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目的
ここでは、『Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3』の概要を示します。

対象読者
このマニュアルは、ネットワークとアプリケーションのセキュリティの設定および保守を担当す
るネットワーク セキュリティ管理者を対象としています。 このマニュアルでは、読者がネット
ワーキングの原理と応用についての実用的な知識を持ち、ネットワーク システム管理者としての
経験があることを前提としています。

マニュアルの構成
章
はじめに, （1 ページ）
Cisco ISE ノードの展開, （35 ページ）
Cisco ISE 管理アクセスの設定, （95 ページ）
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章
ユーザおよびエンドユーザ ポータルの管理, （265 ページ）
Cisco ISE サービスの有効化および設定, （431 ページ）
Cisco ISE のモニタリングおよびトラブルシューティング, （645 ページ）
参考資料, （711 ページ）

表記法
表記法

説明

^ または Ctrl

^ 記号と Ctrl は両方ともキーボードの Control（Ctrl）キーを表し
ます。 たとえば、^D または Ctrl+D というキーの組み合わせは、
Ctrl キーを押して、D キーを押すことを意味します （キー ラベ
ルは大文字で表記されていますが、大文字と小文字の区別はあり
ません）。

太字

ユーザが入力する必要があるコマンドおよびキーワードは、太字
で示しています。

イタリック体

ドキュメント名、新規用語または強調する用語、値を指定するた
めの引数は、イタリック体フォントで示しています。

courier フォント

システムが表示するターミナルセッションおよび情報は、courier
フォントで示しています。

太字の courier フォント

太字の courier フォントは、ユーザが入力しなければならないテ
キストを示します。

[x]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

...

構文要素の後の省略記号（3 つの連続する太字ではないピリオド
でスペースを含まない）は、その要素を繰り返すことができるこ
とを示します。

|

選択肢を示す縦棒は、キーワード セットまたは引数セットのい
ずれかの選択肢を示します。

[x | y]

いずれか 1 つを選択できる省略可能な要素は、角カッコで囲み、
選択肢を示す縦棒で区切って示しています。
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表記法

説明

{x | y}

いずれか 1 つを選択しなければならない必須要素は、波カッコで
囲み、縦棒で区切って示しています。

string

引用符を付けない一連の文字。 string の前後には引用符を使用し
ません。引用符を使用すると、その引用符も含めて string と見な
されます。

<>

山カッコは、ユーザが入力しても画面に表示されないパスワード
などの文字列を示しています。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで
囲んで示しています。

!#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合に
は、コメント行であることを示します。

読者への警告の表記法
このマニュアルでは、読者への警告に次の表記法を使用しています。

（注）

「注釈」です。 役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

ヒント

この情報が問題の解決などに役立つ情報であることを示しています。

注意

ワンポイント アドバイス

警告

「要注意」の意味です。 機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述され
ています。

時間を節約する方法です。 記述されている操作を実行すると時間を節約できます。

「警告」の意味です。 人身事故を予防するための注意事項が記述されています。

マニュアルの更新
次の表に、この Cisco Identity Services Engine 製品リリースに関するマニュアルの更新を示します。
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表 1：『Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3』の更新

日付

説明

2014 年 10 月

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリー
ス 1.3

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎
月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リー
ダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ
ともできます。 RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポー
トしています。
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Cisco ISE の機能
Cisco ISE はネットワーク リソースへのセキュアなアクセスを提供するセキュリティ ポリシー管
理プラットフォームです。 Cisco ISE はポリシー デシジョン ポイントとして動作し、企業におけ
るコンプライアンスの遵守、インフラストラクチャのセキュリティの向上、およびサービス オペ
レーションの合理化を可能にします。 企業は、Cisco ISE を使用して、ネットワーク、ユーザ、お
よびデバイスから状況情報をリアルタイムで収集できます。 その後、管理者はその情報を使用し
て、プロアクティブにガバナンス上の決定を下すことができます。これを行うには、ID をアクセ
ス スイッチ、ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）、バーチャル プライベート ネットワーク
（VPN）ゲートウェイ、データセンター スイッチなどのさまざまなネットワーク要素に結び付け
ます。 Cisco ISE は、Cisco TrustSec ソリューションのポリシー マネージャとして機能し、TrustSec
ソフトウェアによって定義されたセグメンテーションをサポートします。

主要な機能
Cisco ISE は、既存の Cisco ポリシー プラットフォームで使用できる機能のスーパーセットを組み
込む、統合されたポリシーベースのアクセス制御システムです。 Cisco ISE では次の機能が実行さ
れます。
• 認証、許可、アカウンティング（AAA）、ポスチャ、およびプロファイラを 1 つのアプライ
アンスに結合します。
• Cisco ISE 管理者、認可されたスポンサー管理者、またはその両方向けの、包括的なゲスト
アクセス管理を提供します。
• 包括的なクライアント プロビジョニングの方法を提供し、802.1X 環境など、ネットワークに
アクセスするすべてのエンドポイントのデバイス ポスチャを評価することによって、エンド
ポイントのコンプライアンスを強化します。
• ネットワーク上のエンドポイント デバイスの検出、プロファイリング、ポリシーベースの配
置、モニタリングのサポートを提供します。
• 集中型展開および分散型展開においてポリシーの一貫性が維持され、サービスを必要な場所
に配信できるようになります。
• セキュリティ グループ タグ（SGT）およびセキュリティ グループ アクセス コントロール リ
スト（SGACL）を使用した TrustSec などの高度な適用機能を利用します。
• 小さな事務所から大企業までさまざまな環境の展開シナリオに対応するスケーラビリティを
サポートします。

ID ベースのネットワーク アクセス
Cisco ISE ソリューションでは、次の領域で、コンテキストに対応した ID 管理が提供されます。
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• Cisco ISE は、ユーザが、許可されているポリシー準拠のデバイスからネットワークにアクセ
スしているかどうかを確認します。
• Cisco ISE は、コンプライアンスとレポーティングに使用できる、ユーザ ID、ロケーション、
およびアクセス履歴を確認します。
• Cisco ISE は、割り当て済みのユーザ ロール、グループ、関連付けられたポリシー（ジョブ
ロール、ロケーション、デバイス タイプなど）に基づいてサービスを割り当てます。
• Cisco ISE は、認証結果に基づいて、ネットワークの特定のセグメントへのアクセスと、特定
のアプリケーションおよびサービスへのアクセスのいずれかまたは両方を、認証されたユー
ザに許可します。

複数の展開シナリオのサポート
Cisco ISE は企業インフラストラクチャ全体に展開することが可能で、802.1X 有線、無線、および
バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）がサポートされます。
Cisco ISE アーキテクチャでは、1 台のマシンがプライマリ ロール、もう 1 台の「バックアップ」
マシンがセカンダリ ロールとなる環境において、スタンドアロン展開と分散（別名「ハイアベイ
ラビリティ」または「冗長」）展開の両方がサポートされます。 Cisco ISE は、個別の設定可能な
ペルソナ、サービス、およびロールを特徴としており、これらを使用して、Cisco ISE サービスを
作成し、ネットワーク内の必要な箇所に適用できます。 これにより、フル機能を備え統合された
システムとして動作する包括的な Cisco ISE 展開が実現します。
Cisco ISE ノードは、1 つ以上の管理ペルソナ、モニタリング ペルソナ、およびポリシー サービス
ペルソナとして展開できます。各ペルソナは、ネットワーク ポリシー管理トポロジ内の異なる部
分で重要な役割を担います。 Cisco ISE を管理ペルソナとしてインストールすると、集中型ポータ
ルからネットワークを設定および管理することによって、効率と使いやすさを向上させることが
できます。
また、Cisco ISE プラットフォームをインライン ポスチャ ノードとして展開することによって、
ポリシーの適用を実施するとともに、Cisco ISE ポリシー管理を簡易化するために必要な機能がサ
ポートされない WLC や VPN コンセントレータを経由してユーザがネットワークにアクセスする
環境で、許可変更（CoA）要求を実行することもできます。

UCS ハードウェアのサポート
Cisco ISE 3300 シリーズ アプライアンスに加えて、Cisco ISE 1.2 は UCS C220 M3 ハードウェアを
サポートし、次のプラットフォームで使用できます。
• SNS-3415（小）
• SNS-3495（大）
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基本的なユーザ認証および許可
Cisco ISE のユーザ認証ポリシーを使用すると、パスワード認証プロトコル（PAP）、チャレンジ
ハンドシェイク認証プロトコル（CHAP）、保護拡張認証プロトコル（PEAP）、拡張認証プロト
コル（EAP）などのさまざまな標準認証プロトコルを使用して、多くのユーザ ログイン セッショ
ン タイプに対応した認証を提供できます。 Cisco ISE では、ユーザが認証を試みるネットワーク
デバイスで使用できるプロトコル、およびユーザ認証の検証元となる ID ソースが指定されます。
Cisco ISE では、許可ポリシーの範囲内で広範な可変要素が許可されるため、許可されたユーザの
みが、ネットワークにアクセスしたときに目的のリソースにアクセスできます。 Cisco ISE の最初
のリリースでは、RADIUS によって管理された、内部ネットワークとそのリソースへのアクセス
のみがサポートされます。
最も基本的なレベルにおいて、Cisco ISE では、802.1X、MAC 認証バイパス（MAB）、およびブ
ラウザベースの Web 認証ログインが、有線ネットワークと無線ネットワークの両方を介した基本
的なユーザ認証およびアクセスに対してサポートされます。 認証要求を受信すると、認証ポリ
シーの「外側部分」を使用して、要求の処理に使用できる一連のプロトコルが選択されます。 そ
の後、認証ポリシーの「内側部分」を使用して、要求の認証に使用する ID ソースが選択されま
す。 ID ソースは、特定の ID ストア、またはユーザが最終的な許可応答を受信するまでアクセス
可能な一連の ID を一覧表示する ID ストア順序で構成できます。
認証が成功すると、セッションフローは許可ポリシーに進みます。（認証が成功しなかった場合
でも Cisco ISE に許可ポリシーの処理を許可するオプションも提供されます）。Cisco ISE を使用
すると、「認証失敗」、「ユーザが見つからない」、および「プロセスの失敗」に対する動作を
設定できます。また、要求を拒否またはドロップ（応答は発行されません）するか、認証ポリシー
に進むかを判断することもできます。 Cisco ISE が許可の実行に進む場合、「NetworkAccess」ディ
クショナリの「AuthenicationStaus」属性を使用して、認証結果を許可ポリシーの一部として組み
込むことができます。
許可ポリシーの結果として、Cisco ISE によって割り当てられる許可プロファイルには、ネット
ワーク ポリシー適用デバイス上のトラフィック管理を指定する、ダウンロード可能 ACL が含ま
れる場合があります。 このダウンロード可能 ACL では、認証中に返される RADIUS 属性が指定
され、この属性により、Cisco ISE で認証されると付与されるユーザ アクセス権限が定義されま
す。

ポリシー セット
Cisco ISE では、認証ポリシーおよび許可ポリシーのセットをグループ化できるポリシー セットが
サポートされます。 認証および許可ルールのフラットなリストである基本的な認証および許可ポ
リシーモデルとは対照的に、ポリシーセットでは、設定、展開、およびトラブルシューティング
がより簡単になるように、組織の IT ビジネス事例をポリシー グループまたはサービス（VPN や
802.1x など）に論理的に定義できます。
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Common Access Card 機能のサポート
Cisco ISE は、米国の Common Access Card（CAC）認証デバイスを使用して、自身を認証する政府
ユーザをサポートします。 CAC とは、内蔵の電子チップに X.509 クライアント証明書が記録され
た身分証明バッジであり、この証明書によって、 米国国防総省（DoD）などの特定の 1 人の職員
が識別されます。 CAC によるアクセスには、カードを挿入し PIN を入力するカード リーダーが
必要です。 カードからの証明書が Windows の証明書ストアに転送されます。Windows の証明書ス
トアは、Cisco ISE などのローカル ブラウザで実行されているアプリケーションで使用可能です。
CAC カードを使用して認証を行うことの利点は、次のとおりです。
• Common Access Card X.509 証明書は、802.1X EAP-TLS 認証の ID ソースです。
• Common Access Card X.509 証明書は、Cisco ISE 管理に対する認証および許可用の ID ソース
でもあります。
Cisco ISE は、管理者ポータルへのログインのみをサポートします。 次のアクセス方法では、CAC
認証はサポートされません。
• Cisco ISE コマンドライン インターフェイスの管理に CAC 認証ログインは使用できません。
• 外部の REST API（モニタリングおよびトラブルシューティング）とエンドポイント保護サー
ビス API では、CAC 認証はサポートされません。
• ゲスト サービスとゲスト スポンサー管理からのアクセスでは、Cisco ISE 内での CAC 認証は
サポートされません。

クライアント ポスチャ評価
Cisco ISE を使用すると、適用されたネットワーク セキュリティ対策の適切さと効果を維持するた
めに、保護されたネットワークにアクセスする任意のクライアント マシンに対してセキュリティ
機能を検証し、そのメンテナンスを行うことができます。 Cisco ISE 管理者は、クライアント マ
シンで最新のセキュリティ設定またはアプリケーションを使用できるよう設計されたポスチャ ポ
リシーを使用することによって、どのクライアント マシンでも、企業ネットワークへのアクセス
について定義されたセキュリティ標準を満たし、その状態を継続することを保証できます。 ポス
チャコンプライアンスレポートによって、ユーザがログインしたとき、および定期的再評価が行
われるたびに、クライアント マシンのコンプライアンス レベルのスナップショットが Cisco ISE
に提供されます。
ポスチャ評価およびコンプライアンスは、Cisco ISE で提供される次のいずれかのエージェント タ
イプを使用して行われます。
• Cisco NAC Web Agent：ログイン時にユーザがシステムにインストールする一時的なエージェ
ントであり、ログイン セッションが終了すると、クライアント マシンには表示されなくな
ります。
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• Cisco NAC Agent：一度インストールすると、Windows または Mac OS X クライアント マシン
上で維持される永続的なエージェントであり、セキュリティ コンプライアンスに関するすべ
ての機能を実行できます。
• AnyConnect ISE Agent：Windows または Mac OS X クライアントにインストールできる永続的
なエージェントであり、ポスチャ コンプライアンス機能を実行します。

ゲストのネットワーク アクセス
ゲスト スポンサーとして Cisco ISE ゲスト登録ポータルへの適切なアクセスが付与されている Cisco
ISE 管理者および従業員は、一時的なゲスト ログイン アカウントを作成し、使用可能なネット
ワーク リソースを指定して、ゲスト、訪問者、請負業者、コンサルタント、顧客に、指定された
ネットワーク リソースおよびインターネットへの制限付きアクセスを許可することができます。
ゲスト アクセス セッションには有効期限タイマーが関連付けられるため、ゲスト アクセスを特
定の日付や期間に制限できます。
ゲスト ユーザ セッションのすべての側面（アカウントの作成と停止を含む）は追跡され、Cisco
ISE に記録されるため、必要に応じて監査情報を提供したり、セッション アクセスのトラブル
シューティングを行うことができます。

パーソナル デバイスのサポート
Cisco ISE では、従業員はラップトップ コンピュータ、携帯電話、タブレット、プリンタ、および
その他のネットワークデバイスなど、自分のパーソナルデバイスを企業ネットワークに接続する
ことができます。
これらのデバイスをサポートするとネットワークサービスおよびエンタープライズデータの保護
が難しくなるため、従業員とそれらのデバイスの両方をネットワーク アクセスに対して認証およ
び許可できるようにする必要があります。 Plus ライセンスの場合、Cisco ISE では、従業員が自分
のパーソナル デバイスを企業ネットワーク上でセキュアに使用するために必要なツールを提供し
ます。

Mobile Device Manager と Cisco ISE との相互運用性
モバイル デバイス管理（MDM）サーバはモバイル事業者、サービス プロバイダー、企業にわたっ
て展開されたモバイル デバイスの保護、モニタ、管理、およびサポートを行います。 MDM はエ
ンドポイントに対してポリシーを適用します。 これは、ネットワークを認識できないため、ユー
ザにデバイスの登録およびポリシーへの準拠を強制することはできません。 ISE は、MDM ポリ
シーに準拠するようデバイスに要求するポリシーを認識できるため、ユーザにデバイスを登録さ
せることができます。 ISE デバイス ポリシーで MDM を必要とし、デバイスが MDM に準拠して
いない場合、ISE はユーザを MDM オンボード ポータルにリダイレクトし、ネットワークにアク
セスするためにデバイスを更新するようユーザに求めます。 ISE では、MDM コンプライアンス
に従っていないユーザに対してインターネット アクセスのみを許可することもできます。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
8

インライン ポスチャ ノードを使用するワイヤレスおよび VPN トラフィック

インライン ポスチャ ノードを使用するワイヤレスおよび VPN トラ
フィック
インライン ポスチャ ノードは、Cisco ISE アクセス ポリシーを適用し、CoA 要求を処理するゲー
トキーパー ノードです。 （EAP/802.1X と RADIUS を使用した）初期認証後も、クライアント マ
シンはポスチャ評価を受ける必要があります。 ポスチャ評価プロセスは、クライアントのネット
ワークへのフルアクセス権を制限、拒否、または許可するかどうかによって決定されます。クラ
イアントが WLC または VPN デバイスを通じてネットワークにアクセスする場合、インライン ポ
スチャ ノードは、他のネットワーク デバイスが対応できないポリシー適用と CoA に対応します。
その結果、Cisco ISE を、ネットワーク上の他のネットワーク アクセス デバイス（WLC や VPN
コンセントレータなど）の背後にインライン ポスチャ ノードとして展開できます。

ネットワークのプロファイリングされたエンドポイント
プロファイラ サービスは、ネットワーク上にあるすべてのエンドポイントの機能（Cisco ISE では
ID とも呼ばれる）を、デバイス タイプにかかわらず識別、検索、および特定して、企業ネット
ワークへの適切なアクセスを保証および維持するのに役立ちます。 Cisco ISE プロファイラ機能で
は、さまざまなプローブを使用して、ネットワーク上にあるすべてのエンドポイントの属性を収
集し、それらを既知のエンドポイントが関連ポリシーおよび ID グループに従って分類されるプロ
ファイラ アナライザに渡します。
プロファイラ フィード サービスによって、管理者は、新規および更新されたエンドポイント プ
ロファイリング ポリシーや更新された OUI データベースを、指定された Cisco フィード サーバか
らの、サブスクリプションを介した Cisco ISE へのフィードとして取得できます。

Cisco pxGrid サービス
Cisco pxGrid を使用すると、Cisco ISE セッション ディレクトリからの状況依存情報を、ISE エコ
システムのパートナー システムなどの他のネットワーク システムや他のシスコ プラットフォー
ムと共有できます。 pxGrid フレームワークは、Cisco ISE とサード パーティのベンダー間でのタ
グおよびポリシー オブジェクトの共有のように、ノード間でのポリシーおよび設定データの交換
に使用できます。また、その他の情報交換にも使用できます。 pxGrid によって、サードパーティ
システムは適応型のネットワーク制御アクション（EPS）を呼び出し、ネットワークまたはセキュ
リティ イベントに応じてユーザ/デバイスを隔離できます。 タグ定義、値、および説明のような
TrustSec 情報は、TrustSec トピックを通して Cisco ISE から別のネットワークに渡すことができま
す。 完全修飾名（FQN）を持つエンドポイント プロファイルは、エンドポイント プロファイル
メタ トピックを通して Cisco ISE から他のネットワークに渡すことができます。 Cisco pxGrid は、
タグおよびエンドポイント プロファイルの一括ダウンロードもサポートしています。
ハイ アベイラビリティ設定で、Cisco pxGrid サーバは、プライマリ管理ノードを通してノード間
で情報を複製します。 プライマリ管理ノードがダウンすると、pxGrid サーバは、クライアントの
登録およびサブスクリプション処理を停止します。 pxGrid サーバのプライマリ管理ノードをアク
ティブにするには、手動で昇格する必要があります。
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Cisco ISE 認証局
Cisco ISE は、一元的なコンソールからエンドポイントのデジタル証明書を発行および管理して、
従業員が自分のパーソナル デバイスを使用して企業のネットワークに接続できるようにするネイ
ティブの認証局（CA）を提供します。 Cisco ISE CA は、スタンドアロンおよび下位の展開をサ
ポートします。

Active Directory マルチドメイン フォレストのサポート
Cisco ISE では、マルチドメイン フォレストの Active Directory がサポートされます。 Cisco ISE は
単一のドメインに接続しますが、Cisco ISE が接続されているドメインと他のドメイン間に信頼関
係が確立されている場合は、Active Directory フォレストの他のドメインからリソースにアクセス
できます。

SAnet デバイスのサポート
Cisco ISE は、セッション認識型ネットワーク（SAnet）が限定的にサポートされます。SAnet は、
可視性、認証、許可などのアクセス セッションの管理における一貫性と柔軟性を高める、スイッ
チのセッション管理フレームワークです。 SAnet は、デバイスだけでなく、ISE の両方によって
受け入れられる許可オブジェクトであるサービス テンプレートの概念を定義します。 このこと
は、デバイスに送信される前に属性のリストにマージされ、フラット化される RADIUS 許可属性
のコンテナである Cisco ISE 許可プロファイルと矛盾します。 同様に、SAnet サービス テンプレー
トも RADIUS 許可属性のコンテナですが、デバイスに送信する前にリストにフラット化されませ
ん。 代わりに、Cisco ISE はサービス テンプレートの名前を送信し、デバイスはキャッシュされ
たか、または静的に定義されたバージョンがまだない場合コンテンツ（RADIUS 属性）をダウン
ロードします。 さらに、サービス テンプレートの定義が変更された、つまり、RADIUS 属性が追
加、削除、または変更された場合、Cisco ISE はデバイスに CoA 通知を送信します。
Cisco ISE は、許可プロファイルを「サービス テンプレート」互換としてマークする特別なフラグ
を含む許可プロファイルとして、サービス テンプレートを実装します。 このように、許可プロ
ファイルでもあるサービス テンプレートは、SAnet 対応デバイスと同時にレガシー デバイスから
接続するセッションをサポートする単一のポリシー ステートメントで使用することができます。

複数のハードウェアおよび VMware プラットフォームへのインストー
ルのサポート
Cisco ISE は、さまざまなパフォーマンス上の特徴を備えた広い範囲の物理アプライアンスにあら
かじめインストールされた状態で提供されます。 Cisco Application Deployment Engine（ADE）と
Cisco ISE ソフトウェアは、専用の SNS-3400 シリーズ アプライアンスまたは VMware サーバ（Cisco
ISE VM）のいずれかで実行されます。 Cisco ISE ソフトウェア イメージでは、この専用プラット
フォームにその他のパッケージまたはアプリケーションをインストールできません。 Cisco ISE が
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本来備えている拡張性によってアプライアンスを展開に追加し、必要に応じてパフォーマンスと
復元力を向上させることができます。
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管理者ポータル
管理者ポータルは、さまざまなアイデンティティサービスを管理できる管理コンソールです。次
の図に、このポータルの主な要素を示します。
図 1：管理者ポータル

1

メニュー バー

さまざまな Cisco ISE オプションを表示、モニタ、および管理するため
のツールにアクセスします。
• [ホーム（Home）]：Cisco ISE ネットワークで実行されているすべ
てのサービスがリアルタイムで表示されるダッシュボードにアクセ
スします。
• [操作（Operations）]：リアルタイム アラームとライブ認証のモニ
タリング、レポートからの履歴データの問い合わせ、およびネット
ワーク サービスのトラブルシューティング用のツールにアクセス
します。
• [ポリシー（Policy）]：認証、許可、プロファイリング、ポスチャ、
クライアントプロビジョニングの領域でネットワークセキュリティ
を管理するためのツールにアクセスします。
• [管理（Administration）]：Cisco ISE ノード、ライセンス、証明書、
ネットワーク デバイス、ユーザ、エンドポイント、およびゲスト
サービスを管理するためのツールにアクセスします。
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2

右上のパネル

接続されている Cisco ISE ノードを表示します。 適切なオプションをク
リックして、アカウント情報を編集したり、ログアウトしたり、シスコ
にフィードバックを提供したりします。

3

検索

エンドポイントを検索し、プロファイル、障害、ID ストア、ロケーショ
ン、デバイス タイプ別にそれらの分布を表示します。

4

セットアップ アシ 基本設定を作成してネットワークの Cisco ISE 機能を示すために、ウィ
スタント
ザードにアクセスします。

5

状況依存ヘルプ

現在表示されているページのヘルプにアクセスします。

6

ヘルプ

完全な Cisco ISE オンライン ヘルプ システムおよび Task Navigator にア
クセスします。Task Navigator は、タスクが複数の画面にわたる手順を
移動するためのビジュアル ガイドを提供します。

7

通知

通知のサマリーを表示するには、このオプションにマウス カーソルを合
わせます。

Cisco ISE ダッシュボード
Cisco ISE ダッシュボードには、効果的なモニタリングおよびトラブルシューティングに必要不可
欠な、統合された相関性のあるライブ統計データが表示されます。 特に指定がない限り、ダッ
シュボード要素によってアクティビティは 24 時間表示されます。 次の図に、Cisco ISE ダッシュ
ボードで使用できる情報の一部を示します。
図 2：Cisco ISE ユーザ ダッシュボード
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1

ダッシュレット

ネットワークにアクセスするデバイスおよびユーザに関する統計情報の
要約を表示するダッシュボード要素。 一部のダッシュレットでは、シス
テム状態を示す色付きのアイコンがデバイス名の前に表示されます。
• 緑色 = 正常
• 黄色 = 警告
• 赤色 = 深刻
• 灰色 = 情報なし

2

スパークライン

長期にわたるトレンドを示します。

3

積み上げ棒グラフ

分割する要素として色を使用してパラメータの分布を表示するため、ど
こで 1 つのパラメータが終了して別のパラメータが始まるかがわかりま
す。 上位 10 個の分布のみが表示されます。 一般に、積み上げ棒グラフ
では、1 つのデータ測定と別のデータ測定間の境界ポイントを示すため
に色が使用されます。

4

メトリック メー
ター

ネットワークにアクセスするデバイスに関連する最も重要な統計情報を
要約します。 メトリック メーターによって、ネットワークの健全性と
パフォーマンスを一目で確認できます。 メトリック メーターの上に表
示される番号をクリックすると、そのデバイスに関する詳細情報を表示
できます。

セットアップ アシスタント
セットアップ アシスタントでは、ウィザード形式のインターフェイスの一連の質問に従って応答
を保持し、それらを使用して Cisco ISE を直接設定できます。 これにより、ネットワークの概念
実証として基本動作 Cisco ISE 設定をセットアップできます。 質問への回答は、認証、許可、プ
ロファイリング、ポスチャ、クライアントプロビジョニング、ゲストサービス、およびパーソナ
ル デバイスのサポートという、Cisco ISE 機能に影響します。

Cisco ISE ライセンスがセットアップ アシスタントに及ぼす影響
セットアップ アシスタント機能は、設定に適用した Cisco ISE ライセンスによって異なります。
Cisco ISE ライ
センス

ポリシー要件の識別

ネットワークアクセスサー ネットワークデバイスタ
ビスの設定
イプの選択

Basic

—

ポスチャ、エンドポイント —
プロファイリング、および
パーソナル デバイス オプ
ションが使用できません。
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Cisco ISE ライ
センス

ポリシー要件の識別

ネットワークアクセスサー ネットワークデバイスタ
ビスの設定
イプの選択

Advanced

有線 + モニタを選択す
る場合、次のページで
ゲストおよびポスチャ
の選択肢は無効です。

前のページで有線 + モニタ
を選択した場合、ゲストお
よびポスチャの選択肢は使
用できません。

ワイヤレスと有線 + モ
ニタを選択する場合、
次のページのゲストお
よびポスチャの選択肢
はワイヤレスのみ影響
します。
Wireless

最初のページで有線のみ
選択した場合、ワイヤレ
ス LAN コントローラ
（WLC）の情報は表示さ
れません。
最初のページでワイヤレ
スのみ選択した場合、ス
イッチ情報は表示されま
せん。

