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A
Cisco SSC 5.1 ログ メッセージ

この付録では、SSC 5.1 で生成されるログ メッセージの一覧を示します。

• Starting Cisco_SSCservice.exe: version number：SSC サービスが開始していることを示します。

• Cisco Trust Agent successfully loaded

• Failed to load Cisco Trust Agent

• Password sent

• Certificate sent

• Manual user logon type logon processing initiated by user user id.

• Normal Shutdown version number：通常のシャットダウンを示します。

• Fatal Shutdown version number：致命的なシャットダウンを示します。

• Machine startup：クライアントがブート時の処理を開始していることを示します。 

• Account logon：クライアントがユーザ ログオンを検出したことを示します。

• SSO credentials (Microsoft)：クライアントが Microsoft GINA（ネットワーク認証で使用される

かどうかに関係なく）からクレデンシャルを収集するときを示します。 

• Account logoff：クライアントがユーザ ログオフを検出したことを示します。 

• Adapter detected Adapter Id ：システムで新しいアダプタが検出されたことを示します。Adapter
Id はアダプタの Globally Unique Identifier（GUID; グローバル一意識別子）を表しています。 

• Adapter removed Adapter Id：前に報告されたアダプタが失われた（または取り外された）こと

を示します。 

• Adapter controlled Adapter Id：特定のアダプタの制御が開始されることを示します（SSC 中間

ドライバがネットワーク フレームへの応答を開始し、アダプタの機能を設定し始めています）。

• Adapter Id Adapter control failed error code：SSC クライアントがアダプタの制御を試みたもの

の、失敗したことを示します。error code は内部エラー コードです。 

• {WPA | WPA2} unsupported. Adapter Id：アダプタが制御されるときおよびアダプタが WPA ま
たは WPA2 をサポートしているかどうかを示します。

• Wireless Zero Config deactivated Adapter Id：Wireless Zero Config が検出されたアダプタの制御

が開始され、そのアダプタが自動的に無効にされたことを示します。

• Adapter control released Adapter Id：特定のアダプタに対する制御が解放されたことを示します。
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• Connection Association Started (WiFi Association /Encryption Mode) ：WiFi アダプタで接続を要求

する場合、アソシエーションを行う必要があります。 このログ メッセージは、SSC クライアン

トが SSID へのアソシエーションを試行していることを示します。 Wi-Fi Association/Encryption
mode の値は次のいずれかです。

－ Open

－ Shared 40 bit key

－ Shared 128 bit key

－ Static WEP 40 bit key

－ Static WEP 128 bit key

－ Dynamic WEP 40 bit key

－ Dynamic WEP 128 bit key

－ WPA-Personal TKIP encryption

－ WPA-Personal AES encryption

－ WPA-Enterprise TKIP encryption

－ WPA-Enterprise AES encryption

－ WPA2-Personal TKIP encryption

－ WPA2-Personal AES encryption  

－ WPA2-Enterprise TKIP encryption

－ WPA2-Enterprise AES encryption

• Starting wired connection, skipping association

• Adapter Id Connection Association Success (link up)：アソシエーションが正常に

• 完了したことを示します。

• Connection Association Failed.(Failure:error number)：アソシエーションが正常に完了しなかっ

たことを示します。error number は内部エラー コードです。

• Adapter Id Connection Authentication Started：認証の試みが開始されたことを示します。

• Adapter Id Identity requested：アクセス ポイントから ID 要求がきたことを示します。

• Adapter Id Identity sent：ID が送信されたことを示します。 

• Adapter Id EAP suggested by server:Authentication Method name：サーバによって EAP 認証方式が

推奨されたことを示します。Authentication Method name の値は次のいずれかです。

－ EAP-PEAP

－ EAP-TTLS

－ EAP-TLS

－ EAP-LEAP

－ EAP-MD5

－ EAP-GTC

－ EAP-FAST

－ EAP-MSCHAPv2

－ MSCHAPv2

－ MSCHAP

－ CHAP

－ PAP

• Adapter Id EAP requested by client:(Authentication Method name, …, Authentication Method name)：
クライアントによって EAP 認証方式が要求されたことを示します。Authentication Method name
の値は次のいずれかです。

