実装する前

に、Cisco ISEでグローバルプロトコル設定を定義する必要があります。[プロトコル設定
（Protocol Settings）]ページを使用して、ネットワーク内の他のデバイスと通信する Extensible
Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling（EAP-FAST）、Extensible
Authentication Protocol-Transport Layer Security（EAP-TLS）、および Protected Extensible
Authentication Protocol（PEAP）の各プロトコルのグローバルオプションを定義できます。

関連トピック

認証プロトコルとして EAP-FASTを使用するためのガイドライン（12ページ）
EAP-FASTの設定（13ページ）
EAP-FASTの PACの生成（13ページ）
EAP-TLSの設定（15ページ）
PEAPの設定（15ページ）
RADIUSの設定（15ページ）

認証プロトコルとして EAP-FASTを使用するためのガイドライン
EAP-FASTを認証プロトコルとして使用する場合は、次のガイドラインに従ってください。

• EAP-FAST受信クライアント証明書が認証されたプロビジョニングで有効な場合は、
EAP-TLS内部方式を有効にすることを強く推奨します。認証されたプロビジョニングの
EAP-FAST受信クライアント証明書は別の認証方式ではなく、ユーザを認証するのと同じ
証明書のクレデンシャルのタイプを使用した略式のクライアント証明書認証ですが、内部

方式を実行する必要がありません。

• PACなしの完全なハンドシェイクおよび認定 PACプロビジョニングとの認証プロビジョ
ニング作業に対するクライアント証明書を受け入れます。PACなしのセッション再開、匿
名 PACプロビジョニング、PACベース認証には動作しません。

• EAP属性は、認証の順序とは関係なく、IDごとにモニタリングツールの認証詳細に、ま
ずユーザ順、次にマシン順に表示されます（したがって EAPチェーニングは 2回表示さ
れます）。

• EAP-FAST認可 PACが使用される場合、ライブログに表示される EAP認証方式は完全認
証に使用される認証方式と同じ（PEAPでのように）であり、参照としてではありません。

• EAPチェーンモードでは、トンネル PACが期限切れになると、ISEがプロビジョニング
にフォールバックし、AC要求ユーザおよびマシン認可 PAC（マシン許可 PAC）はプロビ
ジョニングできません。後続のPACベースの認証通信でACが要求したときにプロビジョ
ニングされます。

• Cisco ISEがチェーンに、ACがシングルモードに設定されている場合は、ACは IdentityType
TLVで ISEに応答しますただし、2番目の ID認証は失敗します。この通信から、クライ
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アントのチェーニング実行は適切であるが、現在はシングルモードで構成されていること

がわかります。

• Cisco ISEは ADにのみチェーンしている EAP-FASTのマシンとユーザの両方の属性およ
びグループをサポートします。LDAPおよび内部DB ISEに対しては、最新の ID属性のみ
を使用します。

Sierra MAC OSX高性能デバイスに EAP-FAST認証プロトコルを使用すると、「EAP-FAST暗
号化バインドの検証に失敗しました（EAP-FAST cryptobinding verification failed）」というメッ
セージが表示される場合があります。Sierra MAC OSX高性能デバイスに EAP-FASTを使用す
る代わりに PEAPまたは EAP-TLSを使用するよう、[許可プロトコル（Allowed Protocols）]
ページの [優先 EAPプロトコル（Preferred EAP Protocol）]フィールドを設定することをお勧め
します。

（注）

EAP-FASTの設定

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システム管理者である必要があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [プロトコル（Protocols）] >
[EAP-FAST] > [EAP-FASTの設定（EAP-FAST Settings）]を選択します。

ステップ 2 EAP-FASTプロトコルの定義に必要な詳細を入力します。

ステップ 3 以前に生成されたマスターキーおよび PACをすべて失効させるには、[失効（Revoke）]をクリックしま
す。

ステップ 4 EAP-FAST設定を保存するには、[保存（Save）]をクリックします。

関連トピック

EAP-FASTの PACの生成（13ページ）

EAP-FASTの PACの生成
Cisco ISEの [PACの生成（Generate PAC）]オプションを使用して、EAP-FASTプロトコルの
トンネル PACまたはマシン PACを生成できます。

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システム管理者である必要があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）]を選択します。

認証ポリシーの管理
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ステップ 2 左側の [設定（Settings）]ナビゲーションペインの [プロトコル（Protocols）]をクリックします。

ステップ 3 [EAP-FAST] > [PACの生成（Generate PAC）]を選択します。

ステップ 4 EAP-FASTプロトコルのマシン PACを生成する場合に必要な詳細を入力します。

ステップ 5 [PACの生成（Generate PAC）]をクリックします。

認証プロトコルとしての EAP-TTLSの使用
EAP-TTLSは、EAP-TLSプロトコルの機能を拡張する 2フェーズプロトコルです。フェーズ
1では、セキュアなトンネルを構築し、フェーズ 2で使用するセッションキーを導出し、サー
バとクライアント間で属性および内部方式データを安全にトンネリングします。フェーズ2中
では、トンネリングされた属性を使用して、多数のさまざまなメカニズムを使用する追加認証

を実行できます。

Cisco ISEは、次のようなさまざまな TTLSサプリカントから認証を処理できます。

• Windows上の AnyConnect Network Access Manager（NAM）

• Windows 8.1ネイティブサプリカント

•セキュアW2（MultiOSで JoinNowとも呼ばれます）

• MAC OS Xネイティブサプリカント

• IOSネイティブサプリカント

• Androidベースのネイティブサプリカント

• Linux WPAサプリカント

暗号化バインドが必要な場合は、内部方式として EAP-FASTを使用する必要があります。（注）

EAP-TLSの設定

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システム管理者である必要があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [プロトコル（Protocols）] > [EAP-TTLS]
を選択します。

ステップ 2 [EAP-TTLS設定（EAP-TTLS Settings）]ページに必要な詳細を入力します。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

認証ポリシーの管理
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関連トピック

EAP-TTLS設定

EAP-TLSの設定

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システム管理者である必要があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [プロトコル（Protocols）] >
[EAP-TLS]を選択します。

ステップ 2 EAP-TLSプロトコルの定義に必要な詳細を入力します。

ステップ 3 EAP-TLS設定を保存するには、[保存（Save）]をクリックします。

PEAPの設定

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システム管理者である必要があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）]を選択します。

ステップ 2 左側の [設定（Settings）]ナビゲーションペインの [プロトコル（Protocols）]をクリックします。

ステップ 3 [PEAP]を選択します。

ステップ 4 PEAPプロトコルの定義に必要な詳細を入力します。

ステップ 5 PEAP設定を保存するには、[保存（Save）]をクリックします。

RADIUSの設定
認証に失敗、または認証成功のレポートの繰り返しの抑制に失敗したクライアントを検出する

ように RADIUS設定を設定することができます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）]を選択します。

ステップ 2 [設定（Settings）]ナビゲーションペインで [プロトコル（Protocols）]をクリックします。

ステップ 3 [RADIUS]を選択します。

ステップ 4 RADIUS設定の定義に必要な詳細を入力します。

認証ポリシーの管理
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ステップ 5 [保存（Save）]をクリックして、設定を保存します。

セキュリティ設定の構成

セキュリティ設定を構成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [プロトコル（Protocols）] > [セキュ
リティ設定（Security Settings）]を選択します。