有線オプションは使用 —
できません。

スイッチ情報は表示され
ません。

セットアップ アシスタントの実行
Cisco ISE を初めて起動すると、セットアップ アシスタントを実行するように促されます。 実行
しないことを選択した場合は、後で再度実行できます。

はじめる前に
このタスクを実行するには、スーパー管理者である必要があります。セットアップアシスタント
は、スタンドアロンまたはプライマリ管理ノードでのみ実行できます。

手順
ステップ 1

管理者ポータルの右上隅の [セットアップ アシスタント（Setup Assistant）] をクリックします。

ステップ 2

画面の指示に従って、設定を完了します。

セットアップ アシスタントによる以前の設定の上書き
セットアップ アシスタントを実行するたびに、Cisco ISE によって以前の設定が上書きされること
が、次のように設定に重大な影響を与える場合があります。
• セットアップ アシスタントを使用しないで追加したものも含め、すべての認証、許可、クラ
イアント プロビジョニング、およびポスチャ ポリシーが削除され、置き換えられます。
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• ポリシー要素や Web ポータルのカスタマイズなどその他の設定は、新たに指定された値で上
書きされます。 オプション設定に対して入力しなかった場合、それらの設定はセットアップ
アシスタントによってデフォルト値にリセットされます。

セットアップ アシスタントのポリシー要件の特定ページ
有線か無線か
有線または無線接続をサポートするか、またはその両方をサポートするかを指定できます。 Cisco
ISE Wireless ライセンスを使用する場合、有線オプションは使用できません。
これらの選択は、Cisco ISE が作成するポリシー影響し、他に必要な対応が決まります。 たとえ
ば、有線を選択する場合、ネットワークが IP 電話をサポートするかどうかを指定できます。
有線接続をモニタリングするかどうか、またはコンプライアンスに基づいてネットワーク アクセ
スを強制する必要があるかどうかも示す必要があります。
• モニタによって、非準拠ログとレポートが生成されますが、ユーザやデバイスが定義済みポ
リシーに準拠することは要求されません。
モニタリング モードでは、ポスチャおよびゲスト ポリシーは無視されます。 モニタリング
モードの有線接続をサポートしている場合、セットアップ アシスタントは、無許可のコン
ピュータおよびゲスト アクセスを防ぐために、次ページのゲストおよびポスチャの選択を無
効にします。
有線および無線接続をサポートする場合、ゲストおよびポスチャ機能を有効にできますが、
これらの機能は無線接続にのみ適用されます。 無線接続は常に強制モードで実行されます。
• 強制では、定義済みポリシーに準拠することが要求されます。
保護されたサブネット
ゲストまたは非準拠のエンドポイントがアクセスできないサブネットを指定する必要があります。
この情報は、ダウンロード可能 ACL を作成する場合に使用されます。

セットアップ アシスタントのネットワーク アクセス サービスの設定ページ
ユーザ認証
これらのグループに属するユーザは、従業員としてネットワーク アクセス権を付与され、スポン
サー ポータルを使用してゲスト アカウントを作成することを許可されます。
• 内部ユーザ：内部ユーザを作成する場合、Cisco ISE は、入力した名前を使用して 1 人のユー
ザを作成し、デフォルトの従業員ユーザ ID グループと ALL_ACCOUNTS ユーザ ID グループ
にそのユーザを割り当てます。 これは、セットアップの完了後に、[管理（Administration）]
> [ID の管理（Identity Management）] > [ID（Identities）] > [ユーザ（Users）] ページで確認で
きます。
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セットアップ アシスタントはネットワークの機能を示すための基本的な Cisco ISE 設定だけ
を提供するので、それを使用して内部ユーザ データベースに追加ユーザをインポートするこ
とはできません セットアップ アシスタンスを完了した後に、管理者ポータルを使用して追
加の内部ユーザを追加できます。
• Active Directory：Active Directory ドメインに参加する場合、Cisco ISE は指定された AD ドメ
インを追加して、それに参加します。 ドメインへの参加後、Active Directory グループを選択
する必要があります。 このグループに属するすべてのユーザは、Dot1x を使用して認証さ
れ、スポンサー ポータルを使用してゲストを作成できます。 これは、セットアップの完了
後に、[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External
Identity Sources）] > [Active Directory] ページで確認できます。
ポスチャ コンプライアンス
セットアップ アシスタントを使用してポスチャを有効にすると、Cisco ISE は接続されたエンドポ
イント上のアンチスパイウェアおよびアンチウイルスの定義とインストールを確認します。
従業員とゲストのポスチャ コンプライアンスを評価するか、または評価および遵守するかを指定
する必要があります。
• 評価は、非準拠ユーザに関するレポートを生成しますが、それらの認証を許可します。
• 遵守では認証は行われません。
ネットワーク アクセス権を付与する前に非準拠のエンドポイントを修復サーバにリダイレクトす
るように Cisco ISE に強制する場合、プロキシ サーバの IP アドレスを入力します。
ポスチャ コンプライアンスを有効にした場合、Cisco ISE は次の内容を実行します。
• Cisco NAC Agent をダウンロードし、[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）] ページを更新します。
• [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [許可
（Authorization）] > [ダウンロード可能 ACL（Downloadable ACLs）] ページでダウンロード
可能 ACL を作成します。 セットアップ アシスタントで作成されたすべての DACL にはプレ
フィクス AutoGen が含まれます（AutoGen_DACL_PrePostureWired など）。
• [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [許可
（Authorization）] > [許可プロファイル（Authorization Profiles）] ページで許可プロファイル
を作成します。 セットアップ アシスタントで作成された許可プロファイルにはプレフィク
ス AutoGen が含まれます（AutoGen_profile_Byod_CWA など）。
• [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] > [許可
（Authorization）] > [単純条件（Simple Conditions）] および [ポリシー（Policy）] > [ポリシー
要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] > [許可（Authorization）] > [複合条件（Simple
Conditions）] ページで許可条件を作成します。 セットアップ アシスタントで作成された許可
条件にはプレフィクス AutoGen が含まれます（AutoGen_condition_Android_Devices または
AutoGen_condition_GuestWired など）。
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• [ポリシー（Policy）] > [クライアント プロビジョニング（Client Provisioning）] ページでクラ
イアント プロビジョニングを作成します。 セットアップ アシスタントで作成されたクライ
アント プロビジョニング ポリシーにはプレフィクス AutoGen が含まれます
（AutoGen_Provisioning など）。
• [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更新をダウンロードします。
• [ポリシー（Policy）] > [ポスチャ（Posture）] ページでポスチャ ポリシーを作成します。 セッ
トアップ アシスタントで作成されたポスチャ ポリシーにはプレフィクス AutoGen が含まれ
ます（AutoGen_Policy_Check_For_AS_Definition_Mac_Employee など）。
• [ポリシー（Policy）] > [許可（Authorization）] ページで許可ポリシーを作成します。 セット
アップ アシスタントで作成された許可ポリシーにはプレフィクス AutoGen が含まれます
（AutoGen_policy_Registered_Wireless_Devices など）。
• [ポリシー（Policy）] > [認証（Authentication）] ページで認証ポリシーを作成します。 セット
アップ アシスタントで作成された認証ポリシーにはプレフィクス AutoGen が含まれます
（AutoGen_AuthNPolicy_MAB など）。
エンドポイント プロファイリング
エンドポイント プロファイリングは、ネットワークに接続されているすべてのエンドポイントの
機能を検出、識別、および決定します。 エンドポイント プロファイリングを有効にした場合、
Cisco ISE は次の内容を実行します。
• [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）] > [ノードの編集（Edit
Node）] > [プロファイリング設定（Profiling Configuration）] ページで次のエンドポイント プ
ロファイリング機能を有効にします。
◦ DHCP
◦ RADIUS
◦ ネットワーク スキャン（NMAP）
◦ SNMP クエリーのプローブ
• [管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [ネットワーク デ
バイス（Network Devices）] ページで SNMP を設定します。
プロキシの設定
Cisco ISE は、エンドポイントのポスチャを評価し、ネットワークでパーソナル デバイスを許可す
るために必要なシスコ定義のポスチャ チェックおよびクライアント プロビジョニング リソース
をダウンロードするために、プロキシ サーバを使用します。 これらのプロキシ設定を設定する
と、Cisco ISE は [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [プロキシ
（Proxy）] ページで設定を更新します。
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ゲスト ユーザのサポート
ゲスト ユーザをサポートするには、スポンサー ユーザを作成する必要があります。 Cisco ISE は、
入力した名前を使用して 1 人のユーザを作成し、デフォルトの ALL_ACCOUNTS ユーザ ID グルー
プにそのユーザを割り当てます。それにより、ユーザはスポンサー ユーザとして定義されます。
これは、セットアップの完了後に、[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）]
> [ID（Identities）] > [ユーザ（Users）] ページで確認できます。
簡素化された URL を追加すると、Cisco ISE は [ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定
（Configure）] > [スポンサー ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] ページ上部の [ポータ
ル名（Portal Name）] 設定を更新します。
パーソナル デバイスのサポート
従業員がデバイス ポータルにアクセスするために使用する簡素化された URL を追加することが
できます。その場合、Cisco ISE は [管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > [デバイス（My Devices）] > [編集（Edit）] ページ上部の [ポータル名（Portal
Name）] 設定を更新します。
Web ポータルのカスタマイズ
スポンサー、ゲスト、およびデバイスポータルのカスタムロゴとして使用するイメージをアップ
ロードできます。 Cisco ISE も、適切なページにイメージをアップロードします。
• ゲスト ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータ
ル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）]。
• スポンサー ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー
ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）]。
• [管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal Management）] > [デバイス
（My Devices）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）]

セットアップ アシスタントのネットワーク デバイス タイプの選択ページ
スイッチおよびワイヤレス コントローラ
Cisco ISE は、[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [ネット
ワーク デバイス（Network Devices）] ページにスイッチおよびワイヤレス コントローラを追加し、
SNMP 設定を更新し、[認証設定（Authentication Settings）] オプションに RADIUS 共有秘密鍵を追
加します。
以前に行った選択によっては、スイッチおよびワイヤレス コントローラを設定する必要がありま
す。必要な設定の詳細を説明するサンプルネットワークトポロジを表示するには、[有線（Wired）]
または [ワイヤレス ネットワーク構成図（Wireless Network Diagram）] リンクをクリックします。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
21

リスト ページでのデータのフィルタリング

セットアップ アシスタントの選択内容の表示と確認ページ
選択内容の確認
問題のそれぞれに対する応答を確認できます。
ネットワーク デバイス設定
設定された各スイッチおよび WLC の設定の詳細が個別に表示されます。 Cisco ISE では、デバイ
ス上のこれらの設定を自動的には更新しません。 現在のデバイス設定を完全に置き換える場合
は、設定全体をコピー アンド ペーストします。 あるいは、必要な設定変更を加えた特定のセク
ションをコピーできます。 セットアップ アシスタント（Setup Assistant） > ネットワーク デバイ
ス設定の表示を選択することによって、セットアップ アシスタントの終了後に設定の最新コピー
にアクセスできます。
ISE の設定
[ISE の設定（ISE Configuration）] タブには、Cisco ISE に追加された各設定、ポリシー、プロファ
イル、DACL とネットワーク デバイスの詳細が表示されます。

リスト ページでのデータのフィルタリング
リスト ページには、表示された情報をフィルタリングおよびカスタマイズするためのツールが含
まれています。

リスト ページのデータ フィルタ
設定およびフィルタアイコンを使用して、リストページに表示される情報をカスタマイズおよび
フィルタリングできます。
図 3：データ フィルタの例

表示されるフィールド属性のカスタマイズ
リストページに表示されるフィールド属性をカスタマイズできます。使用可能なオプションおよ
びデフォルト オプションは、特定のリスト ページによって異なります。
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手順
ステップ 1

[設定（Settings）] アイコンをクリックし、[カラム（Columns）] を選択します。

ステップ 2

追加または削除する項目を選択します。 選択した項目の横にチェックマークが表示されます。

ステップ 3

[閉じる（Close）] をクリックします。

クイック フィルタを使用したフィールド属性によるデータのフィルタリング
クイックフィルタを使用して、リストページに表示されるフィールド属性の値を入力し、ページ
をリフレッシュすることで、フィルタ基準に一致するレコードのみを一覧表示できます。

手順
ステップ 1

[表示（Show）] ドロップダウン リストをクリックし、[クイック フィルタ（Quick Filter）] を選択
します。

ステップ 2

属性フィールドの 1 つ以上に検索条件を入力すると、指定した属性に一致するエントリが自動的
に表示されます。

拡張フィルタを使用した条件によるデータのフィルタリング
拡張フィルタを使用して、指定した条件（名 = Mike、ユーザ グループ = 従業員など）に基づいて
情報をフィルタリングできます。 複数の条件を指定できます。

手順
ステップ 1

[表示（Show）] ドロップダウン リストをクリックし、[拡張フィルタ（Advanced Filter）] を選択
します。

ステップ 2

[フィルタ（Filter）] メニューから検索および検索属性（フィールド、演算子、値など）を指定し
ます。

ステップ 3

[+] をクリックして、その他の条件を追加します。

ステップ 4

[実行（Go）] をクリックして、指定された属性に一致するエントリを表示します。
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カスタム フィルタの作成
カスタム フィルタを作成および保存し、プリセット フィルタでフィルタ条件を変更できます。
カスタム フィルタは Cisco ISE データベースに保存されません。 カスタム フィルタにアクセスす
るには、そのフィルタの作成に使用した同じコンピュータおよびブラウザを使用する必要があり
ます。

手順
ステップ 1

[表示（Show）] ドロップダウン リストをクリックし、[拡張フィルタ（Advanced Filter）] を選択
します。

ステップ 2

[フィルタ（Filter）] メニューからフィールド、演算子、値などの検索属性を指定します。

ステップ 3

[+] をクリックして、その他の条件を追加します。

ステップ 4

[実行（Go）] をクリックして、指定された属性に一致するエントリを表示します。

ステップ 5

[保存（Save）] アイコンをクリックしてフィルタを保存します。

ステップ 6

名前を入力し、[Save（保存）] をクリックします。 フィルタが [表示（Show）] ドロップダウン
リストに表示されます。

Cisco ISE 国際化およびローカリゼーション
Cisco ISE 国際化では、サポートされる言語にユーザ インターフェイスを合わせます。 ユーザ イ
ンターフェイスのローカリゼーションでは、ロケール固有のコンポーネントおよび翻訳されたテ
キストが組み込まれます。
Cisco ISE の国際化およびローカリゼーションのサポートでは、ポータルに接するエンドユーザに
対して UTF-8 符号化で英語以外のテキストをサポートすること、および管理者ポータルの選択的
フィールドに重点を置いています。

サポートされる言語
Cisco ISE では、次の言語とブラウザ ロケールのローカリゼーションおよび国際化がサポートされ
ます。
言語

ブラウザ ロケール

中国語（繁体字）

zh-tw

中国語（簡体字）

zh-cn

チェコ語

cs-cz
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言語

ブラウザ ロケール

オランダ語

nl-nl

英語

en

フランス語

fr-fr

ドイツ語

de-de

ハンガリー語

hu-hu

イタリア語

it-it

日本語

ja-jp

韓国語

ko-kr

ポーランド語

pl-pl

ポルトガル語（ブラジル）

pt-br

ロシア語

ru-ru

スペイン語

es-es

エンドユーザ Web ポータルのローカリゼーション
ゲスト、スポンサー、デバイスおよびクライアント プロビジョニングの各ポータルは、サポート
されているすべての言語およびロケールにローカライズされています。 ローカライズには、テキ
スト ラベル、メッセージ、フィールド名およびボタン ラベルが含まれます。 クライアント ブラ
ウザが Cisco ISE テンプレートにマッピングされていないロケールを要求した場合、ポータルは英
語のテンプレートを使用して内容を表示します。
管理者ポータルを使用して、各言語のゲスト、スポンサー、デバイスの各ポータルで使用される
フィールドを個別に変更できます。また、言語を追加することも可能です。 現在、クライアント
プロビジョニング ポータルについては、これらのフィールドはカスタマイズできません。
HTML ページを Cisco ISE にアップロードすることによって、ゲスト ポータルを詳細にカスタマ
イズできます。 カスタマイズしたページをアップロードする場合は、展開に対する適切なローカ
リゼーション サポートに責任を負います。 Cisco ISE では、サンプル HTML ページを含むローカ
リゼーション サポート例が提供されており、これをガイドとして使用できます。 Cisco ISE には、
国際化されたカスタム HTML ページをアップロード、格納、および表示する機能があります。
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（注）

NAC および MAC エージェントのインストーラおよび WebAgent ページはローカライズされて
いません。

UTF-8 文字データ エントリのサポート
エンドユーザに（Cisco NAC Agent またはサプリカント、あるいはスポンサー、ゲスト、デバイ
ス、クライアント プロビジョニングの各ポータルを介して）公開される Cisco ISE フィールドは、
すべての言語の UTF-8 文字セットをサポートします。 UTF-8 は、Unicode 文字セット用のマルチ
バイト文字エンコーディングであり、ヘブライ語、サンスクリット語、アラビア語など、多数の
異なる言語文字セットがあります。
文字の値は、管理設定データベースに UTF-8 で格納され、UTF-8 文字はレポートおよびユーザ イ
ンターフェイス コンポーネントで正しく表示されます。

UTF-8 クレデンシャル認証
ネットワーク アクセス認証では、UTF-8 ユーザ名およびパスワードのクレデンシャルがサポート
されます。 これには、RADIUS、EAP、RADIUS プロキシ、RADIUS トークン、ゲストおよび管
理ポータルのログイン認証からの Web 認証が含まれます。 ユーザ名とパスワードの UTF-8 サポー
トは、ローカル ID ストアおよび外部 ID ストアに対する認証に適用されます。
UTF-8 認証は、ネットワーク ログインに使用されるクライアント サプリカントに依存します。
一部の Windows ネイティブ サプリカントでは、UTF-8 クレデンシャルはサポートされません。
Windows ネイティブ サプリカントで問題が生じた場合は、次の Windows ホットフィックスが役立
つ場合があります。
• http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;957218
• http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;957424

（注）

RSA では UTF-8 ユーザはサポートされないため、RSA を使用した UTF-8 認証
はサポートされません。 同様に、Cisco ISE 1.2 と互換性がある RSA サーバで
も UTF-8 はサポートされません。

UTF-8 ポリシーおよびポスチャ評価
属性値に基づいて決定される Cisco ISE のポリシー ルールに、UTF-8 テキストが含まれている場
合があります。 UTF-8 属性値はルール評価でサポートされます。 また、管理ポータルで UTF-8 の
値を使用して条件を設定できます。
ポスチャ要件を、UTF-8 文字セットに基づくファイル、アプリケーション、およびサービス条件
として変更できます。 これには、UTF-8 要件の値を NAC エージェントに送信することが含まれ
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ます。 NAC エージェントはそれに応じてエンドポイントを評価し、UTF-8 の値を報告します（該
当する場合）。

Cisco NAC および MAC エージェントの UTF-8 サポート
Cisco NAC Agent では、テキスト、メッセージ、および Cisco ISE と交換される任意の UTF-8 デー
タの国際化がサポートされます。 これには、要件メッセージ、要件名、および条件で使用される
ファイル名およびプロセス名が含まれます。
次の制限が適用されます。
• UTF-8 サポートは、Windows ベースの NAC エージェントにのみ適用されます。
• Cisco NAC および MAC エージェントのインターフェイスでは、現在、ローカリゼーション
はサポートされていません。
• WebAgent では、UTF-8 ベースのルールおよび要件はサポートされません。
• 利用規定（AUP）が設定されている場合は、ブラウザ ロケールと設定で指定された言語セッ
トに基づいて、ポリシーのページがクライアント側で提供されます。 ローカライズされた
AUP バンドルまたはサイト URL の提供は、ユーザの責任です。

サプリカントに送信されるメッセージの UTF-8 サポート
RSA プロンプトおよびメッセージは、RADIUS 属性 REPLY-MESSAGE を使用して、または EAP
データ内で、サプリカントに転送されます。 テキストに UTF-8 データが含まれている場合は、サ
プリカントによって、クライアントのローカルオペレーティングシステムの言語サポートに基づ
いて表示されます。 一部の Windows ネイティブ サプリカントでは、UTF-8 クレデンシャルはサ
ポートされません。
Cisco ISE プロンプトおよびメッセージは、サプリカントが実行されているクライアントのオペ
レーティングシステムのロケールと同期していない場合があります。エンドユーザのサプリカン
トのロケールを Cisco ISE によってサポートされている言語に合わせる必要があります。

レポートおよびアラートの UTF-8 サポート
モニタリングおよびトラブルシューティングのレポートおよびアラートでは、Cisco ISE でサポー
トされる言語について、次のように関連属性の UTF-8 の値がサポートされます。
• ライブ認証の表示
• レポート レコードの詳細ページの表示
• レポートのエクスポートと保存
• Cisco ISE ダッシュボードの表示
• アラート情報の表示
• tcpdump データの表示
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ポータルでの UTF-8 文字のサポート
Cisco ISE フィールド（UTF-8）では、ポータルおよびエンドユーザ メッセージでローカリゼー
ション用に現在サポートされているよりも、多くの文字セットがサポートされます。 たとえば、
Cisco ISE では、ヘブライ語やアラビア語などの右から左へ記述する言語はサポートされていませ
ん（文字セット自体はサポートされています）。
次の表に、データの入力および表示に UTF-8 文字をサポートする管理者ポータルおよびエンド
ユーザ ポータルのフィールドを示します。次の制限があります。
• Cisco ISE では、UTF-8 文字を使用した管理者パスワードはサポートしません。
• Cisco ISE では、証明書で UTF-8 文字を使用することはできません。
表 2：管理者ポータルの UTF-8 文字フィールド

管理者ポータル要素
ネットワーク アクセスのユーザ
設定

UTF-8 フィールド
• ユーザ名（User name）
• 名（First name）
• 姓（Last name）
• 電子メール（e-mail）

ユーザ リスト

• すべてのフィルタ フィールド
• [ユーザ リスト（User List）] ページに表示される値
• 左側のナビゲーション クイック ビューに表示される値
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管理者ポータル要素
ユーザ パスワード ポリシー

UTF-8 フィールド
• [詳細設定（Advanced）] > [パスワード（Password）] への
文字入力は不可
言語の中には大文字または小文字のアルファベットがないも
のがあります。 ユーザ パスワード ポリシーでユーザに大文字
または小文字でパスワードを入力することを求め、ユーザの
言語がこれらの文字をサポートしていない場合、ユーザはパ
スワードを設定できません。 ユーザ パスワード フィールドで
UTF-8 文字をサポートするには、ユーザ パスワード ポリシー
ページ（[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity
Management）] > [設定（Settings）] > [ユーザ パスワード ポリ
シー（User Password Policy）]）で次のオプションをオフにす
る必要があります。
• 小文字の英文字（Lowercase alphabetic characters）
• 大文字の英文字（Uppercase alphabetic characters）

管理者リスト

• すべてのフィルタ フィールド
• [管理者リスト（Administrator List）] ページに表示される
値
• 左側のナビゲーション クイック ビューに表示される値

管理者ログイン ページ

RSA

• ユーザ名（User name）

• メッセージ
• プロンプト

RADIUS トークン

ポスチャ要件

• [認証（Authentication）] タブ > [プロンプト（Prompt）]

• 名前
• [修復アクション（Remediation action）] > [エージェント
ユーザに表示されるメッセージ（Message shown to Agent
User）]
• 要件リスト表示
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管理者ポータル要素
ポスチャ条件

UTF-8 フィールド
• [ファイル条件（File condition）] > [ファイル パス（File
path）]
• [アプリケーション条件（Application condition）] > [プロ
セス名（Process name）]
• [サービス条件（Service condition）] > [サービス名（Service
name）]
• 条件リスト表示

ゲストおよびデバイスの設定

• [スポンサー（Sponsor）] > [言語テンプレート（Language
Template）]：サポートされているすべての言語、すべて
のフィールド
• [ゲスト（Guest）] > [言語テンプレート（Language
Template）]：サポートされているすべての言語、すべて
のフィールド
• [デバイス（My Devices）] > [言語テンプレート（Language
Template）]：サポートされているすべての言語、すべて
のフィールド

システム設定

• [SMTP サーバ（SMTP Server）] > [デフォルトの電子メー
ル アドレス（Default e-mail address）]

[操作（Operations）] > [アラーム
（Alarms）] > [ルール（Rule）]

• [基準（Criteria）] > [ユーザ（User）]
• [通知（Notification）] > [電子メール通知ユーザ リスト
（e-mail Notification user list）]

[操作（Operations）] > [レポート
（Reports）]

• [操作（Operations）] > [ライブ認証（Live Authentications）]
> フィルタ フィールド
• [操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [カタログ
（Catalog）] > レポート フィルタ フィールド

[操作（Operations）] > [トラブル
シューティング（Troubleshoot）]
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• [一般ツール（General Tools）] > [RADIUS 認証トラブル
シューティング（RADIUS Authentication Troubleshooting）]
> [ユーザ名（Username）]

Cisco ISE 国際化およびローカリゼーション

管理者ポータル要素
ポリシー

UTF-8 フィールド
• [認証（Authentication）] > ポリシー条件内での av 式の値
• [許可（Authorization）]/[ポスチャ（Posture）]/[クライア
ント プロビジョニング（Client Provisioning）] > [その他
の条件（Other Conditions）] > ポリシー条件内での av 式
の値

ポリシー ライブラリ条件の属性
値

• [認証（Authentication）] > [単純条件/複合条件（Simple
Condition/Compound Condition）] > av 式の値
• [認証（Authentication）] > 単純条件リスト表示
• [認証（Authentication）] > 単純条件リスト > 左のナビゲー
ション クイック ビュー表示
• [許可（Authorization）] > [単純条件/複合条件（Simple
Condition/Compound Condition）] > av 式の値
• [許可（Authorization）] > 単純条件リスト > 左のナビゲー
ション クイック ビュー表示
• [ポスチャ（Posture）] > [ディクショナリ単純条件/ディク
ショナリ複合条件（Dictionary Simple Condition/Dictionary
Compound Condition）] > av 式の値
• [ゲスト（Guest）] > [単純条件/複合条件（Simple
Condition/Compound Condition）] > av 式の値

ユーザ インターフェイス外での UTF-8 サポート
この項では、Cisco ISE ユーザ インターフェイス外で UTF-8 がサポートされる領域について説明
します。
デバッグ ログおよび CLI 関連の UTF-8 サポート
一部のデバッグ ログには、属性値およびポスチャ条件の詳細が表示されます。そのため、すべて
のデバッグ ログで UTF-8 の値が受け入れられます。 raw UTF-8 データを含むデバッグ ログをダウ
ンロードして、UTF-8 対応ビューアで表示できます。
ACS 移行の UTF-8 サポート
Cisco ISE では、ACS UTF-8 設定オブジェクトおよび値の移行が可能です。 一部の UTF-8 オブジェ
クトの移行は、Cisco ISE UTF-8 言語でサポートされない場合があります。そのため、移行中に提
供される UTF-8 データの一部は、管理ポータルまたはレポート方式を使用して読み取れない表示
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になる場合があります。 （ACS から移行された）読み取り不可能な UTF-8 値は ASCII テキスト
に変換する必要があります。

UTF-8 の値のインポートおよびエクスポートのサポート
管理者ポータルおよびスポンサーポータルは、ユーザアカウントの詳細をインポートするときに
使用される UTF-8 値のプレーン テキストおよび .csv ファイルをサポートします。 エクスポート
されたファイルは csv ファイルとして提供されます。

REST での UTF-8 サポート
UTF-8 の値は、外部 REST 通信でサポートされます。 これは、admin 認証を除き、Cisco ISE ユー
ザ インターフェイスの UTF-8 がサポートされる設定可能項目に適用されます。 REST での admin
認証には、ログインのために ASCII テキスト クレデンシャルが必要です。