－ EAP-PEAP

－ EAP-TTLS
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－ EAP-TLS

－ EAP-LEAP

－ EAP-MD5

－ EAP-GTC

－ EAP-FAST

－ EAP-MSCHAPv2

－ MSCHAPv2

－ MSCHAP

－ CHAP

－ PAP

• Adapter Id Port State Port State and Status Port status：アダプタのポートの状態およびステータス

を示します。

Port State の値は次のいずれかです。

－ AC_PORT_STATE_STOPPED：ポートが停止されていることを示します。

－ AC_PORT_STATE_CONNECTING：認証の開始を待機していることを示します。

－ AC_PORT_STATE_AUTHENTICATING：最初の 802.1X 認証をアクティブに実行している
ことを示します。

－ AC_PORT_STATE_AUTHENTICATED：認証が正常に完了したことを示します。

－ AC_PORT_STATE_REAUTHENTICATING：802.1X 再認証をアクティブに実行しているこ
とを示します。

－ AC_PORT_STATE_UNAUTHENTICATED：ポートが認証を求めているが、リンクがダウ
ンしているか、クレデンシャルが正しくないなど、その他の状態が原因で認証できないこ
とを示します。

－ AC_PORT_STATE_AUTH_NOT_REQUIRED：802.1X 認証が必要ないことを示します。こ
の状態になるのは、有線アダプタまたは WEP モードの無線アダプタの場合のみです。

Port status は、Port State の値によって異なります。これはポートの状態のサブ状態を示します。

• Adapter Id FAST:unauthenticated provisioning supported：FAST の認証なしのプロビジョニング

がアダプタでサポートされていることを示します。

• Adapter Id FAST:phase 1 tunnel for unauthenticated provisioning

• Adapter Id Allowing session resumption：SSC クライアントが TLS ベース認証（PEAP、TTLS、
FAST、または TLS）を開始し、前のセッション ID でのセッション再開を試みていることを示

します。

• Adapter Id Authentication Success：認証が正常に完了したことを示します。

• Adapter Id Authentication Failed：認証が正常に完了しなかったことを示します。

• Adapter Id IP Address Received:IP Address：接続が IP アドレスを受け取ったことを示します。

• Adapter Id DHCP:Sending DHCP request.

• Adapter Id DHCP:Request failed.

• Adapter Id Wireless Zero Config reactivated for adapter

• Access Id Wi-Fi access device has invalid channel number:SSID, channel  

• Adapter Id Couldn't find pre-shared key in profile

• Adapter Id:EAP-TTLS method requested by client:method name 

• Starting Wi-Fi connection, trying ssid ssid name 

• Licensing:No license found.

• Licensing:License read:License string. 

• License string:(do not translate) is the license string read from the license file.

• Licensing:License invalid (trial period expired License string, trial period).
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• Licensing:License invalid (termination date reached:License string, termination date). termination
date is the date in format yyyy-mm-dd that the license expired. 

• Licensing:License invalid because product id does not match:License string, licensed product id  

• Licensing:License invalid (OEM id does not match:License string, licensed OEM id)

• Licensing:License invalid (maintenance date reached:License string, maintenance date).maintenance

date の値は、ライセンスのメンテナンスの期限を yyyy-mm-dd 形式で表した日付です。  

• Licensing:License invalid (unknown problem:License string)

• Licensing:License is valid and accepted:License string.

• Licensing:Ignoring trial license.Tampering detected:License string：ライセンスの履歴ファイルの

復号化に失敗すると、すべての新しいトライアル ライセンスに対してこのメッセージが出力さ

れます。

• Licensing:License invalid, can not decode license:License string

• The configuration is invalid and will be ignored.Error:error string 

• Trusted Server list empty, server can not be validated

• Validating the server: Authentication Server Id 

• Server certificate validated: Authentication Server Id 

• Authentication Session Id Server certificate invalid (unknown CA)

• Server certificate invalid (name mismatch: CN/DC/Alt name from server cert)

• Invalid key type in distribution package

• Outer method:invalid/unsupported inner authentication method:inner method 

• Invalid outer EAP method:method name 

• Outer method:No inner authentication methods configured

• Disallowed element in configuration:wireless adapters unlicensed

• Disallowed element in configuration:wired adapters unlicensed

• Disallowed element in configuration:EAP method:method name 

• Disallowed element in configuration:Association mode:association mode 

• Symbolic name: GUID of adapter, MacAddr: (MAC address of adapter), Mtu:(MTU size),
Media:(percentage), Encryption:(encryption modes), Auth:(auth modes)

• Server certificate chain invalid

• Server certificate chain is not trusted

• Invalid wep key length: key length, should be %d or %d

• The wildcard (pattern string) in the pattern is unknown and will be removed

• Internal error error number, contact software manufacturer：シスコのサポートまで問い合わせる

必要があることを示します。 

• Attempting VPN connection: VPN profile name：VPN 接続が開始される VPN プロファイル名を

示します。

• Received credential request from VPN client：GUI にクレデンシャル要求が送信されたことを示

します。

• VPN credentials received from user：VPN クレデンシャルが GUI から受信されたことを示しま

す。

• VpnStateMachine new state = connected：正常な VPN 接続が確立されたことを示します。
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