ステップ 2 [セキュリティ設定（Security Settings）]ページで、次の必須オプションを選択します。

•レガシーサーバで TLS 1.0を許可する（Allow TLS 1.0 for Legacy Servers）：レガシーサーバのみで
TLS1.0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。このオプションは、デフォルト
で有効です。

次のワークフローはこのオプションの影響を受けます。

• Cisco ISEは、HTTPSまたはセキュア LDAPサーバから CRLをダウンロードします。

• Cisco ISEは、セキュアな syslogクライアントとして設定されます。

• Cisco ISEは、セキュアな LDAPクライアントとして設定されます。

セキュリティを強化するために、TLSの上位バージョンを使用するようにサーバでネゴシエー
トすることをお勧めします。

（注）

•レガシーサーバでSHA-1を許可する（AllowSHA-1 for LegacyServers）：レガシーサーバのみでSHA-1
暗号スイート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。このオプションは、デフォ

ルトで有効です。

次のワークフローはこのオプションの影響を受けます。

• Cisco ISEは、HTTPSまたはセキュア LDAPサーバから CRLをダウンロードします。

• Cisco ISEは、セキュアな syslogクライアントとして設定されます。

• Cisco ISEは、セキュアな LDAPクライアントとして設定されます。

セキュリティを強化するために、SHA-256または SHA-384暗号方式を使用することを推奨します。

• TLS再ネゴシエーションを許可する（AllowTLSRenegotiation）：パラメータの再ネゴシエーションと
新しいキーの生成を許可するには、このチェックボックスをオンにします。このオプションは、デフォ

ルトで有効です。

• ISEセキュアクライアントで 3DES/DES/DSS/RC4暗号方式を許可する（Allow 3DES/DES/DSS/RC4
ciphers for ISE secure clients）：このオプションを有効にすると、次のワークフローのピアとの通信で
3DES、DES、DSS、および RC4暗号方式が許可されます。

• Cisco ISEは、HTTPSまたはセキュア LDAPサーバから CRLをダウンロードします。

認証ポリシーの管理

16

認証ポリシーの管理

セキュリティ設定の構成



• Cisco ISEは、セキュアな syslogクライアントとして設定されます。

• Cisco ISEは、セキュアな LDAPクライアントとして設定されます。

このオプションは、デフォルトで有効です。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

次のワークフローはセキュリティ設定の影響を受けません。

• Cisco ISEは、クライアントを認証する EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP、または EAP-FAST
サーバとして動作し、ネットワークへのアクセス権を提供します。

Cisco ISE 2.2パッチ 2以上では、[セキュリティ設定（Security Settings）]ページのオプション
が変更されています。詳細については、『Release Notes for the Cisco Identity Services Engine,
Release 2.2』を参照してください。

（注）

ネットワークアクセスサービス
ネットワークアクセスサービスには、要求に対する認証ポリシー条件が含まれています。た

とえば有線802.1Xや有線MABなど、さまざまな用途向けに個別のネットワークアクセスサー
ビスを作成することができます。ネットワークアクセスサービスを作成するには、許可され

ているプロトコルまたはサーバ順序を設定します。

関連トピック

ネットワークアクセスの許可されるプロトコルの定義（17ページ）
RADIUSプロキシサーバとして機能する CIsco ISE（22ページ）
簡易認証ポリシー（4ページ）
ルールベースの認証ポリシーの設定（33ページ）

ネットワークアクセスの許可されるプロトコルの定義

許可されるプロトコルは、ネットワークリソースへのアクセスを要求するデバイスとの通信に

Cisco ISEが使用できるプロトコルのセットを定義します。許可されるプロトコルアクセス
サービスは、認証ポリシーを設定する前に作成する必要がある独立したエントリです。許可さ

れるプロトコルアクセスサービスは、特定の使用例に対して選択されたプロトコルが含まれ

ているオブジェクトです。

[許可されるプロトコルサービス（Allowed Protocols Services）]ページには、作成した許可さ
れるプロトコルサービスがすべて表示されます。Cisco ISEで事前に定義されたデフォルトの
ネットワークアクセスサービスが存在します。

認証ポリシーの管理
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始める前に

この手順を開始する前に、認証に使用するプロトコルサービスの基本を理解している必要があ

ります。

•この章の「Cisco ISE認証ポリシー」の項を参照して、さまざまなデータベースでサポート
される認証タイプおよびプロトコルについて理解します。

•「PACオプション」を確認して、各プロトコルサービスの機能とオプションを理解し、
使用しているネットワークに最適な選択ができるようにしてください。

•手順を進める前に、グローバルプロトコル設定を必ず定義してください。

次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム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）] > [結果（Results）] > [認証（Authentication）] >
[許可されるプロトコル（Allowed Protocols）]を選択します。

Cisco ISEが FIPSモードで動作するように設定されている場合は、一部のプロトコルがデフォルトで無効
になり、それらのプロトコルを設定できません。

ステップ 2 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 3 必要な情報を入力します。

ステップ 4 ネットワークに適切な認証プロトコルとオプションを選択します。

ステップ 5 PACの使用を選択した場合、適切な選択を行います。

匿名PACプロビジョニングを有効にするには、内部方式としてEAP-MSCHAPv2とExtensibleAuthentication
Protocol-Generic TokenCard（EAP-GTC）の両方を選択する必要があります。またCisco ISEでは、マシン認
証の外部 IDソースとしては Active Directoryだけがサポートされる点に注意してください。

ステップ 6 [送信（Submit）] をクリックして、許可されるプロトコルサービスを保存します。

許可されるプロトコルサービスは、単純な認証ポリシーおよびルールベースの認証ポリシーのページで独

立したオブジェクトとして表示されます。このオブジェクトは異なるルールに使用できます。

これで、単純な認証ポリシーおよびルールベースの認証ポリシーを作成できるようになります。

内部方式として EAP-MSCHAPを無効にし、PEAPまたは EAP-FASTの EAP-GTCと EAP-TLS内部方式を
有効にすると、ISEは内部方式のネゴシエーション中にEAP-GTC内部方式を開始します。最初のEAP-GTC
メッセージがクライアントに送信される前に、ISEは ID選択のポリシーを実行して、IDストアから GTC
パスワードを取得します。このポリシーの実行中、EAP認証は EAP-GTCと同じです。EAP-GTC内部方式
がクライアントによって拒否され、EAP-TLSがネゴシエートされても、IDストアポリシーが再び実行さ
れることはありません。IDストアポリシーが EAP認証属性に基づいている場合、本当の EAP認証は
EAP-TLSでありながら IDポリシー評価後に設定されたため、予期しない結果になることがあります。

関連トピック

Cisco ISE認証ポリシー（1ページ）
認証用のプロトコルの設定（12ページ）

認証ポリシーの管理

18

認証ポリシーの管理

ネットワークアクセスの許可されるプロトコルの定義



シスコ以外のデバイスからのMABの有効化
次の設定を順番に設定して、シスコ以外のデバイスからMABを設定します。

ステップ 1 認証されたエンドポイントのMACアドレスが、エンドポイントデータベースで使用可能なことを確認し
ます。プロファイラサービスによって、これらのエンドポイントを追加したり、自動的にプロファイリン

