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Cisco ISEでのクライアントプロビジョニングの設定
クライアントプロビジョニングを有効にして、ユーザがクライアントプロビジョニングリソー

スをダウンロードし、エージェントプロファイルを設定できるようにします。Windowsクラ
イアント、Mac OS Xクライアント、およびパーソナルデバイスのネイティブサプリカント
プロファイルのエージェントプロファイルを設定できます。クライアントプロビジョニング
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を無効にすると、ネットワークにアクセスしようとするユーザには、クライアントプロビジョ

ニングリソースをダウンロードできないことを示す警告メッセージが表示されます。

始める前に

プロキシを使用していて、クライアントプロビジョニングリソースをリモートシステムでホ

スティングしている場合は、プロキシがクライアントにそのリモートロケーションへのアクセ

スを許可していることを確認します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [クライアントプロビジョニング
（Client Provisioning）]または [ワークセンター（Work Centers）] > [ポスチャ（Posture）] > [設定
（Settings）]> [ソフトウェアアップデート（oftware Updates）]> [クライアントプロビジョニング（Client
Provisioning）]の順に選択します。

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

ステップ 3 Enable Automatic Downloadドロップダウンリストから、Enableを選択します。

フィードのダウンロードには、すべての使用可能なクライアントプロビジョニングリソースが含まれてい

ます。これらのリソースの一部は、展開に関連していない場合があります。シスコでは、このオプション

を設定する代わりに可能な限りリソースを手動でダウンロードすることを推奨します。

ステップ 4 [フィード URLの更新（Update Feed URL）]：[フィード URLの更新（Update Feed URL）]テキストボック
スに、Cisco ISEで検索するシステムアップデートの URLを指定します。たとえば、クライアントプロビ
ジョニングリソースをダウンロードするためのデフォルト URLは
https://www.cisco.com/web/secure/spa/provisioning-update.xml.です。

ステップ 5 [ネイティブサプリカントプロビジョニングポリシーを使用できない（Native Supplicant Provisioning Policy
Unavailable）]：デバイスに対するクライアントプロビジョニングリソースがない場合は、ここでフローの
進め方を決定します。

• Allow Network Access：ユーザは、ネイティブサプリカントウィザードをインストールおよび起動せ
ずに、デバイスをネットワークに登録することを許可されます。

• Apply Defined Authorization Policy：ユーザは、標準認証および（ネイティブサプリカントプロビジョ
ニングプロセスではない）許可ポリシーを適用して Cisco ISEネットワークへのアクセスを試みる必
要があります。このオプションを有効にすると、ユーザデバイスに対して、ユーザの IDに適用され
たすべてのクライアントプロビジョニングポリシーに従った標準登録が行われます。Cisco ISEネッ
トワークにアクセスするためにユーザのデバイスが証明書を必要とする場合は、第15章の「End_User
Webポータルのセットアップとカスタマイズ」の「カスタム言語テンプレートの追加」の項の説明に
従って、カスタマイズ可能なユーザ提示テキストフィールドを使用して有効な証明書を取得して適用

する方法もユーザに詳細に指示する必要があります。

ステップ 6 Saveをクリックします。

次のタスク

クライアントプロビジョニングリソースポリシーを設定します。
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クライアントプロビジョニンリソース
クライアントプロビジョニングリソースは、エンドポイントがネットワークに接続した後に

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

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

トの場合はネイティブサプリカントプロファイルで構成されます。クライアントプロビジョ

ニングポリシーによって、これらのプロビジョニングリソースがエンドポイントに割り当て

られ、ネットワークセッションが開始します。

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

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

ストを更新します。すべてのシスコのリソースおよびリソースの更新を自動的にダウン

ロードするように ISEを設定することもできます。詳細については、Cisco ISEでのクライ
アントプロビジョニングの設定（1ページ）を参照してください。

• [ローカルディスクのエージェントリソース（Agent resources from local disk）]：ISEにアッ
プロードする PC上のリソースを選択します。ローカルマシンからのシスコ提供のクライ
アントプロビジョニングリソースの追加（4ページ）を参照してください。

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

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

いては、「ネイティブサプリカントプロファイルの作成」を参照してください。

• [AnyConnect ISEポスチャプロファイル（AnyConnect ISE Posture Profile）]：エージェント
XMLプロファイルを作成および配布しない場合は、 AnyConnect ISEポスチャを設定しま
す。AnyConnect ISEポスチャエージェントおよび ISEポスチャプロファイルエディタの
詳細については、お使いのバージョンのAnyConnect（https://www.cisco.com/c/en/us/support/
security/anyconnect-secure-mobility-client/products-installation-and-configuration-guides-list.html）
の『AnyConnect Administrators Guide』を参照してください。

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

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

ライアントプロビジョニングリソースポリシーの設定（38ページ）を参照してください。

関連トピック

Cisco ISEでのクライアントプロビジョニングの設定（1ページ）
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シスコからのクライアントプロビジョニングリソースの追加（4ページ）
クライアントプロビジョニングリソースの自動ダウンロード

ローカルマシンからのシスコ提供のクライアントプロビジョニングリソースの追加（4
ページ）

ローカルマシンからの AnyConnect用の顧客作成リソースの追加（5ページ）

シスコからのクライアントプロビジョニングリソースの

追加
WindowsクライアントおよびMAC OS xクライアント用の AnyConnectと Cisco Webエージェ
ントのためにCisco.comからクライアントプロビジョニングリソースを追加できます。選択し
たリソースおよび利用できるネットワーク帯域幅によっては、Cisco ISEにクライアントプロ
ビジョニングリソースをダウンロードするのに数分かかることがあります。

始める前に

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

• Cisco ISEでクライアントプロビジョニングを有効にします。

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

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

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

ステップ 4 Saveをクリックします。

次のタスク

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

ローカルマシンからのシスコ提供のクライアントプロビ

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

スクから追加できます。
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始める前に

Cisco ISEには、必ず現行のサポートされているリソースのみをアップロードしてください。
サポートされていない古いリソースでは、クライアントアクセスに重大な問題が発生する可能

性があります。

Cisco.comからリソースファイルを手動でダウンロードする場合は、リリースノートの「Cisco
ISE Offline Updates」の項を参照してください。

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

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

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

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

以前に Ciscoからローカルマシンにダウンロードした AnyConnect、または Cisco Webエージェントのリ
ソースを追加できます。

ステップ 5 Submitをクリックします。

次のタスク

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

ローカルマシンからの AnyConnect用の顧客作成リソー
スの追加

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

始める前に

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

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

ステップ 2 [追加（Add）]をクリックします。
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ステップ 3 [ローカルディスクのエージェントリソース（Agent Resources from local disk）]を選択します。

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

ステップ 5 AnyConnectリソースの名前と説明を入力します。

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

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

• AnyConnectカスタマイゼーションバンドル
• AnyConnectローカリゼーションバンドル
• AnyConnectプロファイル
•高度なマルウェア防御（AMP）イネーブラプロファイル

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

次のタスク

AnyConnectエージェントプロファイルの作成

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

ザードを選択します。ウィザードは、ユーザのパーソナルデバイスを起動して設定し、ネット

ワークにアクセスします。

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

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

のインターフェイスにはプロビジョニングされません。

（注）

始める前に

• TCPポート 8905を開き、Cisco AnyConnect Agent、Cisco Web Agent、およびサプリカント
プロビジョニングウィザードのインストールを有効にします。ポートの使用法の詳細につ

いては、『Cisco Identity Services Engine Hardware Installation Guide』の付録「Cisco ISE
Appliance Ports Reference」を参照してください。
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ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [クライアントプロビジョ
ニング（Client Provisioning）] > [リソース（Resources）]を選択します。

