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Cisco ISEロギングメカニズム
Cisco ISEには、監査、障害管理、およびトラブルシューティングに使用されるロギングメカ
ニズムが備わっています。このロギングメカニズムは、展開されたサービスの障害状態を識別

したり、問題のトラブルシューティングを効率的に行う場合に役立ちます。また、プライマリ

ノードのモニタリングおよびトラブルシューティングのロギング出力が一貫した形式で生成さ

れます。

仮想ループバックアドレスを使用してローカルシステムにログを収集するように Cisco ISE
ノードを設定できます。ログを外部に収集するには、ターゲットと呼ばれる外部syslogサーバ
を設定します。ログは事前定義された各種のカテゴリに分類されます。ターゲット、重大度レ

ベルなどに応じてカテゴリを編集することにより、ロギング出力をカスタマイズできます。

ベストプラクティスとして、Cisco ISEのモニタリングおよびトラブルシューティング（MnT）
ノードに syslogを送信するようにネットワークデバイスを設定しないでください。これは、
一部のネットワークアクセスデバイス（NAD）の syslogが失われる可能性があるほか、MnT
サーバが過負荷になりロードの問題が発生するためです。

ノードで ISEメッセージングサービスに障害が発生した場合、プロセスダウンアラームがト
リガーされなくなりました。ノードで ISEメッセージングサービスに障害が発生すると、その
ノードでメッセージングサービスが再開されるまで、すべての syslogおよびプロセスダウン
アラームが失われます。
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この場合、管理者は、Cisco ISEのホームウィンドウの [アラーム（Alarm）]ダッシュレットに
リストされるキューリンクエラーアラームを検索する必要があります。アラームをクリック

すると、[推奨されるアクション（Suggested Actions）]セクションが含まれた新しいウィンド
ウが開きます。問題を解決するには、次の手順に従ってください。

モニタリングノードがネットワークデバイスの syslogサーバとして設定されている場合、ロ
ギングソースが次の形式で正しいネットワークアクセスサーバ（NAS）の IPアドレスを送信
することを確認してください。

<message_number>sequence_number: NAS_IP_address: timestamp: syslog_type: <message_text>

そうしないと、これは NASの IPアドレスに依存する機能に影響を及ぼすことがあります。

（注）

syslogの消去の設定
このプロセスを使用して、ローカルログ格納期間を設定し、特定の期間後にローカルログを

削除します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [ロギング（Logging）] > [ローカルログ設定（Local
Log Settings）]を選択します。

ステップ 2 [ローカルログ格納期間（Local Log Storage Period）]フィールドに、設定ソースでログエントリを保持す
る最大日数を入力します。

localStoreフォルダのサイズが 97 GBに達した場合、ログは設定された [ローカルログの保存期間（Local
Log Storage Period）]よりも前に削除されることがあります。

ステップ 3 格納期間が経過する前に既存のログファイルを削除するには、[今すぐログを削除（Delete Logs Now）]を
クリックします。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

Cisco ISEメッセージングを介した syslog

Cisco ISE2.6は、[MnTにUDPSyslogを伝送するためにISEメッセージングサービスを使用（Use
ISE Messaging Service for UDP Syslogs delivery to MnT）]オプションによって、組み込みの UDP
syslog収集ターゲット（LogCollectorおよび LogCollector2）用のMnT WAN存続可能性を提供
します。このオプションは、Cisco ISE 2.6 First Customer Ship（FCS）ではデフォルトで無効に
なっています。このオプションは、Cisco ISEリリース 2.6累積パッチ 2以降ではデフォルトで
有効になっています。

UDP syslogに ISEメッセージングサービスを使用すると、MnTノードにアクセスできなくて
も、運用データは一定期間保持されます。MnTWAN存続可能性の期間は約 2時間 30分です。

このサービスは、TCPポート 8671を使用します。それに応じてネットワークを設定し、展開
内の他のすべての ISEノードから各 ISEノードの TCPポート 8671への接続を許可してくださ
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い。次の機能では、ISEメッセージングサービス（ライトセッションディレクトリおよびプロ
ファイラ永続キュー）も使用します。