グしたりできます。

ステップ 2 シスコ以外のデバイス（PAP、CHAP、EAP-MD5）で使用されるMAC認証のタイプに基づいて、ネット
ワークデバイスプロファイルを作成します。

a) [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）]の順に選択します。

b) [追加（Add）]をクリックします。
c) ネットワークデバイスプロファイルの名前と説明を入力します。
d) [ベンダー（Vendor）]ドロップダウンリストからベンダー名を選択します。
e) デバイスがサポートするプロトコルのチェックボックスをオンにします。デバイスがRADIUSをサポー
トする場合は、ネットワークデバイスで使用する RADIUSディクショナリを選択します。

f) [認証/許可（Authentication/Authorization）]セクションを展開し、フロータイプ、属性エイリアシング、
およびホストルックアップに関するデバイスのデフォルト設定を行います。

g) [ホストルックアップ（MAB）（Host Lookup (MAB)）]セクションで、次を実行します。

• [ホストルックアップの処理（Process Host Lookup）]：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
クボックスまたは [Calling-Station-IdがMACアドレスと等しいかを確認（CheckingCalling-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。

• [PAP/ASCII経由（Via PAP/ASCII）]：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。

• [CHAP経由（Via CHAP）]：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 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。

• [EAP-MD5経由（Via EAP-MD5）]：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。

h) [アクセス許可（Permissions）]、[認可変更（CoA）（Change of Authorization (CoA)）]、[リダイレクト
（Redirect）]のセクションで必要な詳細を入力して、[送信（Submit）]をクリックします。

カスタム NADプロファイルを作成する方法については、『Network Access Device Profiles with Cisco
Identity Services Engine』を参照してください。
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ステップ 3 [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）]の順に選択します。

ステップ 4 MABを有効にするデバイスを選択して、[編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 5 [ネットワークデバイス（Network Device）]ページの [デバイスプロファイル（Device Profile）]ドロップ
ダウンリストから、手順 2で作成したネットワークデバイスプロファイルを選択します。

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。

Cisco NADでは、MABおよびWeb/ユーザ認証に使用する Service-Type値は異なります。これ
により、Cisco NADを使用する場合に、ISEはMABとWeb認証を区別できます。シスコ以外
の一部のNADでは、MABとWeb/ユーザ認証に同じ値のService-Type属性を使用しています。
この場合、アクセスポリシーでセキュリティ上の問題につながる場合があります。シスコ以外

のデバイスでMABを使用する場合は、ネットワークセキュリティが侵害されないように、追
加の許可ポリシールールを設定することを推奨します。たとえば、プリンタでMABを使用す
る場合は、ACLのプリンタプロトコルポートに制限する許可ポリシールールを設定できま
す。

（注）

関連トピック

ネットワークアクセスの許可されるプロトコルの定義（17ページ）
ルールベースの認証ポリシーの設定（33ページ）

シスコデバイスからのMABの有効化
次の設定を順番に設定して、シスコデバイスからMABを設定します。

ステップ 1 認証されたエンドポイントのMACアドレスが、エンドポイントデータベースで使用可能なことを確認し
ます。プロファイラサービスによって、これらのエンドポイントを追加したり、自動的にプロファイリン

グしたりできます。

ステップ 2 シスコデバイス（PAP、CHAP、EAP-MD5）で使用されるMAC認証のタイプに基づいて、ネットワーク
デバイスプロファイルを作成します。

a) [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）]の順に選択します。

b) [追加（Add）]をクリックします。
c) ネットワークデバイスプロファイルの名前と説明を入力します。
d) デバイスがサポートするプロトコルのチェックボックスをオンにします。デバイスがRADIUSをサポー
トする場合は、ネットワークデバイスで使用する RADIUSディクショナリを選択します。

e) [認証/許可（Authentication/Authorization）]セクションを展開し、フロータイプ、属性エイリアシング、
およびホストルックアップに関するデバイスのデフォルト設定を行います。

f) [ホストルックアップ（MAB）（Host Lookup (MAB)）]セクションで、次を実行します。

認証ポリシーの管理
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• [ホストルックアップの処理（Process Host Lookup）]：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。

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）]
チェックボックスまたは [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。

• [PAP/ASCII経由（Via PAP/ASCII）]：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。

• [CHAP経由（Via CHAP）]：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 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。

• [EAP-MD5経由（Via EAP-MD5）]：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。

g) [アクセス許可（Permissions）]、[認可変更（CoA）（Change of Authorization (CoA)）]、[リダイレクト
（Redirect）]のセクションで必要な詳細を入力して、[送信（Submit）]をクリックします。

カスタム NADプロファイルを作成する方法については、『Network Access Device Profiles with Cisco
Identity Services Engine』を参照してください。

ステップ 3 [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）]の順に選択します。

ステップ 4 MABを有効にするデバイスを選択して、[編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 5 [ネットワークデバイス（Network Device）]ページの [デバイスプロファイル（Device Profile）]ドロップ
ダウンリストから、手順 2で作成したネットワークデバイスプロファイルを選択します。

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。

ISEコミュニティリソース

IPフォンの認証機能については、「Phone Authentication Capabilities」を参照してください。

関連トピック

ネットワークアクセスの許可されるプロトコルの定義（17ページ）
ルールベースの認証ポリシーの設定（33ページ）

ネットワークアクセスワークセンター
ネットワークアクセスに関するオプションは、[ネットワークアクセスワークセンター（Network
Access Work Center）]メニュー（[ワークセンター（Work Centers）] > [ネットワークアクセス
（NetworkAccess）]）で、管理者が 1つの場所で簡単にネットワークアクセスに関連するすべ
てのオプションにアクセスできるようにグループ化されます。
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[ネットワークアクセスワークセンター（Network Access Work Center）]から次のタスクを実
行できます。

•ユーザとデバイスの認証プロセスで使用する外部 IDストアを設定します。次の外部 IDス
トアを設定できます：ActiveDirectory、LDAP、ODBC、RADIUS、RSA、およびSAML ID
プロバイダです。

•認証および許可ポリシーで使用するポリシーの要素を定義します。

• Cisco ISEによって制御されているすべてのネットワークデバイスを追加します。デバイ
スはタイプおよびロケーション別にグループ化することができます。

•必要に応じて、ユーザおよびネットワークデバイスの認証と許可ポリシーを定義します。

•クライアントのプロビジョニング、プロトコル設定、およびプロキシ設定に対するデフォ
ルトネットワークアクセス設定を確認します。

• RADIUSライブログを使用してネットワークイベントを監視します。

•ネットワークアクセスレポートを実行して、アクセスおよび許可の結果を確認します。

•診断ツールを使用してネットワークアクセスの問題のトラブルシューティングを行いま
す。

RADIUSプロキシサーバとして機能する CIsco ISE
Cisco ISEは、RADIUSサーバおよび RADIUSプロキシサーバとして機能できます。プロキシ
サーバとして機能する場合、Cisco ISEはネットワークアクセスサーバ（NAS）から認証要求
およびアカウンティング要求を受信し、これらの要求を外部 RADIUSサーバに転送します。
Cisco ISEは要求の結果を受け取り、NASに返します。

Cisco ISEは、同時に複数の外部 RADIUSサーバへのプロキシサーバとして動作できます。
RADIUSサーバ順序で設定した外部 RADIUSサーバを使用できます。次に説明する [外部
RADIUSサーバ（External RADIUS Server）]ページには、Cisco ISEで定義した外部 RADIUS
サーバがすべて表示されます。フィルタオプションを使用して、名前または説明、またはその

両方に基づいて特定のRADIUSサーバを検索することができます。単純な認証ポリシーとルー
ルベースの認証ポリシーの両方で、RADIUSサーバ順序を使用して要求をRADIUSサーバにプ
ロキシできます。