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

ステップ 3 に示す説明を使用して、プロファイルを作成します。ネイティブサプリカントプロファイルの設定（7
ページ）

次のタスク

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

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

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

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

ワイヤレスプロファイル

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

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

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

合は、そのプロキシサーバへの URLを入力します。

•プロキシホスト/IP（Proxy Host/IP）

•プロキシポート（Proxy Port）

• [セキュリティ（Security）]：WPAまたはWPA2を使用するようにクライアントを設定し
ます。

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

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

クライアントプロビジョニングの設定
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オプション設定は、「オプション設定：Windowsの場合」の項で説明します。

iOS設定

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

有線プロファイル

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

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

オプション設定：Windowsの場合

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

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

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

（その情報が使用できる場合）。

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

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

• [サーバが暗号化バインドTLVを示さない場合に切断する（Disconnect if server does not present
cryptobinding TLV）]：暗号化バインド TLVがネットワーク接続でサポートされていない
場合に切断します。

• [新規サーバまたは信頼できる証明機関の承認をユーザに求めない（Do not prompt user to
authorize new servers or trusted certification authorities）]：自動的にユーザ証明書を受け入れ、
ユーザにプロンプトを表示しません。

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

クライアントプロビジョニングの設定
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各種ネットワークでの URLリダイレクトなしでのクライ
アントプロビジョニング

URLリダイレクトなしのクライアントプロビジョニングは、サードパーティの NACで CoA
がサポートされていない場合に必要です。クライアントプロビジョニングは、URLリダイレ
クトの有無にかかわらず実行できます。

URLリダイレクションを使用するクライアントプロビジョニングの場合、クライアントマシ
ンにプロキシ設定が構成されている場合は、ブラウザ設定の例外リストに Cisco ISEを追加し
てください。この設定は、URLリダイレクションを使用するすべてのフロー、BYOD、MDM、
ゲスト、およびポスチャに適用されます。たとえば、Windowsマシンでは、次の手順を実行し
ます。

1. コントロールパネルから、[Internet Properties]をクリックします。

2. [Connections]タブを選択します。

3. [LAN settings]をクリックします。

4. [プロキシサーバー]領域から、[Advanced]をクリックします。

5. [Exceptions]ボックスに Cisco ISEノードの IPアドレスを入力します。

6. [OK]をクリックします。

（注）

各種ネットワークでリダイレクトなしでエンドポイントをプロビジョニングする手順を次に示

します。

Dot1X EAP-TLS

1. プロビジョニングされた認証を使用して Cisco ISEネットワークに接続する

2. ブラウザウィンドウを開き、プロビジョニングURL（provisioning.cisco.com）を入力する。

3. 内部ユーザ、AD、LDAP、または SAMLを介して CPポータルにログインする。

AnyConnectがポスチャを実行する。エンドポイントがポスチャコンプライアンスに基づ
いて正しいネットワークに移動する。

Dot1X PEAP

1. NSP経由でユーザ名とパスワードを使用して Cisco ISEネットワークに接続する

2. ブラウザウィンドウを開き、プロビジョニングURL（provisioning.cisco.com）を入力する。

3. 内部ユーザ、AD、LDAP、または SAMLを介して CPポータルにログインする

AnyConnectがポスチャを実行する。エンドポイントがポスチャコンプライアンスに基づ
いて正しいネットワークに移動する。

クライアントプロビジョニングの設定
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MAB（有線ネットワーク）

1. Cisco ISEネットワークに接続する。

2. ブラウザウィンドウを開き、プロビジョニングURL（provisioning.cisco.com）を入力する。

3. 内部ユーザ、AD、LDAP、または SAMLを介して CPポータルにログインする。

AnyConnectがポスチャを実行する。エンドポイントがポスチャコンプライアンスに基づ
いて正しいネットワークに移動する。

MAB（ワイヤレスネットワーク）

1. Cisco ISEネットワークに接続する

2. ブラウザウィンドウを開き、プロビジョニングURL（provisioning.cisco.com）を入力する。

3. 内部ユーザ、AD、LDAP、または SAMLを介して CPポータルにログインする。

AnyConnectがポスチャを実行する。ポスチャはワイヤレス802.1Xの場合にのみ開始する。

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

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

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

使用上のガイドラインフィールド

ユーザが作成する AMPイネーブラプロファ
イルの名前を入力します。

名前（Name）

AMPイネーブラプロファイルの説明を入力し
ます。

説明

クライアントプロビジョニングの設定
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使用上のガイドラインフィールド

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

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

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

れます。

AMPイネーブラのインストール（Install AMP
Enabler）

エンドポイントからエンドポイントソフトウェ

アの AMPをアンインストールします。
AMPイネーブラのアンインストール（Uninstall
AMP Enabler）

エンドポイントソフトウェアの AMPがエン
ドポイントにインストールされた後、エンド

ポイントの [開始（Start）]メニューにエンド
ポイントソフトウェアのAMPのショートカッ
トを追加します。

開始メニューへの追加（Add to Start Menu）

エンドポイントソフトウェアの AMPがエン
ドポイントにインストールされた後、エンド

ポイントのデスクトップにエンドポイントソ

フトウェアのAMPのショートカットを追加し
ます。

デスクトップへの追加（Add to Desktop）

エンドポイントソフトウェアの AMPがエン
ドポイントにインストールされた後、エンド

ポイントの右クリックコンテキストメニュー

に [今すぐスキャン（Scan Now）]オプション
を追加します。

コンテキストメニューへの追加（AddtoContext
Menu）

クライアントプロビジョニングの設定
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組み込みプロファイルエディタを使用した AMPイネーブラプロファ
イルの作成

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

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

始める前に

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

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

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

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

ストされます。

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

ステップ 2 [追加（Add）]ドロップダウンをクリックします。

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

ステップ 4 フィールドに適切な値を入力します。

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

クライアントプロビジョニングの設定
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スタンドアロンエディタを使用した AMPイネーブラプロファイルの
作成

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

始める前に

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

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

•スタンドアロンプロファイルエディタを起動し、[AMPイネーブラプロファイルの設定
（AMP Enabler Profile Settings）]AMPイネーブラプロファイルの設定（10ページ）で指
定されているようにフィールドに入力します。

•プロファイルを XMLファイルとしてローカルディスクに保存します。

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

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

ステップ 2 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 3 [ローカルディスクのエージェントリソース（Agent resources from local disk）]を選択します。

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

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

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

ステップ 7 [参照（Browse）]をクリックして、ローカルディスクから保存済みプロファイル（XMLファイル）を選
択します。次に、カスタマイズされたインストールファイルの例を示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FAProfile xsi:noNamespaceSchemaLocation="FAProfile.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<FAConfiguration>
<Install>
<WindowsConnectorLocation>
https://fa_webserver/ACFA_Mac_FireAMPSetup.exe
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</WindowsConnectorLocation>
<MacConnectorLocation>
https://fa_webserver/ACFA_Mac_FireAMPSetup.exe
</MacConnectorLocation>
<StartMenu>true</StartMenu>
<DesktopIcon>false</DesktopIcon>
<ContextIcon>true</ContextIcon>
</Install>
</FAConfiguration>
</FAProfile>

次に、カスタマイズされたアンインストールファイルの例を示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FAProfile xsi:noNamespaceSchemaLocation="FAProfile.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<FAConfiguration>
<Uninstall>
</Uninstall>
</FAConfiguration>
</FAProfile>

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。
新しく作成された AMPイネーブラプロファイルが [リソース（Resources）]ページに表示されます。

一般的な AMPイネーブラインストールエラーのトラブルシューティ
ング

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

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

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

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

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

クライアントプロビジョニングの設定
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•エラーメッセージ：「[Windowsインストーラ（Windows Installer）]または[MACインストー
ラ（MAC Installer）]テキストボックスに有効なURLが含まれていません。（The
Windows/Mac installer text box does not contain a valid URL.）」