展開で ISE展開にTCP/Secure syslogを使用する場合、機能は以前のリリースと同じままです。（注）

キューリンクアラーム

ISEメッセージングサービスは、内部 CAチェーンによって署名された別の証明書を使用しま
す。[管理（Administration）] > [アラーム（Alarms）]ウィンドウに、queue-link alarmが表

示される場合があります。このアラームは、展開へのノードの登録、PPANからのノード、非
同期状態のノード、またはアプリケーションサービスが再起動しているノードでの同期などの

導入操作を実行している場合に想定されます。アラームを解決するには、次のことを確認しま

す。

•すべてのノードが接続され、同期されている。

•すべてのノードと ISEメッセージングサービスが機能している。

• ISEメッセージングサービスポートは、ファイアウォールなどの外部エンティティによっ
てブロックされていない。

•各ノードの ISEメッセージング証明書チェーンが破損しておらず、証明書の状態が良好で
ある。

上記の前提条件が満たされている場合は、次のアクションによって queue-linkアラームがトリ
ガーされます。

• PANまたは PSNのドメイン名またはホスト名の変更。

•新しい展開でのバックアップの復元。

•アップグレード後に古いプライマリ PANを新しいプライマリ PANに昇格。

queue-linkアラームを解決するには、ISEルート CAチェーンを再生成します。[管理
（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [証明書の管理
（Certificate Management）] > [証明書署名要求（Certificate Signing Requests）]を選択しま
す。[証明書署名要求（CSR）の生成（Generate Certificate Signing Requests（CSR））]をクリッ
クします。[証明書の使用先（Certificate(s)will be used for）]ドロップダウンリストから [ISEルー
トCA（ISE Root CA）]を選択します。[ISEルートCA証明書チェーンの置き換え（Replace ISE
Root CA Certificate chain）]をクリックします。

MnTへの UDP Syslogの伝送用に ISEメッセージングサービスを有効または無効にするには：

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [ロギング（Logging）] > [ログ設定（Log Settings）]の順
に選択します。ISEルート CA
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ステップ 2 UDP syslogの伝送に ISEメッセージングサービスを使用するには、[MnTにUDP Syslogを伝送するために
「ISEメッセージングサービス」を使用（Use “ISE Messaging Service” for UDP Syslogs delivery to MnT）]オ
プションを切り替えます。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

Cisco ISEシステムログ
Cisco ISEでは、システムログはロギングターゲットと呼ばれる場所で収集されます。ター
ゲットは、ログを収集して格納するサーバの IPアドレスを参照します。ログをローカルで生
成して格納することも、FTPファシリティを使用して外部サーバに転送することもできます。
Cisco ISEには、次のデフォルトターゲットがあり、これらはローカルシステムのループバッ
クアドレスに動的に設定されます。

• LogCollector：ログコレクタのデフォルトの syslogターゲット。

• ProfilerRadiusProbe：プロファイラ Radiusプローブのデフォルトの syslogターゲット。

デフォルトでは、AAA診断サブカテゴリとシステム診断サブカテゴリのロギングターゲット
は、ディスク領域を減らすために、新規 Cisco ISEインストールまたはアップグレード時に無
効になります。これらのサブカテゴリのロギングターゲットを手動で設定できますが、これら

のサブカテゴリのローカルロギングは常に有効です。

Cisco ISEインストールの最後にローカルに設定されるデフォルトのロギングターゲットを使
用するか、またはログを保存する外部ターゲットを作成することができます。

syslogサーバが分散展開で設定されている場合、syslogメッセージはMnTノードではなく認証
PSNから syslogサーバへ直接送信されます。

（注）

関連トピック

Cisco ISEメッセージコード（6ページ）

リモート syslog収集場所の設定
Webインターフェイスを使用して、システムログメッセージの送信先になるリモート syslog
サーバターゲットを作成できます。ログメッセージは、syslogプロトコル標準（RFC-3164を
参照）に従ってリモート syslogサーバターゲットに送信されます。syslogプロトコルはセキュ
アでない UDPです。

メッセージは、イベントが発生したときに生成されます。イベントは、プログラムの終了時に

表示されるメッセージやアラームなどのステータスを表示するものである場合があります。

カーネル、メール、ユーザレベルなど、異なるファシリティから生成されたさまざまなタイプ

のイベントメッセージがあります。イベントメッセージは重大度レベルに関連付けられてお

り、管理者はメッセージをフィルタリングし、優先度付けできます。数値コードはファシリ
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ティおよび重大度レベルに割り当てられます。syslogサーバはイベントメッセージコレクタ
で、これらのファシリティからイベントメッセージを収集します。管理者は、重大度レベルに