RADIUSサーバ順序は、RADIUS-Username属性からドメイン名を抜き取り（ストリッピン
グ）、RADIUS認証に使用します。このドメインストリッピングは EAP認証には使用できま
せん。EAP認証では EAP-Identity属性が使用されます。RADIUSプロキシサーバは
RADIUS-Username属性からユーザ名を取得し、RADIUSサーバ順序の設定時に指定した文字
列からユーザ名を抜き取ります。EAP認証の場合は、RADIUSプロキシサーバはユーザ名を
EAP-Identity属性から取得します。RADIUSサーバ順序を使用する EAP認証は、EAP-Identity
値と RADIUS-Username値が同一である場合のみ成功します。
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外部 RADIUSサーバの設定
Cisco ISEで外部 RADIUSサーバを設定して、要求を外部 RADIUSサーバに送信できるように
する必要があります。タイムアウト時間および接続試行回数を定義できます。

始める前に

•この項で作成した外部RADIUSサーバは、それだけでは使用できません。RADIUSサーバ
順序を作成して、この項で作成したRADIUSサーバを使用するように設定する必要があり
ます。これにより、RADIUSサーバ順序を認証ポリシーで使用できるようになります。

•次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要がありま
す。

ステップ 1 [管理（Administration）]> [ネットワークリソース（NetworkResources）]> [外部RADIUSサーバ（External
RADIUS Servers）]を選択します。

[RADIUSサーバ（RADIUS Servers）]ページが表示され、Cisco ISEで定義された外部 RADIUSサーバのリ
ストが示されます。

ステップ 2 外部 RADIUSサーバを追加するには、[追加（Add）]をクリックします。

ステップ 3 必要に応じて値を入力します。

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックして、外部 RADIUSサーバの設定を保存します。

関連トピック

RADIUSサーバの順序

RADIUSサーバ順序の定義
Cisco ISEのRADIUSサーバ順序を使用すると、NADからの要求を外部RADIUSサーバにプロ
キシできます。外部 RADIUSサーバは要求を処理して結果を Cisco ISEに返し、Cisco ISEはそ
の応答を NADに転送します。

[RADIUSサーバ順序（RADIUS Server Sequences）]ページに、Cisco ISEで定義したすべての
RADIUSサーバの順序が表示されます。このページを使用して、RADIUSサーバの作成、編
集、または複製が可能です。

始める前に

•この手順を開始する前に、プロキシサービスの基本を理解し、関連リンクの最初のエント
リのタスクを正常に完了している必要があります。

•次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要がありま
す。
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ステップ 1 [管理（Administration）]> [ネットワークリソース（NetworkResources）]> [RADIUSサーバ順序（RADIUS
Server Sequences）]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 必要に応じて値を入力します。

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックして、ポリシーに使用する RADIUSサーバ順序を保存します。

関連トピック

外部 RADIUSサーバの設定（23ページ）
ルールベースの認証ポリシーの設定（33ページ）
RADIUSサーバの順序

TACACS+プロキシクライアントとして機能するCIsco ISE
Cisco ISEは、外部 TACACS+サーバへのプロキシクライアントとして機能できます。プロキ
シクライアントとして機能する場合、Cisco ISEはネットワークアクセスサーバ（NAS）から
認証要求、許可要求およびアカウンティング要求を受信し、これらの要求を外部 TACACS+
サーバに転送します。Cisco ISEは要求の結果を受け取り、NASに返します。

[TACACS+外部サーバ（TACACS+ External Servers）]ページには、Cisco ISEで定義した外部
TACACS+サーバがすべて表示されます。フィルタオプションを使用して、名前または説明、
またはその両方に基づいて特定の TACACS+サーバを検索することができます。

Cisco ISEは、同時に複数の外部 TACACS+サーバへのプロキシクライアントとして動作でき
ます。複数の外部サーバを設定するには、[TACACS+サーバの順序（TACACS+server sequence）]
ページを使用できます。詳細については、「TACACS+サーバ順序の設定」ページを参照して
ください。

関連トピック

TACACS+外部サーバの設定（24ページ）
外部 TACACS+サーバの設定（26ページ）
TACACS+サーバ順序の設定（26ページ）
TACACS+サーバ順序の定義（28ページ）

TACACS+外部サーバの設定
次の表では、[TACACS外部サーバ（TACACS External Servers）]ページのフィールドについて
説明します。ナビゲーションパスは、[ワークセンター（Work Centers）] > [デバイス管理
（Device Administration）] > [ネットワークリソース（Network Resources）] > [TACACS外部
サーバ（TACACS External Servers）]ページです。
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表 1 : TACACS+外部サーバの設定

使用上のガイドラインフィールド

TACACS+外部サーバの名前を入力します。[名前（Name）]

TACACS+外部サーバ設定の説明を入力しま
す。

説明

リモート TACACS+外部サーバの IPアドレス
を入力します。

ホスト名/アドレス（Host IP）

リモート TACACS+外部サーバのポート番号
を入力します。ポート番号は 49です。

接続ポート（Connection Port）

ISEが外部TACACS+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 1～ 120です。

Timeout

TACACS+外部サーバとの接続を保護するのに
使用するテキスト文字列。正しく設定されて

いない場合、接続は TACACS+外部サーバに
よって拒否されます。

共有秘密鍵（Shared Secret）

TACACSプロトコルは、接続にセッションを
関連付けるための 2つのモード、シングル接
続と非シングル接続をサポートしています。

シングル接続モードは、クライアントが開始

する可能性がある多数の TACACS+セッショ
ンに対し、単一の TCP接続を再使用します。
非シングル接続では、クライアントが開始す

るすべての TACACS+セッションに対し、新
しい TCP接続が開かれます。TCP接続は、各
セッションの後に閉じられます。

トラフィックが多い環境では、[シングル接続
を使用（Use Single Connect）]チェックボック
スをオンにし、トラフィックが少ない環境で

はオフにできます。

シングル接続を使用（Use Single Connect）

関連トピック

TACACS+外部サーバの設定（24ページ）
外部 TACACS+サーバの設定（26ページ）
TACACS+サーバ順序の設定（26ページ）
TACACS+サーバ順序の定義（28ページ）
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外部 TACACS+サーバの設定
Cisco ISEで外部 TACACSサーバを設定して、要求を外部 TACACSサーバに送信できるように
する必要があります。タイムアウト時間および接続試行回数を定義できます。

始める前に

•この項で作成した外部TACACSサーバは、ポリシーに直接使用できません。TACACSサー
バ順序を作成して、この項で作成した TACACSサーバを使用するように設定する必要が
あります。これにより、TACACSサーバ順序をポリシーセットで使用できるようになり
ます。

•次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要がありま
す。

ステップ 1 [ワークセンター（Work Centers）] > [デバイス管理（Device Administration）] > [ネットワークリソース
（Network Resources）] > [TACACS外部サーバ（TACACS External Servers）]の順に選択します。
[TACACS外部サーバ（TACACSExternal Servers）]ページが表示され、Cisco ISEで定義された外部TACACS
サーバのリストが示されます。

ステップ 2 外部 TACACSサーバを追加するには、[追加（Add）]をクリックします。

ステップ 3 必要に応じて値を入力します。

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックして、外部 TACACSサーバの設定を保存します。

関連トピック

TACACS+外部サーバの設定（24ページ）
外部 TACACS+サーバの設定（26ページ）
TACACS+サーバ順序の設定（26ページ）
TACACS+サーバ順序の定義（28ページ）