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

Cisco ISEの Chromebookデバイスのオンボーディングの
サポート

Chromebookデバイスは他のデバイス（Apple、Windows、Android）とは異なり管理型デバイス
（Googleドメインによって管理）で、オンボーディングサポートが制限されています。Cisco
ISEはネットワークでの Chromebookデバイスのオンボーディングをサポートしています。オ
ンボーディングとは、Cisco ISEによる認証の後にネットワークに安全に接続できるように、
エンドポイントに必要な設定とファイルを配送するプロセスのことです。このプロセスには、

証明書のプロビジョニングやネイティブサプリカントのプロビジョニングが含まれています。

ただし、Chromebookデバイスでは、証明書のプロビジョニングのみが実行できます。ネイティ
ブサプリカントのプロビジョニングは、Google管理コンソールで実行されます。

管理されていない Chromebookデバイスは、安全なネットワークへのオンボーディングができ
ません。

Chromebookオンボーディングプロセスに関与するエンティティは次のとおりです。

• Google管理者

• ISE管理者

• Chromebookユーザ/デバイス

• Google管理コンソール（Google管理者が管理）

Google管理者：

•次のライセンスの安全性を確保します。

1. Google管理コンソール設定のための Google Apps管理者ライセンス。URL：
https://admin.google.com。Google管理コンソールを使用して、管理者は組織内の人間の
ための Googleサービスを管理できます。

2. Chromebookのデバイス管理ライセンス。URL：
https://support.google.com/chrome/a/answer/2717664?hl=en。Chromebookのデバイス管理
ライセンスは、特定の Chromebookデバイスに対して設定を行い、ポリシーを適用す
るために使用されます。ユーザアクセスの制御、機能のカスタマイズ、ネットワーク

アクセスの設定などのためのデバイス設定への Google管理者アクセス権を提供しま
す。

• GoogleデバイスライセンスによるChromebookデバイスのプロビジョニングと登録を促進
します。

クライアントプロビジョニングの設定
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• Google管理コンソールを通じて Chromebookデバイスを管理します。
•各 ChromebookユーザのWi-Fiネットワーク設定のセットアップと管理を行います。
• Chromebookデバイスでアプリケーションの設定と強制されている拡張機能のインストー
ルを行い、Chromebookデバイスを管理します。Chromebookデバイスのオンボーディング
には、Chromebookデバイスに Cisco Network Setup Assistant拡張機能がインストールされ
ている必要があります。これにより、Chromebookデバイスが Cisco ISEに接続し、ISE証
明書をインストールできるようになります。証明書のインストールの操作は管理対象デバ

イスにのみ許可されるため、この拡張機能は強制的にインストールされます。

•サーバの検証と安全な接続を実現するために、Cisco ISE証明書が Google管理コンソール
にインストールされていることを確認します。Google管理者が、証明書がデバイスに対し
て生成されるか、ユーザに対して生成されるかを決定します。Cisco ISEには次のオプショ
ンがあります。

• Chromebookデバイスを共有しない単一のユーザ用に証明書を生成します。

•複数のユーザで共有される Chromebookデバイス用に証明書を生成します。必要な追
加設定については、「Google管理コンソールでのネットワークの設定と拡張機能の強
制」セクションの手順 5を参照してください。

ISEが Chromebookデバイスで証明書のプロビジョニングを実行するために信頼され、
EAP-TLS証明書ベースの認証が許可されるように、Google管理者が ISEサーバ証明書を
インストールします。Google Chromeバージョン 37以降は、Chromebookデバイスの証明
書ベースの認証をサポートしています。Google管理者は Google管理コンソールで ISEプ
ロビジョニングアプリケーションをロードし、ISEから証明書を取得するためにChromebook
デバイスで使用できるようにする必要があります。

•推奨される Googleホスト名が、SSLの安全な接続のためにWLCで設定された ACL定義
リストで許可されていることを確認します。Googleサポートページの推奨および許可され
ているホスト名を参照してください。

ISE管理者：

•証明書テンプレートの構造を含む、Chromebook OSのネイティブサプリカントプロファ
イルを定義します。

• Chromebookユーザの Cisco ISEで必要な認証ルールとクライアントプロビジョニングポ
リシーを作成します。

Chromebookユーザ：

• Chromebookデバイスを消去し、Googleドメインに登録して、Google管理者によって定義
された適用ポリシーを保護します。

• Chromebookデバイスポリシーと、Google管理コンソールによってインストールされた、
強制されている Cisco Network Setup Assistant拡張機能を受信します。

• Google管理者によって定義されているとおりにプロビジョニングされた SSIDに接続し
て、ブラウザを開いてBYODページを表示し、オンボーディングプロセスを開始します。

• Cisco Network Setup Assistantが Chromebookデバイスにクライアント証明書をインストー
ルし、これによりデバイスが EAP-TLS証明書ベースの認証を行えるようになります。

Google管理コンソール：

クライアントプロビジョニングの設定
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Cisco ISEの Chromebookデバイスのオンボーディングのサポート

https://support.google.com/chrome/a/answer/6334001?hl=en&ref_topic=3504941


Google管理コンソールはChromebookデバイス管理をサポートし、安全なネットワークの設定
と、ChromebookへのCiscoNetwork SetupAssistant証明書管理拡張機能のプッシュができます。
この拡張機能は SCEP要求を Cisco ISEに送信し、クライアント証明書をインストールして、
安全な接続とネットワークへのアクセスを可能にします。

共有環境での Chromebookデバイスの使用のベストプラクティス
Chromebookデバイスが学校や図書館などの共有環境で使用される場合、Chromebookデバイス
はさまざまなユーザによって共有されます。シスコが推奨するベストプラクティスの一部は、

次のとおりです。

•特定のユーザ（学生または教授）の名前で Chromebookデバイスをオンボーディングする
場合、ユーザの名前が証明書の [件名（Subject）]フィールドの [共通名（CN）（Common
Name (CN)）]に入力されます。また、共有Chromebookがその特定のユーザのMyDevices
ポータルに表示されます。そのため、共有デバイスではオンボーディング時に共有クレデ

ンシャルを使用し、特定のユーザのMy Devicesポータルのリストにのみデバイスが表示
されるようにすることを推奨します。共有アカウントは、個別のアカウントとして管理者

または教授が管理し、共有デバイスを制御することができます。

• ISE管理者は、共有 Chromebookデバイス用のカスタム証明書テンプレートを作成し、ポ
リシーで使用することができます。たとえば、[件名-共通名（CN）（Subject-CommonName
(CN)）]値に一致する標準の証明書テンプレートを使用する代わりに、証明書の名前
（chrome-shared-grp1など）を指定して同じ名前をChromebookデバイスに割り当てること
ができます。ポリシーは、Chromebookデバイスへのアクセスを許可または拒否するため
に、名前で一致させるように設計できます。

• ISE管理者は、（アクセスが制限される必要があるデバイスの）Chromebookオンボーディ
ングを経る必要があるすべての ChromebookデバイスのMACアドレスを備えたエンドポ
イントグループを作成することができます。認証ルールは、デバイスタイプChromebook
とともにこれを呼び出す必要があります。これにより、アクセスが NSPにリダイレクト
されます。

Chromebookオンボーディングプロセス
Chromebookオンボーディングプロセスは、次の一連のステップを実行します。

ステップ 1 Google管理コンソールでのネットワークの設定と拡張機能の強制。

ステップ 2 Chromebookオンボーディングのための ISEの設定。

ステップ 3 Chromebookデバイスのワイプ。

ステップ 4 Google管理コンソールへの Chromebookの登録。

ステップ 5 BYODオンボーディング用の Cisco ISEネットワークへの Chromebookの接続。

クライアントプロビジョニングの設定
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Google管理コンソールでのネットワークの設定と拡張機能の強制
Google管理者は、次の手順を実行します。

ステップ 1 Google管理コンソールにログインします。

a) ブラウザで URL https://admin.google.comを入力します。
b) 必要なユーザ名とパスワードを入力します。
c) [Welcome to Admin Console]ページで、[Device Management]をクリックします。
d) [デバイス管理（Device Management）]ページで、[ネットワーク（Network）]をクリックします。