ID ストアの許可データの UTF-8 サポート
Cisco ISE では、Active Directory および LDAP がポリシー処理のために許可ポリシーで UTF- 8 デー
タを使用できます。

MAC アドレスの正規化
ISE 1.3 は次のいずれかの形式で入力された MAC アドレスの正規化をサポートします。
• 00-11-22-33-44-55
• 0011.2233.4455
• 00:11:22:33:44:55
• 001122334455
• 001122-334455
次の ISE ウィンドウでは、完全または部分的な MAC アドレスを指定できます。
• [ポリシー（Policy）] > [許可（Authorization）]
• [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] > [許可
（Authorization）]
• [認証（Authentications）] > [フィルタ（Filters）]（エンドポイント カラムおよび ID カラム）
• [グローバル検索（Global Search）]
• [操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [レポート フィルタ（Reports Filters）]
• [操作（Operations）] > [診断ツール（Diagnostic Tools）] > [一般ツール（General Tools）] > [エ
ンドポイントのデバッグ（Endpoint Debug）]
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次の ISE ウィンドウでは、完全な MAC アドレスを指定する必要があります（「:」または「-」ま
たは「.」で区切られた 6 オクテット）。
• [操作（Operations）] > [エンドポイント保護サービス（Endpoint protection service）]
• [操作（Operations）] > [トラブルシューティング（Troubleshooting）] > [診断ツール（Diagnostic
Tools）] > [一般ツール（General Tools）] > [RADIUS 認証トラブルシューティング（RADIUS
Authentication Troubleshooting）]
• [操作（Operations）] > [トラブルシューティング（Troubleshooting）] > [診断ツール（Diagnostic
Tools）] > [一般ツール（General Tools）] > [ポスチャのトラブルシューティング（Posture
Troubleshooting）]
• [管理（Administration）] > [ID（Identities）] > [エンドポイント（Endpoints）]
• [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）]
• [管理（Administration）] > [ロギング（Logging）] > [収集フィルタ（Collection Filter）]
REST API でも、完全な MAC アドレスの正規化がサポートされます。
有効なオクテットには 0 ～ 9、a ～ f、または A ～ F のみ含めることができます。

ロールベース アクセス コントロール ポリシーによって制限されてい
る管理者機能
Cisco ISE では、管理権限を制限することでセキュリティを確保するロールベース アクセス コン
トロール（RBAC）ポリシーが提供されます。 RBAC ポリシーは、ロールおよび権限を定義する
ためにデフォルトの管理者グループに関連付けられています。 標準的な権限セット（メニューお
よびデータ アクセス）が、事前定義された管理者グループそれぞれとペアになっており、それに
よって、関連付けられたロールおよび職務機能と整合性がとられています。
ユーザインターフェイスにある一部の機能には、使用するために特定の権限が必要です。ある機
能が使用できない場合、または特定のタスクの実行が許可されない場合、その機能を利用するタ
スクを実行するのに必要な権限が自分の管理者グループにない場合があります。
アクセス レベルに関係なく、すべての管理者アカウントは、管理者がアクセスできるすべての
ページの、権限を持つオブジェクトを変更または削除できます。 読み取り専用機能は、いずれの
管理者アクセスにも使用できません。
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Cisco ISE 分散展開
複数の Cisco ISE ノードがある展開は、分散展開と呼ばれます。 フェールオーバーをサポートし、
パフォーマンスを改善するために、展開に複数の Cisco ISE ノードを分散方式でセットアップでき
ます。 Cisco ISE の分散展開では、管理およびモニタリング アクティビティは一元化され、処理
はポリシー サービス ノード間で分配されます。 パフォーマンスのニーズに応じて、展開の規模
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を変更できます。 展開の各 Cisco ISE ノードは、管理、ポリシー サービス、およびモニタリング
のペルソナのいずれかを担当することができます。 インライン ポスチャ ノードは、その専門的
な特性のため、他のいずれのペルソナも担当することができません。 インライン ポスチャ ノー
ドは、専用ノードである必要があります。

Cisco ISE 展開の用語
次の用語は Cisco ISE 展開シナリオの説明に一般に使用されるものです。
• サービス：サービスは、ネットワーク アクセス、プロファイラ、ポスチャ、セキュリティ
グループ アクセス、モニタリング、トラブルシューティングなどの、ペルソナが提供する固
有の機能です。
• ノード：Cisco ISE ソフトウェアを実行する個別インスタンスです。 Cisco ISE はアプライア
ンスとして使用でき、VMware で実行できるソフトウェアとしても使用できます。 Cisco ISE
ソフトウェアを実行する各インスタンス、アプライアンス、または VMware はノードと呼ば
れます。
• ペルソナ：ノードのペルソナによって、そのノードが提供するサービスが決まります。 Cisco
ISE ノードは、管理、ポリシー サービス、モニタリング、インライン ポスチャのペルソナの
いずれかを担当できます。 Cisco ISE ノードは、管理、ポリシー サービス、およびモニタリ
ングのペルソナを担当できます。 インライン ポスチャ ペルソナは、専用 Cisco ISE ノードを
必要とします。 管理者ポータルで使用できるメニュー オプションは、Cisco ISE ノードが担
当するロールおよびペルソナによって異なります。
• 展開モデル：展開が分散か、スタンドアロンか、スタンドアロンのハイ アベイラビリティ
（基本的な 2 ノード構成）かを決定します。

分散 Cisco ISE 展開のペルソナ
Cisco ISE ノードは、管理ペルソナ、ポリシー サービス ペルソナ、モニタリング ペルソナ、また
はインライン ポスチャ ペルソナを担当することができます。
Cisco ISE ノードは担当するペルソナに基づき、各種のサービスを提供できます。 展開の各ノード
は、インライン ポスチャ ノードを除き、管理、ポリシー サービス、およびモニタリングのペル
ソナのいずれかを担当することができます。 分散展開では、ネットワーク上で次の組み合わせの
ノードを使用できます。
• ハイ アベイラビリティ用のプライマリ管理ノードとセカンダリ管理ノード
• 自動フェールオーバー用の 1 組のモニタリング ノード
• セッション フェールオーバー用の 1 つ以上のポリシー サービス ノード
• ハイ アベイラビリティを実現する 1 組のインライン ポスチャ ノード
DNS に ISE ホスト名の正規名（CNAME）レコードを追加する必要があります。 Cisco ISE ノード
ごとに、A レコードとともに CNAME RR を作成するようにします。 CNAME レコードが作成さ
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れていない場合、「CNAME <ノードのホスト名> の DNS 解決に失敗しました（DNS Resolution
failed for CNAME <hostname of the node>）」というアラームが発生することがあります。

管理ノード
管理ペルソナの Cisco ISE ノードは、Cisco ISE のすべての管理操作を実行することができます。
認証、許可、監査などの機能に関連したすべてのシステム関連設定を処理します。 分散環境で
は、1 つのノードのみ、または最大 2 つのノードで管理ペルソナを実行できます。 管理ペルソナ
は、スタンドアロン、プライマリ、またはセカンダリのロールのいずれかを担当できます。

管理ノードのハイ アベイラビリティ
ハイ アベイラビリティ構成では、プライマリ管理ノードがアクティブ状態になり、すべての設定
変更がそのノードに対して行われます。 セカンダリ管理ノードはスタンバイ状態になり、プライ
マリ管理ノードからすべての設定更新を受信します。 そのため、プライマリ管理ノードの設定の
完全なコピーが常に存在することになります。
プライマリ管理ノードがダウンした場合は、セカンダリ管理ノードのユーザ インターフェイスに
ログインし、手動でセカンダリ管理ノードを昇格する必要があります。 管理ペルソナには自動
フェールオーバーがありません。
プライマリ管理ノードがダウンした場合、スポンサーは新しいゲスト アカウントを作成できませ
ん。 その間、ゲスト ポータルおよびスポンサー ポータルは、それぞれすでに作成されているゲ
ストおよびスポンサーへの読み取り専用アクセスを提供します。 また、プライマリ管理ノードが
オフラインになる前にスポンサー ポータルにログインしなかったスポンサーは、セカンダリ管理
ノードが昇格されるか、プライマリ管理ノードが使用可能になるまで、スポンサー ポータルにロ
グインできません。
分散セットアップでは、少なくとも 1 つのノードで管理ペルソナを担当する必要があります。
次の表に、機能のセットと、PAN がダウンしたときにそれらが使用可能かどうかを示します。
機能

PAN ダウン時に使用可能か（はい/いいえ）

既存の内部ユーザの RADIUS 認証

はい

既存または新しい AD ユーザの RADIUS 認証

はい

プロファイル変更がない既存のエンドポイント はい
プロファイル変更がある既存のエンドポイント はい
プロファイリングで学習した新しいエンドポイ はい
ント
既存のゲスト：LWA

はい

既存のゲスト：CWA

はい
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機能

PAN ダウン時に使用可能か（はい/いいえ）

ゲストのパスワード変更

いいえ（ゲストは古いパスワードでログインす
る必要がある）

ゲスト：AUP

はい

ゲスト：ログイン失敗の最大回数の適用

いいえ

新しいゲスト（Sponsored-Guest またはアカウン いいえ
ト登録）
ポスチャ

はい

新しいデバイスの登録

いいえ

登録済みの既存のデバイス

はい

pxGrid サービス

いいえ

ポリシー サービス ノード
ポリシー サービス ペルソナの Cisco ISE ノードは、ネットワーク アクセス、ポスチャ、ゲスト ア
クセス、クライアント プロビジョニング、およびプロファイリング サービスを提供します。 こ
のペルソナはポリシーを評価し、すべての決定を行います。 複数のノードがこのペルソナを担当
できます。 通常、1 つの分散展開に複数のポリシー サービス ノードが存在します。 ロード バラ
ンサの背後に存在するポリシー サービス ノードはすべて、グループ化してノード グループを形
成することができます。ノードグループのいずれかのノードで障害が発生した場合に、その他の
ノードは障害を検出し、保留中のすべてのセッションをリセットします。
分散セットアップでは、少なくとも 1 つのノードでポリシー サービス ペルソナを担当する必要が
あります。

ポリシー サービス ノードのハイ アベイラビリティ
分散展開では、要求を均等に分散するためにロード バランサの背後に複数のポリシー サービス
ノードを配置することがあります。ロードバランサは、その背後にある機能ノードに要求を分散
します。 また、ノード障害を検出し、障害が発生したノードで保留状態のセッションをリセット
するために、2 つ以上のポリシー サービス ノードを同じノード グループに配置できます。 ノー
ドグループに属しているノードがダウンすると、同じノードグループの別のノードが、障害が発
生したノードの保留セッションに関する許可変更（CoA）を発行します。
セッションは、許可されている場合は保留状態になりますが、ポスチャ評価は完了しません。
ノード グループを使用せずに分散展開を設定することは可能ですが、障害が発生したポリシー
サービス ノードの保留状態のセッションは自動的にはリセットされません。
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同じノード グループ内のすべてのノードを、ネットワーク アクセス デバイス（NAD）で RADIUS
サーバおよびクライアントとして設定する必要があります。これは、それらすべてのノードで、
ノード グループ内の任意のノードに対して、その NAD を介して確立されたセッションに関する
CoA 要求を発行できるためです。 ノード グループ内のノードは、NAD で設定されている RADIUS
サーバおよびクライアントと同じであるか、またはこれらのサブセットである必要があります。
これらのノードは RADIUS サーバとしても設定できます。
多数の ISE ノード（RADIUS サーバおよび動的許可クライアントとして）を持つ単一の NAD を設
定できますが、すべてのノードが同じノード グループに属している必要はありません。

ポリシー サービス ノードでのセッション フェールオーバー
複数のアクティブ セッションがあるポリシー サービス ノードがダウンすると、エンドポイント
が中間状態となります。 ポスチャ エージェントが通信していたポリシー サービス ノードのダウ
ンを検出した場合でも、許可を再開することはできません。
ポリシー サービス ノードがノード グループに属している場合は、ノード グループ内のノード間
でハートビートメッセージが交換され、ノードの障害が検出されます。ノードに障害が発生した
場合、ノード グループのピアの 1 つによって、障害が発生したノードのアクティブ セッションが
検知され、それらのセッションへの接続を解除するための CoA が発行されます。
その結果、RADIUS ロード バランシングを使用して、使用可能な別のポリシー サービス ノード
によって、セッションが処理されます。セッションフェールオーバーでは、ダウンしたポリシー
サービス ノードから使用可能なポリシー サービス ノードにセッションが自動的に移動しません
が、セッションを移動するための CoA が発行されます。

ポリシー サービス ノードの障害による認証の失敗
分散展開のポリシー サービス ノードは、マシン アクセス制限（MAR）キャッシュを相互に共有
しません。 たとえば、クライアント マシンが、失敗したポリシー サービス ノードの 1 つで認証
されている場合、展開の別のポリシー サービス ノードによってユーザ認証が処理されます。 た
だし、2 番目のポリシー サービス ノードでは、その MAR キャッシュにホスト認証情報がないた
め、ユーザ認証に失敗します。

ポリシー サービス ノード グループ内のノード数
ノード グループに含めることができるノードの数は、展開要件によって異なります。 ノード グ
ループを使用すると、確実に、ノードの障害が検出され、許可されたがポスチャされていないセッ
ションに関する CoA がピアによって発行されます。 ノード グループのサイズはあまり大きくす
る必要はありません。
ノード グループのサイズが増加すると、ノード間で交換されるメッセージおよびハートビートの
数が大幅に増加します。 その結果、トラフィックも増加します。 ノード グループ内のノードの
数を少なくすることで、トラフィックを削減でき、同時にポリシーサービスノードの障害を検出
するのに十分な冗長性が提供されます。
1 つのノード グループ クラスタに最大 10 個のポリシー サービス ノードを設定できます。
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モニタリング ノード
モニタリング ペルソナの機能を持つ Cisco ISE ノードがログ コレクタとして動作し、ネットワー
ク内のすべての管理およびポリシー サービス ノードからのログ メッセージを保存します。 この
ペルソナは、ネットワークとリソースを効果的に管理するために使用できる高度なモニタリング
およびトラブルシューティングツールを提供します。このペルソナのノードは、収集するデータ
を集約して関連付けて、意味のある情報をレポートの形で提供します。
Cisco ISE では、プライマリ ロールまたはセカンダリ ロールを担うことができるこのペルソナを
持つノードを最大 2 つ使用してハイ アベイラビリティを実現できます。 プライマリ モニタリン
グ ノードおよびセカンダリ モニタリング ノードの両方で、ログ メッセージを収集します。 プラ
イマリ モニタリング ノードがダウンした場合は、セカンダリ モニタリング ノードが自動的にプ
ライマリ モニタリング ノードになります。
分散セットアップでは、少なくとも 1 つのノードでモニタリング ペルソナを担当する必要があり
ます。 同じ Cisco ISE ノードで、モニタリング ペルソナとポリシー サービス ペルソナを有効にし
ないことを推奨します。 最適なパフォーマンスを実現するために、ノードをモニタリング専用と
することを推奨します。
[モニタリング（Monitoring）] メニューには、展開内のプライマリ管理ノードおよびプライマリ
モニタリング ノードからアクセスできます。

モニタリング ノードでの自動フェールオーバー
モニタリング ノードでは真の意味でハイ アベイラビリティがサポートされていないため、自動
フェールオーバーという用語が使用されます。モニタリングノードの場合、操作監査データはポ
リシー サービス ノードによって複製されます。ポリシー サービス ノードは、コピーをプライマ
リ モニタリング ノードとセカンダリ モニタリング ノードの両方に送信します。

（注）

モニタリングは、プライマリ（アクティブ）モニタリング ノードで行われます。 アクティブ
ノードがダウンした場合、モニタリング データは、セカンダリ（スタンバイ）モニタリング
ノードからのみ提供されます。 セカンダリ モニタリング ノードは読み取り専用です。

自動フェールオーバー プロセス
プライマリ モニタリング ノードがダウンした場合は、セカンダリ モニタリング ノードがすべて
のモニタリング情報およびトラブルシューティング情報を引き継ぎます。セカンダリノードは、
読み取り専用機能を提供します。
既存のセカンダリノードをアクティブなプライマリノードに変換するには、管理者は初めに手動
でセカンダリ ノードをプライマリ ロールに昇格する必要があります。 セカンダリ ノードが昇格
された後にプライマリ ノードが復旧した場合、プライマリ ノードはセカンダリ ロールを担当し
ます。 セカンダリ ノードが昇格されなかった場合、プライマリ モニタリング ノードは、復旧後
にそのロールを再開します。
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注意

プライマリ ノードがフェールオーバー後に復旧すると、バックアップを取得してデータを復
元し、プライマリ ノードを最新の状態にします。

モニタリング ノードのアクティブ/スタンバイ ペアを設定するためのガイドライン
ISE ネットワークでは 2 つのモニタリング ノードを指定して、アクティブ-スタンバイ ペアを作成
できます。 セカンダリ モニタリング ノードを登録する場合は、プライマリ モニタリング ノード
をバックアップしてから、新しいセカンダリモニタリングノードにデータを復元することを推奨
します。 これにより、新しい変更内容が複製されるため、プライマリ モニタリング ノードの履
歴が新しいセカンダリ ノードと同期状態となります。 アクティブ-スタンバイ ペアを定義すると、
次のルールが適用されます。
• すべての変更は、プライマリ モニタリング ノードで行う必要があります。 セカンダリ ノー
ドは読み取り専用です。
• プライマリ ノードで行った変更は、セカンダリ ノードに自動的に複製されます。
• プライマリ ノードとセカンダリ ノードは両方とも、他のすべてのノードがログを送信する
ログ コレクタとしてリストされます。
• Cisco ISE ダッシュボードは、モニタリングおよびトラブルシューティングの主要なエントリ
ポイントとなります。 プライマリ モニタリング ノードからのモニタリング情報が、ダッシュ
ボードに表示されます。 プライマリ ノードがダウンすると、セカンダリ ノードから情報が
提供されます。
• モニタリング データのバックアップおよび消去は、標準 Cisco ISE ノードのバックアップ プ
ロセスでは行われません。 プライマリ モニタリング ノードとセカンダリ モニタリング ノー
ドの両方でバックアップとデータ消去用のリポジトリを設定し、それぞれに同じリポジトリ
を使用する必要があります。
モニタリング ノードのフェールオーバー シナリオ
次のシナリオは、モニタリングノード数に応じてアクティブスタンバイまたは単一ノード構成に
適用されます。
• モニタリング ノードのアクティブ/スタンバイ構成では、プライマリ管理ノード（PAN）ま
たはプライマリ管理ペルソナ（PAP）は、常にアクティブ モニタリング ノードに接続してモ
ニタリング データを収集します。 アクティブなモニタリング ノードに障害が発生した後に、
PAN はスタンバイ モニタリング スタンバイ ノードに接続します。 アクティブなモニタリン
グ ノードからスタンバイ モニタリング ノードへのフェールオーバーは、アクティブなモニ
タリング ノードのダウンから 5 分以上経過した後に行われます。
ただし、アクティブ ノードに障害が発生した後に、スタンバイ ノードはアクティブ ノード
になりません。 アクティブ ノードが復旧すると、管理ノードは再開されたアクティブ ノー
ドからのモニタリング データの収集を再び開始します。
• アクティブなモニタリング ノードがダウンしている間に、スタンバイ モニタリング ノード
をアクティブ ステータスに昇格する場合は、既存のアクティブ モニタリング ノードを登録
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解除する必要があります。 既存のアクティブ モニタリング ノードを登録解除すると、スタ
ンバイ ノードがアクティブなモニタリング ノードになり、PAN は新しく昇格されたアクティ
ブ ノードに自動的に接続を開始します。
• アクティブ/スタンバイ ペアでは、展開からスタンバイ モニタリング ノードの登録解除を選
択するか、スタンバイ モニタリング ノードがダウンすると、既存のアクティブ モニタリン
グ ノードは、アクティブ ノードの状態を保持します。 PAN は、既存のアクティブ ノードに
接続してデータを収集します。
• ISE 展開内にモニタリング ノードが 1 だけが存在する場合、そのノードは PAN にモニタリ
ング データを提供するアクティブ モニタリング ノードとして機能します。 ただし、新しい
モニタリング ノードを登録して展開内でアクティブ ノードにすると、既存のアクティブ モ
ニタリング ノードは自動的にスタンバイ ノードになります。 PAN は、新しく登録されたア
クティブ モニタリング ノードへの接続を開始し、モニタリング データを収集します。

Cisco pxGrid サービス
Cisco pxGrid を使用すると、Cisco ISE セッション ディレクトリからの状況依存情報を、ISE エコ
システムのパートナー システムなどの他のネットワーク システムや他のシスコ プラットフォー
ムと共有できます。 pxGrid フレームワークは、Cisco ISE とサード パーティのベンダー間でのタ
グおよびポリシー オブジェクトの共有のように、ノード間でのポリシーおよび設定データの交換
に使用できます。また、その他の情報交換にも使用できます。 pxGrid によって、サードパーティ
システムは適応型のネットワーク制御アクション（EPS）を呼び出し、ネットワークまたはセキュ
リティ イベントに応じてユーザ/デバイスを隔離できます。 タグ定義、値、および説明のような
TrustSec 情報は、TrustSec トピックを通して Cisco ISE から別のネットワークに渡すことができま
す。 完全修飾名（FQN）を持つエンドポイント プロファイルは、エンドポイント プロファイル
メタ トピックを通して Cisco ISE から他のネットワークに渡すことができます。 Cisco pxGrid は、
タグおよびエンドポイント プロファイルの一括ダウンロードもサポートしています。
ハイ アベイラビリティ設定で、Cisco pxGrid サーバは、プライマリ管理ノードを通してノード間
で情報を複製します。 プライマリ管理ノードがダウンすると、pxGrid サーバは、クライアントの
登録およびサブスクリプション処理を停止します。 pxGrid サーバのプライマリ管理ノードをアク
ティブにするには、手動で昇格する必要があります。

pxGrid クライアントおよび機能の管理
Cisco ISE に接続するクライアントは、pxGrid サービスの使用を登録する必要があります。 pxGrid
クライアントは、クライアントになるために pxGrid SDK を介してシスコから使用可能な pxGrid
クライアント ライブラリを採用する必要があります。 Cisco pxGrid クライアントには、pxGrid サー
ビスに参加するための承認済みアカウントが必要です。 Cisco ISE は、自動および手動承認の両方
をサポートします。 クライアントは、一意の名前と証明書ベースの相互認証を使用して pxGrid に
ログインできます。 スイッチの AAA 設定と同様に、クライアントは設定された pxGrid サーバの
ホスト名または IP アドレスに接続できます。
公開および登録するためにクライアントの pxGrid で作成される、情報トピックまたはチャネル機
能があります。 Cisco ISE では、ID、適応型ネットワーク制御、SGA などの機能のみがサポート
されます。機能を有効または無効にすることができます。無効になっている場合、クライアント
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は登録されていません。 機能情報は、発行、ダイレクト クエリー、または一括ダウンロード ク
エリーでパブリッシャから入手してください。

クライアントや機能の有効化
はじめる前に
Cisco pxGrid クライアントからの要求を表示する pxGrid ペルソナを有効にします。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [pxGrid サービス（pxGrid Services）] を選択します。

ステップ 2

クライアントの隣にあるチェックボックスをオンにして [承認（Approve）] をクリックします。

ステップ 3

機能を確認するには、右上の [機能別に表示（View by Capabilities）] をクリックします。

ステップ 4

[リフレッシュ（Refresh）] をクリックすると、最新のステータスが表示されます。

Cisco pxGrid ライブ ログ
[ライブ ログ（Live Logs）] ページには、すべての pxGrid 管理イベントが表示されます。 クライ
アント名と機能名の両方がイベント タイプおよびタイムスタンプとともに表示されます。
[管理（Administration）] > [pxGrid サービス（pxGrid Services）] > [ライブ ログ（Live Log）] の順
に移動して、イベント リストを表示します。 ログを消去して、リストを再同期またはリフレッ
シュすることもできます。

Cisco pxGrid の ID マッピング
pxGrid の ID マッピング オプションを使用すると、Cisco ISE ではなくドメイン コントローラ（DC）
で認証されるユーザをモニタすることができます。 Cisco ISE がユーザのネットワーク アクセス
をアクティブには認証しないネットワークでは、ID マッピングを使用して、Active Directory（AD）
ドメイン コントローラからユーザ認証情報を収集することが可能です。 ID マッピングは、MS
WMI インターフェイスを使用して Windows システムに接続し、Windows イベント メッセージか
らのログをクエリーします。 いったんユーザがネットワークにログインし、Active Directory で認
証されると、DC によって、そのユーザに割り当てられたユーザ名と IP アドレスを含むイベント
ログが生成されます。
ID マッピングは、Cisco ISE が認証に対してアクティブな役割を果たしている場合でも、有効にで
きます。 この場合、同じセッションが 2 回識別されることがあります。 運用データには、ソース
を示すセッション属性が含まれます。 [操作（Operations）] > [認証（Authentications）] に移動し、
[ライブ セッションの表示（Show Live Sessions）] をクリックして、セッション ソースを確認でき
ます。
ID マッピング コンポーネントは、ドメイン コントローラからユーザ ログインを取得し、Cisco
ISE セッション ディレクトリにインポートします。 そのため、Active Directory（AD）で認証され
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たユーザは、Cisco ISE のライブ セッション ビューに表示され、サードパーティ製アプリケーショ
ンによる Cisco pxGrid インターフェイスを使用してセッション ディレクトリからクエリーするこ
とができます。 既知の情報としては、ユーザ名、IP アドレス、および AD DC ホスト名と AD DC
NetBIOS 名があります。
Cisco ISE はパッシブな役割のみを果たし、認証は行いません。 ID マッピングがアクティブな場
合、Cisco ISE は AD からログイン情報を収集し、データをセッション ディレクトリに格納しま
す。
主な機能
• ID マッピングは、Cisco ISE 管理コンソールから設定します。 次の設定があります：
◦ ID マッピングがユーザ認証情報を収集する際に収集元となるすべての DC の定義。 こ
れには、*.csv ファイルを使用した DC リストのインポートおよびエクスポートも含まれ
ます
◦ 認証のセキュリティ プロトコル（NTLMv1 または NTLMv2）やユーザ セッションのエー
ジング タイムなどの DC 接続特性
◦ 接続テスト。DC が、ID マッピングで有効な接続を初期化するよう正しく設定されてい
ることを確認します
• ID マッピング レポート。 このレポートは、トラブルシューティング用に、ID マッピング コ
ンポーネントの情報を提供します
• ID マッピング デバッグ ログ
• Cisco ISE セッション ディレクトリは収集されたユーザ情報を保持して、顧客がライブ セッ
ションから参照し、pxGrid インターフェイスからクエリーできるようにします。
• CLI コマンド show application status を使用すると、ID マッピングを使用するノードのヘルス
ステータスが示されます
• ハイ アベイラビリティのサポート
接続に成功するための Active Directory 要件
ID マッピングは、Active Directory ドメイン コントローラによって生成される Active Directory ロ
グイン監査イベントを利用して、ユーザ ログイン情報を収集します。 ID マッピングが適切に動
作するには、Active Directory に接続し、ユーザ ログイン情報を取得できる必要があります。
ID マッピングでの接続に成功するための Active Directory 要件については、『Installation and
Configuration Guide for Context Directory Agent』の手順を参照してください。

ID マッピングの設定
ISE は、AD ドメイン コントローラ（DC）との接続を確立する必要があります。
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はじめる前に
ID マッピングを設定できるように pxGrid サービスを有効にします。 pxGrid サービスを有効にす
るには、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）] を選択します。
ID マッピングの新しいドメイン コントローラ（DC）を追加するには、その DC のログイン クレ
デンシャルが必要です。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [pxGrid ID マッピング（pxGrid Identity Mapping）] > [AD ドメイン コン
トローラ（AD Domain Controller）] を選択します。