基づいて、メッセージを転送するイベントメッセージコレクタを選択できます。

UDP syslog（ログコレクタ）はデフォルトのリモートロギングターゲットです。このロギン
グターゲットは、無効にすると、ログコレクタとして動作しなくなり、[ロギングカテゴリ
（Logging Categories）]ページから削除されます。このロギングターゲットを有効にした場合
は、[ロギングカテゴリ（Logging Categories）]ページのログコレクタになります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [ロギング（Logging）] > [リモートロギングターゲッ
ト（Remote Logging Targets）]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 次の必須詳細情報を入力します。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 5 [リモートロギングターゲット（Remote Logging Targets）]ページに移動し、新しいターゲットが作成され
たことを確認します。

その後、ロギングターゲットを、以下のそれぞれのロギングカテゴリにマッピングできます。PSNノード
は、それらのノードで有効になっているサービスに応じて、該当するログをリモートロギングターゲット

に送信します。

• AAA監査

• AAAの診断

•アカウンティング（Accounting）

•外部MDM

•パッシブ ID

•ポスチャおよびクライアントプロビジョニングの監査（Posture and Client Provisioning Audit）

•ポスチャおよびクライアントプロビジョニングの診断（Posture and Client Provisioning Diagnostics）

•プロファイラ

展開内のすべてのノードによって、次のカテゴリのログがロギングターゲットに送信されます。

•管理および操作の監査（Administrative and Operational Audit）

•システム診断

•システム統計
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5

ロギングメカニズム

リモート syslog収集場所の設定



Cisco ISEメッセージコード
ロギングカテゴリは、ACSの機能、フロー、または使用例を説明するメッセージコードのバ
ンドルです。Cisco ISEでは、各ログにはログメッセージの内容に従ってロギングカテゴリに
バンドルされているメッセージコードが関連付けられています。ロギングカテゴリは、含ま

れているメッセージの内容を説明する場合に役立ちます。

ロギングカテゴリはロギング設定で役立ちます。各カテゴリには、アプリケーションの要件に

応じて設定可能な名前、ターゲット、および重大度レベルがあります。

Cisco ISEでは、サービスに対して事前定義されたロギングカテゴリ（[ポスチャ（Posture）]、
[プロファイラ（Profiler）]、[ゲスト（Guest）]、[AAA（認証、許可、アカウンティング）
（AAA (authentication, authorization, and accounting)）]など）が提供されており、これらにログ
ターゲットを割り当てることができます。

ロギングカテゴリが [成功した認証（Passed Authentications）]の場合、ローカルロギングを許
可するオプションは、デフォルトでは無効になっています。このカテゴリのローカルロギング

を有効にすると、運用スペースの使用率が高くなり、iseLocalStore.logとともに prrt-server.log
がいっぱいになります。

[成功した認証（Passed Authentications）]のローカルロギングを有効にする場合は、[管理
（Administration）] > [システム（System）] > [ロギング（logging）] > [ロギングカテゴリ
（loggingCategories）]に移動し、[カテゴリ（category）]セクションから [成功した認証（Passed
Authentications）]をクリックして、[ローカルロギング（Local Logging）]のチェックボックス
をオンにします。

関連トピック

メッセージコードの重大度レベルの設定（6ページ）

メッセージコードの重大度レベルの設定

ログの重大度レベルを設定し、選択したカテゴリのログが格納されるロギングターゲットを選

択できます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [ロギング（Logging）] > [ロギングカテゴリ（Logging
Categories）]を選択します。

ステップ 2 編集するカテゴリの隣のオプションボタンをクリックにして、[編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 3 必須フィールドの値を変更します。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 5 [ロギングカテゴリ（Logging Categories）]ページに移動し、特定のカテゴリに対して行われた設定の変更
内容を確認します。
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Cisco ISEメッセージカタログ
可能性があるすべてのログメッセージと説明を表示するために、[メッセージカタログ（Message
Catalog）]ページを使用できます。[管理（Administration）] > [システム（System）] > [ロギン
グ（Logging）] > [メッセージカタログ（Message Catalog）]を選択します。