ステップ 2 管理対象デバイスのWi-Fiネットワークをセットアップします。

a) [ネットワーク（Networks）]ページで、[Wi-Fi]をクリックします。
b) [AddWi-Fi]をクリックして、必要なSSIDを追加します。詳細については、「Google管理コンソール：

Wi-Fiネットワーク設定」を参照してください。

MABフローについては、2つの SSIDを作成し、1つをオープンネットワーク用、もう 1つを証明書
認証用にします。ユーザがオープンネットワークに接続すると、Cisco ISE ACLは、認証のために、
ユーザをクレデンシャルを持つゲストポータルにリダイレクトします。認証が成功すると、ACLは
ユーザを BYODポータルにリダイレクトします。

ISE証明書が中間 CAによって発行された場合は、ルート CAではなく、中間証明書を「サーバ認証
局」にマッピングする必要があります。

c) [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 3 強制拡張機能を作成します。

a) [デバイス管理（Device Management）]ページの [デバイス設定（Device Settings）]領域で、[Chrome管
理（Chrome Management）]をクリックします

b) [User Settings]をクリックします。
c) 下にスクロールして、[アプリケーションと拡張機能（Apps and Extensions）]セクションの [強制的に
インストールされたアプリケーションと拡張機能（Force-InstalledApps andExtensions）]オプションで、
[強制的にインストールされたアプリケーションの管理（ManageForce-InstalledApps）]をクリックしま
す。

ステップ 4 強制拡張機能をインストールします。

a) [強制的にインストールされたアプリケーションと拡張機能（Force-InstalledApps and Extensions）]ペー
ジで、[Chromeウェブストア（Chrome Web Store）]をクリックします。

b) [検索（Search）]テキストボックスに「Cisco Network Setup Assistant」と入力して、拡張機能を見つけ
ます。

Chromebookデバイスの Cisco Network Setup Assistant拡張機能は、Cisco ISEの証明書を要求し、
Chromebookデバイスに ISEの証明書をインストールします。証明書のインストールは管理対象デバイ
スに対してのみ許可されるため、この拡張機能は、強制的にインストールされるように設定する必要

があります。登録プロセス中にこの拡張機能がインストールされていない場合は、Cisco ISEの証明書
をインストールすることはできません。

クライアントプロビジョニングの設定
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拡張機能でサポートされている言語の詳細については、「CiscoISE国際化およびローカリゼーション」
を参照してください。

c) [Add]をクリックして、強制的にアプリをインストールします。
d) [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 5 （オプション）複数のユーザに共有されている Chromebookデバイスに証明書をインストールするには、
コンフィギュレーションファイルを定義します。

a) メモ帳ファイルに次のコードをコピーアンドペーストして、ローカルディスクに保存します。
{
"certType": {
"Value": "system"

}
}

b) [Device Management] > [Chromebook Management] > [App Management]の順に選択します。

c) [Cisco Network Setup Assistant]拡張機能をクリックします。
d) [User Settings]をクリックし、ドメインを選択します。
e) [設定ファイルのアップロード（UploadConfigurationFile）]をクリックし、ローカルディスクに保存し
た .txtファイルを選択します。

CiscoNetwork SetupAssistantで複数のユーザが共有するデバイスの証明書を作成するには、こ
のメモ帳ファイルをGoogle管理コンソールに追加する必要があります。追加しないと、Cisco
NSAはシングルユーザ用の証明書を作成します。

（注）

f) [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 6 （オプション）Chromebookを共有しないシングルユーザの証明書をインストールします。

a) [Device Management] > [Network] > [Certificates]の順に選択します。

b) [Certificates]セクションで、[AddCertificate]をクリックして、Cisco ISEの証明書ファイルをアップロー
ドします。

次のタスク

Chromebookオンボーディングのための ISEの設定

Chromebookオンボーディングのための ISEの設定

始める前に

ISE管理者は、[ポリシー（Policy）] > [ポリシーセット（PolicySets）]ページで必要なポリシー
を作成する必要があります。

認証ポリシーの例を次に示します。

Rule Name: Full_Access_After_Onboarding, Conditions: If RegisteredDevices AND Wireless_802.1x
AND Endpoints:BYODRegistration EQUALS Yes AND Certificate: Subject Alternative Name Equals

クライアントプロビジョニングの設定
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RadiusCalling-Station-ID AND Network Access: EAP-Authentication EQUALS EAP-TLS Then
CompliantNetworkAccess.

CompliantNetworkAccessは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果
（Results）] > [Authorization（認証）] > [認証プロファイル（Authorization Profiles）]ページ
で設定されている認証結果です。

ステップ 1 Cisco ISEでネイティブサプリカントプロファイル（NSP）を設定します。

a) [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）]の順に選択します。

b) [クライアントプロビジョニング（Client Provisioning）] > [リソース（Resources）]の順にクリックし
ます。

Chromebookデバイスが新規 Cisco ISEインストールの [クライアントプロビジョニング（Client
Provisioning）]ページに表示されます。ただし、アップグレードの場合は、[管理（Administration）] >
[システム（System）] > [設定（Settings）] > [ポスチャ（Posture）] > [更新（Updates）]ページからポス
チャの更新プログラムをダウンロードする必要があります。

c) [追加（Add）] > [ネイティブサプリカントプロファイル（Native Supplicant Profile）]の順にクリック
します。

d) [名前（Name）]と [説明（Description）]に入力します。
e) [オペレーティングシステム（Operating System）]フィールドで、[Chrome OSすべて（Chrome OS

All）]を選択します。

f) [証明書テンプレート（Certificate Template）]フィールドで、必要な証明書テンプレートを選択しま
す。

g) [送信（Submit）]をクリックします。SSIDが Google管理コンソールからプロビジョニングされてい
て、ネイティブサプリカントプロビジョニングフローからではないことを確認します。

ステップ 2 [クライアントプロビジョニング（Client Provisioning）]ページで NSPをマッピングします。

a) [ポリシー（Policy）] > [クライアントプロビジョニング（Client Provisioning）]の順に選択します。
b) 結果を定義します。

•クライアントプロビジョニングポリシーの [結果（Results）]で組み込みのネイティブサプリカン
ト設定（Cisco-ISE-Chrome-NSP）を選択します。

•または、新しいルールを作成し、Chromebookデバイス用に作成された [結果（Result）]が選択さ
れていることを確認します。

Chromebookデバイスのワイプ
Chromebookデバイスは、Google管理コンソールがGoogle管理者により設定された後でワイプ
される必要があります。Chromebookユーザはデバイスをワイプする必要があり、これは拡張
を強制し、ネットワークを設定する一度だけの処理です。詳細については、次の URL
https://support.google.com/chrome/a/answer/1360642を参照してください。

クライアントプロビジョニングの設定
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Chromebookユーザは次の手順を実行します。

ステップ 1 Esc＋Refresh＋Powerキーの組み合わせを押します。画面に黄色い感嘆符（!）が表示されます。

ステップ 2 開発モードを開始するには、Ctrl＋Dキーの組み合わせを押してから、Enterキーを押します。画面に赤い
感嘆符が表示されます。

ステップ 3 Ctrl＋Dキーの組み合わせを押します。Chromebookはローカルデータを削除して、初期状態に戻ります。
この削除には約 15分かかります。

ステップ 4 移行が完了したら、Spaceキーを押してから Enterキーを押して、確認モードに戻ります。

ステップ 5 サインインする前に Chromebookを登録します。

次のタスク

Google管理コンソールに Chromebookを登録します。

Google管理コンソールへの Chromebookの登録
Chromebookのデバイスをプロビジョニングするには、Chromebookユーザは最初に Google管
理コンソールページに登録し、デバイスポリシーおよび強制拡張を受信する必要があります。