ステップ 2

[全般設定（General Settings）] をクリックします。

ステップ 3

[Active Directory の全般設定（Active Directory General Settings）] ポップアップが表示されます。
必要な値を設定したら、[保存（Save）] をクリックします。
• [履歴間隔（History interval）] は ID マッピングがすでに発生したユーザ ログイン情報を読み
取る時間です。 このことは、ID マッピングの起動または再起動時に、ID マッピングが使用
できなかった間に生成されたイベントを確認するために必要となります。
• [ユーザ セッション エージング タイム（User session aging time）] は、ユーザがログインでき
る時間です。 ID マッピングでは、DC からの新しいユーザ ログイン イベントが識別されま
すが、DC はユーザがログオフするときにレポートしません。 エージング タイムを使用する
と、Cisco ISE で、ユーザがログインする時間間隔を決定できます。
• ISE と DC の間の通信プロトコルとして [NTLMv1] または [NTLMv2] を選択できます。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 5

[全般設定（General Settings）] セクションで、DC の [表示名（Display Name）]、[ドメイン FQDN
（Domain FQDN）]、および [ホスト FQDN（Host FQDN）] を入力します。

ステップ 6

[クレデンシャル（Credentials）] セクションで、DC の [ユーザ名（Username）] および [パスワー
ド（Password）] を入力します。

ステップ 7

（任意） [DC 接続設定の確認（Verify DC Connection Settings）] をクリックして、指定したドメイ
ンへの接続をテストします。
このテストでは、DC への接続が正常であることを確認します。 ただし、Cisco ISE がログイン時
にユーザ情報を取得できるかどうかは確認しません。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。 更新されたテーブルは DC のリストに含まれる新しく定義
された DC とともに表示されます。 ステータス カラムは DC のさまざまな状態を示します。
DC リストをインポートまたはエクスポートすることもできます。
（注）
インポート時に、テンプレートにパスワードを入力する必要があります。 ファイルに
パスワードが含まれているため、インポート テンプレートは、機密情報として扱う必
要があります。 [エクスポート（Export）] オプションは、パスワードをエクスポートし
ません。
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ID マッピングのフィルタリング
特定のユーザを名前や IP アドレスに基づいてフィルタリングできます。 フィルタは必要なだけ追
加できます。 「OR」論理演算子をフィルタの間に適用します。 両方のフィールドを 1 つのフィ
ルタで指定する場合は、「AND」論理演算子をこれらのフィールドの間に適用します。 モニタリ
ング ライブ セッションに、マッピング フィルタでフィルタリングされていない ID マッピング コ
ンポーネントが表示されます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [pxGrid ID マッピング（pxGrid Identity Mapping）] > [マッピング フィル
タ（Mapping Filters）] を選択します。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックし、フィルタするユーザのユーザ名や IP アドレスを入力して、[送信
（Submit）] をクリックします。

ステップ 3

現在モニタリングセッションディレクトリにログインしてしているフィルタリングされていない
ユーザを直接表示するには、[操作（Operations）] > [認証（Authentications）] を選択します。

インライン ポスチャ ノード
インライン ポスチャ ノードは、ネットワーク上のワイヤレス LAN コントローラ（WLC）および
VPN コンセントレータなどのネットワーク アクセス デバイスの背後にある、ゲートキーピング
ノードです。 インライン ポスチャ ノードにより、ユーザが認証され、アクセス権が与えられた
後にアクセス ポリシーが適用され、WLC または VPN で処理できない許可変更（CoA）要求が処
理されます。 Cisco ISE では、プライマリ ロールまたはセカンダリ ロールを担当できるインライ
ン ポスチャ ノードを 2 つ使用してハイ アベイラビリティを実現できます。
インライン ポスチャ ノードは、専用ノードである必要があります。 このノードはインライン ポ
スチャ サービス専用である必要があり、他の Cisco ISE サービスと同時に実行することはできま
せん。 同様に、そのサービスの特性のため、インライン ポスチャ ノードはどのペルソナも担当
することができません。 たとえば、Cisco ISE ネットワークの管理サービスを提供する管理ノー
ド、ネットワーク アクセス サービス、ポスチャ サービス、プロファイル サービス、およびゲス
ト サービスを提供するポリシー サービス ノード、またはモニタリング サービスおよびトラブル
シューティング サービスを提供するモニタリング ノードとして稼働することはできません。
インライン ポスチャのペルソナは Cisco ISE 3495 プラットフォームではサポートされません。 イ
ンライン ポスチャのペルソナは、サポートされるプラットフォームである Cisco ISE 3315、Cisco
ISE 3355、Cisco ISE 3395、または Cisco ISE 3415 のいずれかにインストールしてください。
インライン ポスチャ ノードの Web ベースのユーザ インターフェイスにアクセスすることはでき
ません。 これは、プライマリ管理ノードからのみ設定できます。
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インライン ポスチャ ノードのインストール
Cisco.com からインライン ポスチャ ISO イメージをダウンロードし、サポートされているプラッ
トフォームのいずれかにインストールします。 次に、コマンドライン インターフェイス（CLI）
を使用して証明書を設定する必要があります。 これで、管理者ポータルからこのノードを登録で
きます。

（注）

リリース 1.3 用の別個のインライン ポスチャ ISO イメージはありません。 1.2 ISO イメージを
使用して、インライン ポスチャ ノードをインストールおよび設定します。
インライン ポスチャ アプリケーションをインストールして設定した後、インライン ポスチャ ノー
ドを登録するには、証明書を設定する必要があります。 詳細については、『Cisco Identity Services
Engine Hardware Installation Guide』を参照してください。

Cisco ISE 分散展開
複数の Cisco ISE ノードがある展開は、分散展開と呼ばれます。 フェールオーバーをサポートし、
パフォーマンスを改善するために、展開に複数の Cisco ISE ノードを分散方式でセットアップでき
ます。 Cisco ISE の分散展開では、管理およびモニタリング アクティビティは一元化され、処理
はポリシー サービス ノード間で分配されます。 パフォーマンスのニーズに応じて、展開の規模
を変更できます。 展開の各 Cisco ISE ノードは、管理、ポリシー サービス、およびモニタリング
のペルソナのいずれかを担当することができます。 インライン ポスチャ ノードは、その専門的
な特性のため、他のいずれのペルソナも担当することができません。 インライン ポスチャ ノー
ドは、専用ノードである必要があります。

Cisco ISE 展開の設定
『Cisco Identity Services Engine Hardware Installation Guide』で説明されているように Cisco ISE をす
べてのノードにインストールした後、ノードはスタンドアロン状態で稼働します。 次に、1 つの
ノードをプライマリ管理ノードとして定義する必要があります。 プライマリ管理ノードの定義時
に、ノードで管理ペルソナおよびモニタリングペルソナを有効にする必要があります。任意で、
プライマリ管理ノードでポリシー サービス ペルソナを有効にできます。 プライマリ管理ノード
のペルソナ定義のタスクの完了後に、他のセカンダリ ノードをプライマリ管理ノードに登録し、
セカンダリ ノードのペルソナを定義できます。
すべての Cisco ISE システムおよび機能に関連する設定は、プライマリ管理ノードでだけ実行する
必要があります。 プライマリ管理ノードで行った設定の変更は、展開内のすべてのセカンダリ
ノードに複製されます。
分散展開内にモニタリング ノードが少なくとも 1 つ存在する必要があります。 プライマリ管理
ノードの設定時に、モニタリング ペルソナを有効にする必要があります。 展開内のセカンダリ
モニタリング ノードを登録した後、必要に応じてプライマリ管理ノードを編集したり、モニタリ
ング ペルソナを無効にしたりできます。
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プライマリ ISE ノードからセカンダリ ISE ノードへのデータ レプリケーション
1 つの Cisco ISE ノードをセカンダリ ノードとして登録すると、Cisco ISE はプライマリ ノードか
らセカンダリ ノードへのデータベース リンクをすぐに作成し、複製のプロセスを開始します。
複製は、プライマリ ノードからセカンダリ ノードに Cisco ISE 設定データを共有するプロセスで
す。 複製によって、展開を構成するすべての Cisco ISE ノードの設定データの整合性を確実に維
持できます。
通常、最初に ISE ノードをセカンダリ ノードとして登録したときに、完全な複製が実行されま
す。 完全な複製の実行後は差分複製が実行され、プライマリ管理ノードでの設定データに対する
新しい変更（追加、変更、削除など）がセカンダリ ノードに反映されます。 複製のプロセスで
は、展開内のすべての Cisco ISE ノードが同期されます。 Cisco ISE 管理者ポータルの展開のペー
ジから [ノード ステータス（Node Status）] 列で複製のステータスを表示できます。 セカンダリ
ノードとして Cisco ISE ノードを登録するか、またはプライマリ管理ノードとの手動同期を実行す
ると、要求されたアクションが進行中であることを示すオレンジのアイコンがノード ステータス
に表示されます。 これが完了すると、ノード ステータスは、セカンダリ ノードがプライマリ管
理ノードと同期されたことを示す緑に変わります。 ノード ステータスが緑になった後、Cisco ISE
アプリケーション サーバが再起動し、セカンダリ ISE ノードの設定を完了するまで約 5 分かかり
ます。

Cisco ISE ノードの登録解除
展開からノードを削除するには、ノードの登録を解除する必要があります。 プライマリ管理ノー
ドからセカンダリ ノードの登録を解除すると、登録解除されたノードのステータスがスタンドア
ロンに変わり、プライマリ ノードとセカンダリ ノード間の接続が失われます。 複製の更新は、
登録解除されたスタンドアロン ノードに送信されなくなります。

（注）

プライマリ管理ノードの登録は解除できません。

Cisco ISE アプリケーション サーバの自動再起動
次のいずれかの変更を行う場合、Cisco ISE ノード内のアプリケーション サーバが再起動して、遅
延が発生します。
• ノードの登録（スタンドアロンからセカンダリへ）
• ノードの登録解除（セカンダリからスタンドアロンへ）
• プライマリ ノードからスタンドアロンへの変更（他のノードが登録されていない場合は、プ
ライマリからスタンドアロンに変更されます）
• 管理ノードの昇格（セカンダリからプライマリへ）
• ペルソナの変更（ノードからポリシー サービスまたはモニタリング ペルソナを割り当てた
り、削除したりする場合）
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• ポリシー サービス ノードでのサービスの変更（セッションとプロファイラ サービスを有効
または無効にします）
• プライマリでのバックアップの復元（同期操作がトリガーされ、プライマリ ノードからセカ
ンダリ ノードにデータが複製されます）

分散展開を設定する場合のガイドライン
分散環境で Cisco ISE を設定する前に、次の内容をよく読んでください。
• ノード タイプ、ISE ノード、またはインライン ポスチャ ノードを選択します。 管理、ポリ
シー サービス、およびモニタリング機能の場合は、ISE ノードを選択する必要があります。
インライン ポスチャ サービスの場合は、インライン ポスチャ ノードを選択する必要があり
ます。
• すべてのノードで、同じ Network Time Protocol（NTP）サーバを選択します。 ノード間のタ
イムゾーンの問題を回避するには、各ノードのセットアップ中に同じ NTP サーバ名を指定す
る必要があります。 この設定で、展開内にあるさまざまなノードからのレポートとログが常
にタイムスタンプで同期されるようになります。
• Cisco ISE のインストール時に Cisco ISE 管理パスワードを設定します。 以前の Cisco ISE 管
理のデフォルトのログイン クレデンシャル（admin/cisco）は無効になっています。 初期セッ
トアップ中に作成したユーザ名とパスワードを使用するか、または後でパスワードを変更し
た場合はそのパスワードを使用します。
• ドメイン ネーム システム（DNS）サーバを設定します。 DNS サーバに、分散展開に含まれ
るすべての Cisco ISE ノードの IP アドレスと完全修飾ドメイン名（FQDN）を入力します。
入力しなかった場合、ノード登録が失敗します。
• DNS サーバに、分散展開のすべての Cisco ISE ノードの逆引き DNS ルックアップを設定しま
す。 設定しなかった場合、Cisco ISE ノードの登録時および Cisco ISE ノードの再起動時に、
展開に関する問題が発生することがあります。
• （任意）プライマリ管理ノードからセカンダリ Cisco ISE ノードを登録解除して、Cisco ISE
をアンインストールします。
• プライマリ モニタリング ノードをバックアップし、新しいセカンダリ モニタリング ノード
にデータを復元します。 これにより、新しい変更内容が複製されるため、プライマリ モニ
タリング ノードの履歴が新しいセカンダリ ノードと同期状態となります。
• プライマリ管理 ISE ノードと、セカンダリ ノードとして登録しようとしているスタンドアロ
ン ノードで、同じバージョンの Cisco ISE が実行されていることを確認します。
• プライマリ ノードとセカンダリ ノードのデータベース パスワードが同じであることを確認
します。 ノード インストール中にこれらのパスワードが異なって設定されている場合は、
次のコマンドを使用してパスワードを変更できます。
◦ application reset-passwd ise internal-database-admin
◦ application reset-passwd ise internal-database-user
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プライマリ ノードおよびセカンダリ ノードで使用可能なメニュー オプション
Cisco ISE ノードは、タスクの実行に使用できる管理者ポータルを提供します。 分散展開を構成す
る Cisco ISE ノードで使用可能なメニュー オプションは、ノードで有効なペルソナによって異な
ります。すべての管理およびモニタリングアクティビティは、プライマリ管理ノードで実行する
必要があります。 一部のタスクについては、セカンダリ ノードを使用する必要があります。 こ
のため、セカンダリノードのユーザインターフェイスでは、ノードで有効なペルソナに基づく限
定されたメニュー オプションが提供されます。
1 つのノードが、ポリシー サービス ペルソナとアクティブ ロールのモニタリング ペルソナを担
当するなど、複数のペルソナを担当する場合、ポリシー サービス ノードおよびアクティブ モニ
タリング ノードにリストされているメニュー オプションがそのノードで使用可能となります。
次の表に、それぞれのペルソナを担当する Cisco ISE ノードで使用可能なメニュー オプションを
示します。
表 3：Cisco ISE ノードおよび使用可能なメニュー オプション

Cisco ISE ノード
すべてのノード

使用可能なメニュー オプション
• システム時刻と NTP サーバ設定の表示お
よび設定。
• サーバ証明書のインストール、証明書署名
要求の管理。
（注）

プライマリ管理ノード
アクティブ モニタリング ノード

サーバ証明書の操作は、各ノー
ドで直接実行する必要がありま
す。 秘密キーは、ローカル デー
タベースに格納されず、関連ノー
ドからコピーされません。秘密
キーは、ローカル ファイル シス
テムに格納されます。

すべてのメニューおよびサブメニュー。
• ホームおよび操作メニュー。
• プライマリ モニタリング ノードおよびア
クティブ モニタリング ノードの両方から
モニタリング データにアクセスできるこ
とで、冗長アクセスが提供されます。
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Cisco ISE ノード

使用可能なメニュー オプション

ポリシー サービス ノード

Active Directory 接続への参加、脱退、およびテ
ストを行うオプション。 各ポリシー サービス
ノードが別個に Active Directory ドメインに参加
している必要があります。 最初にドメイン情報
を定義し、プライマリ管理ノードを Active
Directory ドメインに参加させる必要がありま
す。 次に、他のポリシー サービス ノードを
Active Directory ドメインに個別に参加させま
す。

セカンダリ管理ノード

セカンダリ管理ノードをプライマリ管理ノード
に昇格するオプション。
（注）

プライマリ管理ノードにセカンダリ
ノードを登録した後は、いずれのセ
カンダリ ノードの管理者ポータルに
ログインする場合にも、プライマリ
管理ノードのログイン クレデンシャ
ルを使用する必要があります。

Cisco ISE ノードの設定
Cisco ISE ノードをインストールすると、管理ペルソナ、ポリシー サービス ペルソナ、およびモ
ニタリングペルソナによって提供されるすべてのデフォルトサービスがそのノードで実行されま
す。 このノードはスタンドアロン状態となります。 Cisco ISE ノードの管理者ポータルにログイ
ンして設定する必要があります。 スタンドアロン Cisco ISE ノードのペルソナまたはサービスは
編集できません。 ただし、プライマリおよびセカンダリ Cisco ISE ノードのペルソナおよびサー
ビスは編集できます。 最初にプライマリ ISE ノードを設定し、その後、セカンダリ ISE ノードを
プライマリ ISE ノードに登録する必要があります。
ノードに初めてログインする場合は、デフォルトの管理パスワードを変更し、有効なライセンス
をインストールする必要があります。
設定済みの Cisco ISE または本番環境では、ホスト名とドメイン名を変更しないことを推奨しま
す。 これが必要な場合は、初期展開時にアプライアンスのイメージを再作成し、変更を加え、詳
細を設定します。

はじめる前に
Cisco ISE での分散展開の設定方法に関する基礎を理解しておく必要があります。 分散展開を設定
する場合のガイドラインを参照してください。
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手順
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

設定する Cisco ISE ノードの隣にあるチェックボックスをオンにし、[編集（Edit）] をクリックし
ます。

ステップ 3

必要に応じて値を入力し、[保存（Save）] をクリックします。

プライマリ管理ノードの設定
分散展開を設定するには、Cisco ISE ノードをプライマリ管理ノードとして設定する必要がありま
す。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）] を選択します。
当初は [登録（Register）] ボタンが無効になっています。 このボタンを有効にするには、プライ
マリ管理ノードを設定する必要があります。

ステップ 2

現在のノードの隣にあるチェックボックスをオンにして [編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[プライマリにする（Make Primary）] をクリックして、プライマリ管理ノードを設定します。

ステップ 4

[全般設定（General Settings）] タブでデータを入力します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックしてノード設定を保存します。

次の作業
1 展開にセカンダリ ノードを追加します。
2 必要に応じて、プロファイラ サービスを有効にし、プローブを設定します。

セカンダリ Cisco ISE ノードの登録
セカンダリ ノードを登録した後、プライマリ ノードのデータベースにセカンダリ ノードの設定
が追加され、セカンダリ ノードのアプリケーション サーバが再起動します。 再起動が完了した
後、セカンダリ ノードでは、そのノードに対して有効にしたペルソナおよびサービスが実行され
ます。 プライマリ管理ノードの [展開（Deployment）] ページで、行ったすべての設定変更を表示
できます。 ただし、変更が反映され、[展開（Deployment）] ページに表示されるには 5 分間の遅
延が生じます。
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Cisco ISE ノードの設定

はじめる前に
プライマリ ノードの証明書信頼リスト（CTL）に、登録するセカンダリ ノードの HTTPS 証明書
を検証するための適切な認証局（CA）証明書があることを確認します。 CTL にセカンダリ ノー
ドの証明書をインポートする場合は、セカンダリ ノードの証明書を検証するようにプライマリ管
理ノードの [ISE 内の認証を信頼（Trust for authentication within ISE）] チェックボックスをオンに
します。
プライマリ管理ノードの CTL にインポートする証明書はセカンダリ ノードに複製されます。
また、セカンダリ ノードをプライマリ ノードに登録した後、セカンダリ ノードで HTTPS 証明書
を変更する場合は、プライマリ ノードの CTL に適切な CA 証明書をインポートする必要がありま
す。
登録時にノードのタイプ（Cisco ISE またはインライン ポスチャ）を決定することを推奨します。
後でノード タイプを変更する場合は、ノードを展開から登録解除し、スタンドアロン ノードで
Cisco ISE を再起動してから、そのノードを登録する必要があります。
ハイ アベイラビリティを実現するために 2 つの管理ノードを展開する場合は、セカンダリ管理
ノードを登録してから、その他のセカンダリノードを登録します。この順序でノードを登録する
場合は、セカンダリ管理ノードをプライマリに昇格させた後にセカンダリ ISE ノードを再起動す
る必要はありません。
セッション サービスを実行する複数のポリシー サービス ノードを、ノード間の相互フェールオー
バーを設定して展開する場合は、ノード グループにポリシー サービス ノードを配置します。 ノー
ドを登録する前にノード グループを作成する必要があります。

手順
ステップ 1

プライマリ管理ノードにログインします。

ステップ 2

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

ステップ 3

[登録（Register）] > [Cisco ISE ノードの登録（Register an Cisco ISE Node）] を選択して、セカンダ
リ Cisco ISE ノードを登録します。

ステップ 4

セカンダリ Cisco ISE ノードの DNS 解決可能なホスト名または IP アドレスを入力します。
Cisco ISE ノードの登録時にホスト名を使用する場合、登録するスタンドアロン ノードの完全修飾
ドメイン名（FQDN）（たとえば、abc.xyz.com）は、プライマリ管理 ISE ノードから DNS を使用
して解決できる必要があります。 解決できない場合は、ノード登録が失敗します。 DNS サーバ
でセカンダリ ノードの IP アドレスおよび FQDN を事前に定義しておく必要があります。

ステップ 5

[ユーザ名（Username）] フィールドおよび [パスワード（Password）] フィールドに、スタンドア
ロン ノードの UI ベースの管理者クレデンシャルを入力します。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。
Cisco ISE はセカンダリ ノードに接続し、ホスト名、デフォルト ゲートウェイなどの基本情報を
取得して、表示します。
セカンダリ Cisco ISE ノードを登録するよう選択している場合は、セカンダリ ノードの設定を編
集できます。
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インライン ポスチャ ノードの登録

セカンダリ インライン ポスチャ ノードを登録するよう選択している場合は、この時点で追加の
設定を行う必要はありません。
ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。

セカンダリ ノードが正常に登録されると、プライマリ管理ノードで、ノードの正常な登録を確認
するアラームを受信します。セカンダリノードのプライマリ管理ノードへの登録が失敗した場合
は、このアラームは生成されません。 ノートが登録されると、そのノードのアプリケーション
サーバが再起動します。登録およびデータベース同期が正常に完了した後、セカンダリノードの
ユーザ インターフェイスにログインするにはプライマリ管理ノードのクレデンシャルを入力しま
す。

（注）

展開の既存のプライマリ ノードに加えて、新しいノードの登録に成功した場合は、新しく登
録されたノードに対応するアラームは表示されません。 設定変更アラームは、新しく登録さ
れたノードに対応する情報を反映します。 新しいノードが正常に登録されたことを確認する
ためにこの情報を使用できます。

次の作業
• 時間プロファイル、ゲスト ユーザのアクセスと許可、ロギングなどの時間依存タスクの場合
は、ノード間のシステム時刻が同期されていることを確認します。
• セカンダリ管理ノードを登録し、内部 Cisco ISE CA サービスを使用する場合は、プライマリ
管理ノードから Cisco ISE CA 証明書およびキーをバックアップし、セカンダリ管理ノードに
復元する必要があります。

インライン ポスチャ ノードの登録
登録時にノードのタイプ（Cisco ISE またはインライン ポスチャ）を決定することを推奨します。
後でノード タイプを変更する場合は、ノードを展開から登録解除し、スタンドアロン ノードで
Cisco ISE を再起動してから、そのノードを登録する必要があります。

はじめる前に
• プライマリ ノードの証明書信頼リスト（CTL）に、登録するセカンダリ ノードの HTTPS 証
明書を検証するための適切な認証局（CA）証明書があることを確認します。
• セカンダリ ノードをプライマリ ノードに登録した後、セカンダリ ノードで HTTPS 証明書を
変更する場合は、プライマリ ノードの CTL に適切な CA 証明書をインポートする必要があ
ります。
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展開内のノードの表示

手順
ステップ 1

プライマリ管理ノードにログインします。

ステップ 2

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

ステップ 3

左側のナビゲーション ペインで、 [展開（Deployment）] をクリックします。

ステップ 4

[登録（Register）] > [インライン ポスチャ ノードの登録（Register an Inline Posture Node）] を選択
して、セカンダリ インライン ポスチャ ノードを登録します。

展開内のノードの表示
[展開ノード（Deployment Nodes）] ページで、展開を構成するすべての Cisco ISE ノード、つまり
プライマリ ノードおよびセカンダリ ノードを表示できます。

手順
ステップ 1

プライマリ Cisco ISE 管理者ポータルにログインします。

ステップ 2

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

ステップ 3

左側のナビゲーション ペインで、 [展開（Deployment）] をクリックします。
展開を構成するすべての Cisco ISE ノードが表示されます。

プライマリおよびセカンダリの Cisco ISE ノードの同期
Cisco ISE の設定に変更を加えることができるのは、プライマリ管理ノードからのみです。 設定変
更はすべてのセカンダリ Cisco ISE ノードに複製されます。 何らかの理由でこの複製が正しく実
行されない場合は、プライマリ管理ノードに手動でセカンダリ管理ノードを同期できます。

はじめる前に
[同期ステータス（Sync Status）] が [同期していない（Out of Sync）] に設定されている場合や [複
製ステータス（Replication Status）] が [失敗（Failed）] または [無効（Disabled）] の場合は、[同期
を更新（Syncup）] ボタンをクリックして完全複製を強制的に実行する必要があります。
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ポリシー サービス ノード グループの作成

手順
ステップ 1

プライマリ Cisco ISE 管理者ポータルにログインします。

ステップ 2

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

ステップ 3

プライマリ管理ノードと同期させるノードの横にあるチェックボックスをオンにし、[同期を更新
（Syncup）] をクリックして完全データベース複製を強制的に実行します。

ポリシー サービス ノード グループの作成
ロード バランシング用に複数のポリシー サービス ノードを展開して、要求を均等に分散できま
す。 ノード障害を検出し、障害が発生したノードで保留状態のセッションをリセットするため
に、2 つ以上のポリシー サービス ノードを同じノード グループに配置できます。 ノードを追加
する前に、ノード グループを作成する必要があります。
Cisco ISE 管理者ポータルの [展開（Deployment）] ページで、ポリシー サービス ノード グループ
を作成、編集、および削除できます。

はじめる前に
ノード グループ メンバーは TCP/7800 および TCP/7802 を使用して通信できます。

手順
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

[操作（action）] アイコンをクリックし、[ノード グループの作成（Create Node Group）] をクリッ
クします。

ステップ 3

ノード グループに付ける一意の名前を入力します。

ステップ 4

（任意）ノード グループの説明を入力します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックして、ノード グループを保存します。

ノード グループを保存すると、左側のナビゲーション ペインにそのグループが表示されます。
左側のペインにノード グループが表示されていない場合、そのグループは非表示になっている可
能性があります。 非表示オブジェクトを表示するには、ナビゲーション ペインで [展開（Expand）]
ボタンをクリックします。

次の作業
ノード グループにノードを追加します。 ノードを編集するには、[ノード グループのメンバー
（Member of Node Group）] ドロップダウン リストからノード グループを選択します。
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Cisco pxGrid サービスの展開

Cisco pxGrid サービスの展開
スタンドアロン ノードと分散展開ノードの両方で、Cisco pxGrid サービスを有効にできます。

はじめる前に
• Cisco pxGrid サービスを有効にするには、Plus ライセンスが必要です。
• Cisco pxGrid サービスは、Cisco ISE SNS 3415/3495 アプライアンスまたは VMware 上で実行
されます。
• 管理者ノードと pxGrid ノードが同じ場合、これらのノードは同じ自己署名証明書を使用する
ように設定されます。 他の展開では、pxGrid ノードはルート証明書を使用して設定する必要
があります。 pxGrid ノードに接続するすべてのクライアントは、同じルート証明書か、管理
者が署名した証明書を提示する必要があります。
• 分散展開を使用しているか、または Cisco ISE 1.2 を 1.3 にアップグレードする場合は、証明
書で pxGrid サービスを有効にする必要があります。 pxGrid サービスを有効にするには、[管
理（Administration）] > [証明書（Certificates）] > [システム証明書（Certificates）] に移動しま
す。 展開に使用される証明書を選択し、[編集（Edit）] をクリックします。 pxGrid を確認し
ます。[pxGrid コントローラ（pxGrid Controller）] チェックボックスの証明書を使用します。