[ログメッセージカタログ（LogMessage Catalog）]ページが表示されます。このページでは、
ログファイルに記録される可能性があるすべてのログメッセージを表示できます。すべての

SyslogメッセージをCSVファイル形式でエクスポートするには、[エクスポート（Export）]を
選択します。

Cisco ISEから送信される syslogメッセージの包括的なリスト、syslogメッセージの意味、ロー
カルおよびリモートターゲットでの syslogメッセージの記録方法については、『Cisco ISE
Syslogs』ドキュメントを参照することもできます。

デバッグログ
デバッグログにより、ブートストラップ、アプリケーション設定、ランタイム、展開、モニタ

リングとレポート、および公開キーインフラストラクチャ（PKI）に関する情報が取得されま
す。過去 30日間の重大アラームと警告アラーム、および過去 7日間の情報アラームがデバッ
グログに含まれます。

個々のコンポーネントのデバッグログ重大度レベルを設定できます。

ノードまたはコンポーネントで [デフォルトにリセット（Reset to Default）]オプションを使用
して、ログレベルを出荷時のデフォルト値に戻すことができます。

ローカルサーバにデバッグログを保存できます。

デバッグログの設定は、システムをバックアップから復元した場合やアップグレードした場合

には保存されません。

（注）

関連トピック

デバッグログの重大度レベルの設定（8ページ）

ノードのロギングコンポーネントの表示

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [ロギング（Logging）] > [デバッグログ設定（Debug Log
Configuration）]を選択します。

ステップ 2 ロギングコンポーネントを表示するノードを選択し、[編集（Edit）]をクリックします。

[デバッグレベルの設定（Debug Level Configuration）]ページが表示されます。次の詳細情報を表示できま
す。
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•選択したノードで実行中のサービスに基づくロギングコンポーネントのリスト

•各コンポーネントの説明

•個々のコンポーネントに設定されている現在のログレベル

デバッグログの重大度レベルの設定

デバッグログの重大度レベルを設定できます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [ロギング（Logging）] > [デバッグログの設定（Debug
Log Configuration）]を選択します。

ステップ 2 ノードを選択して、[編集（Edit）]をクリックします。

[デバッグログの設定（Debug Log Configuration）]ページには、選択したノードで実行されているサービ
ス、および個別のコンポーネントに対して設定されている現在のログレベルに基づいたコンポーネントの

リストが表示されます。

ノードまたはコンポーネントで [デフォルトにリセット（Reset to Default）]オプションを使用して、ログ
レベルを出荷時のデフォルト値に戻すことができます。

ステップ 3 ログ重大度レベルを設定するコンポーネントを選択し、[編集（Edit）]をクリックします。[ログレベル
（Log Level）]ドロップダウンリストから目的のログ重大度レベルを選択し、[保存（Save）]をクリック
します。

runtime-AAAコンポーネントのログ重大度レベルを変更すると、サブコンポーネントprrt-JNIのロ
グレベルも変更されます。サブコンポーネントのログレベルを変更しても、その親コンポーネン

トには影響はありません。

（注）

関連トピック

Cisco ISEデバッグログ

エンドポイントのデバッグログコレクタ
特定のエンドポイントの問題をトラブルシューティングするために、IPアドレスまたはMAC
アドレスに基づいて、特定のエンドポイントのデバッグログをダウンロードできます。その特

定のエンドポイント固有のログが、展開内のさまざまなノードから1つのファイルに収集され
るため、迅速かつ効率的に問題をトラブルシューティングできます。このトラブルシューティ

ングツールは、一度に1つのエンドポイントに対してのみ実行できます。ログファイルがGUI
に表示されます。1つのノードまたは展開内のすべてのノードからエンドポイントのログをダ
ウンロードできます。
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特定のエンドポイントのデバッグログのダウンロード

ネットワーク内の特定のエンドポイントの問題をトラブルシューティングするには、管理者

ポータルからデバッグエンドポイントツールを使用できます。または、このツールを [認証
（Authentications）]ページから実行できます。[認証（Authentications）]ページの [エンドポイ
ント ID（Endpoint ID）]を右クリックして、[エンドポイントデバッグ（Endpoint Debug）]を
クリックします。このツールでは、単一ファイルの特定のエンドポイントに関連するすべての