ステップ 1 Chromebookのデバイスの電源を入れ、サインオン画面が表示されるまで、画面上の指示に従います。まだ
サインインしないでください。

ステップ 2 Chromebookのデバイスにサインインする前に、Ctrl + Alt + Eのキーの組み合わせを押します。[エンター
プライズ登録（Enterprise Enrolment）]画面が表示されます。

ステップ 3 Eメールアドレスを入力し、[次へ（Next）]をクリックします。
次のメッセージが表示されます：「デバイスは企業管理用に正しく登録されています（Your device has
successfully been enrolled for enterprise management.）」。

ステップ 4 [完了（Done）]をクリックします。

ステップ 5 Google管理のようこそレターからのユーザ名とパスワード、または登録資格があるアカウントの既存の
Googleアプリケーションユーザのユーザ名とパスワードを入力します。

ステップ 6 [デバイスの登録（EnrollDevice）]をクリックします。デバイスが正常に登録されると、確認メッセージが
表示されます。

Chromebookの登録の処理は一度だけであることに注意してください。

クライアントプロビジョニングの設定
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BYODオンボーディング用の Cisco ISEネットワークへの Chromebook
の接続

デュアルSSID用の手順：EAP-TLSプロトコルを使用して802.xネットワークに接続する場合、
Chromebookユーザは次の手順を実行します。

デュアル SSIDを使用している場合：802.x PEAPから EAP-TLSネットワークに接続するとき
は、ネットワークサプリカント（Webブラウザではなく）にクレデンシャルを入力して、ネッ
トワークに接続してください。

（注）

ステップ 1 Chromebookで [設定（Settings）]をクリックします。

ステップ 2 [インターネット接続（Internet Connection）]セクションで、[Wi-Fiネットワークをプロビジョニングする
（Provisioning Wi-Fi Network）]をクリックしてから、該当するネットワークをクリックします。

ステップ 3 クレデンシャルを持つゲストポータルが開きます。

1. [サインオン（Sign On）]ページで、[ユーザ名（Username）]と [パスワード（Password）]を入力しま
す。

2. [サインオン（Sign-on）]をクリックします。

ステップ 4 BYODのウェルカムページで、[開始（Start）]をクリックします。

ステップ 5 [デバイス情報（Device Information）]フィールドにデバイスの名前と説明を入力します。たとえば、「パー
ソナルデバイス：学校で使用するジェーンの Chromebook、または共有デバイス：ライブラリ Chromebook
#1または教室 1 Chromebook #1」と入力します。

ステップ 6 [続行（Continue）]をクリックします。

ステップ 7 [Cisco Network Setup Assistant]ダイアログボックスで [はい（Yes）]をクリックして、セキュアなネット
ワークにアクセスするための証明書をインストールします。

Google管理者がセキュアなWi-Fiを設定した場合、ネットワーク接続は自動的に行われます。そうでない
場合は、使用可能なネットワークのリストからセキュアな SSIDを選択します。

すでにドメインに登録され、Cisco Network Setup Assistantの拡張を取得済みの Chromebookユーザは、自動
更新を待たずに、拡張を更新できます。次の手順を実行して、拡張を手動で更新します。

1. Chromebookで、ブラウザを開き、次の URLを入力してください。chrome://Extensions

2. [開発者モード（Developer Mode）]チェックボックスをオンにします。

3. [今すぐ拡張を更新（Update Extensions Now）]をクリックします。

4. Cisco Network Setup Assistantの拡張バージョンが 2.1.0.35以上であることを確認します。

クライアントプロビジョニングの設定
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Google管理コンソール：Wi-Fiネットワーク設定
Wi-Fiネットワークの設定を使用して、顧客ネットワークの SSIDを設定するか、または証明
書属性（EAP-TLS用）を使用して証明書を照合します。証明書がChromebookにインストール
されるときに、Google管理設定と同期されます。接続は、定義された証明書属性のいずれかが
SSID設定と一致したときのみ確立されます。

以下に、EAP-TLS、PEAPおよびオープンネットワークフローに特有な必須フィールドを示し
ます。これらは、Google管理コンソールページで各 Chromebookユーザに対し、Wi-Fiネット
ワークを設定するようにGoogle管理者が設定します。（[デバイス管理（DeviceAdministration）]
> [ネットワーク（Network）] > [Wi-Fi] > [Wi-Fiの追加（Add Wi-Fi）]）。

オープン（Open）PEAPEAP-TLSフィールド

ネットワーク接続の名

前を入力します。

ネットワーク接続の名

前を入力します。

ネットワーク接続の名

前を入力します。

[名前（Name）]

SSID（たとえば、
tls_ssid）を入力しま
す。

SSID（たとえば、
tls_ssid）を入力しま
す。

SSID（たとえば、
tls_ssid）を入力しま
す。

サービスセット識別子

（SSID）

オプションを選択しま

す。

オプションを選択しま

す。

オプションを選択しま

す。

この SSIDはブロード
キャストされません

オプションを選択しま

す。

オプションを選択しま

す。

オプションを選択しま

す。

自動的に接続

オープン（Open）WPA/WPA2 Enterprise
（802.1x）

WPA/WPA2 Enterprise
（802.1x）

セキュリティタイプ

—PEAPEAP-TLSExtensible
Authentication Protocol

—•自動（Automatic）

• MSCHAP v2（オ
プションを選択）

• MD5

• PAP

• MSCHAP

• GTC

—内部プロトコル

———外部 ID

クライアントプロビジョニングの設定
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オープン（Open）PEAPEAP-TLSフィールド

—ISE（内部 ISEユーザ
/ AD /その他の ISE
ID）とパスワード
フィールドに対し認証

する PEAPクレデン
シャルを入力します。

必要に応じて、固定値

を設定するか、または

ユーザログインから変

数を使用します：

${LOGIN_ ID}または
${LOGIN_EMAIL}。

[ユーザ名
（Username）]

—ISE証明書を選択しま
す（[デバイス管理
（Device
Administration）] >
[ネットワーク
（Network）] > [証明
書（Certificates）]から
インポートされま

す）。

ISE証明書を選択しま
す（[デバイス管理
（Device
Administration）] >
[ネットワーク
（Network）] > [証明
書（Certificates）]から
インポートされま

す）。

サーバ認証局（Server
Certificate Authority）

—•モバイルデバイ
スを選択します。

• Chromebooksを選
択します。

•モバイルデバイ
スを選択します。

• Chromebooksを選
択します。

プラットフォームによ

るこのWi-Fiネット
ワークへのアクセス制

限

——登録されていないユー

ザに対して

Chromebookデバイス
のブラウザがリダイレ

クトされる先の URL
を入力します。未登録

のユーザをリダイレク

トするために、ワイヤ

レス LANコントロー
ラの ACLを設定しま
す。

クライアントの登録
URL

クライアントプロビジョニングの設定
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オープン（Open）PEAPEAP-TLSフィールド

——証明書属性。少なくと

も 1つの属性を、イン
ストールされた証明書

属性に一致する、発行

者パターンまたはサブ

ジェクトパターンから

選択してください。証

明書を受け入れるよう

に Chromebookデバイ
スに一致する証明書属

性を指定します。

•共通名：証明書の
サブジェクト

フィールド、また

はノードのFQDN
と一致している必

要がある証明書の

サブジェクト

フィールドのワイ

ルドカードドメ

インを参照しま

す。

•地域：証明書のサ
ブジェクトに関連

するテスト地域

（市）を参照して

ください。

•組織：証明書のサ
ブジェクトに関連

する組織名を参照

します。

•組織単位：証明書
のサブジェクトに

関連する組織単位

の名前を参照しま

す。

発行者パターン

クライアントプロビジョニングの設定
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オープン（Open）PEAPEAP-TLSフィールド