手順
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

[展開ノード（Deployment Nodes）] ページで、pxGrid サービスを有効にするノードの隣にある
チェックボックスをオンにし、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[全般設定（General Settings）] タブをクリックし、[pxGrid] チェックボックスをオンにします。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。
以前のバージョンからアップグレードするとき、[保存（Save）] オプションが無効になる場合が
あります。 このことは、ブラウザ キャッシュが旧バージョンの Cisco ISE の古いファイルを参照
する場合に発生します。 [保存（Save）] オプションを有効にするには、ブラウザ キャッシュを消
去します。

ノード ペルソナとサービスの変更
Cisco ISE ノードの設定を編集して、そのノードで実行されているペルソナおよびサービスを変更
できます。
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セカンダリ管理ノードのプライマリへの昇格

はじめる前に
ポリシー サービス ノードで実行されるサービスを有効または無効にしたり、ポリシー サービス
ノードを変更したりする場合は、そのサービスが実行されるアプリケーションサーバプロセスを
再起動します。 これらのサービスが再起動されるまで遅延が発生します。

手順
ステップ 1

プライマリ管理ノードにログインします。

ステップ 2

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

ステップ 3

ペルソナまたはサービスを変更するノードの隣にあるチェックボックスをオンにし、[編集（Edit）]
をクリックします。

ステップ 4

必要なサービスおよびペルソナを選択します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 6

プライマリ管理ノードでアラームの受信を確認して、ペルソナまたはサービスの変更を確認しま
す。 ペルソナまたはサービスの変更が正常に保存されなかった場合、アラームは生成されませ
ん。

セカンダリ管理ノードのプライマリへの昇格
プライマリ管理ノードで障害が発生した場合、セカンダリ管理ノードを新しいプライマリ ノード
に手動で昇格する必要があります。

はじめる前に
プライマリ管理ノードに昇格するように管理ペルソナで設定された 2 番目の Cisco ISE ノードがあ
ることを確認します。

手順
ステップ 1

セカンダリ管理ノードのユーザ インターフェイスにログインします。

ステップ 2

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

ステップ 3

[ノードの編集（Edit Node）] ページで、[プライマリに昇格（Promote to Primary）] をクリックし
ます。
プライマリ管理ノードに昇格できるのは、セカンダリ管理ノードのみです。 ポリシー サービス
ペルソナまたはモニタリング ペルソナ、あるいはその両方のみを担当する Cisco ISE ノードはプ
ライマリ管理ノードに昇格できません。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 5

セカンダリ管理ノードを登録する前に、元のプライマリ管理ノードに登録されたセカンダリ Cisco
ISE ノードを再起動します。
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自動フェールオーバー用のモニタリング ノードの設定

たとえば、セカンダリ Cisco ISE ポリシー サービス ノードとモニタリング ノードを登録した後に
セカンダリ管理ノード（新しいプライマリ）を登録した場合は、セカンダリ管理ノードを登録す
る前に登録したセカンダリ Cisco ISE ノードを再起動する必要があります。

次の作業
セカンダリ管理ノードをプライマリ管理ノードに昇格した後、新しく昇格したプライマリ管理ノー
ドで、スケジュール設定された Cisco ISE バックアップを再設定する必要があります。これは、ス
ケジュール バックアップはプライマリ管理ノードからセカンダリ管理ノードに複製されないため
です。
元はプライマリ管理ノードであったノードは、再起動するとセカンダリ管理ノードになります。
セカンダリ ノードの [ノードの編集（Edit Node）] ページでは、オプションが無効なためペルソナ
またはサービスを変更できません。 変更を加えるには、管理者ポータルにログインする必要があ
ります。

自動フェールオーバー用のモニタリング ノードの設定
展開に 2 つのモニタリング ISE ノードがある場合は、自動フェールオーバーのプライマリ-セカン
ダリ ペアを設定して、Cisco ISE モニタリング サービスのダウンタイムを回避します。 プライマ
リ-セカンダリ ペアによって、プライマリ ノードに障害が発生した場合に、セカンダリ モニタリ
ング ノードが自動的にモニタリングを提供します。

はじめる前に
• 自動フェールオーバー用のモニタリング ノードを設定するには、モニタリング ノードが Cisco
ISE ノードとして登録されている必要があります。
• 両方のノードでモニタリング ロールおよびサービスを設定し、必要に応じてこれらのノード
にプライマリ ロールおよびセカンダリ ロールの名前を付けます。
• プライマリ モニタリング ノードとセカンダリ モニタリング ノードの両方でバックアップと
データ消去用のリポジトリを設定します。 バックアップおよび消去を正しく動作させるに
は、両方のノードに同じリポジトリを使用します。 消去は、冗長ペアのプライマリ ノード
およびセカンダリ ノードの両方で行われます。 たとえば、プライマリ モニタリング ノード
でバックアップおよび消去用に 2 つのリポジトリが使用されている場合、同じリポジトリを
セカンダリ ノードに指定する必要があります。
システム CLI の repository コマンドを使用してモニタリング ノードのデータ リポジトリを
設定します。
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展開からのノードの削除

注意

スケジュール バックアップと消去をモニタリング冗長ペアのノードで正しく
動作させるには、CLI を使用して、プライマリ ノードとセカンダリ ノードの
両方で同じリポジトリを設定します。 リポジトリは、2 つのノードの間で自
動的に同期されません。

Cisco ISE ダッシュボードで、モニタリング ノードの準備ができていることを確認します。 [シス
テム概要（SystemSummary）] ダッシュレットに、サービスが準備完了の場合は左側に緑色のチェッ
ク マークが付いたモニタリング ノードが表示されます。

手順
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

[展開ノード（Deployment Nodes）] ページで、アクティブとして指定するモニタリング ノードの
隣にあるチェックボックスをオンにし、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[全般設定（General Settings）] タブをクリックし、[ロール（Role）] ドロップダウン リストから
[プライマリ（Primary）] を選択します。
1 つのモニタリング ノードをプライマリとして選択すると、もう 1 つのモニタリング ノードが自
動的にセカンダリとなります。 スタンドアロン展開の場合、プライマリおよびセカンダリのロー
ル設定は無効になります。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。 アクティブ ノードおよびスタンバイ ノードが再起動します。

展開からのノードの削除
展開からノードを削除するには、ノードの登録を解除する必要があります。 登録解除されたノー
ドは、スタンドアロン Cisco ISE ノードになります。 これはプライマリ管理ノードから受信した
最後の設定を保持し、管理、ポリシーサービス、およびモニタリングであるスタンドアロンノー
ドのデフォルトのペルソナを担当します。モニタリングノードを登録解除した場合、このノード
は syslog ターゲットではなくなります。
プライマリ管理ノードの [展開（Deployment）] ページからこれらの変更を表示できます。 ただ
し、変更が反映され、[展開（Deployment）] ページに表示されるには 5 分間の遅延が生じます。

はじめる前に
展開からセカンダリ ノードを削除する前に、必要に応じて後で復元できる Cisco ISE 設定のバッ
クアップを実行します。
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手順
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

削除するセカンダリ ノードの隣のチェックボックスをオンにして、[登録解除（Deregister）] をク
リックします。

ステップ 3

[OK] をクリックします。

ステップ 4

プライマリ管理ノードのアラームの受信を確認し、セカンダリ ノードが正常に登録解除されたこ
とを確認します。セカンダリノードのプライマリ管理ノードからの登録解除が失敗した場合は、
このアラームは生成されません。

スタンドアロン Cisco ISE ノードのホスト名または IP アドレスの変更
スタンドアロン Cisco ISE ノードのホスト名、IP アドレス、またはドメイン名を変更できます。
ノードのホスト名として「localhost」を使用することはできません。

はじめる前に
Cisco ISE ノードが分散展開の一部である場合、展開から削除し、スタンドアロン ノードであるこ
とを確認する必要があります。

手順
ステップ 1

Cisco ISE CLI から hostname、ip address、ip domain-name の各コマンドを使用して Cisco ISE ノー
ドのホスト名または IP アドレスを変更します。

ステップ 2

すべてのサービスを再起動するために、Cisco ISE CLI から application stop ise コマンドを使用し
て Cisco ISE アプリケーション設定をリセットします。

ステップ 3

Cisco ISE ノードは、分散展開の一部である場合、プライマリ管理ノードに登録します。
（注）
Cisco ISE ノードの登録時にホスト名を使用する場合、登録するスタンドアロン ノード
の完全修飾ドメイン名（FQDN）（たとえば、abc.xyz.com）は、プライマリ管理ノード
から DNS を使用して解決できる必要があります。 解決できない場合は、ノード登録が
失敗します。 DNS サーバに、分散展開の一部である Cisco ISE ノードの IP アドレスと
FQDN を入力する必要があります。
セカンダリ ノードとして Cisco ISE ノードを登録した後、プライマリ管理ノードは IP アドレス、
ホスト名、またはドメイン名への変更を展開内の他の Cisco ISE ノードに複製します。
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Cisco ISE アプライアンス ハードウェアの交換
Cisco ISE アプライアンス ハードウェアは、ハードウェアに問題がある場合にのみ交換する必要が
あります。 ソフトウェアに問題がある場合は、アプリケーションのイメージを再作成し、Cisco
ISE ソフトウェアを再インストールできます。

手順
ステップ 1

新しいノードで Cisco ISE ソフトウェアを再インストールするか、またはイメージを再作成しま
す。

ステップ 2

プライマリおよびセカンダリ管理ノードの UDI を使用してライセンスを取得し、プライマリ管理
ノードにインストールします。

ステップ 3

交換プライマリ管理ノードでバックアップを復元します。
復元スクリプトはセカンダリ管理ノードでデータの同期を試行しますが、現在セカンダリ管理ノー
ドはスタンドアロンノードであり、同期は失敗します。データは、プライマリ管理ノードでバッ
クアップが実行された時刻に設定されます。

ステップ 4

新しいノードをセカンダリ サーバとしてプライマリ管理ノードに登録します。
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Cisco ISE 展開のインライン ポスチャ ノードのロール
インライン ポスチャ ノードは、アクセス ポリシーを適用し、許可変更（CoA）要求を処理する
ゲートキーパーです。 インライン ポスチャ ノードは、ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）や
VPN デバイスなど、CoA 要求を処理できないネットワーク上のネットワーク アクセス デバイス
の背後に配置されます。
クライアントの初期認証（EAP/802.1x と RADIUS プロトコルを使用）の後に、クライアントは引
き続きポスチャ評価を受ける必要があります。 ポスチャ評価プロセスは、クライアントのネット
ワークへのフルアクセス権を制限、拒否、または許可するかどうかによって決定されます。クラ
イアントが WLC または VPN デバイスを経由してネットワークにアクセスする場合、インライン
ポスチャ ノードは、これらのデバイスが対応できないポリシー適用と CoA に対応します。
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（注）

Cisco ISE リリース 1.3 には、インライン ポスチャ用の個別の ISO イメージは含まれていませ
ん。 展開内の既存のリリース 1.2 のインライン ポスチャ ノードを引き続き使用できます。

インライン ポスチャ ポリシー適用
インライン ポスチャは、コントロール プレーンの RADIUS プロキシと URL リダイレクトの機能
を使用してエンドポイントのデータ プレーン トラフィックを管理します。 RADIUS プロキシと
してのインライン ポスチャは、ネットワーク アクセス デバイス（NAD）と RADIUS サーバとの
間の RADIUS セッションに介入することができます。 NAD は、クライアント トラフィックをす
べて通過させることができます。ただし、インラインポスチャは、クライアントからの限定的な
トラフィックのみを通過させます。 帯域幅を制限することにより、クライアントによるエージェ
ントのプロビジョニング、ポスチャ評価、および修復の実行が可能になります。 この制限は、特
定のクライアント フローに合わせて調整されるダウンロード可能アクセス コントロール リスト
（DACL）をダウンロードおよびインストールすることで実現されます。
クライアントが準拠している場合、CoA がポリシー サービス ノードによってインライン ポスチャ
ノードに送信され、準拠したクライアント エンドポイントのインライン ポスチャ ノードによっ
てすべて通過できるようになります。 RADIUS プロキシによってフル アクセス DACL がダウン
ロードされてインストールされ、クライアント IP アドレスが関連付けられます。 インストールさ
れた DACL は、多数のユーザ グループで共通にできるため、DACL の内容が Cisco ISE サーバで
変更されない限り、重複してダウンロードする必要はありません。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
66

Cisco ISE 展開のインライン ポスチャ ノードのロール

インライン ポスチャ ポリシー適用のフロー
次の図は、インライン ポスチャ ポリシー適用のプロセスと、ポリシー サービス ノードへのトラ
フィックに対する WLC 適用のフローを示しています。 アクセスのステップは、VPN Gateway が
ある場合のインライン展開と同様です。
図 4：インライン ポスチャ ポリシー適用のフロー

1 エンドポイントがワイヤレス ネットワークへの .1X 接続を開始します。
2 NAD である WLC は、通常はポリシー サービス ノードである RADIUS サーバに RADIUS
Access-Request メッセージを送信します（この図では、RADIUS Access-Request メッセージはイ
ンライン ポスチャ ノードに送信されています）。
3 RADIUS プロキシとして機能するインライン ポスチャ ノードが、Access-Request メッセージを
RADIUS サーバにリレーします。
4 ユーザの認証後に、RADIUS サーバは RADIUS Access-Accept メッセージをインライン ポスチャ
ノードに返送します。
Access-Accept メッセージが送信される前に、エンドポイント、WLC、インライン ポスチャ
ノード、および Cisco ISE RADIUS サーバの間で、多数の RADIUS トランザクションが発生す
ることがあります。 この例で説明するプロセスは、簡潔にするために、ある程度省略していま
す。
5 インライン ポスチャ ノードは、Access-Accept メッセージを WLC に渡し、これを受けて WLC
は、メッセージに付随しているプロファイルに従ってエンドポイントにアクセスを許可しま
す。
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6 プロキシされた Access-Accept メッセージがトリガーとなり、インライン ポスチャ ノードが
Authorization-Only 要求をポリシー サービス ノードに送信し、セッションのプロファイルを取
得します。
7 ポリシー サービス ノードから Access-Accept メッセージが、必要なインライン ポスチャ ノー
ド プロファイルとともに返されます。
8 プロファイルで定義されているアクセス コントロール リスト（ACL）がまだインライン ポス
チャ ノードにない場合、インライン ポスチャ ノードは（Cisco ISE RADIUS サーバへの）
RADIUS 要求を使用してポリシー サービス ノードからこれをダウンロードします。
9 Cisco ISE RADIUS サーバは、応答として完全な ACL を送信します。 これがインライン ポス
チャ データ プレーンにインストールされ、エンドポイント トラフィックが通過できるように
なります。
完全な ACL がダウンロードされる前、特に、ACL が大きすぎて 1 つのトランザクションでは
送信できない場合は、多数のトランザクションが発生することがあります。
10 エンドポイント トラフィックが WLC に到着すると、WLC はセッションの RADIUS
Accounting-Start メッセージをインライン ポスチャ ノードに送信します。
エンドポイントからの実際のデータ トラフィックがインライン ポスチャ ノードの非信頼側に
到着した時点では、まだインライン ポスチャ ノードが Accounting-Start メッセージを受信して
いないことがあります。 RADIUS Accounting-Start メッセージを受信すると、インライン ポス
チャ ノードはそのセッションに関与するエンドポイントの IP アドレスを学習し、エンドポイ
ントをこのセッションですでにダウンロードおよびインストールされた ACL に関連付けます。
このクライアント エンドポイントの初期プロファイルではアクセスを制限しておき、クライア
ントにフル アクセス権を付与する前にポスチャを確認できます。
11 この制限的な ACL で許可されるのが Cisco ISE サーバへのアクセスのみであるとすると、エン
ドポイントに許可されるアクションは、たとえばエージェントのダウンロードやデータ プレー
ン上でのポスチャ評価のみとなります。
12 クライアント エンドポイントがポスチャ準拠である（Cisco ISE のサービスとのこれまでの制
限的な通信の一部として）場合は、ポリシー サービス ノードによって、新しいプロファイル
で RADIUS（CoA）が開始されます。 したがって、インライン ポスチャ ノードでは、新しい
ACL がセッションに適用されます。 新しい ACL は即座にインストールされて、エンドポイン
ト トラフィックに適用されます。
13 これで、エンドポイントは企業ネットワークへのフル アクセスが可能となります。これは、イ
ンライン ポスチャ ノードに新しいプロファイルが適用された結果です。
特定のセッションに対する RADIUS stop メッセージが WLC から発行されると、対応するエン
ドポイント アクセスがインライン ポスチャ ノードにおいてリセットされます。
例に示したような展開においては、ワイヤレス ネットワークに追加のエンドポイントが接続され
るときに、これらのエンドポイントは多くの場合、認証と許可が完了してネットワークに接続し
ているユーザが属している ID グループの 1 つに分類されます。
たとえば、従業員、役員、ゲスト ユーザのそれぞれに、これまでに説明したステップを通してア
クセス権が付与されているとします。 この状況では、これらの ID グループのそれぞれに対応す
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る限定的またはフル アクセスのプロファイルが、すでにインライン ポスチャ ノードにインストー
ルされています。 それ以降のエンドポイントの認証と許可では、インライン ポスチャ ノードに
存在するインストール済みプロファイルが使用されます。ただし、元のプロファイルが Cisco ISE
ポリシーの設定中に変更されている場合を除きます。 後者のケースでは、変更済みのプロファイ
ルと ACL がダウンロードされてインライン ポスチャ ノードにインストールされ、前のバージョ
ンが置き換えられます。

信頼/非信頼インターフェイス
次の用語は、インライン ポスチャ展開において重要な役割を果たします。
• 信頼：Cisco ISE ネットワークの内側にあるポリシー サービス ノードやその他の信頼できる
デバイスと通信するインターフェイス。 信頼インターフェイスの名前は常に Eth0 インター
フェイスとなります。
• 非信頼：Cisco ISE ネットワークの外側にある WLC、VPN、その他のデバイスと通信するイ
ンターフェイス。 非信頼インターフェイスの名前は常に Eth1 インターフェイスとなります。

インライン ポスチャに必要な専用ノード
他のペルソナとは異なり、インラインポスチャはノードを他のサービスと共有できません。ノー
ドを共有できないため、インライン ポスチャは、ネットワーク上のプライマリ管理ノードに専用
ノードとして登録されていることが必要になります。
Cisco ISE では、ハイ アベイラビリティを実現するために、最大 2 つのインライン ポスチャ ノー
ドをアクティブ/スタンバイ ペアとして設定できます。

Cisco ISE 展開のスタンドアロン インライン ポスチャ ノード
スタンドアロンのインライン ポスチャ ノードとは、単独でサービスを実行するインライン ポス
チャ ノードであり、他のすべてのノードからは独立して動作します。 単一のスタンドアロン イ
ンラインポスチャノードの展開を選択するのは、ネットワークが小規模であり、冗長性が大きな
問題にならない場合です。

インライン ポスチャのハイ アベイラビリティ
インライン ポスチャのハイ アベイラビリティ展開は、1 つのアクティブ/スタンバイ ペアとして
設定された 2 つのインライン ポスチャ ノードから成ります。 アクティブ ノードは RADIUS プロ
キシとして機能し、障害が発生するまですべてのネットワーク パケットを転送します。障害発生
後はスタンバイ ノードが引き継ぎます。 アクティブ ノードが正しく機能している間は、スタン
バイ ノードはパッシブのままです。 ただし、アクティブ ノードに問題が生じた場合は、スタン
バイ ノードがインライン ポスチャ機能の実行を引き継ぎます。
「プライマリ」と「セカンダリ」という用語の意味は、インラインポスチャのハイアベイラビリ
ティに関する場合と Cisco ISE ノード関連の場合とで異なります。 インライン ポスチャのハイ ア
ベイラビリティの場合、プライマリとセカンダリは、アクティブ状態を引き継ぐデバイスと、競
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合が発生した場合（たとえば、両方のノードが同時に起動したとき）にスタンバイの役割を担う
デバイスを指します。アクティブとスタンバイという用語は、ハイアベイラビリティの状態を表
します。 プライマリまたはセカンダリのインライン ポスチャ ノードは、アクティブとスタンバ
イのどちらの状態にもなることができます。 セカンダリのインライン ポスチャ ノードは読み取
り専用であり、どのような種類の設定にも（ハイ アベイラビリティであっても）使用することは
できません。
インライン ポスチャのハイ アベイラビリティ ペアを設定する場合、プライマリ ノードには編集
可能な多くのオプションがあります。設定の変更はすべて、プライマリノードで行われるからで
す。 プライマリ ノードに対して行われた設定変更は自動的に、セカンダリ ノードに反映されま
す。 このような理由から、セカンダリ ノードは読み取り専用となっています。
インライン ポスチャのハイ アベイラビリティ ペアは、1 つのクラスタとして構成される、2 つの
物理的インライン ポスチャ ノードから成ります。これらのノードの eth2 および eth3 インターフェ
イスにはハートビート リンクがあり、ノードは専用ケーブルで接続されます。
両方のノードの eth2 および eth3 インターフェイスは、ハートビート プロトコル交換で通信して、
ノードの状態を確認します。 各インライン ポスチャ ノードの、信頼と非信頼のイーサネット イ
ンターフェイスそれぞれに専用の物理 IP アドレスがありますが、それとは別のサービス IP アド
レスをクラスタ全体に割り当てる必要があります。

（注）

サービス IP アドレス（仮想 IP アドレスと呼ばれることもあります）は、RADIUS 認証に必要
になります。 サービス IP アドレスは、アクティブ/スタンバイ ペアの両ノードの、信頼と非信
頼の両方のインターフェイスに割り当てます。したがって、サービス IP アドレスがクラスタ
のアドレスとなり、このクラスタをネットワークの他の部分に対して、1 つのエンティティと
して表すことができます。

インライン ポスチャ ノードでの自動フェールオーバー
インライン ポスチャのステートレス ハイ アベイラビリティ展開には、1 つのアクティブ/スタン
バイ ペア ノード設定があります。スタンバイ ノードはバックアップ ユニットとして機能し、イ
ンターフェイス間のパケット転送は行いません。ステートレスとは、アクティブノードにより認
証および許可されたセッションがフェールオーバーの発生後に再び自動的に許可されることを意
味します。
スタンバイ ノードは、ハートビート プロトコルを使用してアクティブ ノードをモニタリングし
ます（eth2 と eth3 のインターフェイスを使用）。このプロトコルは、2 つのノード間でメッセー
ジが一定の間隔で送信されることを必要とします。 ハートビートが停止するか、割り当てられた
時間内に応答がない場合は、フェールオーバーが発生し、復元アクションが実行されます。
ハートビートとは、インライン ポスチャのハイ アベイラビリティ ペアの一方のノードから他方
のノードに、一定の間隔で送信されるメッセージです。 ハートビートが受信されない状態が長時
間にわたる場合（通常はハートビート間隔の数個分）は、ハートビートを送信しているはずのノー
ドで障害が発生したと見なされます。 障害が発生したのがプライマリのインライン ポスチャ ノー
ドの場合は、セカンダリ ノードに引き継がれるので、サービスの中断は発生しません。
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ハートビートが両方のインライン ポスチャのハイ アベイラビリティ ノードで同時に停止した場
合は、その結果としてパーティショニング状態となることがあります。 パーティショニング状態
とは、両方のノードが他方を完全に停止しているものと見なし、両方がアクティブ コントロール
を引き継ごうとしている状態です。
ハートビートのモニタリングに加えて、リンク検証メカニズムを使用することもできます（使用
することを強く推奨します）。このメカニズムが使用されているときは、インラインポスチャの
信頼と非信頼のインターフェイスそれぞれが、外部 IP アドレスに対して ping を実行します。 両
方のノードが外部 IP アドレスに対して ping を実行できない場合は、フェールオーバーが発生しま
す。 ただし、ノードの一方が到達不可能になった場合は、機能している方のノードが自動的にア
クティブ ノードになります。
フェールオーバーが発生した場合:
1 スタンバイのインライン ポスチャ ノードが、サービス IP アドレスを引き継ぎます。
2 管理者は障害が発生したノードを修正し、必要に応じて以前の設定に戻します。
障害が発生したノードがオンラインに戻ったら、手動同期操作を実行してノードに最新の情報
を反映する必要があります。
3 アクティブ セッションは自動的に再認証および許可されます。

インライン ポスチャの動作モード
選択するインライン ポスチャ動作モードは、主に既存のネットワークのアーキテクチャによって
決まります。 Cisco ISE は次の動作モードをサポートしています。

インライン ポスチャ ルーテッド モード
インライン ポスチャ ルーテッド モードは、レイヤ 3 の「hop in the wire」として動作し、選択的
にパケットを指定のアドレスに転送します。このモードを使用すると、ネットワークトラフィッ
クを分離できるので、選択した宛先アドレスに対するアクセス権を持つユーザを指定できるよう
になります。
ルーテッド モードでは、インライン ポスチャ ノードはレイヤ 3 ルータとして動作し、非信頼ネッ
トワークとその管理対象クライアントのデフォルトゲートウェイとして機能します。非信頼ネッ
トワークと信頼ネットワーク間のすべてのトラフィックは、インラインポスチャノードを通過し
ます。インライン ポスチャ ノードは、IP フィルタリング ルール、アクセス ポリシー、および設
定されたその他のトラフィック処理メカニズムを適用します。
インライン ポスチャをルーテッド モードで設定する場合は、次の 2 つのインターフェイスの IP
アドレスを指定する必要があります。
• 信頼できる（Eth0）
• 信頼できない（Eth1）
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信頼できるアドレスと信頼できないアドレスは、異なるサブネットに属する必要があります。 イ
ンライン ポスチャは、1 つまたは複数のサブネットを管理でき、非信頼インターフェイスは管理
対象サブネットのゲートウェイとして機能します。
次の図に、インライン ポスチャ ルーテッド モードの設定を示します。 この例では、インライン
ポスチャは、ルート上の VPN Gateway（GW）からポリシー サービス ノードへのクライアント ト
ラフィックのホップです。 他のルータと同様に、インライン ポスチャも、サブネット 10.20.80.0/24
および 10.20.90.0/24 に対して、VPN Gateway へのスタティック ルートが設定済みであることを必
要とします。 ネットワークの信頼側にある企業ルータも、同じサブネットに対して、インライン
ポスチャ ノードへのスタティック ルートが設定済みであることを必要とします。
図 5：インライン ポスチャ ルーテッド モードの設定

インライン ポスチャ ブリッジ モード
インライン ポスチャ ブリッジ モードは、レイヤ 2 の「bump in the wire」として動作し、パケット
を宛先アドレスにかかわらず転送します。
ブリッジ モードでは、インライン ポスチャ ノードは標準のイーサネット ブリッジとして動作し
ます。 通常、この設定は、非信頼ネットワーク内にゲートウェイがすでに配置されていて、既存
の設定を変更したくない場合に使用します。
次の図に、WLC から Cisco ISE ネットワーク（ポリシー サービス ノードによって管理される）へ
のレイヤ 2 クライアント トラフィックに対してブリッジとして動作するインライン ポスチャ ノー
ドを示します。 この設定では、インライン ポスチャは、アドレス解決プロトコル（ARP）ブロー

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
72

Cisco ISE 展開のインライン ポスチャ ノードのロール

ドキャストに応答し、ARPブロードキャストを適切なVLANに送信できる、サブネット10.20.80.0/24
と 10.20.90.0/24 に対応するサブネット エントリを必要とします。
図 6：インライン ポスチャ ブリッジ モードの設定

インライン ポスチャ ノードがブリッジ モードのときは、次のことが当てはまります。
• インライン ポスチャ eth0 と eth1 インターフェイスの IP アドレスを同一にすることができま
す。
• ブリッジド サブネットのすべてのエンド デバイスは、非信頼ネットワーク上に配置する必
要があります。

インライン ポスチャ メンテナンス モード
インライン ポスチャ メンテナンス モードではノードがオフラインになるので、管理手順を実行
できます。 このモードは、ノードが初めてネットワークに接続され、他の設定がまだ行われてい
ないときのデフォルト モードでもあります。

