
脅威中心型 NACサービスの設定

•脅威中心型 NACサービス（1ページ）

脅威中心型 NACサービス
脅威中心型ネットワークアクセスコントロール（TC-NAC）機能により、脅威および脆弱性の
アダプタから受信する脅威と脆弱性の属性に基づいて、許可ポリシーを作成できます。脅威の

重大度レベルと脆弱性評価の結果は、エンドポイントまたはユーザのアクセスレベルを動的に

制御するために使用できます。

忠実度の高い侵害の兆候（IoC）、脅威検出イベント、およびCVSSスコアをCisco ISEに送信
するように脆弱性および脅威のアダプタを設定できます。これにより、エンドポイントの権限

とコンテキストを適宜変更するための脅威中心型アクセスポリシーを作成できます。

Cisco ISEでは次のアダプタがサポートされています。

• SourceFire FireAMP

• Cognitive Threat Analytics（CTA）アダプタ

• Qualys

TC-NACフローで現在サポートされているのは Qualys Enterprise
Editionのみです。

（注）

• Rapid7 Nexpose

• Tenable Security Center

エンドポイントの脅威イベントが検出されたら、[侵害されたエンドポイント（Compromised
Endpoints）]ページでエンドポイントのMACアドレスを選択して ANCポリシー（Quarantine
など）を適用できます。Cisco ISEは、そのエンドポイントに対して CoAをトリガーし、対応
するANCポリシーを適用します。ANCポリシーが使用可能ではない場合、Cisco ISEはそのエ
ンドポイントに対して CoAをトリガーし、元の許可ポリシーを適用します。[侵害されたエン
ドポイント（Compromised Endpoints）]ページの [脅威と脆弱性のクリア（Clear Threat and
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Vulnerabilities）]オプションを使用して、（Cisco ISEシステムデータベースから）エンドポイ
ントに関連付けられている脅威と脆弱性をクリアできます。

脅威ディクショナリには次の属性がリストされます。

• CTA-Course_Of_Action（値は Internal Blocking、Eradication、またはMonitoringです。）

• Qualys-CVSS_Base_Score

• Qualys-CVSS_Temporal_Score

• Rapid7 Nexpose-CVSS_Base_Score

• Tenable Security Center-CVSS_Base_Score

• Tenable Security Center-CVSS_Temporal_Score

Base Score属性と Temporal Score属性の有効な範囲は 0 ~ 10です。

脆弱性イベントがエンドポイントに受信されると、Cisco ISEはそのエンドポイントの CoAを
トリガーします。ただし、脅威イベントの受信時には CoAはトリガーされません。

脆弱性属性を使用して、属性の値に基づいて脆弱なエンドポイントを自動的に隔離する許可ポ

リシーを作成できます。次に例を示します。

Any Identity Group & Threat:Qualys-CVSS_Base_Score > 7.0 -> Quarantine

CoAイベント中に自動的に隔離されているエンドポイントのログを表示するには、[操作
（Operations）] > [TC NACライブログ（TC NAC Live Log）]に移動します。手動で隔離され
ているエンドポイントのログを表示するには、[操作（Operations）]> [レポート（Reports）]>
[監査（Audit）] > [変更設定監査（Change Configuration Audit）]に移動します。

脅威中心型 NACサービスを有効にする際には、次の点に注意してください。

•脅威中心型 NACサービスを使用するには、Apexライセンスが必要です。

•脅威中心型 NACサービスは、展開内の 1つのノードでのみ有効にできます。

•脆弱性アセスメントサービスでは、ベンダーあたり 1つのアダプタインスタンスだけを
追加できます。ただし、FireAMPアダプタインスタンスは複数追加できます。

•設定を失わずにアダプタを停止、再開できます。アダプタの設定後は、任意の時点でアダ
プタを停止できます。ISEサービスの再起動時でもアダプタはこの状態のままになります。
アダプタを再起動するには、アダプタを選択して [再起動（Restart）]をクリックします。

アダプタが [停止（Stopped）]状態の場合、アダプタインスタン
スの名前だけを編集できます。アダプタ設定や詳細設定は編集で

きません。

（注）

[脅威中心型 NACライブログ（Threat Centric NAC Live Logs）]ページ（[操作（Operations）]
> [TCNACライブログ（TCNACLive Log）]）には、脅威イベントと脆弱性イベントがすべて
表示されます。エンドポイントのインシデントタイプ、アダプタ名、一致する許可ルール、許
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可プロファイル（新しいプロファイルと古いプロファイル）が表示されます。また、イベント

の詳細情報も確認できます。

エンドポイントの脅威情報は次に示すページで確認できます。

• [ホーム（Home）]ページ > [脅威（Threat）]ダッシュボード

• [コンテキストの可視性（Context Visibility）] > [エンドポイント（Endpoints）] > [侵害され
たエンドポイント（Compromised Endpoints）]

脅威中心型 NACサービスによりトリガーされるアラームを次に示します。

• Adapter not reachable（syslog ID：91002）：アダプタに到達できないことを示します。

• Adapter Connection Failed（syslog ID：91018）：アダプタに到達できるが、アダプタとソー
スサーバの間の接続がダウンしていることを示します。

• Adapter Stopped Due to Error（syslog ID：91006）：このアラームは、アダプタが必要な状
態になっていない場合にトリガーされます。このアラームが表示されたら、アダプタ設定

とサーバ接続を調べてください。詳細については、アダプタログを参照してください。

• Adapter Error（syslog ID：91009）：Qualysアダプタが Qualysサイトとの接続を確立でき
ないか、またはこのサイトから情報をダウンロードできないことを示します。

脅威中心型 NACサービスで使用できるレポートを次に示します。

•アダプタのステータス：アダプタのステータスレポートには、脅威と脆弱性のアダプタの
ステータスが表示されます。

• COAイベント：エンドポイントの脆弱性イベントを受信すると、Cisco ISEはそのエンド
ポイントについてCoAをトリガーします。CoAイベントレポートには、これらのCoAイ
ベントのステータスが表示されます。また、これらのエンドポイントの新旧の認証ルール

とプロファイルの詳細が表示されます。

•脅威イベント：脅威イベントレポートには、設定したさまざまなアダプタから Cisco ISE
が受信した脅威イベントがすべて表示されます。脆弱性アセスメントのイベントは、この