——証明書属性。少なくと

も 1つの属性を、イン
ストールされた証明書

属性に一致する、発行

者パターンまたはサブ

ジェクトパターンから

選択してください。証

明書を受け入れるよう

に Chromebookデバイ
スに一致する証明書属

性を指定します。

•共通名：証明書の
サブジェクト

フィールド、また

はノードのFQDN
と一致している必

要がある証明書の

サブジェクト

フィールドのワイ

ルドカードドメ

インを参照しま

す。

•地域：証明書のサ
ブジェクトに関連

するテスト地域

（市）を参照して

ください。

•組織：証明書のサ
ブジェクトに関連

する組織名を参照

します。

•組織単位：証明書
のサブジェクトに

関連する組織単位

の名前を参照しま

す。

サブジェクトパターン

クライアントプロビジョニングの設定
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オープン（Open）PEAPEAP-TLSフィールド

—•インターネットへ
の直接接続（選択

済み）

•手動でのプロキシ
設定

•自動でのプロキシ
設定

•インターネットへ
の直接接続（選択

済み）

•手動でのプロキシ
設定

•自動でのプロキシ
設定

プロキシの設定

—By UserBy Userネットワークの適用

Cisco ISEでの Chromebookデバイスアクティビティのモニタ
Cisco ISEはChromebookのデバイスの認証と認可に関する情報を表示するさまざまなレポート
とログを提供します。オンデマンドまたは定期的にこれらのレポートを実行できます。[操作
（Operations）] > [RADIUS] > [ライブログ（Live Logs）]ページで、認証方法（たとえば、
802.1x）と認証プロトコル（たとえば、EAP-TLS）を表示することができます。また、[ワーク
センター（Work Center）] > [ネットワークアクセス（Network Access）] > [ID（Identities）] >
[エンドポイント（Endpoints）]ページに移動して、Chromebookデバイスとして分類されたエ
ンドポイントの数も識別できます。

オンボーディング中の Chromebookデバイスのトラブルシューティン
グ

このセクションでは、Chromebookデバイスのオンボーディング中に発生する可能性のある問
題について説明します。

•エラー：webstoreから拡張をインストールできない：webstoreから拡張をインストールで
きません。これは、ネットワーク管理者によって Chromebookデバイスに自動的にインス
トールされます。

•エラー：証明書のインストールを完了したが、セキュアなネットワークに接続できない：
管理コンソールで、インストールした証明書が定義された発行者とサブジェクトの属性パ

ターンと一致していることを確認します。以下からインストールされた証明書に関する情

報を得ることができます。chrome://settings/certificates

•エラー：Chromebookでセキュアなネットワークに手動で接続しようとして、「ネットワー
ク証明書の取得（Obtain Network Certificate）」のエラーメッセージが表示される：[新し
い証明書の取得（Get New Certificate）]をクリックしてブラウザを開き、証明書をインス
トールする ISEBYODにリダイレクトされます。ただし、セキュアなネットワークに接続
できない場合は、管理コンソールで、インストールされた証明書が定義された発行者とサ

ブジェクトの属性パターンと一致していることを確認します。

クライアントプロビジョニングの設定
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•エラー：[新しい証明書の取得（Get New Certificate）]をクリックしたが、www.cisco.com
に転送される：ユーザは ISEにリダイレクトされ、証明書のインストールプロセスを開始
するために、プロビジョニングする SSIDに接続する必要があります。適切なアクセスリ
ストがこのネットワーク用に定義されていることを確認します。

•エラー：エラーメッセージ「管理対象デバイスのみがこの拡張を使用できます。ヘルプデ
スクまたはネットワーク管理者にお問い合わせください（Only managed devices can use this
extension. Contact helpdesk or network administrator）」が表示される：Chromebookは管理対
象デバイスであり、デバイスで証明書をインストールするには、拡張は、Chrome OS API
にアクセスするために強制インストールとして設定する必要があります。拡張は、Google
Webストアからダウンロードして手動でインストールすることもできますが、登録されて
いない Chromebookユーザは証明書をインストールすることはできません。

登録されていないChromebookデバイスは、ユーザがドメインユーザグループに属する場
合に証明書を保護できます。拡張はデバイスのドメインユーザを追跡します。ただし、ド

メインユーザは登録されていないデバイスのユーザ単位の認証キーを生成できます。

•エラー：Googleの管理コンソールで SSIDが接続された順番が不明：

•いくつかの SSID（PEAP、および EAP-TLS）が Googleの管理コンソールで設定され
た場合、証明書がインストールされ、属性が一致すると、Chrome OSは SSIDが設定
された順序にかかわらず、証明書ベースの認証を使用して SSIDに自動的に接続しま
す。

• 2つのEAP-TLSSSIDが同じ属性で一致した場合、接続は、信号強度や他のネットワー
クレベルの信号などの、ユーザまたは管理者で制御できないその他の要因に依存しま

す。

•複数のEAP-TLSの証明書がChromebookデバイスにインストールされ、そのすべてが
管理コンソールで設定された証明書パターンと一致した場合、一番新しい証明書が接

続に使用されます。

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

クライアントプロビジョニングの設定
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VPNに接続するときに ISEポスチャモジュールをプッシュするには、シスコのAdaptiveSecurity
Device Manager（ASDM）GUIツールを使用する Cisco適応型セキュリティアプライアンス
（ASA）を使用して AnyConnectエージェントをインストールすることをお勧めします。ASA
は、VPNダウンローダを使用してインストールを行います。ダウンロードでは、ISEポスチャ
プロファイルは ASAによってプッシュされ、後続のプロファイルのプロビジョニングに必要
なホスト検出が利用可能になってから、ISEポスチャモジュールが ISEに接続します。その一
方、ISEでは、ISEポスチャモジュールは ISEが検出された後にのみプロファイルを取得し、
これがエラーの原因になることがあります。したがって、VPNに接続するとき ASAを ISEポ
スチャモジュールにプッシュすることを推奨します。

（注）

始める前に

AnyConnect設定オブジェクトを設定する前に、次の手順を実行する必要があります。

1. CiscoソフトウェアのダウンロードページからAnyConnectヘッドエンド展開パッケージと
コンプライアンスモジュールをダウンロードします。

2. これらのリソースを Cisco ISEにアップロードします（ローカルマシンからのシスコ提供
のクライアントプロビジョニングリソースの追加（4ページ）を参照）。

3. （任意）カスタマイズおよびローカライズのバンドルを追加します（ローカルマシンから
の AnyConnect用の顧客作成リソースの追加（5ページ）を参照）。

4. AnyConnectのポスチャエージェントプロファイルを設定します（ポスチャエージェント
プロファイルの作成（30ページ）を参照）。

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

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

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

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

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

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

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

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

クライアントプロビジョニングの設定
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[AnyConnectモジュール選択（AnyConnect Module Selection）]で VPNモジュールをオフにして
も、プロビジョニングされたクライアントのVPNタイルは無効になりません。AnyConnectGUI
の VPNタイルを無効にするには、VPNDisable_ServiceProfile.xmlを設定する必要があります。
AnyConnectがデフォルトの場所にインストールされているシステムでは、このファイルは
C:\Program Files\Ciscoにあります。AnyConnectが別の場所にインストールされている場合、こ
のファイルは <AnyConnectがインストールされているパス>\Ciscoにあります。

（注）

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

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

ステップ 10 [送信（Submit）]をクリックします。

ポスチャエージェントプロファイルの作成
AnyConnectポスチャのエージェントプロファイルを作成するには、次の手順を実行します。
このプロファイルでは、ポスチャプロトコルのエージェントの動作を定義するパラメータを指

定できます。

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

ステップ 2 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 3 [AnyConnectポスチャプロファイル（AnyConnect Posture Profile）]を選択します。