ルーテッド モードとブリッジ モードのインライン ポスチャのハイ アベイラビリティ
次の図に、インライン ポスチャのハイ アベイラビリティのルーテッド モード設定の例を示しま
す。 2 つのノードの eth2 と eth3 のインターフェイスを接続する専用ケーブルは、アクティブ ノー
ドの障害の有無を調べるハートビート通信のためのものです。
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この例では、インライン ポスチャ 1 の非信頼 IP アドレスを 10.20.70.101 にし、インライン ポス
チャ 2 の非信頼 IP アドレスを 10.20.70.102 にすることができます。 ただし、ネットワークの非信
頼側の両方のノードのサービス IP アドレスは 10.20.70.100 です。 ペアのうち、アクティブ インラ
イン ポスチャ ノードは、どの時点でも、ネットワークの非信頼側のサービス IP アドレスを担当
しています。 同じことが、ネットワークの信頼側にも当てはまります。
図 7：インライン ポスチャのハイ アベイラビリティのルーテッド モード設定

ブリッジ モードでは、インライン ポスチャ eth0 および eth1 インターフェイスで、同じサブネッ
ト上の IP アドレスを持っている必要があります。 IP アドレスを同一にすることを推奨します。
ネットワークの信頼側にあるデバイスの IP アドレスが属するサブネットが、ブリッジ モードのイ
ンライン ポスチャによって管理されている場合は、明示的なスタティック ルートがインライン
ポスチャノードにおいて設定されている必要があります。この設定が必要になるのは、デフォル
トではインライン ポスチャが管理するサブネット（ユーザ インターフェイスの [管理対象サブネッ
ト（Managed Subnets）] ページで設定されます）全体がネットワークの非信頼側にあると見なさ
れるからです。

インライン ポスチャ展開のベスト プラクティス
ここに示すベストプラクティスに従って、インラインポスチャの展開を効率的に管理することが
できます。
フィルタを使用してアクセス権限を定義する
インライン ポスチャのフィルタを設定するときは、次のことを考慮してください。
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• 一般的な実装では、インライン ポスチャは、ネットワークにアクセスしようとしているエン
ドポイントに認証要件を適用します。 デバイスとサブネットのフィルタは、WLC や VPN の
デバイスを許可するか拒否するかを決定するのに使用されます。
• 特定のデバイスでは、認証、ポスチャ評価、ロール割り当てのうち 1 つ以上をバイパスした
い場合があります。 バイパスするデバイスのタイプの一般的な例としては、プリンタ、IP
Phone、サーバ、非クライアント マシン、ネットワーク デバイスがあります。
インライン ポスチャによって、MAC アドレス、MAC と IP アドレス、またはサブネット ア
ドレスが照合され、デバイスに対してバイパス機能が有効になっているかどうかが判断され
ます。 管理者は、ポリシー適用をバイパスするか、強制的にアクセスをブロックするかを選
択できます。

注意

直接接続された ASA VPN デバイスの MAC アドレスを MAC フィルタで設定
するときは、必ず IP アドレスも入力してください。 任意の IP アドレスが追
加されていない場合は、VPN クライアントがポリシー適用をバイパスできて
しまいます。 このようにバイパスできるのは、VPN がクライアントにとって
はレイヤ 3 のホップであり、デバイスは自身の MAC アドレスを送信元アドレ
スとして使用して、インライン ポスチャ ノードに向けてパケットをネット
ワークで送信するからです。

管理対象サブネットおよびスタティック ルートの設定
インライン ポスチャの管理対象サブネットを設定するときは、次のことを考慮してください。
• インライン ポスチャの管理対象サブネットを設定します。 管理対象サブネットを設定する
と、非信頼インターフェイス上のクライアント デバイスに対する適切な VLAN ID を指定し
て、インライン ポスチャ ノードからアドレス解決プロトコル（ARP）クエリーを送信できる
ようになります。 非信頼（認証）VLAN を、管理対象サブネットの [VLAN ID] フィールド
で設定してください。
• エンドポイント用の管理対象サブネットは、インライン ポスチャ ノードに近接するレイヤ
2 で設定します。たとえば、インライン ポスチャ ノードの非信頼インターフェイスにパケッ
トを直接配信する WLC などです。
• IP アドレスを設定し、サブネット アドレスは設定しないでください。 このようにすれば、
インライン ポスチャから送信される ARP 要求の送信元 IP アドレスが正しく設定されます。
• インライン ポスチャ ノードの信頼側のサブネットは、非信頼側のサブネットとは異なるも
のにします。
• 管理ノード、ポリシー サービス ノード、およびモニタリング ノードがインライン ポスチャ
ノードと同じサブネット上に存在していないことを確認します。ただし、スタティック ルー
トを定義済みの場合を除きます。
インライン ポスチャのスタティック ルートを設定するときは、次のことを考慮してください。
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• インライン ポスチャ ノードからの距離が 1 ホップよりも大きい（レイヤ 3）エンドポイント
に対しては、スタティック ルートを設定します。
• VPN アドレス プールによく見られるすべてのダウンストリーム ホスト ネットワークには、
スタティック ルートを設定します。
ハイ アベイラビリティ ペアの設定
ハイアベイラビリティを実現するためにインラインポスチャを設定するときは、次のことを考慮
してください。
• サービス IP アドレス（仮想 IP と呼ばれることもあります）を、インライン ポスチャの両側
のインターフェイス、つまり信頼側（eth0）と非信頼側（eth1）のそれぞれに割り当てます。
• リンク検出 IP アドレスを、信頼（eth0）と非信頼（eth1）それぞれのインターフェイスに対
して指定します。 リンク検出は、任意設定としてユーザ インターフェイスに表示されます
が、設定することを強く推奨します。

インライン ポスチャ ノードのガイドライン
分散展開でのインラインポスチャノードを設定する前に、次の内容を読み、理解してください。
1 インライン ポスチャ ノードは、Cisco ISE-3300 シリーズおよび SNS-3415 アプライアンスでの
みサポートされています。 また、現在 Cisco SNS-3495 アプライアンス上で、または仮想アプ
ライアンスとしてはサポートされていません。
2 インライン ポスチャは、管理、ポリシー サービス、またはモニタリングのペルソナと同時に
実行することはできないため、専用ノードとなります。
3 インライン ポスチャ ノードは、ネットワークのプライマリ管理ノードに登録する必要があり
ます。
4 インライン ポスチャ ノードの各展開インスタンスでは、スタンドアロン ノードまたはアクティ
ブ/スタンバイ ペアを展開できます。
5 ASA を使用した VPN ヘッドエンドまたは HA クラスタ内の ASA などのネットワーク エント
リ ポイントで、最大 2 個のインライン ポスチャ ノードを、高可用性のためのアクティブ/スタ
ンバイ ペアとして展開できます。 1 つの展開内に複数の HA ペアを設定できます。
6 インライン ポスチャ ノードは、機能面では Cisco ISE ノードから見たネットワーク アクセス
デバイス（NAD）に似ています。 インライン ポスチャ ノードは、スイッチ、ワイヤレス LAN
コントローラ、および VPN デバイスなどの複数の NAD として機能できます。 展開のニーズ
に基づいて、インライン ポスチャ ノードの複数インスタンスを配置できます。 展開インスタ
ンスの最大数を決定するために、アクセス デバイスとしてインライン ポスチャ ノードを扱い
ます。
7 インライン ポスチャの高可用性を実現するために、2 つのノードがアクティブ/スタンバイ ペ
アとして設定されます。 一方のノードがプライマリとして指定され、他方のノードがセカンダ
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リ ノードとして指定されます。 両方のノードが同時に稼働された場合は、プライマリ ノード
がアクティブになります。
8 インライン ポスチャのアクティブ/スタンバイ ペアを設定するために、すべての設定は ISE 管
理ユーザ インターフェイスから適用される必要があります。 スタンバイ ノード構成は ISE 管
理ユーザ インターフェイスから見たときに基本テーブルだけを表示します。
9 インライン ポスチャのアクティブ ノード設定をピア スタンバイ ノードに同期させる処理は、
アクティブ ノードの [フェールオーバー（Failover）] タブから実行できます。 詳細について
は、インライン ポスチャ ノードの同期, （87 ページ）を参照してください。

（注）

WLC 認証、許可、アカウンティング（AAA）サーバ（Cisco 2100 または 4400 シリーズ ワイヤ
レス LAN コントローラ）がネットワーク上にある場合は、RADIUS 認証サーバのタイムアウ
ト値を 30 秒以上に設定する必要があります。 この最小値以上であれば、RADIUS フェール
オーバーが、インライン ポスチャと組み合わせたときに確実に動作します。 詳細については、
WLC サーバ ハードウェアのマニュアルを参照してください。
10 インライン ポスチャ ノードが登録されると、システムが再起動します。 高可用性の変更およ
び、eth1 IP アドレスやインライン ポスチャ モードなどのインフラストラクチャ設定への変更
は、システムの再起動を必要とします。 再起動は自動的に行われます。 ただし、CLI から手
動でノードを再起動するには、application stop ise コマンドと application start ise コマンドを使用
してください。
11 インライン ポスチャ ノードを管理ノードに登録した後は、eth0（信頼）IP アドレスを管理者
ポータルから変更することはできません。 これは、登録済みインライン ポスチャ ノードの
eth0 IP アドレスを変更すると、管理ノードと通信できなくなるからです。 インライン ポスチャ
ノードと管理ノードとの間で通信しようとしても失敗し、その結果、例外が発生する可能性が
あります。

（注）

Cisco ISE ネットワークに登録された後は、CLI からインライン ポスチャ ノードの IP アドレス
を変更しないことを強く推奨します。

注意

インライン ポスチャ ノードの非信頼インターフェイスは、インライン ポスチャ ノードが構成
されている場合に切断する必要があります。 インライン ポスチャ ノードの信頼および非信頼
インターフェイスが、初期設定時に同じ VLAN に接続され、インライン ポスチャ ノードがペ
ルソナの変更後に最初に起動された場合、マルチキャスト パケット トラフィックが非信頼イ
ンターフェイスから大量に流出します。 このマルチキャスト ストームにより、同じサブネッ
トまたは VLAN に接続されたデバイスがダウンする可能性があります。 この時点で、インラ
イン ポスチャ ノードはメンテナンス モードになります。
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インライン ポスチャ ノードの許可
次の図は、インラインポスチャノードの遅延フェッチ機能を使用したクライアント許可フロー、
およびセッションの復元について説明します。
インライン ポスチャ ノードのクライアント許可フロー

遅延フェッチ機能を使用したインライン ポスチャ ノード セッションの復元

クライアントの切断によるインライン ポスチャ ノード セッションの削除
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ワイヤレス クライアントが WLC 制御を離れるときには、WLC は VPN ゲートウェイと同様の
RADIUS アカウンティング停止を送信して、インライン ポスチャ ノードがクライアントに対応す
るセッションを確実にクリーン アップするようにする必要があります。

インライン ポスチャ ノードの展開
インライン ポスチャ ノードを展開するための最初のプロセスは、スタンドアロン ノードの場合
でも、アクティブ/スタンバイ ペアの場合でも同じです。

（注）

インライン ポスチャは Cisco ISE 3415、ISE 3315、ISE 3355、および ISE 3395 プラットフォー
ム上でサポートされます。

手順
ステップ 1

インライン ポスチャ ノードを設定します。

ステップ 2

インライン ポスチャのダウンロード可能アクセス コントロール リストを作成します。

ステップ 3

インライン ポスチャ ノード プロファイルを作成します。

ステップ 4

インライン ポスチャ許可ポリシーを作成します。

インライン ポスチャ ノードの設定
インライン ポスチャとは、管理ノードに登録されている専用ノードです。 インライン ポスチャ
の設定は管理コンソールから行い、その設定内容はインラインポスチャノードに複製されます。
設定のコピーが、ローカルの管理データベースに保存されます。 インライン ポスチャ ノードは、
登録された後、再起動されます。
インライン ポスチャ ノードを Cisco ISE ネットワークに導入するには、初めにインライン ポス
チャノードをプライマリ管理ノードに登録し、インラインポスチャの設定を指定してから、許可
プロファイルとポリシーを作成する必要があります。これによって、インライン ポスチャのゲー
トキーピング ポリシーが確立します。
インライン ポスチャ ノードは RADIUS プロキシであり、RADIUS サーバとして NAD と連携し、
これにより NAD（VPN ゲートウェイ、WLC）は RADIUS クライアントとなります。 プロキシと
してのインライン ポスチャは、クライアントとしてポリシー サービス ノードとのインターフェ
イスになり、これにより、ポリシー サービス ノードはインライン ポスチャの RADIUS サーバに
なります。
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（注）

次に示す手順を完了すると、インライン ポスチャ ノードに対応する NAD エントリが自動的に
作成されます。 スタンドアロン ノードの場合、そのノードの IP アドレスが使用されます。 ハ
イ アベイラビリティ ペアの場合、アクティブ ノードのサービス IP アドレスが使用されます。

はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
インライン ポスチャは Cisco ISE 3495 プラットフォームではサポートされません。 インライン ポ
スチャは、サポートされるプラットフォームである ISE 3315、ISE 3355、ISE 3395、ISE 3415 のい
ずれかにインストールします。
インラインポスチャの証明書を設定するためのガイドラインに従い、適用します。詳細について
は、『Cisco Identity Services Engine Hardware Installation Guide, Release 1.2』を参照してください。
プライマリ管理ノードにインライン ポスチャ ノードを登録します。 Cisco ISE 分散システムのメ
ンバーとして動作するには、すべてのノードがプライマリ管理ノードに登録されている必要があ
ります。
RADIUS 設定は必須です。 最低でも 1 つのクライアントと 1 つのサーバ設定が必要です。 この手
順を完了するには、両側の対応する共有秘密情報が必要です。
インストールに必要なすべての設定情報を手元に用意してください。 たとえば、信頼と非信頼の
IP アドレス、サービス IP アドレス、他の Cisco ISE ノードの IP アドレス、RADIUS 設定用の共有
秘密情報、管理 VLAN ID、WLC、VPN IP アドレスなどです。 必要な情報の完全なリストは、シ
ステム アーキテクトに確認してください。

注意

直接接続された ASA VPN デバイスの MAC アドレスを MAC フィルタで設定するときは、必
ず IP アドレスも入力してください。 任意の IP アドレスが追加されていない場合は、VPN ク
ライアントがポリシー適用をバイパスできてしまいます。 このようにアクセスできるのは、
VPN がクライアントにとってはレイヤ 3 のホップであり、デバイスは自身の MAC アドレスを
送信元アドレスとして使用して、インライン ポスチャ ノードに向けてパケットをネットワー
クで送信するからです。

手順
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

[展開ノード（Deployment Nodes）] ページの [インライン ポスチャ ノード（Inline Posture node）]
チェックボックスをオンにし、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[全般設定（General Settings）] タブの [インライン PEP（Inline PEP）] チェックボックスをオンに
します。 [管理（Administration）]、[モニタリング（Monitoring）]、および [ポリシー サービス
（Policy Service）] の各チェックボックスは自動的にオフになります。
タブは、[全般設定（General Settings）]、[基本情報（Basic Information）]、[展開モード（Deployment
Modes）]、[フィルタ（Filters）]、[RADIUS 設定（Radius Config）]、[管理対象サブネット（Managed
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Subnets）]、[スタティック ルート（Static Routes）]、[ロギング（Logging）]、および [フェール
オーバー（Failover）] に変化します。
（注）

ステップ 4

新規登録されたインライン ポスチャ ノードは、デフォルト IP アドレス 192.168.1.100、
サブネット マスク 255.255.255.0、およびデフォルト ゲートウェイ 192.168.1.1 が設定さ
れています。 これらの値は、実際の展開に合わせてステップ 3 で変更してください。

次の各タブをクリックし、それぞれのタブのフィールドに適切な情報を入力します。
• 基本情報（Basic Information）
• [展開ノード（Deployment Nodes）]：新規登録されたインライン ポスチャ ノードは、メンテ
ナンス モードとなっています。 実稼働目的の場合は、ルーテッド モードまたはブリッジ
モードを選択する必要があります。
• [フィルタ（Filters）]：クライアント デバイスのサブネット アドレスとサブネット マスクを
入力するか、フィルタリングするデバイスの MAC アドレスと IP アドレスを入力します。
MAC とサブネットのフィルタを使用すると、ネットワークの非信頼側にある特定のエンド
ポイントやデバイスについて、インライン ポスチャ適用をバイパスすることができます。
たとえば、VPN または WLC の管理トラフィックがインライン ポスチャを通過できるように
する必要がある場合に、その NAD を Cisco ISE のポリシー適用対象外とします。 その NAD
の MAC アドレスと IP アドレスをフィルタで指定しておくと、インライン ポスチャ経由で
ユーザ インターフェイスや設定ターミナルに、制約なくアクセスできるようになります。
• [RADIUS 設定（Radius Config）]：RADIUS 設定は必須です。 インライン ポスチャには、最
低でも 1 つのクライアントと 1 つのサーバの設定が必要です。
• [管理対象サブネット（Managed Subnets）]：インライン ポスチャ ノードと近接するレイヤ 2
にあるエンドポイントのサブネットについては（たとえば WLC）、管理対象サブネットを設
定する必要があります。 このように設定するには、管理対象サブネットと同じサブネットに
ある未使用の IP アドレスが 1 つとサブネットの VLAN（ある場合）が必要になります。 複
数の管理対象サブネット エントリを指定できます。 IP アドレス、サブネット マスク、VLAN
ID、および説明の値を入力する必要があります。
◦ [スタティック ルート（Static Routes）]：サブネット アドレスとサブネット マスクを入
力し、[インターフェイス タイプ（Interface Type）] ドロップダウン リストで [信頼
（Trusted）] または [非信頼（Untrusted）] を選択します。 このステップを、実際の設定
に合わせて必要なだけ繰り返します。
Cisco ISE の制御下にあるエンドポイントのサブネットがインライン ポスチャ ノードか
らレイヤ 3 分離れている場合は、スタティック ルート エントリが必要です。 たとえば、
VPN ゲートウェイ デバイス（管理対象サブネット トラフィックをインライン ポスチャ
非信頼インターフェイスに送信するデバイス）が 2 ホップ離れている場合は、そのクラ
イアント サブネットに対してはインライン ポスチャのためのスタティック ルートが定
義されている必要があります。 信頼側のネットワークは、トラフィックをインライン
ポスチャ信頼インターフェイスに送信すべきということを認識している必要がありま
す。
◦ [ロギング（Logging）]：[ロギング（Logging）] タブをクリックし、ロギング サーバ（一
般的にはモニタリング ノード）の IP アドレスとポート番号を入力します。
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インライン ポスチャのイベントをログに記録するための IP アドレスとポート（デフォ
ルト 20514）は必須です。 この要件が守られていれば、インライン ポスチャ ノードの
動作ステータスが Cisco ISE ダッシュボードの [システム概要（System Summary）] ダッ
シュレットに表示されるようになり、そのノードに関するその他のログ情報も利用でき
るようになります。
◦ [フェールオーバー（Failover）]：このタブは、インライン ポスチャのハイ アベイラビ
リティ設定用です。

ステップ 5

[Save（保存）] をクリックします。 インライン ポスチャ ノードが自動的に再起動します。

ステップ 6

自動生成されたインライン ポスチャ NAD リスティングを確認するには、[管理（Administration）]
> [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [デフォルト デバイス（Default Device）] に移
動します。
スタンドアロン ノードの場合、そのノードの IP アドレスが使用されます。 ハイ アベイラビリティ
ペアの場合、アクティブ ノードのサービス IP アドレスが使用されます。

次の作業
インライン ポスチャ ノードの展開を完了するには、DACL、許可プロファイル、および許可ポリ
シー ルール（不明、準拠、非準拠）を作成します。

（注）

適切なダウンロード可能アクセス コントロール リスト（DACL）を、対応するプロファイル
に関連付けることが重要です。 たとえば、不明 DACL には不明許可プロファイルを関連付け
ます。

インライン ポスチャのダウンロード可能アクセス コントロール リストの作成
ダウンロード可能アクセス コントロール リスト（DACL）とは、許可プロファイルの構築ブロッ
クであり、プロファイルはこのリストで定められたルールに従うことになります。アクセスコン
トロール リスト（ACL）は、望ましくないトラフィックがネットワークに入るのを防ぐためのも
のであり、具体的には送信元と宛先の IP アドレス、トランスポート プロトコル、およびその他の
変数を、RADIUS プロトコルを使用してフィルタリングします。
名前付き権限オブジェクトとして作成した DACL を許可プロファイルに追加します。その後、こ
れらの許可プロファイルを許可ポリシーの結果として指定します。

はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
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手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [許可
（Authorization）] > [ダウンロード可能 ACL（Downloadable ACLs）] 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

DACL の名前と説明を入力します。

ステップ 4

次の DACL を作成します。
• ipn-compliant（すべて許可）：構文 permit ip any any を使用します。
• ipn-noncompliant（すべて拒否）：構文 deny ip any any を使用します。
• ipn-unknown（ポスチャ前）：1 つ以上の ACL を使用して、サプリカントとポリシー サービ
ス ノードに、ポスチャ評価のための相互アクセスを許可します。 この DACL を使用すると、
認証を通過していないユーザをブロックまたは隔離することができます。 次に、構文例を示
します。
deny tcp any any eq 80
deny tcp any any eq 443
permit ip any 10.1.2.4 0.0.0.0
permit udp any any eq 53
deny ip any any

ステップ 5

DACL を保存します。

次の作業
インライン ポスチャ ノード プロファイルを作成します。

インライン ポスチャ ノード プロファイルの作成
インライン ポスチャ許可プロファイルを 3 つ作成し、さらに NAD 用の許可プロファイルを 1 つ
作成する必要があります。
すべてのインライン ポスチャ インバウンド プロファイルは自動的に、cisco-av-pair=ipep-authz=true
に設定されます。これで、インラインポスチャノードによってそのルールが適用されるようにな
ります（プロキシとしてそのまま NAD にプロキシするのではなく）。 URL リダイレクトはクラ
イアント プロビジョニングに欠かせないものであり、エージェント検出リダイレクションにも必
要です。

はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者、システム管理者、またはポリシー管理者である必
要があります。
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手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [許可
（Authorization）] > [インライン ポスチャ ノード プロファイル（Inline Posture Node 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。 [名前（name）] フィールドでサポートされる
文字は次のとおりです：スペース、! # $ % & ‘ ( ) * + , - . / ; = ? @ _ {。
（注）
RADIUS 応答メッセージ = NAD プロファイルと設定すると、NAD プロファイルがイン
ライン ポスチャの RADIUS ログ メッセージに表示されるようになります。 この設定
は、後でトラブルシューティングするときに役立つ可能性があります。

ステップ 4

作成した DACL に対応する、インライン ポスチャの次の許可プロファイルを作成します。 次の
許可プロファイルのそれぞれについて、適切な DACL を指定します。
• IPN-Unknown-Compliant（ポスチャ前）：このプロファイルには、URL リダイレクトを入力
する必要があります。 これを行うには、[URL リダイレクト（URL Redirect）] チェックボッ
クスをオンにします。
この URL リダイレクトは、[属性詳細（Attributes Details）] フィールドに表示されます。
ユーザは、エージェントをダウンロードしてインストールするための Web ページにリダイレ
クトされます。 このエージェントが、ユーザのシステムをスキャンします。 システムが合
格の場合、ユーザにはフル アクセス権が自動的に付与されます。 システムが不合格の場合
は、ユーザはアクセスを拒否されます。
• IPN-Compliant（すべて許可）
• IPN-Noncompliant（すべて拒否）

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
インライン ポスチャ許可ポリシーを作成します。

インライン ポスチャ許可ポリシーの作成
許可ポリシーは、ネットワークおよびそのリソースに対するアクセスを制御する手段となります。
Cisco ISE では、許可ポリシーを作成する際のルールの数を定義することができます。
許可ポリシーを定義する要素は、ポリシールールを作成するときに参照されます。選択した条件
と属性によって、許可プロファイルが定義されます。

はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
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手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [許可（Authorization）] を選択します。

ステップ 2

デフォルト ルールはそのままにします。

ステップ 3

不明ポスチャ ステータス ルールを次のとおりに作成します。
• [ID グループ（Identity Group）]：[任意（Any）]
• [条件（Condition）]：[Session:PostureStatus] [等しい（EQUALS）] = [不明（Unknown）]
• [権限（Permissions）]：IPN-Unknown-Compliant + nad-authorization-profile

ステップ 4

準拠ポスチャ ルールを次のとおりに作成します。
• [ID グループ（Identity Group）]：[任意（Any）]
• [条件（Condition）]：[Session:PostureStatus] [等しい（EQUALS）] = [準拠（Compliant）]
• [権限（Permissions）]：IPN-Compliant + nad-authorization-profile

ステップ 5

非準拠ポスチャ ルールを次のとおりに作成します。
• [ID グループ（Identity Group）]：[任意（Any）]
• [条件（Condition）]：[Session:PostureStatus] [等しい（EQUALS）] = [非準拠（Noncompliant）]
• [権限（Permissions）]：IPN-Noncompliant + nad-authorization-profile

ステップ 6

ポリシーを保存します。 インライン ポスチャ ノードの展開は、これで完了です。

次の作業
管理ノードで RADIUS クライアントとしてインライン ポスチャ ノードを設定します。

ハイ アベイラビリティ ペアの設定
ハイ アベイラビリティのために 2 つのインライン ポスチャ ノードを設定した場合は、1 つのノー
ドをそのペアのプライマリユニットとして指定します。それがデフォルトでアクティブノードに
なります。 他方がセカンダリ ノードとなり、デフォルトでスタンバイ ユニットとなります。
ハイ アベイラビリティ ノードのフェールオーバーが発生すると、スタンバイ ノードがサービス
IP アドレスを引き継ぎます。 このプロセスが発生した後で、管理者は障害が発生したインライン
ポスチャ ノードを修復する必要があります。必要に応じて、以前の設定に戻します。 ハイ アベ
イラビリティ フェールオーバーはステートレスであるため、フェールオーバーの発生後、すべて
のアクティブ セッションが自動的に再許可されます。
ここに示す例では、ブリッジ モードのハイ アベイラビリティ ペアに使用されるサービス IP アド
レスは、インライン ポスチャ ノードの物理 IP アドレスとは異なるものであり、実質的にクラス
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タが作成されます。 このクラスタは 1 つのユニットとして、サービス IP アドレスを使用して WLC
と相互作用します。 このような理由から、サービス IP は信頼と非信頼それぞれのネットワークに
対して定義されます。

（注）

ハイ アベイラビリティ ペアの両方のノードが、同一のモード（ブリッジまたはルータ）を使
用する必要があります。 混合モードは、インライン ポスチャのハイ アベイラビリティ ペアで
はサポートされません。

はじめる前に
• 次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
• インライン ポスチャ ノード 2 つが正常に設定され、Cisco ISE ネットワーク上で登録されて
いる必要があります。
• インライン ポスチャ ハイ アベイラビリティ ペアの両方のノード（プライマリとセカンダ
リ）の eth2 インターフェイスおよび eth3 インターフェイスは、ハートビート プロトコル交
換と通信してノードの健全性を判別します。 ハートビートを機能させるには、イーサネット
ケーブルを使用してセカンダリ ノードの eth2 インターフェイスにプライマリ インライン ポ
スチャ ノードの eth2 インターフェイスを接続する必要があります。 同様に、プライマリ イ
ンライン ポスチャ ノードの eth3 インターフェイスをイーサネット ケーブルを使用してセカ
ンダリ ノードの eth3 インターフェイスに接続する必要があります。
• RADIUS 用に、サービス IP アドレスが必要です。このアドレスは、この手順の中で、インラ
イン ポスチャ アクティブ/スタンバイ クラスタの信頼と非信頼の両方のインターフェイスに
割り当てるためのものです。
• インストールに必要なすべてのネットワーク設定情報を手元に用意してください。 必要な情
報の完全なリストは、システム アーキテクトに確認してください。
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手順
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