TACACS+サーバ順序の設定
次の表では、[TACACSサーバ順序（TACACS Server Sequence）]ページのフィールドについて
説明します。ナビゲーションパスは、[ワークセンター（Work Centers）] > [デバイス管理
（Device Administration）] > [ネットワークリソース（Network Resources）] > [TACACSサー
バ順序（TACACS Server Sequence）]ページです。

表 2 : TACACS+サーバ順序の設定

使用上のガイドラインフィールド

TACACSプロキシサーバ順序の名前を入力し
ます。

[名前（Name）]
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使用上のガイドラインフィールド

TACACSプロキシサーバ順序の説明を入力し
ます。

説明

[使用可能（Available）]リストから必要な
TACACSプロキシサーバを選択します。[使用
可能（Available）]リストには、[TACACS外部
サービス（TACACS External Services）]ペー
ジで設定されているTACACSプロキシサーバ
のリストが含まれています。

サーバリスト（Server List）

ロギング制御を有効にするにはオンにします。

•ローカルアカウンティング：アカウン
ティングメッセージは、デバイスからの

要求を処理するサーバによってログに記

録されます。

•リモートアカウンティング：アカウン
ティングメッセージは、デバイスからの

要求を処理するプロキシサーバによって

ログに記録されます。

ロギング制御（Logging Control）

ユーザ名のプレフィックス/サフィックスの除
去

• [プレフィックスの除去（Prefix Strip）]：
プレフィックスからユーザ名を取り除く

場合にオンにします。たとえば、サブジェ

クト名が acme\smith、区切り文字が \の場
合、ユーザ名は smithになります。デフォ
ルトの区切り文字は \です。

• [サフィックスの除去（Suffix Strip）]：サ
フィックスからユーザ名を取り除く場合

にオンにします。たとえば、サブジェク

ト名が smith@acme.com、区切り文字が@
の場合、ユーザ名は smithになります。デ
フォルトの区切り文字は@です。

ユーザ名の除去（Username Stripping）

関連トピック

TACACS+外部サーバの設定（24ページ）
外部 TACACS+サーバの設定（26ページ）
TACACS+サーバ順序の設定（26ページ）
TACACS+サーバ順序の定義（28ページ）
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TACACS+サーバ順序の定義
Cisco ISEの TACACS+サーバ順序を使用すると、NADからの要求を外部 TACACS+サーバに
プロキシできます。外部 TACACS+サーバは要求を処理して結果を Cisco ISEに返し、Cisco
ISEはその応答を NADに転送します。[TACACS+サーバ順序（TACACS+ Server Sequences）]
ページに、Cisco ISEで定義したすべての TACACS+サーバの順序が表示されます。このペー
ジを使用して、TACACS+サーバ順序の作成、編集、または複製が可能です。

始める前に

•プロキシサービス、Cisco ISE管理者グループ、アクセスレベル、権限、および制限の基
本を理解している必要があります。

•次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要がありま
す。

• TACACS+サーバ順序で使用する外部 TACACS+サーバがすでに定義されていることを確
認します。

ステップ 1 [ワークセンター（Work Centers）] > [デバイス管理（Device Administration）] > [ネットワークリソース
（Network Resources）] > [TACACS外部サーバ順序（TACACS External Server Sequence）]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 必要な値を入力します。

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックして、ポリシーに使用する TACACS+サーバ順序を保存します。

関連トピック

TACACS+外部サーバの設定（24ページ）
外部 TACACS+サーバの設定（26ページ）
TACACS+サーバ順序の設定（26ページ）
TACACS+サーバ順序の定義（28ページ）

ロケーションに基づく認証
Cisco ISEは、Ciscoモビリティサービスエンジン（MSE）と統合し、物理ロケーションベー
スの認証を導入します。Cisco ISEは、MSEからの情報を使用して、MSEによって報告される
ユーザの実際の位置に基づいて差別化されたネットワークアクセスを提供します。

この機能を使用すると、エンドポイントのロケーション情報を使用して、ユーザが適切なゾー

ンにいる場合にネットワークアクセスを提供できます。また、エンドポイントのロケーション

をポリシーの追加属性として追加して、デバイスのロケーションに基づいてより詳細なポリ

シー許可のセットを定義することもできます。次のように、ロケーションベースの属性を使用

する許可ルール内で条件を設定できます。
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MSE.Location Equals LND_Campus1:Building1:Floor2:SecureZone

ロケーション階層（キャンパス/ビルディング/フロア構造）を定義して、CiscoPrimeInfrastructure
のアプリケーションを使用してセキュアおよび非セキュアのゾーンを設定できます。ロケー

ション階層を定義した後、ロケーション階層データをMSEサーバと同期する必要があります。
Cisco Prime Infrastructureの詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/support/
cloud-systems-management/prime-infrastructure/products-user-guide-list.htmlを参照してください。

1つまたは複数のMSEインスタンスを追加して、MSEベースのロケーションデータを許可プ
ロセスに統合できます。これらのMSEからロケーション階層データを取得し、このデータを
使用してロケーションベースの許可ルールを設定できます。

エンドポイントの移動を追跡するには、許可プロファイルの作成時に [移動の追跡（Track
Movement）]チェックボックスをオンにします。Cisco ISEは、5分ごとにエンドポイントロ
ケーションの関連MSEにクエリを行い、ロケーションが変更されたかどうかを確認します。

複数のユーザを追跡すると、頻繁な更新によってパフォーマンスに影響します。[移動の追跡
（Track Movement）]オプションは、上位のセキュリティロケーションに使用できます。

（注）

ロケーションツリーは、MSEインスタンスから取得されたロケーションデータを使用して作
成されます。ロケーションツリーを使用して、許可ポリシーに公開するロケーションエント

リを選択できます。

ロケーションサービスを使用するには、ISE Plusライセンスが必要です。（注）

MSEサーバの追加

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システム管理者である必要があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ネットワークリソース（NetworkResources）] > [ロケーションサービス（Location
Services）] > [ロケーションサーバ（Location Servers）]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 サーバ名、ホスト名/IPアドレス、パスワードなど、MSEサーバの詳細を入力します。

ステップ 4 指定したサーバの詳細を使用してMSEの接続性をテストするには、[テスト（Test）]をクリックします。

ステップ 5 （任意）エンドポイントがこのMSEに現在接続されているかどうかを確認するには、[ロケーション検索
（Find Location）]フィールドにエンドポイントのMACアドレスを入力し、[検索（Find）]をクリックし
ます。

エンドポイントのロケーションが見つかった場合は、Campus:Building:Floor:Zoneの形式で表示されます。
ロケーションの階層およびゾーンの設定によっては、複数のエントリが表示される場合があります。たと
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えば、Campus1という名前のキャンパス内のビルディング（building1）のすべてのフロアが非セキュアゾー
ンとして定義され、最初のフロアのラボエリアがセキュアゾーンとして定義されている場合、エンドポイ

ントがそのラボエリアにある場合は、次のエントリが表示されます。

見つかった場所：

Campus1#building1#floor1#LabArea

Campus1#building1#floor1#NonSecureZone

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。
新しいMSEを追加したら、[ロケーションツリー（Location Tree）]ページに移動し、[更新の取得（Get
Update）]をクリックして、ロケーション階層を取得し、それをロケーションツリーに追加します。この
ツリーで定義されたフィルタがある場合、これらのフィルタは新しいMSEエントリにも適用されます。

ロケーションツリー

ロケーションツリーは、MSEインスタンスから取得されたロケーションデータを使用して作
成されます。ロケーションツリーを表示するには、[管理（Administration）] > [ネットワーク
リソース（Network Resources）] > [ロケーションサービス（Location Services）] > [ロケーショ
ンツリー（Location Tree）]を選択します。