ステップ 4 プロファイルの [名前（Name）]に入力します。

ステップ 5 次のパラメータを設定します。

• Cisco ISEポスチャエージェントの動作

•クライアント IPアドレスの変更

• Cisco ISEポスチャプロトコル

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。

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

使用上のガイドラインデフォルト値（Default Value）フィールド

この設定は、エージェントが

VLAN変更をチェックする間
隔です。

Mac OS Xエージェントの場
合、デフォルト値は 5です。
MacOSXのデフォルトでは、
認証 VLAN変更機能へのアク
セスは、VlanDetectIntevalを 5
秒として有効になっていま

す。有効な範囲は 5～ 900秒
です。

0：認証VLAN変更機能へのア
クセスは無効化されます。

1～ 5：エージェントはイン
ターネット制御メッセージプ

ロトコル（ICMP）またはアド
レス解決プロトコル（ARP）
クエリーを 5秒ごとに送信し
ます。

6～ 900：ICMP/ARPクエリー
が x秒ごとに送信されます。

0、5VLAN検出間隔（VLAN
detection interval）

この設定は、ユーザがログイ

ンしていないときでも VLAN
検出を有効または無効にしま

す。

No：VLAN検出機能は無効で
す。

Yes：VLAN検出機能が有効で
す。

なしUIなしのVLAN検出の有効化
（Enable VLAN detection
without UI）（Mac OS Xクラ
イアントには適用できませ

ん）

クライアントプロビジョニングの設定
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使用上のガイドラインデフォルト値（Default Value）フィールド

インターネット制御メッセー

ジプロトコル（ICMP）または
アドレス解決プロトコル

（ARP）ポーリングが失敗す
る場合、この設定で、クライ

アント IPアドレスをリフレッ
シュする前に x回再試行する
ようにエージェントを設定し

ます。

3再試行検出数（Retry detection
count）

この設定は、クライアント IP
アドレスの変更を検出するた

めに使用する方式を指定しま

す。

0：ICMPを使用してポーリン
グ

1：ARPを使用してポーリング

2：最初に ICMPを使用し、
（ICMPが失敗した場合は）
ARPを使用してポーリング

[0]

有効な範囲は 0～ 2です。

Pingまたは ARP（Ping or
ARP）

ICMPを使用してポーリング
し、指定した時間内に応答が

ない場合は、ICMPポーリング
の失敗を宣言します。

1

有効な値の範囲は 1～ 10秒で
す。

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

この設定は、スイッチ（また

はWLC）が各スイッチポート
でクライアントのログイン

セッション用 VLANを変更し
た後にクライアントマシンが

IPアドレスをリフレッシュす
るかどうかを指定します。

Yes（デフォルト）エージェント IPのリフレッ
シュの有効化（Enable agent IP
refresh）

この設定は、ネットワーク

DHCPサーバからの新しい IP
アドレスの要求を試行する前

に、クライアントマシンが待

機するように指定します。

[0]

有効な値の範囲は 0～ 60秒で
す。

DHCP更新遅延（DHCP renew
delay）
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使用上のガイドラインデフォルト値（Default Value）フィールド

この設定は、現在の IPアドレ
スをリリースする前にクライ

アントマシンが待機するよう

に指定します。

[0]

有効な値の範囲は 0～ 60秒で
す。

DHCPリリース遅延（DHCP
release delay）

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

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

（注）

ポスチャプロトコル設定
次の表に、Cisco ISEで AnyConnectのポスチャプロトコル設定を設定できる [ AnyConnectのポ
スチャプロファイル（NAC or AnyConnect Posture Profile）]ページのフィールドを示します。
Anyconnectのポスチャプロトコル設定のその他のフィールドについては、お使いのバージョ
ンのAnyConnectの『Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Administrator Guide』を参照してく
ださい。

使用上のガイドラインデフォルト値（Default Value）フィールド

IPアドレスとポートをコロン
で結んだカンマ区切りリスト

を入力します。

—[Call Homeリスト（Call Home
List）]

この設定により、Anyconnect
エージェントは最大時間制限

に達するまでディスカバリパ

ケットを送信することで、

ディスカバリターゲット（リ

ダイレクションターゲットお

よび以前に接続していた

PSN）に継続的に到達できま
す。有効な値の範囲は 10～
600秒です。

30秒[バックオフタイマー
（Back-off Timer）]

クライアントログインセッションの基準
Cisco ISEでは、内部ネットワークにユーザがアクセスするときに使用するログインセッショ
ンのタイプを分類する場合に、次のようなさまざまな要素を調べます。
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•クライアントマシンのオペレーティングシステムおよびバージョン

•クライアントマシンのブラウザタイプおよびバージョン

•ユーザが属するグループ

•（適用したディクショナリ属性に基づく）条件評価結果

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

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

正しいエージェントカスタマイズパッケージとプロファイルで、クライアントマシンが設定

されていることを確認します。

クライアントマシン上のエージェントのダウンロードの問題

問題

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

考えられる原因

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

ポスチャエージェントのダウンロードの問題

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

注意してください。

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

•クライアントマシンには、インターネットアクセスが必要です。

解像度

•クライアントプロビジョニングポリシーが Cisco ISEに存在することを確認します。存在
する場合は、ポリシー内に定義されているポリシー IDグループ、条件およびエージェン
トのタイプを確認します（また、すべてのデフォルト値のプロファイルも含め、[ポリシー
（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [クライアントプロ
ビジョニング（Client Provisioning）] > [リソース（Resources）] > [追加（Add）] > [NACま
たはAnyConnectポスチャプロファイル（NACorAnyConnect Posture Profile）]>[AnyConnect
ポスチャプロファイル（AnyConnect Posture Profile）]で設定されたエージェントプロファ
イルが存在するかどうかについても確認します）。
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•アクセススイッチのポートをバウンスすることにより、クライアントマシンの再認証を
試行します。

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

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

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

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

Windows向けの Cisco Temporal Agentは、クライアントプロビジョニングポータルをサポート
し、URLリダイレクションを使用します。

（注）

ポスチャエージェントの検出要求と Cisco ISE応答
Cisco ISEは、WindowsおよびMac OS xクライアントでの AnyConnectとレガシー Cisco ISE
NACエージェントの共存をサポートします。エージェントは、クライアント上のネットワー
クに変更があった場合にのみ、ポスチャ検出プローブを開始します。Cisco ISEはクライアン
トプロビジョニングポリシーに基づいて、クライアントのポスチャ検出プローブに応答し、

対応するエージェントが検出応答を取得します。このエージェントが唯一のアクティブエー

ジェントになります。

エンドポイントが AnyConnectを使用するように設定されている場合、Cisco ISEは次の形式で
応答します。Cisco ISEポリシーサービスノードFQDNおよびAnyConnect設定URL、AnyConnect
パッケージの場所とバージョン（クライアントプロビジョニングポリシーに基づく）。

MACOSXデバイスは要求をデフォルトゲートウェイに送信しません。これらのデバイスは次
の 2つのプローブだけを使用します。

•ディスカバリホスト

• enroll.cisco.com

enroll.cisco.comを解決するため、MACOSXデバイスで正しいDNSを設定していることを
確認してください。

（注）
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Web Agentポスチャの検出要求と Cisco ISE応答

エージェントが「一時的なアクセス」を表示する

問題

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

ライアントマシンにネットワークへの「一時的なアクセス」が付与されます。

考えられる原因

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

発生します。

クライアントでシスコのエージェントが動作しているときに、次の問題が発生します。

•クライアントマシンのインターフェイスがダウンした場合

•セッションが終了した場合

解像度

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

接続の再構築を試みる必要があります。

エージェントがポスチャ評価の開始に失敗する

問題

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

考えられる原因

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

解像度

•ユーザは、ネットワークに再度ログインを試みることができます。

•ユーザは、デフォルトゲートウェイや RADIUSサーバ IPアドレス、またはネットワーク
管理者によって提供された FQDNの pingを試みることができます。
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•管理者は、ユーザのネットワークアクセス属性（割り当てられたVLAN、ACL、ルーティ
ング、クライアントでの nslookupコマンドの実行、クライアントマシンDNS接続など）
を確認できます。