レポートには含まれません。

•脆弱性アセスメント：脆弱性アセスメントレポートには、エンドポイントで実行中のアセ
スメントに関する情報が示されます。このレポートを表示して、設定されたポリシーに基

づいてアセスメントが行われているかどうかを確認することができます。

[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [診断（Diagnostics）] > [ISEカウンタ（ISE
Counters）] > [しきい値カウンタのトレンド（Threshold Counter Trends）]で、次の情報を確認
できます。

•受信したイベントの総数

•脅威イベントの総数

•脆弱性イベントの総数

•（PSNに対して）発行された CoAの総数
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これらの属性の値は 5分おきに収集されるため、この値は直近 5分間の数を表します。

[脅威（Threat）]ダッシュボードには次のダッシュレットが表示されます。

• [侵害されたエンドポイントの総数（Total CompromisedEndpoints）]ダッシュレットには、
ネットワーク上で現在影響を受けているエンドポイント（接続エンドポイントと切断エン

ドポイントの両方）の総数が表示されます。

• [特定期間における侵害されたエンドポイント（Compromised Endpoints Over Time）]ダッ
シュレットには、指定された期間におけるエンドポイントへの影響の履歴ビューが表示さ

れます。

• [上位の脅威（Top Threats）]ダッシュレットには、影響を受けるエンドポイントの数と脅
威の重大度に基づく上位の脅威が表示されます。

• [脅威ウォッチリスト（ThreatsWatchlist）]ダッシュレットを使用して、選択したイベント
のトレンドを分析できます。

[上位の脅威（Top Threats）]ダッシュレットでは、バブルのサイズが影響を受けるエンドポイ
ントの数を示し、薄い影が付いているエリアが切断されているエンドポイントの数を示しま

す。色と縦方向の目盛りで脅威の重大度を示します。脅威には、インディケータとインシデン

トという 2つのカテゴリがあります。インディケータの重大度属性は「Likely_Impact」、イン
シデントの重大度属性は「Impact_Qualification」です。

[侵害されたエンドポイント（Compromised Endpoint）]ページには、影響を受けるエンドポイ
ントのマトリックスビューと、各脅威カテゴリの影響の重大度が示されます。エンドポイント

の詳細な脅威情報を表示するには、デバイスリンクをクリックします。

[実行されたアクション（Course Of Action）]チャートには、CTAアダプタから受信した
CTA-Course_Of_Action属性に基づき、脅威インシデントに対して実行されたアクション（[内
部ブロック（InternalBlocking）]、[撲滅（Eradication）]、または [モニタリング（Monitoring）]）
が表示されます。

[ホーム（Home）]ページの [脆弱性（Vulnerability）]ダッシュボードには、次のダッシュレッ
トが表示されます。

• [脆弱なエンドポイントの総数（Total Vulnerable Endpoints）]ダッシュレットには、指定さ
れた値よりも大きい CVSSスコアを持つエンドポイントの総数が表示されます。また、
CVSSスコアが指定された値よりも大きい接続エンドポイントと切断エンドポイントの総
数も表示されます。

• [上位の脆弱性（TopVulnerability）]ダッシュレットには、影響を受けるエンドポイントの
数または脆弱性の重大度に基づく上位の脅威が表示されます。[上位の脆弱性（Top
Vulnerability）]ダッシュレットでは、バブルのサイズが影響を受けるエンドポイントの数
を示し、薄い影が付いているエリアが切断されているエンドポイントの数を示します。色

と縦方向の目盛りで脆弱性の重大度を示します。

• [脆弱性ウォッチリスト（Vulnerability Watchlist）]ダッシュレットを使用して、一定期間
にわたる選択した脆弱性のトレンドを分析できます。ダッシュレットで検索アイコンをク

リックし、ベンダー固有の ID（Qualysの ID番号の場合は「qid」）を入力して、その ID
番号の傾向を選択して表示します。
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• [特定期間における脆弱なエンドポイント（VulnerableEndpointsOverTime）]ダッシュレッ
トには、一定期間におけるエンドポイントへの影響の履歴ビューが表示されます。

[脆弱なエンドポイント（VulnerableEndpoints）]ページの [CVSS別エンドポイント数（Endpoint
Count ByCVSS）]グラフには、影響を受けるエンドポイントの数とそのCVSSスコアが表示さ
れます。[脆弱なエンドポイント（Vulnerable Endpoints）]ページでは、影響を受けるエンドポ
イントのリストも表示されます。各エンドポイントの詳細な脆弱性情報を表示するには、デバ

イスリンクをクリックします。

脅威中心型 NACサービスログはサポートバンドルに含まれています（『』の「Cisco ISEロ
グファイルのダウンロード」のセクションCisco ISEログファイルのダウンロードを参照して
ください）。脅威中心型 NACサービスログは support/logs/TC-NAC/にあります。

脅威中心型 NACサービスの有効化
脆弱性と脅威のアダプタを設定するには、まず脅威中心型 NACサービスを有効にする必要が
あります。このサービスは、導入内の1つのポリシーサービスノードでのみ有効にできます。

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

ステップ 2 脅威中心型NACサービスを有効にするPSNの隣にあるチェックボックスにマークを付けて、[編集（Edit）]
をクリックします。

ステップ 3 [脅威中心型 NACサービスの有効化（Enable Threat Centric NAC Service）]チェックボックスにマークを付
けます。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

関連トピック

SourceFire FireAMPアダプタの追加（5ページ）
Cognitive Threat Analyticsアダプタの追加（7ページ）
CTAアダプタの許可プロファイルの設定（9ページ）
Course of Action属性を使用した許可ポリシーの設定（9ページ）
脅威中心型 NACサービス（1ページ）

SourceFire FireAMPアダプタの追加

始める前に

• SourceFire FireAMPのアカウントが必要です。

•すべてのエンドポイントの FireAMPクライアントを導入する必要があります。

•脅威中心型 NACサービスを展開ノードで有効にする必要があります（脅威中心型 NAC
サービスの有効化（5ページ）を参照）。
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• FireAMPアダプタは REST APIコール（AMPクラウドへ）、およびイベントを受信する
AMQPに SSLを使用します。また、プロキシの使用をサポートしています。FireAMPア
ダプタは通信にポート 443を使用します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [脅威中心型 NAC（Threat Centric NAC）] > [サードパーティベンダー（Third
Party Vendors）]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 [ベンダー（Vendor）]ドロップダウンリストから [AMP：脅威（AMP：Threat）]を選択します。