1つのビルディングに複数のMSEがある場合、Cisco ISEはすべてのMSEからロケーションの
詳細を照合し、単一のツリーとして表示します。

ロケーションツリーを使用して、許可ポリシーに公開するロケーションエントリを選択でき

ます。また、要件に基づいて特定のロケーションを非表示にすることもできます。ロケーショ

ンを非表示にする前にロケーションツリーを更新することを推奨します。非表示にされたロ

ケーションは、ツリーが更新されても非表示のままになります。

許可ルールに関連するロケーションエントリが変更または削除された場合は、影響を受ける

ルールをディセーブルにし、これらのロケーションを [不明（Unknown）]として設定するか、
または影響を受ける各ルールに代替ロケーションを選択する必要があります。変更を適用した

り更新をキャンセルする前に新しいツリー構造を確認する必要があります。

すべてのMSEから最新のロケーション階層構造を取得するには、[更新の取得（Get Update）]
をクリックします。新しいツリー構造を確認したら、[保存（Save）]をクリックして変更を適
用します。

ポリシーモード
Cisco ISEには、簡易モードとポリシーセットモードの 2種類のポリシーモードがあります。
2種類のうちのどちらかのモードを選択して、認証ポリシーと許可ポリシーを設定します。ポ
リシーモードを変更すると、Cisco ISEインターフェイスに再度ログインするように促されま
す。ポリシーセットモードから簡易モードに切り替えた場合、すべてのポリシーセットのデー

タがデフォルトポリシーを除いて削除されます。[ポリシー（Policy）]メニューオプションは
ポリシーモードの選択に基づいて変化します。
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•簡易モード：簡易モードを選択した場合は、[ポリシー（Policy）]メニューで認証ポリシー
と許可ポリシーを別々に定義できます。

図 3 :簡易モードの [ポリシー（Policy）]メニュー

•ポリシーセットモード：ポリシーセットモードを選択した場合は、ポリシーセットを作
成して、認証と許可を論理的に同一グループにグループ化できます。必要に応じて複数の

グループを作成できます。

図 4 :ポリシーセットモードの [ポリシー（Policy）]メニュー

関連トピック

ポリシーモード変更のガイドライン

ポリシーモードの変更（31ページ）
簡易認証ポリシー（4ページ）
ルールベースの認証ポリシーの設定（33ページ）
ポリシーセット（34ページ）

ポリシーモードの変更

ポリシーモード変更のためのガイドラインは、次のとおりです。

• Cisco ISE、リリース 1.1から新たにインストールまたは更新すると、簡易モードポリシー
モデルがデフォルトで選択されます。

•簡易モードからポリシーセットモードに切り替えると、認証および許可ポリシーはデフォ
ルトポリシーセットに移行されます。

•ポリシーセットモードから簡易モードに切り替えると、デフォルトポリシーセットの認
証および許可が認証および認可ポリシーに移行されます。その他のすべてのポリシーセッ

トポリシーは削除されます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [ポリシーセット（Policy Sets）]
を選択します。
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ステップ 2 ポリシーセットモードを有効または無効にします。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

新しいポリシーモードを有効にするために、もう一度ログインするよう促されます。

関連トピック

簡易認証ポリシー（4ページ）
ルールベースの認証ポリシー（7ページ）
ポリシーセット（34ページ）

簡易認証ポリシーの設定
単純な認証ポリシーの設定手順には、許可されるプロトコルサービスの定義および単純な認証

ポリシーの設定が含まれます。

始める前に

• RADIUSサーバを使用して簡易認証ポリシーを設定するには、さまざまなデータベースが
サポートする認証タイプとプロトコルの理解のために、Cisco ISE認証ポリシーおよびプロ
キシサービスの基本を理解している必要があります。

•許可されるプロトコルアクセスサービスや RADIUSサーバ順序を定義する必要がありま
す。

•次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要がありま
す。

このプロセスにより、RADIUSサーバ順序を使用した簡易ポリシーの設定も可能です。

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [認証（Authentication）]を選択します。

ステップ 2 メッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。

ステップ 3 必要に応じて値を入力します。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックして、設定した単純な認証ポリシーを保存します。

関連トピック

Cisco ISE認証ポリシー（1ページ）
ネットワークアクセスの許可されるプロトコルの定義（17ページ）
RADIUSサーバの順序
RADIUSプロキシサーバとして機能する CIsco ISE（22ページ）
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ルールベースの認証ポリシーの設定
ルールベースのポリシーでは、条件を定義することによって、Cisco ISEは許可されるプロト
コルおよび IDソースを動的に選択できるようになります。複数の条件を、Cisco ISEディク
ショナリ内の任意の属性を使用して定義できます。

ルールベースの認証ポリシーを作成する前に、許可されるプロトコルアクセスサービス、条

件、および IDソース順序を作成することを推奨します。RADIUSサーバ順序を使用する場合、
ポリシーを作成する前に RADIUSサーバ順序を定義できます。

ヒント

始める前に

•ルールベースの認証ポリシー、ネットワークアクセスに許可される定義済みのプロトコ
ル、作成された IDソース順序、およびRADIUSサーバ順序（許可されるプロトコルアク
セスサービスの代わりに RADIUSサーバ順序を使用する場合）の基本的な理解が必要で
す。

• Cisco ISEでは、有線 802.1X、無線 802.1X、および有線MABを使用する場合の標準的な
ルールベースの認証ポリシーが事前に用意されています。

•次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要がありま
す。

•ユーザが外部の IDソースで定義されている場合、Cisco ISEでこれらの IDソースが設定
されていることを確認してください。

単純なポリシーとルールベースのポリシーを切り替える場合、最

初に設定したポリシーは失われます。たとえば、単純な認証ポリ

シーを設定した後でルールベースの認証ポリシーに移動すると、

単純な認証ポリシーは失われます。また、ルールベースの認証ポ

リシーから簡易認証ポリシーに移動した場合は、ルールベースの

認証ポリシーは失われます。

（注）

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [認証（Authentication）]を選択します。

ステップ 2 [ルールベース（Rule-Based）]オプションボタンをクリックします。

ステップ 3 メッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。

ステップ 4 アクションアイコンをクリックして、新しいポリシーを表示するリスト上の位置に応じて [新しい行を上
に挿入（Insert new row above）]または [新しい行を下に挿入（Insert new row above）]をクリックします。
ポリシーは、順序に従って評価されます。
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このルールベースのポリシーのページ内の各行は、単純な認証ポリシーと同等です。各行には、許可され

るプロトコルおよび IDソースを決定する一連の条件が含まれています。

ステップ 5 必要に応じて新しい認証ポリシーを作成するための値を入力します。

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックして、作成したルールベースの認証ポリシーを保存します。

EAP-FASTクライアント証明書が外部の TLSネゴシエーションで送信される場合の認証ポリシーを設定す
るときに、「Username」属性は指定できません。「CN」や「SAN」などの証明書フィールドを使用するこ
とをお勧めします。

ActiveDirectoryのアカウントが logon hours、locked-out、workstationsのいずれかの属性を使用してユーザま
たはマシンを拒否するように設定されている場合、ISEは Active Directoryに対してユーザまたはマシンの
EAP-TLS認証を制限しません。これらの属性を使用して、EAP-TLS認証のユーザまたはマシンを制限しな
いでください。