サービスに関するすべてのデバッグ情報が提供されます。

始める前に

デバッグログを収集するエンドポイントの IPアドレスまたはMACアドレスが必要です。

ステップ 1 [操作（Operations）] > [トラブルシューティング（Troubleshoot）] > [診断ツール（Diagnostic Tools）] >
[一般ツール（General Tools）] > [エンドポイントデバッグ（Endpoint Debug）]を選択します。

ステップ 2 [MACアドレス（MAC Address）]または [IP]オプションボタンをクリックし、エンドポイントのMACま
たは IPアドレスを入力します。

ステップ 3 一定の時間が経過した後にログ収集を停止する場合は、[n分後に自動的に無効化（Automatic disable after n
Minutes）]チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオンにする場合は、1～ 60分の時
間を入力する必要があります。

次のメッセージが表示されます。「エンドポイントデバッグによって、展開のパフォーマンスが低下しま

す。続行しますか?（Endpoint Debug degrades the deployment performance. Would you like to continue?）」

ステップ 4 ログを収集するには、[続行（Continue）]をクリックします。

ステップ 5 手動でログの収集を中止する場合は、[停止（Stop）]をクリックします。

関連トピック

エンドポイントのデバッグログコレクタ（8ページ）

収集フィルタ
収集フィルタを設定して、モニタリングサーバおよび外部サーバに送信される syslogメッセー
ジを抑制できます。抑制は、異なる属性タイプに基づいてポリシーサービスノードレベルで

実行できます。特定の属性タイプおよび対応する値を使用して複数のフィルタを定義できま

す。

モニタリングノードまたは外部サーバに syslogメッセージを送信する前に、Cisco ISEは送信
するsyslogメッセージのフィールドとそれらの値を比較します。一致が見つかった場合、対応
するメッセージは送信されません。

ロギングメカニズム
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収集フィルタの設定

さまざまな属性のタイプに基づいて複数の収集フィルタを設定できます。フィルタ数を 20に
制限することを推奨します。収集フィルタを追加、編集、または削除できます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [ロギング（Logging）] > [収集フィルタ（Collection
Filters）]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 次のリストからフィルタタイプを選択します。

•ユーザ名（User Name）

• MACアドレス（MAC Address）

•ポリシーセット名

• NAS IPアドレス

• Device IP Address（デバイス IPアドレス）

ステップ 4 選択したフィルタタイプの対応する値を入力します。

ステップ 5 ドロップダウンリストから結果を選択します。結果は、[すべて（All）]、[成功（Passed）]、または [失敗
（Failed）]になります。

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。

関連トピック

収集フィルタ（9ページ）
イベント抑制バイパスフィルタ（10ページ）

イベント抑制バイパスフィルタ

Cisco ISEでは、フィルタを設定し、収集フィルタを使用して、一部の syslogメッセージがモ
ニタリングノードおよび他の外部サーバに送信されることを抑制できます。場合によっては、

これらの抑制されたログメッセージにアクセスすることが必要になります。Cisco ISEは、設
定可能な時間について、ユーザ名などの属性に基づいてイベント抑制をバイパスするオプショ

ンを提供します。デフォルトは 50分ですが、5分から 480分（8時間）の期間を設定できま
す。イベント抑制バイパスは、設定した後すぐに有効になります。設定した期間が経過する

と、バイパス抑制フィルタは失効します。

抑制バイパスフィルタは、Cisco ISEユーザインターフェイスの [収集フィルタ（Collection
Filters）]ページから設定できます。この機能を使用して、特定の ID（ユーザ）のすべてのロ
グを表示し、その IDの問題をリアルタイムでトラブルシューティングできます。

フィルタは有効または無効にできます。バイパスイベントフィルタで設定した期間が経過す

ると、フィルタは再度有効にするまで自動的に無効になります。

ロギングメカニズム
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Cisco ISEは設定変更監査レポートでこれらの設定変更を取得します。このレポートは、イベ
ント抑制またはバイパス抑制を設定したユーザ、およびイベントが抑制された期間または抑制

がバイパスされた期間に関する情報を提供します。

ロギングメカニズム
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