ステップ 4 アダプタインスタンスの名前を入力します。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 6 ベンダーインスタンスのリストページを更新します。ベンダーインスタンスのリストページでアダプ

タのステータスが [設定準備完了（Ready to Configure）]に変更された後でのみ、アダプタを設定できま
す。

ステップ 7 [設定準備完了（Ready to Configure）]リンクをクリックします。

ステップ 8 （オプション）すべてのトラフィックをルーティングするように SOCKSプロキシサーバを設定した場
合、プロキシサーバのホスト名とポート番号を入力します。

ステップ 9 接続するクラウドを選択します。USクラウドまたは EUクラウドを選択できます。

ステップ 10 サブスクライブするイベントソースを選択します。次のオプションを使用できます。

• [AMPイベントのみ（AMP events only）]

• [CTAイベントのみ（CTA events only）]

• [CTAと AMPのイベント（CTA and AMP events）]

ステップ 11 FireAMPリンクをクリックし、adminとして FireAMPにログインします。[アプリケーション
（Applications）]ペインの [許可（Allow）]をクリックして、ストリーミングイベントエクスポート要
求を許可します。

Cisco ISEにリダイレクトします。

ステップ 12 監視するイベントを選択します（たとえば、不審なダウンロード、疑わしいドメインへの接続、実行さ

れたマルウェア、Java侵害）。

詳細設定の変更またはアダプタの再設定時に、AMPクラウドに新しいイベントが追加されている場合、
これらのイベントも [イベントリスト（Events Listing）]ページに表示されます。

アダプタ用のログレベルを選択できます。選択可能なオプションは、[エラー（Error）]、[情報（Info）]、
[デバッグ（Debug）]です。

アダプタインスタンスの設定の要約が [設定サマリー（ConfigurationSummary）]ページに表示されます。
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Cognitive Threat Analyticsアダプタの追加

始める前に

•脅威中心型 NACサービスを展開ノードで有効にする必要があります（脅威中心型 NAC
サービスの有効化（5ページ）を参照）。

• http://cognitive.cisco.com/loginから Cisco Cognitive Threat Analytics（CTA）ポータルにログ
インし、CTA STIX/TAXIIサービスを要求します。詳細については、『Cisco ScanCenter
Administrator Guide』を参照してください。

• Cognitive Threat Analytics（CTA）アダプタは、SSLとともに TAXIIプロトコルを使用し
て、CTAクラウドをポーリングし、検出された脅威を確認します。また、プロキシの使用
をサポートしています。

•信頼できる証明書ストアにアダプタ証明書をインポートします。[管理（Administration）]
> [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [信頼できる証明書（TrustedCertificates）]
> [インポート（Import）]の順に選択し、証明書をインポートします。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [脅威中心型 NAC（Threat Centric NAC）] > [サードパーティベンダー（Third
Party Vendors）]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 [ベンダー（Vendor）]ドロップダウンリストから [CTA：脅威（CTA：Threat）]を選択します。

ステップ 4 アダプタインスタンスの名前を入力します。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 6 ベンダーインスタンスのリストページを更新します。ベンダーインスタンスのリストページでアダプ

タのステータスが [設定準備完了（Ready to Configure）]に変更された後でのみ、アダプタを設定できま
す。

ステップ 7 [設定準備完了（Ready to Configure）]リンクをクリックします。

ステップ 8 次の詳細を入力します。

• [CTA STIX/TAXIIサービスの URL（CTA STIX/TAXII service URL）]：CTAクラウドサービスの
URL。デフォルトでは URL https://taxii.cloudsec.sco.cisco.com/skym-taxii-ws/PollService/が使用されま
す。

• [CTAフィード名（CTA feed name）]：CTAクラウドサービスのフィード名を入力します。

• [CTAユーザ名とパスワード（CTA username and password）]：CTAクラウドサービスのユーザ名と
パスワードを入力します。

• [プロキシホストとポート（Proxyhost andport）]（オプション）すべてのトラフィックをルーティン
グするようにプロキシサーバを設定した場合、プロキシサーバのホスト名とポート番号を入力しま

す。

• [ポーリング間隔（Polling interval）]：各ポーリング間の間隔です。デフォルト値は 30分です。
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• [最初のポーリング期間（時間数）（First Poll Duration in hours）]：最初のポーリングで取得される
データの経過時間。デフォルト値は 2時間です。最大値は 12時間です。

• [インシデントタイプ（Incident Type）]：次のオプションを使用できます。

• [CTAイベントのみ（CTA events only）]

• [AMPイベントのみ（AMP events only）]

• [CTAと AMPのイベント（CTA and AMP events）]

ステップ 9 [Next]をクリックします。

ステップ 10 次のオプションを設定するには、[詳細設定（Advanced Settings）]をクリックします。

• [影響の指定（Impact Qualification）]：ポーリングするインシデントの重大度レベルを選択します。
次のオプションを使用できます。

• [1 -影響なし（1 - Insignificant）]

• [2 -妨害（2 - Distracting）]

• [3 -困難（3 - Painful）]

• [4 -損害発生（4 - Damaging）]

• [5 -壊滅的（5 - Catastrophic）]

[3 -困難（3 - Painful）]を選択した場合、重大度レベルが [3 -困難（3 - Painful）]またはそれ以上（こ
の場合 [4 -損害発生（4 - Damaging）]と [5 -壊滅的（5 - Catastrophic）]）のインシデントがポーリン
グされます。

• [ロギングレベル（Logging Level）]：アダプタのログレベルを選択します。選択可能なオプション
は、[エラー（Error）]、[情報（Info）]、[デバッグ（Debug）]です。

ステップ 11 [終了（Finish）]をクリックします。

CTAはWebプロキシログに IPアドレスまたはユーザ名としてリストされているユーザ IDを
処理します。具体的には、IPアドレスの場合、プロキシログで使用可能なデバイスの IPアド
レスが、内部ネットワークの別のデバイスの IPアドレスと競合する可能性があります。たと
えば AnyConnect経由で接続するローミングユーザと、インターネットに直接接続するスプ
リットトンネルが獲得するローカル IP範囲アドレス（例：10.0.0.X）が、内部ネットワークで
使用されている重複するプライベート IP範囲のアドレスと競合することがあります。不一致
のデバイスに隔離アクションが適用されることを防ぐポリシーを定義するときには、論理ネッ