Cisco AnyConnectセキュアモビリティ
Cisco ISEは、Cisco ISEポスチャ要件の AnyConnectで統合モジュールを使用します。

Cisco AnyConnectは CWAフローをサポートしていません。[ワークセンター（Work Centers）]
の [ゲストアクセス（GuestAccess）] > [ポータルとコンポーネント（Portals&Components）][設
定（Configure）]>[ゲストポータル（Guest Portals）] >[作成、編集または複製（Create, Edit or
Duplicate）] > [ポータルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] > [ゲス
トデバイスのコンプライアンス設定（Guest Device Compliance Settings）]ページの [ゲストデ
バイスコンプライアンスが必要（Require guest device compliance）]フィールドを使用してゲス
トポータルから AnyConnectをプロビジョニングすることはできません。代わりに、クライア
ントプロビジョニングポータルでAnyConnectをプロビジョニングします。この方法を使用す
ると、許可権限で設定されているようにリダイレクションが実行されます。

（注）

ネットワークのメディアを切り替えるときに、AnyConnect ISEポスチャモジュールが変更後の
ネットワークを検出し、クライアントを再評価するように、デフォルトのゲートウェイを変更

する必要があります。

（注）

Cisco ISEを AnyConnectエージェントと統合すると、Cisco ISEは次のように機能します。

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

• Cisco ISEポスチャ要件の AnyConnectポスチャコンポーネントとやり取りする

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

• AnyConnectおよびレガシーエージェントを同時にサポートします

Cisco Web Agent
Cisco Web Agentでは、クライアントマシンのための一時的なポスチャ評価を提供します。
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ユーザは Cisco Web Agent実行ファイルを起動することができ、ActiveXコントロールまたは
Javaアプレットによって、クライアントマシンの一時ディレクトリにWeb Agentファイルが
インストールされます。

Cisco Web Agentは、ユーザがログインすると、ユーザロールまたはオペレーティングシステ
ムに設定された要件を Cisco ISEサーバから取得し、必要なパッケージのホストレジストリ、
プロセス、アプリケーション、およびサービスをチェックし、レポートを Cisco ISEサーバに
送信します。クライアントマシンに関する要件が満たされている場合、ユーザはネットワーク

にアクセスできます。要件が満たされていない場合、Web Agentは満たされていない要件ごと
に、ユーザにダイアログを表示します。ダイアログにより、クライアントマシンの要件を満た

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

は、ユーザログインロールの要件を満たすようにクライアントシステムの修復試行中は制限

付きのネットワークアクセスを受け入れるという選択もできます。

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

（注）

クライアントプロビジョニングリソースポリシーの設

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

モジュール、エージェントカスタマイズパッケージ/プロファイル）のどのバージョン（また
は複数のバージョン）をログイン時およびユーザセッション開始時に Cisco ISEから受信する
かは、クライアントプロビジョニングリソースポリシーによって決定されます。

AnyConnectの場合、クライアントプロビジョニングリソースページからリソースを選択し、
クライアントプロビジョニングポリシーページで使用できる AnyConnect設定を作成するこ
とができます。AnyConnect設定は、AnyConnectソフトウェアとそのさまざまなコンフィギュ
レーションファイルとの関連付けであり、これらのファイルには、WindowsおよびMac OS X
クライアントのAnyConnectバイナリパッケージ、コンプライアンスモジュール、モジュール
プロファイル、AnyConnectのカスタマイズおよび言語パッケージなどがあります。

始める前に

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

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

れます。

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

•証明書属性に基づく条件を含むクライアントプロビジョニングルールについては、「証
明書ベースの条件の前提条件」のセクションを参照してください。

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

ステップ 2 動作のドロップダウンリストから Enable、Disable、またはMonitorを選択します。

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

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

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

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

ステップ 4 Cisco ISEにログインするユーザが属する IDグループを 1つ以上指定します。

設定した既存の IDグループのリストから、あらゆる IDタイプを指定することも、1つ以上のグループを
選択することもできます。

ステップ 5 [オペレーティングシステム（Operating Systems）]フィールドを使用して、ユーザが Cisco ISEにログイン
する際に使用するクライアントマシンまたはデバイスで動作している 1つ以上のオペレーティングシステ
ムを指定します。

[Android]、[Mac iOS]、[Mac OS X]などの単一のオペレーティングシステムや、[Windows XP（すべて）
（Windows XP (All)）]や [Windows 7（すべて）（Windows 7 (All)）]など、複数のクライアントマシンオ
ペレーティングシステムに対応する包括的なオペレーティングシステムの指定を選択できます。

Cisco ISE GUIのクライアントプロビジョニングポリシーページに、MAC OS 10.6/10.7/10.8を選
択できるオプションがありますが、これらのバージョンはAnyConnectではサポートされていませ
ん。

（注）

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

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

ジェントカスタマイズパッケージ/プロファイルを指定します。

クライアントマシンでエージェントがポップアップできるようにするには、クライアントプロビジョニン

グのURLを許可ポリシーに含める必要があります。これにより、ランダムなクライアントからの要求が回
避され、適切なリダイレクトURLを持つクライアントのみがポスチャ評価を要求できるようになります。
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ステップ 8 Saveをクリックします。

次のタスク

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

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

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

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

始める前に

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

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

Is Upgrade Mandatory設定は、エージェントのダウンロードにのみ適用されます。エージェントプロファ
イル、コンプライアンスモジュール、およびエージェントカスタマイズパッケージの更新は常に必須で

す。

ステップ 2 Profileドロップダウンリストから既存のエージェントプロファイルを選択します。

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

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

パーソナルデバイスのネイティブサプリカントの設定

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

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

グするネイティブサプリカントの設定を指定します。
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始める前に

ユーザがログインするとき、そのユーザの許可要件と関連付けるプロファイルに基づいて、

Cisco ISEが、ユーザのパーソナルデバイスを設定するために必要なサプリカントプロビジョ
ニングウィザードを提供して、ネットワークにアクセスするように、ネイティブサプリカン

トプロファイルを作成します。

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

ステップ 2 動作のドロップダウンリストから Enable、Disable、またはMonitorを選択します。

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

ステップ 4 次を指定します。

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

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

• [その他の条件（Other Conditions）]フィールドを使用して、この特定のリソースポリシー用に作成す
る新しい式を指定します。

ステップ 5 パーソナルデバイスの場合、[ネイティブサプリカントの設定（Native Supplicant Configuration）]を使用
し、特定のConfiguration Wizardを選択して、パーソナルデバイスに配信します。

ステップ 6 指定されたパーソナルデバイスタイプに適用可能なWizard Profileを指定します。

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。

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

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

ントプロビジョニングリソースでの最近の設定変更をチェックすることができます。

クライアントプロビジョニングの要求

[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [ISEレポート（ISE Reports）] > [エンドポイ
ントおよびユーザ（Endpoints and Users）] > [クライアントプロビジョニング（Client
Provisioning）]レポートには、クライアントプロビジョニング要求の成功および失敗に関する
統計情報が表示されます。Runを選択していずれかのプリセット期間を指定すると、Cisco ISE
によってデータベースが調べられ、生成されたクライアントプロビジョニングデータが表示

されます。
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サプリカントプロビジョニングの要求

[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [ISEレポート（ISE Reports）] > [エンドポイ
ントおよびユーザ（Endpoints and Users）] > [サプリカントプロビジョニング（Supplicant
Provisioning）]ウィンドウには、最近の成功および失敗したユーザデバイス登録およびサプリ
カントプロビジョニング要求に関する情報が表示されます。Runを選択していずれかのプリ
セット期間を指定すると、Cisco ISEによってデータベースが調べられ、生成されたサプリカ
ントプロビジョニングデータが表示されます。

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

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

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

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

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

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

診断のロギングエントリを使用できます。
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