プライマリ ノードとして指定するインライン ポスチャ ノードの隣にあるチェックボックスをオ
ンにして [編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[全般設定（General Settings）] タブで、ノード名を確認し、[インライン PEP（Inline PEP）] チェッ
クボックスがオンであることを確認してから、[HA 役割（HA Role）] ドロップダウン リストで
[アクティブ（Active）] を選択します。

ステップ 4

[フェールオーバー（Failover）] タブをクリックし、[HA 有効（HA Enabled）] チェックボックス
をオンにします。

ステップ 5

フィールドに適切な情報を入力します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。 両方のインライン ポスチャ ノードが再起動します。 ノード
が再び起動したときは、指定された設定に応じて、プライマリおよびセカンダリとして設定され
た状態になっています。

ステップ 7

ノード ステータスの隣にあるチェックボックスをオンにし、[フェールオーバー（Failover）] タブ
をクリックして、ノード ステータスを確認します。 プライマリとセカンダリのインライン ポス
チャ ノードが正しく設定されていることを確認します。

次の作業
管理ノードで RADIUS クライアントとしてインライン ポスチャ ノードを設定します。

インライン ポスチャ ノードの同期
ハイ アベイラビリティ ペアのノードの 1 つが停止しているときに、ただ 1 つのアクティブなノー
ドに対して設定変更が行われた場合に、停止していたノードが起動したときに新しい設定を自動
的に反映するメカニズムはありません。 アクティブ ノードでのインライン ポスチャのハイ アベ
イラビリティ ユーザ インターフェイスにある [ピア ノードを同期（Sync-up Peer Node）] ボタンを
使用すると、スタンバイ ノードを、アクティブ ノードからの最新のインライン ポスチャ データ
ベースと手動で同期できます。

はじめる前に
• スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
• 2 つのインライン ポスチャ ノードを設定する必要があります。
• 2 つのノード間の関係を確立する必要があります。
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手順
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

他のノード（通常はアクティブ ノード）と同期するインライン ポスチャ ノードの横にあるチェッ
クボックスをオンにし、[編集（Edit）] アイコンをクリックします。

ステップ 3

[フェールオーバー（Failover）] タブをクリックします。

ステップ 4

[ピア ノードを同期（Sync Peer Node）] をクリックします。 選択したノードからのデータが自動
的に、ピア ノードに転送されます。

管理ノードでの RADIUS クライアントとしてのインライン ポスチャ
ノードの設定
RADIUS プロキシとして機能するインライン ポスチャ ノードは、管理ノードで RADIUS クライア
ントとして追加する必要があります。

はじめる前に
• スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
• Cisco ISE 展開でインライン ポスチャを展開する必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [ネットワーク デバイ
ス（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

[ネットワーク デバイス（Network Devices）] ナビゲーション パネルの [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] をクリックします。

ステップ 3

デバイスの名前と説明（任意）を入力します。

ステップ 4

インライン ポスチャ ノードの IP アドレスを入力します。
• スタンドアロン インライン ポスチャ ノードの場合は、信頼インターフェイスの IP アドレス
を入力します。
• ハイ アベイラビリティ ペアの場合は、信頼インターフェイスのサービス IP アドレスを入力
します。
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ステップ 5

必要に応じて [モデル名（Model Name）] と [ソフトウェア バージョン（Software Version）] に入
力します。

ステップ 6

[ネットワーク デバイス グループ（Network Device Group）] では、[ロケーション（Location）] と
[デバイス タイプ（Device Type）] を必要に応じて指定します。

ステップ 7

[認証設定（Authentication Settings）] チェックボックスをオンにして、RADIUS 共有秘密情報を入
力します。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。

展開からのインライン ポスチャ ノードの削除
インライン ポスチャ ノードを展開から削除するには、初めにその展開をメンテナンス モードに
変更してから登録を解除する必要があります。 メンテナンス モードとはニュートラル状態であ
り、そのノードをスムーズにネットワークに、または展開から移動することができます。

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

手順
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

展開から削除するインライン ポスチャ ノードの横にあるチェックボックスをオンにし、[編集
（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[展開モード（Deployment Modes）] タブをクリックします。

ステップ 4

[メンテナンス モード（Maintenance Mode）] オプション ボタンをクリックしてから [保存（Save）]
をクリックします。

ステップ 5

左側のペインの [展開（Deployment）] をクリックし、展開から削除するインライン ポスチャ ノー
ドの横のチェックボックスをオンにします。

ステップ 6

[登録解除（Deregister）] をクリックします。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

インライン ポスチャ ノードの状態
展開済みのインラインポスチャノードの健全性のモニタリングは、管理ノードで実行されている
Cisco ISE ダッシュボードから行うことができます。 インライン ポスチャ ノードは、[システム概
要（System Summary）] ダッシュレットに表示されます。 チェック マーク付きの緑色のアイコン
は、システムが正常に動作していることを示します。 黄色のアイコンは警告を示し、赤色のアイ
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コンは深刻なシステム障害を示します。 スパークラインは、CPU とメモリの使用率および遅延の
経時変化を示します。 データ表示範囲は、過去 24 時間と過去 60 分から選択できます。
健全性のアイコンにマウス カーソルを合わせると、クイック ビュー ダイアログに、システム健
全性の詳細情報が表示されます。
図 8：システム概要のステータス クイック ビュー

リモート アクセス VPN の使用例
ここでは、インライン ポスチャ ノードを Cisco ISE ネットワーク内の VPN デバイス（たとえば
ASA）とともに使用する方法を説明します。 次の図は、インライン ポスチャ ノードをリモート
VPN アクセス用に使用する Cisco ISE 展開を示しています。 この図の iPEP という用語はインライ
ン ポスチャ ノードを指し、PDP はポリシー サービス ノードを指します。 VPN ゲートウェイから
のトラフィックはすべて、インライン ポスチャ ノードを通過する必要があります。確実に Cisco
ISE によってポリシーを適用し、ネットワークのセキュリティを保護するためです。
図 9：インライン ポスチャ ノードを使用する Cisco ISE 展開

プロセス フロー
1 リモート ユーザは VPN ゲートウェイ（ASA）に対する認証を、RADIUS プロトコルを使用し
て行います。
2 RADIUS クライアントである ASA は、認証要求を AAA サーバ（インライン ポスチャ ノード）
に送信します。
3 RADIUS プロキシであるインライン ポスチャ ノードは、この RADIUS 認証要求を、RADIUS
サーバの役割を持つ Cisco ISE ノード（ポリシー サービス ノード）にリレーします。
4 Cisco ISE ポリシー サービス ノードは、設定済みの ID ストアを使用してリモート ユーザの認
証を行い、RADIUS 応答をインライン ポスチャ ノードに返します。この応答は、ASA（ネッ
トワーク アクセス デバイス（NAD））にリレーされます。
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5 ユーザに適用される許可ポリシーに基づいて、ポリシー サービス ノードは該当する属性をイ
ンライン ポスチャ ノードに返します。さらに、ASA に返すこともできます。
6 インライン ポスチャ ノード プロファイルと NAD（標準許可プロファイル）のどちらについて
も、許可ポリシー ルール エントリごとに別の許可プロファイルを参照することができます。
インライン ポスチャ ノード プロファイル：インライン ポスチャ ノードに適用される RADIUS
属性を指定します。たとえば、クライアント プロビジョニング サービスへのリダイレクショ
ン用の URL や、インライン ポスチャ ノードによるポリシー適用のためのダウンロード可能ア
クセス コントロール リスト（DACL）です。
標準許可プロファイル：NAD（この例では ASA）のための任意の RADIUS 属性を指定します。
7 許可ポリシーによる判定の結果、エンドポイントがポスチャ ポリシーに非準拠である場合や、
ポスチャ ステータスが不明の場合は、ポリシー サービス ノードから URL リダイレクト属性値
がインライン ポスチャ ノードに返されます。このときに、許可されるトラフィックを指定す
る DACL も返されます。 DACL によって拒否された HTTP/HTTPS トラフィックはすべて、指
定の URL にリダイレクトされます。
8 ポスチャが準拠になると、再許可が行われてポリシー サービス ノードから新しい DACL がイ
ンライン ポスチャ ノードに送信されます。これで、内部ネットワークへのユーザ特権アクセ
スができるようになります。

VPN デバイスでのインライン ポスチャ ノードの設定
はじめる前に
インライン ポスチャ ノードやそのダウンストリーム ネットワークとの間で送受信されるトラ
フィックが正しくルーティングまたはスイッチングされるように、ネットワーク インフラストラ
クチャが設定されていることを確認します。
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手順
ステップ 1

スタンドアロンの Cisco ISE ノードを設定します。

ステップ 2

このスタンドアロン Cisco ISE ノードをインライン ポスチャ ノードとして、既存のプライマリ管
理ノードに登録し、インライン ポスチャ ノードの設定をプライマリ管理ノードから行います。

ステップ 3

必要に応じて、もう 1 つのインライン ポスチャ ノードを設定し、アクティブ/スタンバイ ペアを
設定します。

ステップ 4

ポリシー サービス ノードがインライン ポスチャ ノードの RADIUS サーバとなるように設定しま
す。 インライン ポスチャ ノードで設定されているものと同一の RADIUS 共有秘密を、ポリシー
サービス ノードでも設定します。

ステップ 5

インライン ポスチャ ノードによって使用される許可プロファイル（インライン ポスチャ ノード
プロファイル）を設定します。

ステップ 6

（任意）NAD に使用するための標準許可プロファイルを設定することもできます。

ステップ 7

アイデンティティとポスチャ ステータスに基づいてインライン ポスチャ ノード プロファイルを
リモート VPN ユーザに適用するための許可ポリシーを設定します。

ステップ 8

VPN ゲートウェイの内部 IP アドレスを RADIUS クライアントとして、インライン ポスチャ ノー
ドの RADIUS 設定に、NAD（この例では ASA）の RADIUS 共有秘密とともに追加します。

ステップ 9

RADIUS サーバとして設定済みのインライン ポスチャ ノードとの間で RADIUS 認証および許可を
行うための、VPN ゲートウェイ（ASA）を設定します。 手順は次のとおりです。
a) [ポリシー（Policy）] > [認証（Authentication）] を選択します。
b) ユーザ レコードに記録されている ID ソースに対してユーザを認証するように、デフォルト
ルールが設定されていることを確認します。
c) [保存（Save）] をクリックします。

インライン ポスチャ ノードのログの収集
インライン ポスチャ ノードの CLI から、backup-logs コマンドを使用するとすべてのログをアー
カイブおよび収集できます。
PEP/admin#
PEP/admin#
PEP/admin#
PEP/admin#
PEP/admin#
PEP/admin#
% Creating

（注）

config terminal
repository remoteloc
url ftp://myremoteserver/store
user <myremoteuser> password plain <myremotepasswd>
end
backup-logs myipeplogs repository remoteloc
log backup with timestamped filename: myipeplogs-110317-1836.tar.gz

プライマリ管理 UI からインライン ポスチャ ノードのログをリモートで収集することはサポー
トされていません。
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インライン ポスチャ ノードの Kclick プロセス
kclick と呼ばれるクリック カーネル モジュール プロセスは、インライン ポスチャ ノードの CPU
のスケジューリングを担当します。 Kclick は、CPU サイクルを要求する他のプロセスに CPU サ
イクルを提供します。 これにより、インライン ポスチャ ノードの「トップ」出力は、アイドル
状態のサイクルを含むシステムのすべての CPU サイクルを使用している kclick を表示します。
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Cisco ISE へのログイン
管理者のユーザ名とパスワードを使用して Cisco ISE にログインします。
初期設定時に、SSH を有効にしない場合、SSH 経由で ISE 管理コンソールにアクセスできません。
SSH を有効にするには、Cisco ISE CLI にアクセスして、グローバル コンフィギュレーション モー
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ドで service sshd enable コマンドを入力します。 グローバル コンフィギュレーション モードで no
service sshd コマンドを使用して、SSH を無効にできます。

手順
ステップ 1

Cisco ISE URL をブラウザのアドレス バーに入力します（たとえば https://<ise hostname or ip
address>/admin/）。

ステップ 2

ユーザ名と、Cisco ISE の初期セットアップで指定して設定した大文字と小文字が区別されるパス
ワードを入力します。

ステップ 3

[ログイン（Login）] をクリックするか、Enter を押します。
ログインが失敗した場合は、[ログイン時の問題（Problem logging in?）] リンクをログイン ページ
でクリックし、手順に従います。

管理者ログイン ブラウザのサポート
Cisco ISE 管理者ポータルは、次の HTTPS 対応ブラウザをサポートします。
• Mozilla Firefox バージョン 31.x ESR、32.x、および 33.x
• Microsoft Internet Explorer 10.x および 11.x
クライアント ブラウザを実行しているシステムに、Adobe Flash Player 11.2.0.0 以降がインストー
ルされている必要があります。
管理者ポータルを表示してよりよいユーザ エクスペリエンスを得るために必要な最小画面解像度
は、1280*800 ピクセルです。

ログインの試行に失敗した後の管理者のロックアウト
管理者ユーザIDに対して誤ったパスワードを入力した回数が所定の数に達すると、ユーザは「ロッ
クアウト」されて管理者ポータルからシステムにアクセスできなくなり、ログ エントリが [サー
バ管理者ログイン（Server Administrator Logins）] レポートに記録され、その管理者 ID のクレデン
シャルは一時停止されます。一時停止を解除するには、その管理者 ID に関連付けられたパスワー
ドをリセットする必要があります。手順については、『Cisco Identity Services Engine Hardware
Installation Guide, Release 1.3』の「Performing Post-Installation Tasks」の章を参照してください。 管
理者アカウントを無効にするのに必要な試行失敗回数は、「ユーザ アカウントのカスタム属性お
よびパスワードポリシー」の項で説明しているガイドラインに従って設定できます。管理者ユー
ザ アカウントがロックアウトされると、関連付けられた管理者ユーザに電子メールが送信されま
す。
無効になったシステム管理者のステータスは、Active Directory ユーザを含むすべてのスーパー管
理者が有効にできます。
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Cisco ISE でのプロキシ設定の指定
既存のネットワークトポロジにおいて、外部リソース（たとえば、クライアントプロビジョニン
グやポスチャ関連のリソースが存在するリモートダウンロードサイト）にアクセスするために、
Cisco ISE に対してプロキシを使用することが要求されている場合は、管理者ポータルを使用して
プロキシのプロパティを指定できます。
プロキシ設定は次の Cisco ISE 機能に影響します。
• パートナー モバイル管理
• エンドポイント プロファイラ フィード サービスの更新
• エンドポイント ポスチャの更新
• エンドポイント ポスチャ エージェント リソースのダウンロード
• CRL（証明書失効リスト）のダウンロード
Cisco ISE プロキシ設定はプロキシ サーバの基本認証をサポートします。 NT LAN Manager（NTLM）
認証はサポートされていません。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [プロキシ（Proxy）] を選
択します。

ステップ 2

プロキシの IP アドレスまたは DNS 解決可能ホスト名を入力し、Cisco ISE との間のプロキシ トラ
フィックを通過させるポートを [プロキシ ホスト サーバ：ポート（Proxy host server : port）] で指
定します。

ステップ 3

必要に応じて、[パスワード必須（Password required）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 4

[ユーザ名（User Name）] および [パスワード（Password）] フィールドに、プロキシ サーバへの認
証に使用するユーザ名とパスワードを入力します。

ステップ 5

[次のホストとドメインに対するプロキシをバイパス（Bypass proxy for these hosts and domain）]
に、バイパスするホストまたはドメインの IP アドレスまたはアドレス範囲を入力します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

管理者ポータルで使用されるポート
管理者ポータルは HTTP ポート 80 および HTTPS ポート 443 を使用するように設定され、これら
の設定は変更できません。 Cisco ISE はまた、あらゆるエンドユーザ ポータルが同じポートを使
用することを禁止して、管理者ポータルへのリスクを減らすようになっています。
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システム時刻と NTP サーバ設定の指定
Cisco ISE では、Network Time Protocol（NTP）サーバを 3 台まで設定することができます。 NTP
サーバを使用すると、正確な時刻を維持でき、複数のタイムゾーンの間で時刻を同期できます。
また、認証済みの NTP サーバのみを Cisco ISE で使用するかどうかを指定することもでき、その
ための認証キーを入力できます。
シスコは、すべての Cisco ISE ノードを協定世界時（UTC）の時間帯に設定することを推奨します
（特に Cisco ISE ノードが分散展開されてインストールされている場合）。 この手順により、展
開内にあるさまざまなノードからのレポートとログのタイムスタンプが常に同期されるようにな
ります。

はじめる前に
スーパー管理者またはシステム管理者の管理者ロールが割り当てられている必要があります。
プライマリおよびセカンダリの両方の Cisco ISE ノードがある場合は、セカンダリ ノードのユー
ザ インターフェイスにログインし、展開内の各 Cisco ISE ノードのシステム時間と NTP サーバ設
定を個別に設定する必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [システム時刻（System
Time）] を選択します。

ステップ 2

NTP サーバに一意の IP アドレスを入力します。

ステップ 3

システムおよびネットワーク時間の維持に認証済みの NTP サーバだけを使用するように Cisco ISE
を制限する場合は、[認証済みの NTP サーバのみ可能（Only allow authenticated NTP servers）] チェッ
クボックスをオンにします。

ステップ 4

指定したサーバのいずれかが認証キーによる認証を必要とする場合は、[NTP 認証キー（NTP
Authentication Keys）] タブをクリックし、1 つ以上の認証キーを次のように指定します。
a) [追加（Add）] をクリックします。
b) [キー ID（Key ID）] と [キー値（Key Value）] に必要な値を入力します。そのキーが信頼でき
る場合は、[信頼できるキー（Trusted Key）] オプションをオンにし、[OK] をクリックします。
[キー ID（Key ID）] フィールドは 1 ～ 65535 の数値をサポートし、[キー値（Key Value）]
フィールドは最大 15 文字の英数字をサポートします。
c) NTP サーバの認証キーの入力が終了したら、[NTP サーバ設定（NTP Server Configuration）] タ
ブに戻ります。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。
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システムの時間帯の変更
一度設定すると、管理者ポータルからの時間帯の編集はできません。 時間帯設定を変更するに
は、Cisco ISE CLI で次のコマンドを入力します。
clock timezone timezone

注意

インストール後に Cisco ISE アプライアンスで時間帯を変更するには、ISE サービスをその特
定のノードで再起動する必要があります。 そのため、メンテナンス ウィンドウ内でこのよう
な変更を行うことを推奨します。 また、単一 ISE 展開内のすべてのノードが同じ時間帯に設
定されていることが重要です。 複数の ISE ノードが異なる地理的な場所や時間帯にある場合
は、すべての ISE ノードで UTC などのグローバルな時間帯を使用する必要があります。
clock timezone コマンドの詳細については、『Cisco Identity Services Engine CLI Reference Guide』を
参照してください。

通知をサポートするための SMTP サーバの設定
管理者ポータルからアラームの電子メール通知を送信して、スポンサーがゲストにログイン クレ
デンシャルやパスワードのリセット指示の電子メール通知を送信できるようにしたり、ゲストが
アカウント登録に成功した後、自動的にログインクレデンシャルを受信したり、ゲストアカウン
トの期限が切れる前に実行するアクションを受信したりできるようにするには、Simple Mail Transfer
Protocol（SMTP）サーバを設定する必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [SMTP サーバ（SMTP
Server）] を選択します。

ステップ 2

[SMTP サーバ（SMTP Server）] フィールドにアウトバウンド SMTP サーバのホスト名を入力しま
す。 この SMTP ホスト サーバは Cisco ISE サーバからアクセス可能である必要があります。 この
フィールドの最大長は 60 文字です。

ステップ 3

次のオプションのいずれかを選択します。
• スポンサーの電子メール アドレスからゲスト通知メールを送信するには、[スポンサーの電
子メール アドレスを使用（Use email address from Sponsor）] を選択して、[通知の有効化
（Enable Notifications）] を選択します。
• すべてのゲスト通知の送信元となる電子メールアドレスを指定するには、[デフォルトの電子
メール アドレスを使用（Use Default email address）] を選択して、それを [デフォルトの電子
メール アドレス（Default email address）] フィールドに入力します。
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ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

アラーム通知の受信者は、[電子メールにシステム アラームを含む（Include system alarms in emails）]
オプションが有効になっている内部管理ユーザです。 アラーム通知を送信する送信者の電子メー
ル アドレスは、ise@<hostname> としてハード コードされています。

SMS プロバイダーおよびサービス
SMSサービスは、ユーザおよびスポンサーがクレデンシャルを持つゲストポータルを使用してい
るゲストに SMS 通知を送信する場合に必要となります。 可能な限り、会社の経費を削減するた
めに、無料の SMS サービス プロバイダーを設定および提供します。
Cisco ISE は、加入者に無料の SMS サービスを提供するさまざまなセルラー サービス プロバイ
ダーを提供します。 Cisco ISE でサービス契約とアカウント クレデンシャルを設定せずに、これ
らのプロバイダーを使用できます。 セルラー サービス プロバイダーには、ATT、Orange、Sprint、
TMobile、Verizon などがあります。
また、無料の SMS サービスを提供するその他のセルラー サービス プロバイダー、または
Click-A-Tell などのグローバル SMS サービス プロバイダーも追加できます。 デフォルトのグロー
バル SMS サービス プロバイダーには、サービス契約が必要です。また、Cisco ISE のアカウント
クレデンシャルを設定する必要があります。
• アカウント登録ゲストがアカウント登録フォームで無料 SMS サービス プロバイダーを選択
すると、SMS 通知がログイン クレデンシャルとともに無料で送信されます。 SMS サービス
プロバイダーを選択しない場合は、会社が契約したデフォルトのグローバル SMS サービス
プロバイダーが SMS 通知の送信に使用されます。
• 自分が作成したゲスト アカウントに対してスポンサーが SMS 通知を送信できるようにする
場合は、スポンサー ポータルをカスタマイズして、スポンサーが使用できる適切な SMS サー
ビス プロバイダーをすべて選択することも必要になります。 スポンサー ポータル用の SMS
サービス プロバイダーを選択しない場合は、会社が契約したデフォルトのグローバル SMS
サービス プロバイダーが SMS サービスを提供します。

ゲストに SMS 通知を送信するための SMS ゲートウェイの設定
次のことができるようにするには、Cisco ISE で SMS ゲートウェイを設定する必要があります。
• ログイン クレデンシャルおよびパスワード リセット手順に関する SMS 通知をスポンサーが
ゲストに手動で送信します。
• ゲストが、アカウント登録に成功した後、ログイン クレデンシャルに関する SMS 通知を自
動的に受信します。
• ゲスト アカウントの期限が切れる前に実行するアクションに関する SMS 通知をゲストが自
動的に受信します。
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情報をフィールドに入力するときは、[USERNAME]、[PASSWORD]、[PROVIDER_ID] など、[ ]
内のすべてのテキストを、SMS プロバイダーのアカウントに固有の情報で更新する必要がありま
す。

はじめる前に
[SMS 電子メール ゲートウェイ（SMS Email Gateway）] オプションに使用するデフォルト SMTP
サーバを設定します。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [SMS ゲートウェイ（SMS
Gateway）] 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

[SMS ゲートウェイ プロバイダー名（SMS Gateway Provider Name）] を入力します。

ステップ 4

[プロバイダー インターフェイス タイプ（Provider Interface Type）] を選択し、必要な情報を入力
します。
• [SMS 電子メール ゲートウェイ（SMS Email Gateway）]：電子メール サーバ経由で SMS を送
信する場合。
• [SMS HTTP API]：HTTP API を介して SMS を送信する場合（GET または POST 方式）。

ステップ 5

[長いメッセージを複数に分割する（Break up long message into multiple parts）] をオンにして、Cisco
ISE で 140 バイトを超えるメッセージを複数のメッセージに分割できるようにします。
ほとんどの SMS プロバイダーは、長い SMS メッセージを自動的に複数に分割します。 MMS メッ
セージは SMS メッセージよりも長くなる可能性があります。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

ソフトウェア パッチのインストール
展開内の Cisco ISE にパッチをインストールする作業は、プライマリ管理ノードから行うことがで
きます。 管理者ポータルからパッチをインストールするには、Cisco.com からクライアント ブラ
ウザを実行しているシステムにパッチをダウンロードします。

（注）

Cisco ISE のパッチをインライン ポスチャ ノードにインストールする作業を実行できるのは、
CLI からに限られます。
CLI からパッチをインストールするには、『Cisco Identity Services Engine CLI Reference Guide, Release
1.3』を参照してください。
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はじめる前に
スーパー管理者またはシステム管理者の管理者ロールが割り当てられている必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [メンテナンス（Maintenance）] > [パッチ管理
（Patch Management）] > [インストール（Install）] を選択します。

ステップ 2

[参照（Browse）] をクリックし、Cisco.com からダウンロードしたパッチを選択します。

ステップ 3

[インストール（Install）] をクリックしてパッチをインストールします。
プライマリ管理ノードでのパッチのインストールが完了すると、Cisco ISE から自動的にログアウ
トされます。再びログインできるようになるまで数分間待つ必要があります。
（注）

パッチ インストールの進行中は、[パッチ管理（Patch Management）] ページ上の機能の
うち、アクセスできるのは [ノード ステータスを表示（Show Node Status）] のみです。

ステップ 4
ステップ 5

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [メンテナンス（Maintenance）] > [パッチ管理
（Patch Management）] を選択して、[パッチのインストール（Patch Installation）] ページに戻りま
す。

ステップ 6

セカンダリ ノードにインストールしたパッチの横のオプション ボタンをクリックし、[ノード ス
テータスを表示（Show Node Status）] をクリックしてインストールが完了したことを確認します。

次の作業
1 つ以上のセカンダリ ノードでパッチをインストールする必要がある場合は、ノードが動作中で
あることを確認し、プロセスを繰り返して残りのノードにパッチをインストールします。

Cisco ISE ソフトウェア パッチ
通常 Cisco ISE パッチは累積されます。 ただし、パッチ インストールの制限事項については、パッ
チに付属している README ファイルで説明されています。 Cisco ISE では、パッチのインストー
ルおよびロールバックを CLI または GUI から実行できます。

ソフトウェア パッチ インストールのガイドライン
パッチのインストールまたはロールバックをスタンドアロンまたはプライマリの管理ノードから
実行したときは、Cisco ISE によってアプリケーションが再起動されます。 再びログインできる状
態になるまで、数分かかることがあります。
インストールするパッチが、ネットワーク内に展開されている Cisco ISE のバージョンに適用され
るものであることを確認してください。 Cisco ISE はパッチ ファイルのバージョンの不一致とあ
らゆるエラーをレポートします。
Cisco ISE に現在インストールされているパッチよりも低いバージョンのパッチをインストールで
きません。 同様に、あるバージョンのパッチの変更をロールバックしようとしたときに、それよ
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りも高いバージョンのパッチがその時点で Cisco ISE にインストール済みの場合は、ロールバック
はできません。 たとえば、パッチ 3 が Cisco ISE サーバにインストール済みの場合に、パッチ 1
または 2 をインストールしたり、パッチ 1 または 2 にロールバックすることはできません。
分散展開の一部であるプライマリ管理ノードからパッチのインストールを実行するときは、Cisco
ISE によってそのパッチが展開内のプライマリ ノードとすべてのセカンダリ ノードにインストー
ルされます。 パッチのインストールがプライマリ ノードで成功すると、Cisco ISE はセカンダリ
ノードでパッチのインストールを続行します。プライマリノードで失敗した場合は、インストー
ルはセカンダリ ノードに進みません。 ただし、何らかの理由でセカンダリ ノードのいずれかで
インストールに失敗した場合は、処理が続行され、展開内の次のセカンダリ ノードでインストー
ルが実行されます。 パッチがセカンダリ Cisco ISE ノード上にインストールされると、そのノー
ドは続けて再起動されます。パッチをセカンダリノードにインストールしている間も、プライマ
リ ノードの管理タスクの実行を続けることができます。