トワークアーキテクチャを考慮することが推奨されます。

（注）
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CTAアダプタの許可プロファイルの設定
脅威イベントごとに、CTAアダプタは Course of Action属性の値「Internal Blocking」、
「Monitoring」、または「Eradication」のいずれかを返します。これらの値に基づいて許可プロ
ファイルを作成できます。

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [許可（Authorization）] > [許可プロファイル
（Authorization Profiles）]を選択します。

ステップ 2 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 3 許可プロファイルの名前および説明を入力します。

ステップ 4 アクセスタイプを選択します。

ステップ 5 必要な詳細を入力し、[送信（Submit）]をクリックします。

Course of Action属性を使用した許可ポリシーの設定
脅威イベントが報告されたエンドポイントに対して許可ポリシーを設定するには、

CTA-Course_Of_Action属性を使用できます。この属性は [脅威（Threat）]ディレクトリで使用
できます。

また、CTA-Course_Of_Action属性に基づいて例外ルールを作成することもできます。

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。
脅威イベントが発生したエンドポイントについて、既存のポリシールールを編集するか、または新しい例

外ルールを作成することができます。

ステップ 2 CTA-Course_Of_Action属性値を検査するための条件を作成し、適切な許可プロファイルを割り当てます。
次に例を示します。

Network_Access_Authentication_Passed AND ThreatCTA-Course_Of_Action CONTAINS Internal Blocking then
blocking (authorization profile)

「Internal Blocking」はエンドポイントの隔離に使用することが推奨される Course of Action属性で
す。

（注）

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

エンドポイントの脅威イベントを受信すると、Cisco ISEは、そのエンドポイントに一致する
許可ポリシーがあるかどうかを調べ、エンドポイントがアクティブな場合にのみ CoAをトリ
ガーします。エンドポイントがオフラインの場合、脅威イベントの詳細が脅威イベントレポー

トに追加されます（[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [脅威中心型 NAC（Threat
Centric NAC ] > [脅威イベント（Threat Events）]）。
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9

脅威中心型 NACサービスの設定

CTAアダプタの許可プロファイルの設定



CTAが 1つのインシデントで複数のリスクとそれらに関連付けられている Course of Action属
性を送信することがあります。たとえば 1つのインシデントで「Internal Blocking」と
「Monitoring」（Course ofAction属性）を送信することがあります。この場合、「equals」演算
子を使用してエンドポイントを隔離する許可ポリシーが設定されていると、エンドポイントは

隔離されません。次に例を示します。

CTA-Course_Of_Action EQUALS Internal Blocking then Quarantine_Systems (authorization

profile)

この場合、エンドポイントを隔離するには許可ポリシーで「contains」演算子を使用する必要
があります。次に例を示します。

CTA-Course_Of_Action CONTAINS Internal Blocking then Quarantine_Systems

（注）

Cisco ISEでの脆弱性アセスメントのサポート
Cisco Identity Services Engineは次の脆弱性アセスメント（VA）エコシステムパートナーと連
携し、Cisco ISEネットワークに接続するエンドポイントの脆弱性アセスメント結果を取得し
ます。

• Qualys：Qualysは、ネットワークに導入されているスキャナアプライアンスを使用するク
ラウドベースの評価システムです。Cisco ISEでは、Qualysと通信して VA結果を取得す
るアダプタを設定できます。管理者ポータルからアダプタを設定できます。アダプタを設

定するには、スーパー管理者権限を持つ Cisco ISE管理者アカウントが必要です。Qualys
アダプタは、Qualysクラウドサービスとの通信に REST APIを使用します。REST APIに
アクセスするには、Qualysでマネージャ権限が付与されたユーザアカウントが必要です。
Cisco ISEは次の Qualys REST APIを使用します。

• Host Detection List API：エンドポイントの最新スキャン結果を確認します。

• Scan API：エンドポイントのオンデマンドスキャンをトリガーします。

Qualysにより、サブスクライブユーザが実行できる APIコールの数に制限が適用されま
す。デフォルトのレート制限カウントは、24時間あたり 300です。Cisco ISEはQualysAPI
バージョン 2.0を使用して Qualysに接続します。これらの API機能の詳細については、
『Qualys API V2 User Guide』を参照してください。

• Rapid7 Nexpose：Cisco ISEは脆弱性管理ソリューションである Rapid 7 Nexposeと連携し
て、脆弱性の検出を促進します。これにより、このような脅威に迅速に対応できるように

なります。Cisco ISEはNexposeから脆弱性データを受信し、ISEで設定したポリシーに基
づいて、影響を受けるエンドポイントを隔離します。Cisco ISEダッシュボードから、影響
を受けるエンドポイントを確認し、適切なアクションを実行できます。

Cisco ISEは Nexposeリリース 6.4.1でテスト済みです。

• Tenable Security Center（Nessusスキャナ）：Cisco ISEは Tenable SecurityCenterと連携し、
（Tenable SecurityCenterにより管理される）TenableNessusスキャナから脆弱性データを受
信します。また、ISEで設定したポリシーに基づいて、影響を受けるエンドポイントを隔
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離します。Cisco ISEダッシュボードから、影響を受けるエンドポイントを確認し、適切な
アクションを実行できます。

Cisco ISEはTenable SecurityCenter 5.3.2でテスト済みです。

エコシステムパートナーからの結果は Structured Threat Information Expression（STIX）表現に
変換され、この値に基づき、必要に応じて認可変更（CoA）がトリガーされ、適切なアクセス
レベルがエンドポイントに付与されます。

エンドポイントの脆弱性に関する評価にかかる時間は、さまざまな要因に基づいて異なるた

め、VAをリアルタイムで実行することはできません。エンドポイントの脆弱性に関する評価
にかかる時間に影響する要因を次に示します。

•脆弱性アセスメントエコシステム

•スキャン対象の脆弱性のタイプ

•有効なスキャンのタイプ

•エコシステムによりスキャナアプライアンスに割り当てられるネットワークリソースと
システムリソース

このリリースの Cisco ISEでは、IPv4アドレスを持つエンドポイントのみが脆弱性を評価でき
ます。

脆弱性アセスメントサービスの有効化と設定

Cisco ISEで脆弱性アセスメントサービスを有効にして設定するには、次の作業を行います。

ステップ 1 脅威中心型 NACサービスの有効化（5ページ）。

ステップ 2 次の設定を行います。

• Qualysアダプタ（Qualysアダプタの設定（12ページ）を参照）。
• Nexposeアダプタ（Nexposeアダプタの設定（15ページ）を参照）。
• Tenableアダプタ（Tenableアダプタの設定（19ページ）を参照）。