関連トピック

ルールベースの認証ポリシー（7ページ）
ルールベースの認証ポリシーの設定（33ページ）
ネットワークアクセスの許可されるプロトコルの定義（17ページ）
RADIUSサーバの順序
認証ポリシーの組み込み設定（37ページ）
ディクショナリによってサポートされる属性（9ページ）
RADIUSプロキシサーバとして機能する CIsco ISE（22ページ）
Cisco ISE認証ポリシー（1ページ）

デフォルトの認証ポリシー

認証ポリシーページの最後の行は、どのルールも要求と一致しない場合に適用されるデフォル

トポリシーです。このデフォルトのポリシーの許可されるプロトコルおよび IDソースを編集
できます。

他のいかなる作成済みポリシーにも要求が一致しない場合のデフォルトのポリシーで、IDソー
スとして [アクセスを拒否（Deny Access）]を選択することを推奨します。

ポリシーセット
ポリシーセットでは、論理的に同じセット内の認証および許可ポリシーをグループ化すること

ができます。ロケーション、アクセスタイプ、類似パラメータに基づくポリシーセットなど

の領域に基づいて、複数のポリシーセットを作成できます。

ポリシーセットは最初に一致したポリシーです。各ポリシーには簡易または複合条件のどちら

かがあり、次のサポートディクショナリがあります。

• Airspace
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• Cisco

• Cisco-BBSM

• Cisco-VPN3000

• Device、Microsoft

• NetworkAccess

• RADIUS

ポリシーセットが一致し選択されたら、認証および許可ポリシーが評価されます。さらに、ポ

リシーセットモデルの一部として、グローバル許可例外ポリシーを利用できます。

常時 1つのポリシーセットが定義されています。それがデフォルトポリシーセットです。

関連トピック

ポリシーセットの評価フロー（35ページ）
ポリシーセットの作成のガイドライン（36ページ）
グローバル許可例外ポリシー（36ページ）
ポリシーセットの設定（36ページ）

ポリシーセットの評価フロー
図 5 :ポリシーセットの認証および許可の評価フロー

ポリシーセットの順序および認証と許可の評価フローは、次のとおりです。

1. ポリシーセットを評価します（ポリシーセットの条件を評価する）。その結果、ポリシー
セットが 1つ選択されます。
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2. 選択したポリシーセットの許可されたプロトコルルールを評価します。

3. 選択したポリシーセットの IDストアルールを評価します。

4. 次のパラダイムに基づいて、選択したポリシーセットの許可ルールを評価します。

ローカル例外ポリシーが定義されている場合は、これを評価する

上記手順 1で一致がない場合、定義されていればグローバル例外ポリシーを評価する

上記手順 2で一致がない場合、許可ルールを評価する

どのポリシーセットにも一致しない場合は、デフォルトのポリシーセットが選択されます。

ポリシーセットの作成のガイドライン

ポリシーセット作成のためのガイドラインは、次のとおりです。

•ルールは、名前、条件、結果を使用して設定されます。ポリシーセットを実装するには、
認証ルールと許可ルールを定義する必要があります。作成した新しいポリシーセットと同

様に、ISEで自動的にインストールされるデフォルトの事前設定済みポリシーセットは、
既存のデフォルトの認証および許可ポリシールールで自動的に作成され、その後編集また

は補足できます。

•同じルールタイプ（認証または許可のいずれか）で、同じポリシーセット内でのみルー
ルを複製できます。

•異なるポリシーセットはルールを共有できません。各ポリシーセットには独自のルール
があります。ただし、条件ライブラリを使用している場合は、条件を共有することができ

ます。

グローバル許可例外ポリシー

グローバル許可例外ポリシーにより、すべてのポリシーセットに適用するルールを定義できま

す。グローバル許可例外ポリシーは、すべてのポリシーセットのすべての許可ポリシーに追加

されます。グローバル許可例外ポリシーは、ポリシーセットのリストからグローバル例外オプ

ションを選択することによって更新できます。

各許可ポリシーには、ローカル例外規則、グローバル例外規則、通常ルールがあります。ロー

カル許可例外ルールを設定すると、（ある許可ポリシー用の）グローバル例外許可ルールが、

ローカル許可例外ルールと並んで読み取り専用モードで表示されます。ローカル許可例外ルー

ルは、グローバル例外ルールに優先します。許可ルールは、許可ポリシーのローカル例外規

則、グローバル例外規則、通常ルールの順番で処理されます。

ポリシーセットの設定

このページを使用して、ポリシーセットを設定できます。
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始める前に

ポリシーセットが設定できるように、ポリシーモードをポリシーセットとして選択しておく

する必要があります。これを行うには、[管理（Administration）]> [システム（System）]> [設
定（Settings）] > [ポリシーセット（Policy Sets）]に移動します。

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシーセット（Policy Sets）]を選択します。

ステップ 2 [デフォルト（Default）]ポリシーをクリックします。デフォルトポリシーが右側に表示されます。

ステップ 3 上部のプラス（+）記号をクリックして、[上を作成（Create Above）]を選択します。

ステップ 4 このグループポリシーの名前、説明、条件を入力します。

ステップ 5 認証ポリシーを定義します。

ステップ 6 許可ポリシーを定義します。

ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックします。ポリシーセットの設定後、Cisco ISEからログアウトされます。管理
者ポータルにアクセスするために再度ログインする必要があります。

関連トピック

ポリシーモードの変更（31ページ）
ルールベースの認証ポリシーの設定（33ページ）
ポリシーセットの評価フロー（35ページ）
ポリシーセットの作成のガイドライン（36ページ）
グローバル許可例外ポリシー（36ページ）

認証ポリシーの組み込み設定
Cisco ISEには、一部の一般的な用途に対応した、さまざまなデフォルト設定が含まれていま
す。

表 3 :認証ポリシー設定のデフォルト

その他の情報説明ユーザインターフェイ

スのパス

[名前（Name）]

このアクセスサービス

は、有線および無線の

802.1X、および有線
MABの認証ポリシー
に使用できます。

このデフォルトは、認

証ポリシーに使用され

るネットワークアクセ

スの組み込みの許可さ

れるプロトコルサービ

スです。

[ポリシー（Policy）] >
[ポリシー要素（Policy
Elements）] > [設定
（Configuration）] >
[許可されるプロトコ
ル（Allowed
Protocols）]

ネットワークアクセス

のデフォルトの許可さ

れるプロトコルアクセ

スサービス
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その他の情報説明ユーザインターフェイ

スのパス

[名前（Name）]

この複合条件は、有線

802.1X認証ポリシーに
使用できます。このポ

リシーに指定された基

準に一致するすべての

要求は、有線 802.1X
認証ポリシーに基づい

て評価されます。

この複合条件は次の属

性と値をチェックしま

す。

• RADIUS:Service-Type
equals Framed

• RADIUS:NAS-Port-Type
equals Ethernet

[ポリシー（Policy）] >
[ポリシー要素（Policy
Elements）] > [認証
（Authentication）] >
[ゲスト（Guest）] >
[複合条件（Compound
Conditions）]を選択し
ます。

有線 802.1X複合条件

この複合条件は、無線

802.1X認証ポリシーに
使用できます。このポ

リシーに指定された基

準に一致するすべての

要求は、無線 802.1X
認証ポリシーに基づい

て評価されます。

この複合条件は次の属

性と値をチェックしま

す。

• RADIUS:Service-Type
equals Framed

• RADIUS:NAS-Port-Type
equals
Wireless-IEEE802.11

[ポリシー（Policy）] >
[ポリシー要素（Policy
Elements）] > [認証
（Authentication）] >
[ゲスト（Guest）] >
[複合条件（Compound
Conditions）]を選択し
ます。