ステップ 3 認可プロファイルの設定（22ページ）。

ステップ 4 脆弱なエンドポイントを隔離する例外ルールの設定（23ページ）。

脅威中心型 NACサービスの有効化

脆弱性と脅威のアダプタを設定するには、まず脅威中心型 NACサービスを有効にする必要が
あります。このサービスは、導入内の1つのポリシーサービスノードでのみ有効にできます。

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

脅威中心型 NACサービスの設定
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ステップ 2 脅威中心型NACサービスを有効にするPSNの隣にあるチェックボックスにマークを付けて、[編集（Edit）]
をクリックします。

ステップ 3 [脅威中心型 NACサービスの有効化（Enable Threat Centric NAC Service）]チェックボックスにマークを付
けます。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

関連トピック

SourceFire FireAMPアダプタの追加（5ページ）
Cognitive Threat Analyticsアダプタの追加（7ページ）
CTAアダプタの許可プロファイルの設定（9ページ）
Course of Action属性を使用した許可ポリシーの設定（9ページ）
脅威中心型 NACサービス（1ページ）

Qualysアダプタの設定

Cisco ISEは、Qualys脆弱性アセスメントエコシステムをサポートしています。Cisco ISE用の
Qualysアダプタを作成して、Qualysと通信し、VA結果を取得する必要があります。

始める前に

•次のユーザアカウントを準備する必要があります。

•ベンダーアダプタを設定できる、スーパー管理者権限を持つ Cisco ISEの管理者ユー
ザアカウント。

•管理者権限を持つ Qualysのユーザアカウント

•適切な Qualysライセンスサブスクリプションがあることを確認します。Qualysレポート
センター、ナレッジベース（KBX）、APIにアクセスする必要があります。詳細について
は、Qualysアカウントマネージャにお問い合わせください。

• Cisco ISEの信頼できる証明書ストアに Qualysサーバ証明書をインポートします（[管理
（Administration）] > [証明書（Certificates）] > [証明書の管理（Certificate Management）] >
[信頼できる証明書（Trusted Certificates）] > [インポート（Import）]）。適切なルートと中
間証明書が、Cisco ISEの信頼できる証明書ストアにインポートされている（または存在す
る）ことを確認します。

• Qualys APIガイドの次の設定を参照してください。

• Qualysで CVSSスコアが有効になっていることを確認します（[レポート（Reports）]
> [設定（Setup）] > [CVSSスコア（CVSS Scoring）] > [CVSSスコアの有効化（Enable
CVSS Scoring）]）。

• Qualysにエンドポイントの IPアドレスとサブネットマスクが追加されていることを
確認します（[アセット（Assets）] > [ホストアセット（Host Assets）]）。

• Qualysオプションプロファイルの名前があることを確認します。オプションプロファ
イルは、Qualysがスキャンのために使用するスキャナテンプレートです。認証され
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たスキャンを含むオプションプロファイルを使用することを推奨します（このオプ

ションは、エンドポイントのMACアドレスも確認します）。

• HTTPS/SSL（ポート 443）を介して Qualysと通信する Cisco ISE。

ステップ 1 [管理（Administration）]> [脅威中心型NAC（Threat Centric NAC）]> [サードパーティベンダー（Third
Party Vendors）]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 [ベンダー（Vendor）]ドロップダウンリストから、[Qualys:VA]を選択します。

ステップ 4 アダプタインスタンスの名前を入力します。たとえば、Qualys_Instanceなどです。

設定されているアダプタインスタンスのリストを含むリストページが表示されます。

ステップ 5 ベンダーインスタンスのリストページを更新します。新しく追加された Qualys_Instanceアダプタのス
テータスが、[設定準備完了（Ready to Configure）]に変化します。

ステップ 6 [設定準備完了（Ready to Configure）]リンクをクリックします。

ステップ 7 Qualysの設定画面で次の値を入力し、[次へ（Next）]をクリックします。

説明フィールド

Qualysクラウドをホストするサーバのホスト名です。この情報については、Qualys
の担当者にお問い合わせください。

REST APIホスト
（REST API
Host）

443REST APIポート
（REST API
Port）

管理者権限を持つ Qualysのユーザアカウントです。[ユーザ名
（Username）]

Qualysユーザアカウントのパスワードです。[パスワード
（Password）]

すべてのインターネットトラフィックをルーティングするように設定されたプロキ

シサーバがある場合は、プロキシサーバのホスト名を入力します。

HTTPプロキシ
ホスト（HTTP
Proxy Host）

プロキシサーバが使用するポート番号を入力します。HTTPプロキシ
ポート（HTTP
Proxy Port）

Qualysサーバへの接続が確立されると、Qualysスキャナのリストを含む [スキャナマッピング（Scanner
Mappings）]ページが表示されます。ネットワークからのQualysスキャナがこのページに表示されます。

ステップ 8 Cisco ISEがオンデマンドスキャンに使用するデフォルトのスキャナを選択します。
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ステップ 9 [スキャナマッピングに対する PSN（PSN to Scanner Mapping）]エリアで、PSNノードに対して 1つ以上
の Qualysスキャナアプライアンスを選択し、[次へ（Next）]をクリックします。

[詳細設定（Advanced Settings）]ページが表示されます。

ステップ 10 [詳細設定（Advanced Settings）]ページに次の値を入力します。このページの設定は、オンデマンドス
キャンがトリガーされるかどうかや、最後のスキャン結果が VAに使用されるかどうかを決定します。

説明フィールド

Qualysがエンドポイントのスキャンのために使用するオプションプロファイルを選
択します。デフォルトオプションプロファイルである、[初期オプション（Initial
Options）]を選択できます。

オプションプロ

ファイル（Option
Profile）

最後のスキャン結果 -チェック設定

（ホスト検出リスト APIのアクセスレートに影響します）経過後に最後のスキャン
結果を再度チェックする必要がある、分単位の時間間隔です。有効な範囲は1～2880
です。

分単位の最後のス

キャン結果の

チェック間隔

（Last scan results
check interval in
minutes）

（ホスト検出リスト APIのアクセスレートに影響します）キューに登録されたス
キャン要求の数がここで指定された最大数を超えた場合、[分単位の最後のスキャン
結果のチェック間隔（Last scan results check interval in minutes）]フィールドで指定さ
れた時間間隔の前に最後のスキャン結果がチェックされます。有効な範囲は1～1000
です。

最後のスキャン結

果がチェックされ

る前の最大結果数

（Maximum results
before last scan
results are
checked）

[はい（True）]または [いいえ（False）]です。[はい（True）]に設定した場合、
Qualysからの最後のスキャン結果はエンドポイントのMACアドレスを含む場合に
のみ使用されます。

MACアドレスの
確認（VerifyMAC
address）

スキャンの設定

（スキャンAPIのアクセスレートに影響します）経過後にオンデマンドスキャンが
トリガーされる、分単位の時間間隔です。有効な範囲は 1～ 2880です。

分単位のスキャン

トリガー間隔

（Scan trigger
interval in
minutes）

（スキャン APIのアクセスレートに影響します）キューに登録されたスキャン要求
の数がここで指定された最大数を超えた場合、[分単位のスキャントリガー間隔（Scan
trigger interval in minutes）]フィールドで指定された時間間隔の前にオンデマンドス
キャンがトリガーされます。有効な範囲は 1～ 1000です。

スキャンがトリ

ガーされる前の最

大要求数

（Maximum
requests before scan
is triggered）
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説明フィールド

経過後に Cisco ISEが Qualysと通信してスキャンのステータスをチェックする、分
単位の時間間隔です。有効な範囲は 1～ 60です。

分単位のスキャン

ステータスの

チェック間隔

（Scan status check
interval in
minutes）

（このオプションは、[スキャナマッピング（Scanner Mappings）]画面で各 PSNに
マッピングされているスキャナの数に依存しています）各スキャナは同時に 1つの
要求のみを処理できます。PSNに複数のスキャナをマッピングしている場合は、選
択したスキャナの数に基づいてこの値を増やすことができます。有効な範囲は 1～
200です。

同時にトリガーで

きるスキャン数

（Number of scans
that can be
triggered
concurrently）

経過後にスキャン要求がタイムアウトする、分単位の時間です。スキャン要求がタ

イムアウトすると、アラームが生成されます。有効な範囲は 20～ 1440です。
分単位のスキャン

タイムアウト

（Scan timeout in
minutes）

処理のために Qualysに送信される単一の要求にキュー登録できる要求の数を示しま
す。有効な範囲は 1～ 1000です。

スキャナごとの送

信される IPアド
レスの最大数

（Maximum
number of IP
addresses to be
submitted per
scanner）

アダプタ用のログレベルを選択します。使用できるオプションは、[エラー
（ERROR）]、[情報（INFO）]、[デバッグ（DEBUG）]、[トレース（TRACE）]で
す。

アダプタログ

ファイル用のログ

レベルの選択

（Choose the log
level for adapter log
files）

ステップ 11 [次へ（Next）]をクリックして、構成設定を確認します。

ステップ 12 [終了（Finish）]をクリックします。

Nexposeアダプタの設定

Cisco ISE用の Nexposeアダプタを作成して、Nexposeと通信し、VA結果を取得する必要があ
ります。
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15

脅威中心型 NACサービスの設定

Nexposeアダプタの設定



始める前に

• Cisco ISEで脅威中心型 NACサービスを有効にしていることを確認します。

• Nexpose Security Consoleにログインし、ユーザアカウントを作成して次の権限をこのアカ
ウントに付与します。

•サイトの管理

•レポートの作成

• Cisco ISEの信頼できる証明書ストアに Nexposeサーバ証明書をインポートします（[管理
（Administration）] > [証明書（Certificates）] > [証明書の管理（Certificate Management）] >
[信頼できる証明書（Trusted Certificates）] > [インポート（Import）]）。適切なルートと中
間証明書が、Cisco ISEの信頼できる証明書ストアにインポートされている（または存在す
る）ことを確認します。

• HTTPS/SSL（ポート 3780）を介して Nexposeと通信する Cisco ISE。

ステップ 1 [管理（Administration）]> [脅威中心型NAC（Threat Centric NAC）]> [サードパーティベンダー（Third
Party Vendors）]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 [ベンダー（Vendor）]ドロップダウンリストから [Rapid7 Nexpose:VA]を選択します。

ステップ 4 アダプタインスタンスの名前を入力します。たとえば Nexposeと入力します。

設定されているアダプタインスタンスのリストを含むリストページが表示されます。

ステップ 5 ベンダーインスタンスのリストページを更新します。新しく追加されたNexposeアダプタのステータス
が、[設定準備完了（Ready to Configure）]に変化します。

ステップ 6 [設定準備完了（Ready to Configure）]リンクをクリックします。

ステップ 7 Nexposeの設定画面で次の値を入力し、[次へ（Next）]をクリックします。

説明フィールド

Nexposeサーバのホスト名。[Nexposeホスト
（Nexpose
Host）]

3780。[Nexposeポート
（Nexpose Port）]

Nexpose管理者ユーザアカウント。[ユーザ名
（Username）]

Nexpose管理者ユーザアカウントのパスワード。[パスワード
（Password）]

脅威中心型 NACサービスの設定
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説明フィールド

すべてのインターネットトラフィックをルーティングするように設定されたプロキ

シサーバがある場合は、プロキシサーバのホスト名を入力します。

HTTPプロキシ
ホスト（HTTP
Proxy Host）

プロキシサーバが使用するポート番号を入力します。HTTPプロキシ
ポート（HTTP
Proxy Port）

ステップ 8 [次へ（Next）]をクリックして拡張設定を設定します。

ステップ 9 [詳細設定（Advanced Settings）]ページに次の値を入力します。このページの設定は、オンデマンドス
キャンがトリガーされるかどうかや、最後のスキャン結果が VAに使用されるかどうかを決定します。

説明フィールド

最新スキャン結果のチェックの設定

最新スキャン結果を再度確認するまでの時間間隔（分単位）。有効な範囲は1～2880
です。

[最新スキャン結
果をチェックする

間隔（分単位）

（Interval between
checking the latest
scan results in
minutes）]