無線 802.1X複合条件

この複合条件は、有線

MAB認証ポリシーに
使用できます。このポ

リシーに指定された基

準に一致するすべての

要求は、有線MAB認
証ポリシーに基づいて

評価されます。

この複合条件は次の属

性と値をチェックしま

す。

• RADIUS:Service-Type
は Call-Check

• RADIUS:NAS-Port-Type
equals Ethernet

[ポリシー（Policy）] >
[ポリシー要素（Policy
Elements）] > [認証
（Authentication）] >
[ゲスト（Guest）] >
[複合条件（Compound
Conditions）]を選択し
ます。

有線MAB複合条件

この複合条件を使用す

るには、この条件を確

認する認証ポリシーを

作成する必要がありま

す。また、要件に基づ

いてアクセスサービス

を定義するか、このポ

リシーのデフォルト

ネットワークアクセス

許可プロトコルサービ

スを利用できます。

この複合条件は次の属

性と値をチェックしま

す。

• RADIUS:Service-Type
equals Outbound

• RADIUS:NAS-Port-Type
equals Ethernet

[ポリシー（Policy）] >
[ポリシー要素（Policy
Elements）] > [認証
（Authentication）] >
[ゲスト（Guest）] >
[複合条件（Compound
Conditions）]を選択し
ます。

Catalystスイッチの
ローカルWeb認証複
合条件
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その他の情報説明ユーザインターフェイ

スのパス

[名前（Name）]

この複合条件を使用す

るには、この条件を確

認する認証ポリシーを

作成する必要がありま

す。また、要件に基づ

いてアクセスサービス

を定義するか、このポ

リシーのデフォルト

ネットワークアクセス

許可プロトコルサービ

スを利用できます。

この複合条件は次の属

性と値をチェックしま

す。

• RADIUS:Service-Type
equals Outbound

• RADIUS:NAS-Port-Type
equals
Wireless-IEEE802.11

[ポリシー（Policy）] >
[ポリシー要素（Policy
Elements）] > [認証
（Authentication）] >
[ゲスト（Guest）] >
[複合条件（Compound
Conditions）]を選択し
ます。

ワイヤレス LANコン
トローラ（WLC）ロー
カルWeb認証複合条
件（Wireless Lan
Controller (WLC) Local
Web Authentication
Compound Condition）

このデフォルトポリ

シーは IDソースとし
て内部エンドポイント

データベースを使用し

ます。このポリシーを

編集して、あらゆるID
ソース順序やアイデン

ティティソースを必要

に応じて設定できま

す。

このポリシーは、有線

802.1X複合条件および
デフォルトのネット

ワークアクセスの許可

されるプロトコルサー

ビスを使用します。こ

のポリシーは、有線

802.1X複合条件で指定
された基準に一致する

要求を評価します。

[ポリシー（Policy）] >
[認証
（Authentication）] >
[ルールベース
（Rule-Based）]

有線 802.1X認証ポリ
シー

このデフォルトポリ

シーは IDソースとし
て内部エンドポイント

データベースを使用し

ます。このポリシーを

編集して、あらゆるID
ソース順序やアイデン

ティティソースを必要

に応じて設定できま

す。

このポリシーは、無線

802.1X複合条件および
デフォルトのネット

ワークアクセスの許可

されるプロトコルサー

ビスを使用します。こ

のポリシーは、無線

802.1X複合条件で指定
された基準に一致する

要求を評価します。

[ポリシー（Policy）] >
[認証
（Authentication）] >
[ルールベース
（Rule-Based）]

無線 802.1X認証ポリ
シー
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その他の情報説明ユーザインターフェイ

スのパス

[名前（Name）]

このデフォルトポリ

シーは IDソースとし
て内部エンドポイント

データベースを使用し

ます。

このポリシーは、有線

MAB複合条件および
デフォルトのネット

ワークアクセスの許可

されるプロトコルサー

ビスを使用します。こ

のポリシーは、有線

MAB複合条件で指定
された基準に一致する

要求を評価します。

[ポリシー（Policy）] >
[認証
（Authentication）] >
[ルールベース
（Rule-Based）]

有線MAB認証ポリ
シー

関連トピック

ネットワークアクセスサービス（17ページ）
ルールベースの認証ポリシーの設定（33ページ）

認証結果の表示
Cisco ISEにはリアルタイムで認証の概要を表示するさまざまな方法があります。

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システム管理者である必要があります。

ステップ 1 [操作（Operations）] > [RADIUSライブログ（RADIUS Livelog）]を選択して、リアルタイムで認証の概
要を表示します。

ステップ 2 認証の概要を表示するには、次のような方法があります。

• [ステータス（Status）]アイコンの上にマウスカーソルを移動すると、認証の結果と概要を表示できま
す。ステータスの詳細とともにポップアップが表示されます。

•結果をフィルタリングするには、リストの最上部に表示される 1つ以上の任意のテキストボックスに
検索条件を入力して Enterを押します。

•詳細レポートを表示するには、[詳細（Details）]カラムにある虫眼鏡アイコンをクリックします。

認証概要レポートまたはダッシュボードが失敗または成功した認証に対応する最新のデータ

を収集して表示するため、レポートの内容は数分の遅延の後に表示されます。

（注）

認証ポリシーの管理

40

認証ポリシーの管理

認証結果の表示



認証ダッシュレット

Cisco ISEのダッシュボードには、ネットワークとデバイスに対し行われたすべての認証の概
要が表示されます。これには、認証ダッシュレットにある認証および許可の失敗についての概

要情報が表示されます。

RADIUS認証ダッシュレットには、Cisco ISEが処理した認証に関する次の統計情報が表示され
ます。

•認証成功、認証失敗、同一ユーザによる同時ログインなど、Cisco ISEが処理したRADIUS
認証要求の総数。

• Cisco ISEが処理した、失敗した RADIUS認証要求の総数。

また、TACACS+認証の概要を表示することもできます。TACACS+認証ダッシュレットには、
デバイス認証の統計情報が表示されます。

デバイス管理認証の詳細については、TACACSライブログを参照してください。RADIUSラ
イブログ設定の詳細については、RADIUSライブログを参照してください。

ISEコミュニティリソース

認証と許可の失敗のトラブルシューティング方法については、「How To: Troubleshoot ISE
Failed Authentications & Authorizations」を参照してください。

認証レポートおよびトラブルシューティングツール

認証の詳細の他に、Cisco ISEでは、ネットワークの効率的な管理に使用できるさまざまなレ
ポートおよびトラブルシューティングツールが提供されます。

ネットワーク内の認証の傾向およびトラフィックを把握するために実行できるさまざまなレ

ポートがあります。現在のデータに加えて履歴のレポートを生成できます。認証レポートのリ

ストは次のとおりです。

• AAAの診断

• RADIUSアカウンティング（RADIUS Accounting）

• RADIUS認証

•認証概要（Authentication Summary）

認証ポリシーの管理
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b_ise_admin_guide_22_chapter_0100001.pdf#nameddest=unique_949
b_ise_admin_guide_22_chapter_0100001.pdf#nameddest=unique_671
https://communities.cisco.com/community/technology/security/pa/ise
https://communities.cisco.com/docs/DOC-68162
https://communities.cisco.com/docs/DOC-68162
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