[最新スキャン結果をチェックする間隔（分単位）（Interval between checking the latest
scan results inminutes）]フィールドに指定した期間が経過していない場合でも、キュー
に登録されたスキャン要求の数がここで指定する最大数を超えると、最新スキャン

結果が確認されます。有効な範囲は 1～ 1000です。

[最新スキャン結
果を確認するトリ

ガーとなる保留要

求数（Number of
pending requests
that can trigger
checking the latest
scan results）]

[はい（True）]または [いいえ（False）]です。[はい（True）]に設定した場合、
Nexposeからの最後のスキャン結果はエンドポイントのMACアドレスを含む場合に
のみ使用されます。

MACアドレスの
確認（VerifyMAC
address）

スキャンの設定

スキャンがトリガーされるまでの時間間隔（分単位）。有効な範囲は 1～ 2880で
す。

[各サイトのス
キャントリガー

間隔（分単位）

（Scan trigger
interval for each
site in minutes）]

脅威中心型 NACサービスの設定
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説明フィールド

最新スキャン結果のチェックの設定

キューに登録されたスキャン要求の数がここで指定された最大数を超えた場合、[ス
キャントリガー間隔（分単位）（Scan trigger interval in minutes）]フィールドで指定
された時間間隔が経過する前にスキャンがトリガーされます。有効な範囲は1～1000
です。

[各サイトのス
キャンのトリガー

となる保留要求の

数（Number of
pending requests
before a scan is
triggered for each
site）]

経過後にスキャン要求がタイムアウトする、分単位の時間です。スキャン要求がタ

イムアウトすると、アラームが生成されます。有効な範囲は 20～ 1440です。
分単位のスキャン

タイムアウト

（Scan timeout in
minutes）

スキャンを同時に実行できるサイトの数。有効な範囲は 1～ 200です。[スキャンを同時
にトリガーできる

サイトの数

（Number of sites
for which scans
could be triggered
concurrently）]

Nexposeサーバで設定されているタイムゾーンに基づいてタイムゾーンを選択しま
す。

タイムゾーン

（Timezone）

Cisco ISEがNexposeからの応答を待機する時間間隔。有効な範囲は 5～ 1200です。[HTTPタイムアウ
ト（秒単位）

（Http timeout in
seconds）]

アダプタ用のログレベルを選択します。使用できるオプションは、[エラー
（ERROR）]、[情報（INFO）]、[デバッグ（DEBUG）]、[トレース（TRACE）]で
す。

アダプタログ

ファイル用のログ

レベルの選択

（Choose the log
level for adapter log
files）

ステップ 10 [次へ（Next）]をクリックして、構成設定を確認します。

ステップ 11 [終了（Finish）]をクリックします。
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Tenableアダプタの設定

Cisco ISEがTenable SecurityCenter（Nessusスキャナ）と通信し、VA結果を取得するためには、
Tenableアダプタを作成する必要があります。

始める前に

Cisco ISEで Tenable Adapterを設定する前に、Tenable SecurityCenterで次の項目を設定する必要
があります。これらの設定については、Tenable SecurityCenterのマニュアルを参照してくださ
い。

（注）

• Tenable Security Centerと Tenable Nessus Vulnerability Scannerがインストールされている必
要があります。Tenable Nessusスキャナの登録時に、[登録（Registration）]フィールドで
[SecurityCenterで管理（Managed by SecurityCenter）]を必ず選択します。

• Tenable SecurityCenterで Security Manager権限を持つユーザアカウントを作成します。

• SecurityCenterでリポジトリを作成します（管理者クレデンシャルを使用して Tenable
SecurityCenterにログインし、[リポジトリ（Repository）] > [追加（Add）]を選択します）。

•リポジトリにスキャン対象のエンドポント IP範囲を追加します。

• Nessusスキャナを追加します。

•スキャンゾーンを作成し、作成したスキャンゾーンと、これらのスキャンゾーンにマッ
ピングされているスキャナに、IPアドレスを割り当てます。

• ISEのスキャンポリシーを作成します。

•アクティブなスキャンを追加し、ISEスキャンポリシーに関連付けます。設定項目、ター
ゲット（IP/DNS名）を設定します。

•システム証明書とルート証明書をTenable SecurityCenterからエクスポートし、Cisco ISEの
信頼できる証明書ストアにインポートします（[管理（Administration）] > [証明書
（Certificates）] > [証明書の管理（Certificate Management）] > [信頼できる証明書（Trusted
Certificates）] > [インポート（Import）]）。適切なルートと中間証明書が、Cisco ISEの信
頼できる証明書ストアにインポートされている（または存在する）ことを確認します。

• HTTPS/SSL（ポート 443）を介して Tenable SecurityCenterと通信する Cisco ISE。

ステップ 1 [管理（Administration）]> [脅威中心型NAC（Threat Centric NAC）]> [サードパーティベンダー（Third
Party Vendors）]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 [ベンダー（Vendor）]ドロップダウンリストから、[Tenable Security Center:VA]を選択します。

ステップ 4 アダプタインスタンスの名前を入力します。たとえば、Tenable。

設定されているアダプタインスタンスのリストを含むリストページが表示されます。
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ステップ 5 ベンダーインスタンスのリストページを更新します。新しく追加された Tenableアダプタのステータス
が、[設定準備完了（Ready to Configure）]に変化します。

ステップ 6 [設定準備完了（Ready to Configure）]リンクをクリックします。

ステップ 7 Tenable SecurityCenterの設定画面で次の値を入力し、[次へ（Next）]をクリックします。

説明フィールド

Tenable SecurityCenterのホスト名。[Tenable
SecurityCenterホ
スト（Tenable
SecurityCenter
Host）]

443[Tenable
SecurityCenter
ポート（Tenable
SecurityCenter
Port）]

Tenable SecurityCenterでセキュリティマネージャ権限を持つユーザアカウントのユー
ザ名。

[ユーザ名
（Username）]

Tenable SecurityCenterでセキュリティマネージャ権限を持つユーザアカウントのパ
スワード。

[パスワード
（Password）]

すべてのインターネットトラフィックをルーティングするように設定されたプロキ

シサーバがある場合は、プロキシサーバのホスト名を入力します。

HTTPプロキシ
ホスト（HTTP
Proxy Host）

プロキシサーバが使用するポート番号を入力します。HTTPプロキシ
ポート（HTTP
Proxy Port）

ステップ 8 [Next]をクリックします。

ステップ 9 [詳細設定（Advanced Settings）]ページに次の値を入力します。このページの設定は、オンデマンドス
キャンがトリガーされるかどうかや、最後のスキャン結果が VAに使用されるかどうかを決定します。

説明フィールド

Tenable SecurityCenterで作成したリポジトリを選択します。リポジトリ

（Repository）

Tenable SecurityCenterで、ISE用に作成したスキャンポリシーを選択します。[スキャンポリ
シー（Scan
Policy）]

最新スキャン結果のチェックの設定
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説明フィールド

最新スキャン結果を再度確認するまでの時間間隔（分単位）。有効な範囲は1～2880
です。

[最新スキャン結
果をチェックする

間隔（分単位）

（Interval between
checking the latest
scan results in
minutes）]

[最新スキャン結果をチェックする間隔（分単位）（Interval between checking the latest
scan results inminutes）]フィールドに指定した期間が経過していない場合でも、キュー
に登録されたスキャン要求の数がここで指定された最大数を超えた場合、最新スキャ

ン結果が確認されます。有効な範囲は 1～ 1000です。デフォルトは 10です。

[最新スキャン結
果を確認するトリ

ガーとなる保留要

求数（Number of
pending requests
that can trigger
checking the latest
scan results）]

[はい（True）]または [いいえ（False）]です。[はい（True）]に設定した場合、
Tenable SecurityCenterからの最新スキャン結果は、エンドポイントのMACアドレス
を含む場合にのみ使用されます。

MACアドレスの
確認（VerifyMAC
address）

スキャンの設定

オンデマンドスキャンがトリガーされるまでの時間間隔（分単位）。有効な範囲は

1～ 2880です。
[各サイトのス
キャントリガー

間隔（分単位）

（Scan trigger
interval for each
site in minutes）]

キューに登録されたスキャン要求の数がここで指定された最大数を超えた場合、[ス
キャントリガー間隔（分単位）（Scan trigger interval in minutes）]フィールドで指定
された時間間隔が経過する前にオンデマンドスキャンがトリガーされます。有効な

範囲は 1～ 1000です。

[スキャンのトリ
ガーとなる保留要

求の数（Number
of pending requests
before a scan is
triggered）]

経過後にスキャン要求がタイムアウトする期間（分単位）です。スキャン要求がタ

イムアウトすると、アラームが生成されます。有効な範囲は 20～ 1440です。
分単位のスキャン

タイムアウト

（Scan timeout in
minutes）
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説明フィールド

同時に実行できるスキャンの数。有効な範囲は 1～ 200です。[並列実行可能な
スキャンの数

（Number of scans
that could run in
parallel）]

Cisco ISEが Tenable SecurityCenterからの応答を待機する時間間隔。有効な範囲は 5
～ 1200です。

[HTTPタイムアウ
ト（秒単位）

（Http timeout in
seconds）]

アダプタ用のログレベルを選択します。使用できるオプションは、[エラー
（ERROR）]、[情報（INFO）]、[デバッグ（DEBUG）]、[トレース（TRACE）]で
す。

アダプタログ

ファイル用のログ

レベルの選択

（Choose the log
level for adapter log
files）

ステップ 10 [次へ（Next）]をクリックして、構成設定を確認します。

ステップ 11 [終了（Finish）]をクリックします。

認可プロファイルの設定

Cisco ISEの許可プロファイルに、脆弱性がないかエンドポイントをスキャンするオプション
が含まれるようになりました。スキャンの定期的な実行を選択できます。また、これらのス

キャンの時間間隔を指定することもできます。許可プロファイルを定義した後、既存の認可ポ

リシールールに適用するか、または新しい認可ポリシールールを作成できます。

始める前に

脅威中心型 NACサービスを有効にし、ベンダーアダプタを設定する必要があります。

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [認証（Authorization）] > [許可プロファイル
（Authorization Profiles）]を選択します。

ステップ 2 新規の許可プロファイルを作成するか、既存のプロファイルを編集します。

ステップ 3 [共通タスク（Common Tasks）]領域で、[脆弱性を評価する（Assess Vulnerabilities）]チェックボックスを
オンにします。

ステップ 4 [アダプタインスタンス（Adapter Instance）]ドロップダウンリストから、設定したベンダーアダプタを選
択します。たとえば、Qualys_Instanceなどです。

ステップ 5 最後のスキャンからの時間がテキストボックスよりも大きい場合は、トリガースキャンのスキャン間隔を
時間単位で入力します。有効な範囲は 1～ 9999です。

脅威中心型 NACサービスの設定
22

脅威中心型 NACサービスの設定

認可プロファイルの設定



ステップ 6 [上の間隔を使用して定期的に評価する（Assess periodically using above interval）]チェックボックスをオン
にします。

ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックします。

脆弱なエンドポイントを隔離する例外ルールの設定

例外ルールを設定し、脆弱なエンドポイントへのアクセスを制限するには、次の脆弱性アセス

メント属性を使用できます。

• Threat:Qualys-CVSS_Base_Score

• Threat:Qualys-CVSS_Temporal_Score

• Rapid7 Nexpose-CVSS_Base_Score

• Tenable Security Center-CVSS_Base_Score

• Tenable Security Center-CVSS_Temporal_Score

これらの属性は [脅威（Threat）]ディレクトリで使用できます。有効な値の範囲は 0～ 10で
す。

エンドポイントの隔離、アクセスの制限（別のポータルへのリダイレクト）、または要求の拒

否のいずれかを選択できます。

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。
既存のポリシールールを編集するか、または VA属性のチェックについて新しい例外ルールを作成しま
す。

ステップ 2 Qualysスコアを確認して適切な許可プロファイルを割り当てるための条件を作成します。次に例を示しま
す。

Any Identity Group & Threat:Qualys-CVSS_Base_Score > 5 -> Quarantine (authorization profile)

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

脆弱性アセスメントログ

Cisco ISEには、VAサービスのトラブルシューティングのための次のログがあります。

• vaservice.log：VAコア情報が含まれており、TC-NACサービスを実行しているノードで使
用可能です。

• varuntime.log：エンドポイントと VAフローに関する情報が含まれており、モニタリング
ノードと、TC-NACサービスを実行しているノードで使用可能です。

• vaaggregation.log：1時間ごとに収集されるエンドポイントの脆弱性に関する情報が含まれ
ており、プライマリ管理ノードで使用可能です。
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