ソフトウェア パッチのロールバック
分散展開の一部であるプライマリ管理ノードからパッチのロールバックを実行するときは、Cisco
ISE によってそのパッチが展開内のプライマリ ノードとすべてのセカンダリ ノードにインストー
ルされます。

はじめる前に
スーパー管理者またはシステム管理者の管理者ロールが割り当てられている必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [メンテナンス（Maintenance）] > [パッチ管理
（Patch Management）] を選択します。

ステップ 2

変更をロールバックするパッチ バージョンのオプション ボタンをクリックしてから、[ロールバッ
ク（Rollback）] をクリックします。
（注）
パッチのロールバックの進行中は、[パッチ管理（Patch Management）] ページ上の機能
のうち、アクセスできるのは [ノード ステータスを表示（Show Node Status）] のみで
す。
プライマリ管理ノードからのパッチのロール バックが完了すると、Cisco ISE から自動
的にログアウトされます。再びログインできるようになるまで数分間待つ必要がありま
す。
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ステップ 3

ログイン後に、ページの一番下にある [アラーム（Alarms）] リンクをクリックしてロールバック
操作のステータスを表示します。

ステップ 4

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [メンテナンス（Maintenance）] > [パッチ管理
（Patch Management）] を選択します。

ステップ 5

パッチのロールバックの進行状況を表示するには、[パッチ管理（Patch Management）] ページで
パッチを選択し、[ノード ステータスを表示（Show Node Status）] をクリックします。

ステップ 6

パッチのオプション ボタンをクリックし、すべてのセカンダリ ノード上で [ノード ステータスを
表示（Show Node Status）] をクリックして、そのパッチが展開内のすべてのノードからロールバッ
クされたことを確認します。
そのパッチがロールバックされていないセカンダリ ノードがある場合は、そのノードが稼働中で
あることを確認してから、プロセスをもう一度実行して残りのノードから変更をロールバックし
てください。 Cisco ISE は、このバージョンのパッチがインストールされているノードからのみ
パッチをロールバックします。

ソフトウェア パッチ ロールバックのガイドライン
展開の Cisco ISE ノードからパッチをロールバックするには、最初にプライマリ ノードから変更
をロールバックします。これに成功すると、セカンダリノードからパッチがロールバックされま
す。 プライマリ ノードでロールバック プロセスが失敗した場合は、セカンダリ ノードからのパッ
チ ロールバックは行われません。 ただし、セカンダリ ノードでパッチが失敗しても、展開内の
次のセカンダリ ノードからのパッチのロールバックは継続されます。
Cisco ISE によるセカンダリ ノードからのパッチ ロールバックが進行中のときも、引き続きプラ
イマリ管理ノード GUI から他の作業を実行することができます。 セカンダリ ノードは、ロール
バック後に再起動されます。

パッチのインストールおよびロールバックの変更の表示
Cisco ISE のモニタリングおよびトラブルシューティングのコンポーネントは、指定した期間に
Cisco ISE ノードで実施されたパッチのインストールとロールバック操作の情報を提供します。

はじめる前に
スーパー管理者またはシステム管理者の管理者ロールが割り当てられている必要があります。
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手順
ステップ 1

[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [カタログ（Catalog）] > [サーバ インスタンス（Server
Instance）] を選択します。

ステップ 2

[サーバ操作監査（Server Operations Audit）] オプション ボタンをクリックしてから [実行（Run）]
をクリックし、レポートを生成する期間を選択します。

ステップ 3

ページ右上の [Interactive Viewer を起動（Launch Interactive Viewer）] リンクをクリックすると、こ
のレポートのデータの表示、並べ替え、およびフィルタリングを行うことができます。

FIPS モードのサポート
Cisco ISE Release 1.3 は FIPS モードをサポートしていません。

管理者 CAC 認証のための Cisco ISE の設定
はじめる前に
設定を始める前に、次の手順を実行してください。
• Cisco ISE のドメイン ネーム サーバ（DNS）が Active Directory に設定されていることを確認
します。
• Active Directory のユーザとユーザ グループ メンバーシップが、管理者証明書ごとに定義さ
れていることを確認します。
Cisco ISE による管理者の認証と許可を、ブラウザから送信された CAC ベースのクライアント証
明書に基づいて実行できるようにするには、次の設定が完了していることを確認してください。
• 外部 ID ソース（次の例では Active Directory）
• 管理者が属する Active Directory のユーザ グループ
• ユーザの ID を証明書の中で見つける方法
• Active Directory ユーザ グループから Cisco ISE RBAC 権限へのマッピング
• クライアント証明書に署名する認証局（信頼）証明書
• クライアント証明書がすでに CA によって失効させられたかどうかを判断する方法
Cisco ISE にログインする場合、クレデンシャルを認証するために Common Access Card（CAC）を
使用できます。
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手順
ステップ 1

Cisco ISE の Active Directory ID ソースを設定し、Active Directory にすべての Cisco ISE ノードを追
加します。

ステップ 2

ガイドラインに従って証明書認証プロファイルを設定します。
[プリンシパル名 X.509 属性（Principal Name X.509 Attribute）] フィールドでは、証明書内で管理
者ユーザ名が格納されている属性を選択します （CAC カードの場合は、カード上の署名証明書が
通常は Active Directory でのユーザの検索に使用されます。 プリンシパル名は、この証明書の
「Subject Alternative Name」拡張情報の中にあります。具体的には、この拡張情報の「Other Name」
というフィールドです。したがって、ここで選択する属性は「Subject Alternative Name - Other
Name」となります）。
ユーザの AD レコードにユーザの証明書が格納されている場合に、ブラウザから受信した証明書
を AD の証明書と比較するには、[証明書のバイナリ比較（Binary Certificate Comparison）] チェッ
クボックスをオンにして、以前に指定した Active Directory インスタンス名を選択します。

ステップ 3

パスワード ベースの admin 認証用の Active Directory を有効にします。 Cisco ISE に接続し結合さ
れた Active Directory インスタンス名を選択します。
（注）
その他の設定が完了するまでは、パスワード ベースの認証を使用します。 この手順の
最後に、認証タイプをクライアント証明書ベースに変更できます。

ステップ 4

外部管理者グループを作成して、Active Directory グループにマッピングします。 [管理
（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin Access）] > [管理者
（Administrators）] > [管理グループ（Admin Groups）] を選択します。 外部システム管理者グルー
プを作成します。

ステップ 5

外部管理グループに RBAC 権限を割り当てる管理者許可ポリシーを設定します。
注意
外部スーパー管理者グループを作成して Active Directory グループにマッピングし、スー
パー管理者権限を持つ管理者許可ポリシー（メニュー アクセスおよびデータ アクセス）
を設定し、Active Directory グループに少なくとも 1 人のユーザを作成することを強く推奨
します。 このマッピングにより、クライアント証明書ベースの認証が有効になると、少
なくとも 1 人の外部管理者がスーパー管理者権限を持つことが保障されます。 これがで
きないと、Cisco ISE 管理者が管理者ポータルの重要な機能から締め出される状況になる
可能性があります。

ステップ 6

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [証明書ストア（Certificate
Store）] を選択して、認証局証明書を Cisco ISE 証明書信頼ストアにインポートします。
Cisco ISE がクライアント証明書を受け入れるには、そのクライアント証明書の信頼チェーンの
CA 証明書が Cisco ISE 証明書ストアの中にあることが条件となります。 Cisco ISE 証明書ストアに
は適切な CA 証明書をインポートする必要があります。
a) [参照（Browse）] をクリックして証明書を選択します。
b) [クライアント認証を信頼（Trust for client authentication）] チェックボックスをオンにします。
c) [送信（Submit）] をクリックします。
Cisco ISE は、証明書をインポートしたら展開内のすべてのノードを再起動することを促しま
す。 すべての証明書をインポートするまで、再起動を遅らせることができます。 ただし、す
べての証明書をインポートしたら、次に進む前に Cisco ISE を再起動する必要があります。
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ステップ 7

失効ステータス確認のための認証局証明書を設定します。
a) [管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [OSCP サービス
（OSCP Services）] を選択します。
b) OSCP サーバの名前、説明（任意）、サーバの URL を入力します。
c) [管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [証明書ストア
（Certificate Store）] を選択します。
d) クライアント証明書に署名できる CA 証明書のそれぞれについて、その CA の失効ステータス
チェックを行う方法を指定する必要があります。リストからCA証明書を選択して[編集（Edit）]
をクリックします。 編集ページで、OCSP または CRL 検証の一方あるいは両方を選択します。
OCSP を選択した場合は、CA に使用する OCSP サービスを選択します。 CRL を選択した場合
は、CRL Distribution URL などの設定パラメータを指定します。

ステップ 8

クライアント証明書ベースの認証を有効にします。 [管理（Administration）] > [システム（System）]
> [管理者アクセス（Admin Access）] > [認証（Authentication）] を選択します。
a) [認証方式（Authentication Method）] タブの [クライアント証明書ベース（Client Certificate
Based）] 認証タイプを選択します。
b) 設定済みの証明書認証プロファイルを選択します。
c) Active Directory のインスタンス名を選択します。
d) [保存（Save）] をクリックします。
ここで、パスワード ベースの認証からクライアント証明書ベースの認証に切り替えます。 設
定済みの証明書認証プロファイルにより、管理者による証明書の認証方法を指定します。 管理
者は外部 ID ソースを使用して許可されます。この例では、Active Directory です。
Active Directory での管理者の検索には、証明書認証プロファイルからのプリンシパル名属性が
使用されます。
Cisco ISE は、管理者 CAC 認証に設定されています。

サポートされる Common Access Card 標準
Cisco ISE は、米国の Common Access Card（CAC）認証デバイスを使用して、自身を認証する政府
ユーザをサポートします。 CAC は特定の従業員を識別する一連の X.509 クライアント証明書を含
む電子チップの認識票です。 CAC によるアクセスには、カードを挿入し PIN を入力するカード
リーダーが必要です。 カードからの証明書が Windows の証明書ストアに転送されます。Windows
の証明書ストアは、Cisco ISE などのローカル ブラウザで実行されているアプリケーションで使用
可能です。
Windows Internet Explorer バージョン 8 または 9 を Windows 7 オペレーティング システムで使用し
ている場合は、ActiveIdentity の ActivClient バージョン 6.2.0.133 をインストールする必要がありま
す。このミドルウェアは、Cisco ISE を CAC とともに相互運用するためのサードパーティ製品で
す。 ActiveIdentity のセキュリティ クライアント製品の詳細については、http://www.actividentity.com/
products/securityclients/ActivClient/ を参照してください。
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Cisco ISE での共通アクセス カードの動作
管理者ポータルは、クライアント証明書を使用してのみ Cisco ISE との認証が許可されるように設
定できます。 ユーザ ID とパスワードなどのクレデンシャル ベースの認証はできません。 クライ
アント証明書認証では、共通アクセス カード（CAC）カードを挿入して PIN を入力してから、ブ
ラウザのアドレス フィールドに Cisco ISE 管理者ポータルの URL を入力します。 ブラウザによっ
て証明書が Cisco ISE に転送され、Cisco ISE はログイン セッションを証明書の内容に基づいて認
証および許可します。 このプロセスが完了すると、[Cisco ISE モニタリングおよびトラブルシュー
ティング（Cisco ISE Monitoring and Troubleshooting）] ホーム ページに表示され、適切な RBAC 権
限が与えられます。

Diffie-Hellman アルゴリズムを使用した SSH キー交換の保護
Diffie-Hellman-Group14-SHA1 SSH キー交換しか許可しないように Cisco ISE を設定することがで
きます。 このためには、Cisco ISE の Command-Line Interface（CLI）コンフィギュレーション モー
ドから次のコマンドを入力します。
service sshd key-exchange-algorithm diffie-hellman-group14-sha1
次に例を示します。
ise/admin#conf t
ise/admin (config)#service sshd key-exchange-algorithm diffie-hellman-group14-sha1

コモンクライテリア準拠に対応したセキュアsyslog送信のためのCisco
ISE の設定
コモン クライテリア（CC）準拠認証によって、Cisco ISE ノード間で、およびモニタリング ノー
ドに対して、TLS 保護されたセキュア syslog だけを Cisco ISE が送信することが要求されます。
Cisco ISE ノード間で、およびモニタリング ノードに対して、TLS 保護されたセキュア syslog を送
信するように Cisco ISE を設定するには、次の手順を実行します。

はじめる前に
• 展開内のすべての Cisco ISE ノードに適切なサーバ証明書が設定されていることを確認しま
す。
• デフォルト ネットワーク アクセス認証ポリシーが、あらゆるバージョンの SSL プロトコル
を許可しないことを確認します。
• 展開内のすべてのノードがプライマリ管理ノードに登録されていることを確認します。 ま
た、展開の少なくとも 1 つのノードに、セキュア syslog レシーバ（TLS サーバ）としての動
作が有効になっているモニタリング ペルソナが含まれることも確認します。
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手順
ステップ 1

セキュア syslog リモート ロギング ターゲットを設定します。

ステップ 2

セキュア syslog リモート ロギング ターゲットに監査可能なイベントを送信するロギング カテゴ
リを有効にします。

ステップ 3

TCP syslog および UDP syslog コレクタを無効にします。 TLS 保護された syslog コレクタのみを有
効にします。

セキュア syslog リモート ロギング ターゲットの設定
Cisco ISE システム ログは、さまざまな目的のために、ログ コレクタによって収集され保存され
ます。 セキュア syslog ターゲットを設定するためには、ログ コレクタとして Cisco ISE モニタリ
ング ノードを選択する必要があります。

手順
ステップ 1

管理者ポータルにログインします。

ステップ 2

[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 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

セキュア syslog サーバの名前を入力します。

ステップ 5

[ターゲット タイプ（Target Type）] ドロップダウン リストからセキュア syslog を選択します。

ステップ 6

[ステータス（Status）] ドロップダウン リストで [有効化（Enabled）] を選択します。

ステップ 7

展開の Cisco ISE モニタリング ノードの IP アドレスを入力します。

ステップ 8

ポート番号として 6514 を入力します。 セキュア syslog レシーバは TCP ポート 6514 をリッスンし
ます。

ステップ 9

syslog ファシリティ コードを選択します。 デフォルトは LOCAL6 です。

ステップ 10

[サーバ ダウンの場合はバッファ メッセージ（Buffer Messages When Server is Down）] チェック
ボックスをオンにします。 このオプションがオンの場合、Cisco ISE は、セキュア syslog レシーバ
が到達不能な場合にはログを格納し、セキュア syslog レシーバを定期的に検査し、セキュア syslog
レシーバが起動すると転送します。
a) バッファ サイズを入力します。
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b) 定期的にセキュア syslog レシーバを検査するように、Cisco ISE の再接続タイムアウトを秒単
位で入力します。
ステップ 11

Cisco ISE がセキュア syslog サーバに提示する CA 証明書を選択します。

ステップ 12

[サーバ証明書有効性を無視（Ignore Server Certificate validation）] チェックボックスをオフにしま
す。 このオプションをオンにしてはいけません。

ステップ 13

[送信（Submit）] をクリックします。

セキュア syslog ターゲットに監査可能なイベントを送信するためのロギング カテゴ
リの有効化
Cisco ISE によってセキュア syslog ターゲットに監査可能なイベントが送信されるようにするに
は、ロギング カテゴリを有効にする必要があります。

手順
ステップ 1

管理者ポータルにログインします。

ステップ 2

[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 3

AAA 監査ロギング カテゴリの横にあるオプション ボタンをクリックし、次に [編集（Edit）] を
クリックします。

ステップ 4

[ログ重大度レベル（Log Severity Level）] ドロップダウン リストから [警告（WARN）] を選択し
ます。

ステップ 5

作成済みのセキュア syslog リモート ロギング ターゲットを、選択したボックスに移動します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 7

次のロギング カテゴリを有効にする場合は、この手順を繰り返し行います。
• 管理および操作の監査（Administrative and Operational Audit）
• 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）

TCP syslog および UDP syslog コレクタの無効化
コモン クライテリアに準拠するには、TCP および UDP syslog コレクタを無効にして、セキュア
syslog コレクタのみを有効にする必要があります。
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手順
ステップ 1

管理者ポータルにログインします。

ステップ 2

[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 3

TCP または UDP syslog コレクタの横にあるオプション ボタンをクリックします。

ステップ 4

[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 5

[ステータス（Status）] ドロップダウン リストから [無効化（Disabled）] を選択します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 7

すべての TCP または UDP syslog コレクタが無効になるまで、このプロセスを繰り返します。
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章

管理者および管理者アクセス ポリシーの管
理
• ロールベース アクセス コントロール, 115 ページ
• Cisco ISE 管理者, 115 ページ
• Cisco ISE 管理者グループ, 117 ページ
• Cisco ISE への管理アクセス, 125 ページ

ロールベース アクセス コントロール
Cisco ISE では、管理者に対して特定のシステム動作の権限を許可または拒否するロールベース ア
クセス コントロール（RBAC）ポリシーを定義することができます。 これらの RBAC ポリシー
は、個々の管理者の ID、または管理者が属する管理者グループの ID に基づいて定義されます。
さらにセキュリティを強化し、管理者ポータルにアクセスできる者を制御するために、次を実行
します。
• リモート クライアントの IP アドレスに基づいて管理アクセスを設定します。
• 管理アカウントの強力なパスワード ポリシーを定義します。
• 管理 GUI セッションのセッション タイムアウトを設定します。

Cisco ISE 管理者
Cisco ISE 管理者は、管理者ポータルを使用して次のことを行います。
• 展開、ヘルプデスク操作、ネットワーク デバイスおよびノードのモニタリングとトラブル
シューティングを管理します。
• Cisco ISE のサービス、ポリシー、管理者アカウント、およびシステム設定と操作を管理しま
す。
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• 管理者パスワードおよびユーザ パスワードを変更します。
管理者は、コマンドライン インターフェイス（CLI）または Web ベースのインターフェイスを介
して Cisco ISE にアクセスできます。 Cisco ISE セットアップ中に設定したユーザ名とパスワード
は、CLI への管理アクセスにのみ使用されます。 このロールは、CLI 管理者ユーザ（CLI 管理者）
と見なされます。 デフォルトでは、CLI 管理ユーザのユーザ名は admin、パスワードはセットアッ
プで定義したパスワードです。 デフォルトのパスワードはありません。 この CLI 管理ユーザはデ
フォルトの admin ユーザと呼ばれます。 このデフォルトの admin ユーザ アカウントは削除できま
せんが、他の管理者が編集できます（このアカウントのパスワードを有効、無効、または変更す
るオプションを含む）。
管理者を作成するか、または既存のユーザを管理者ロールに昇格できます。 管理者は、対応する
管理者権限を無効にすることで、単純なネットワークユーザステータスに降格することもできま
す。
管理者は、Cisco ISE システムを設定および操作するローカル権限を持つユーザと見なすことがで
きます。
管理者は、1 つ以上の管理者グループに割り当てられます。

CLI 管理者と Web ベースの管理者の権限
CLI 管理者は、Cisco ISE アプリケーションの起動と停止、ソフトウェアのパッチとアップグレー
ドの適用、Cisco ISE アプライアンスのリロードとシャットダウン、およびすべてのシステム ログ
とアプリケーション ログの表示を実行できます。 CLI 管理者には特別な権限が付与されているた
め、CLI 管理者のクレデンシャルを保護し、Cisco ISE 展開を設定および管理するための Web ベー
スの管理者を作成することを推奨します。

新しい Cisco ISE 管理者の作成
Cisco ISE 管理者は、特定の管理タスクを実行するために、特定のロールが割り当てられたアカウ
ントが必要です。 管理者アカウントを作成して、管理者が実行する必要がある管理タスクに基づ
いて 1 つ以上のロールの割り当てることができます。
[管理者ユーザ（Admin Users）] ページを使用して、Cisco ISE 管理者の属性の表示、作成、変更、
削除、ステータスの変更、複製、または検索を実行できます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin Access）] > [管理者
（Administrators）] > [管理者ユーザ（Admin Users）] > [追加（Add）] を選択します。

ステップ 2

次のいずれかを選択します。
• 新しいユーザの作成（Create New User）
[新しいユーザの作成（Create New User）] を選択すると、空白の [管理者ユーザ（Admin
User）] ページが表示され、設定する必要があります。
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• ネットワーク アクセス ユーザからの選択（Select from Network Access Users）
[ネットワーク アクセス ユーザからの選択（Select from Network Access Users）] を選択した場
合、現在のユーザのリストが表示され、このリストでクリックしてユーザを選択することが
でき、対応する [管理者ユーザ（Admin User）] ページが表示されます。
ステップ 3

[管理者（Administrator）] フィールドに値を入力します。 [名前（name）] フィールドでサポート
される文字は次のとおりです：# $ ’ ( ) * + - . / @ _。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックして、新しい管理者を Cisco ISE 内部データベースに作成します。

Cisco ISE 管理者グループ
管理者グループは、Cisco ISE でロールベース アクセス コントロール（RBAC）グループとも呼ば
れ、同じ管理者グループに属する多数の管理者が含まれます。 同じグループに属するすべての管
理者は、共通の ID を共有し、同じ権限を持ちます。 特定の管理者グループのメンバーとしての
管理者の ID は、許可ポリシーの条件として使用できます。 管理者は、複数の管理者グループに
属することができます。
読み取り専用機能は、Cisco ISE のいずれの管理者アクセスにも使用できません。 アクセス レベ
ルに関係なく、すべての管理者アカウントは、管理者がアクセスできるすべてのページの、権限
を持つオブジェクトを変更または削除できます。
Cisco ISE セキュリティ モデルでは、管理者が、その管理者が持っている同じ権限セット（Cisco
ISE データベースで定義されているユーザの管理ロールに基づく）が含まれる管理者グループを
作成することが制限されます。 このようにして、管理者グループは、Cisco ISE システムにアクセ
スするための権限を定義する基礎を形成します。
次の表に、Cisco ISE で事前定義された管理者グループ、およびこれらのグループのメンバーが実
行できるタスクを示します。
表 4：Cisco ISE 管理者グループ、アクセス レベル、権限、および制約事項

管理者グルー
プ ロール

アクセス レベル

権限

カスタマイズ
管理者

スポンサー、ゲスト、およ
びパーソナル デバイス ポー
タルの管理

制約事項

• ゲストおよびスポン
サー アクセスの設
定。
• ゲスト アクセス設
定の管理。
• エンドユーザ Web
ポータルの管理。

• Cisco ISE のすべて
のポリシー管理、
ID 管理、またはシ
ステム レベルの設
定タスクを実行でき
ません
• レポートを表示でき
ません
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管理者グルー
プ ロール

アクセス レベル

ヘルプデスク
管理者

クエリーのモニタリングお
よびトラブルシューティン
グ操作

権限

制約事項

• すべてのレポートの
実行
• すべてのトラブル
シューティング フ
ローの実行

レポート、トラブル
シューティングフロー、
ライブ認証、またはア
ラームの作成、更新、ま
たは削除は実行できませ
ん

• Cisco ISE ダッシュ
ボードと livelogs の
表示
• アラームの表示
ID 管理者

• ユーザ アカウントおよ
びエンドポイントの管
理
• ID ソースの管理

Cisco ISE のすべてのポリ
シー管理またはシステム
およびエンドポイン
レベルの設定タスクを実
トの追加、編集、お
行できません
よび削除

• ユーザ アカウント

• ID ソースの追加、
編集、および削除
• ID ソース順序の追
加、編集、および削
除
• ユーザ アカウント
の一般的な設定（属
性およびパスワード
ポリシー）
• Cisco ISE ダッシュ
ボード、livelogs、
アラーム、およびレ
ポートの表示。
• すべてのトラブル
シューティング フ
ローの実行。
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管理者グルー
プ ロール

アクセス レベル

権限

MnT 管理者

すべてのモニタリングおよ
びトラブルシューティング
操作の実行。

制約事項

Cisco ISE のすべてのポリ
シー管理、ID 管理、ま
管理（実行、作成、
たはシステムレベルの設
および削除）
定タスクを実行できませ
• すべてのトラブル ん
シューティング フ
ローの実行
• すべてのレポートの

• Cisco ISE ダッシュ
ボードと livelogs の
表示
• アラームの管理（作
成、更新、表示、お
よび削除）
ネットワーク
デバイス管理
者

Cisco ISE ネットワーク デバ
イスとネットワーク デバイ
ス リポジトリを管理しま
す。

Cisco ISE のすべてのポリ
シー管理、ID 管理、ま
イスに対する読み取
たはシステムレベルの設
りおよび書き込み権
定タスクを実行できませ
限
ん
• NDG およびすべて
のネットワーク リ
ソース オブジェク
ト タイプに対する
読み取りおよび書き
込み権限
• ネットワーク デバ

• Cisco ISE ダッシュ
ボード、livelogs、
アラーム、およびレ
ポートの表示
• すべてのトラブル
シューティング フ
ローの実行
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管理者グルー
プ ロール

アクセス レベル

ポリシー管理
者

認証、許可、ポスチャ、プ
ロファイラ、およびクライ
アント プロビジョニングに
関連する、ネットワーク上
のすべての Cisco ISE サービ
スのポリシーを作成および
管理します。

権限

制約事項
Cisco ISE のすべての ID
管理またはシステムレベ
るすべての要素（許
ルの設定タスクを実行で
可プロファイル、
きません
NDG、条件など）
に対する読み取りお
よび書き込み権限

• ポリシーで使用され

• ID、エンドポイン
ト、および ID グ
ループ（ユーザ ID
グループおよびエン
ドポイント ID グ
ループ）に対する読
み取りおよび書き込
み権限
• サービス ポリシー
および設定に対する
読み取りおよび書き
込み権限
• Cisco ISE ダッシュ
ボード、livelogs、
アラーム、およびレ
ポートの表示
• すべてのトラブル
シューティング フ
ローの実行
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管理者グルー
プ ロール

アクセス レベル

権限

RBAC 管理者

エンドポイント保護サービ
スを除く、[操作
（Operations）] メニューの
下のすべてのタスク、およ
び [管理（Administration）]
の下のいくつかのメニュー
項目への部分的なアクセス

制約事項

Cisco ISE のすべての ID
管理またはシステムレベ
• エンドポイント保護 ルの設定タスクを実行で
サービスの有効化ま きません
たは無効化
• 認証の詳細の表示

• アラームの作成、編
集、および削除、レ
ポートの生成と表
示、Cisco ISE を使
用したネットワーク
内の問題のトラブル
シューティング
• 管理者アカウント設
定および管理者グ
ループ設定に対する
読み取り権限
• RBAC ポリシー
ページに加えて、管
理者アクセスおよび
データ アクセス権
限に対する表示権
限。
• Cisco ISE ダッシュ
ボード、livelogs、
アラーム、およびレ
ポートの表示
• すべてのトラブル
シューティング フ
ローの実行
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管理者グルー
プ ロール

アクセス レベル

権限

スーパー管理
者

すべての Cisco ISE 管理機
能。 デフォルトの管理者ア
カウントは、このグループ
に属します。

—
すべての Cisco ISE リ
ソースに対する作成、読
み取り、更新、削除、お
よび実行（CRUDX）権
限。
（注）
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制約事項

スーパー管理者
ユーザは、デ
フォルトのシス
テム生成 RBAC
ポリシーおよび
権限は変更でき
ません。 これ
を行うには、
ニーズに基づい
た必要な権限が
含まれた新しい
RBAC ポリシー
を作成し、これ
らのポリシーを
任意の管理者グ
ループにマッピ
ングする必要が
あります。

Cisco ISE 管理者グループ

管理者グルー
プ ロール

アクセス レベル

権限

制約事項

システム管理
者

すべての Cisco ISE 設定およ [操作（Operations）] タブ
びメンテナンスのタスク。 の下のすべてのアクティ
ビティを実行するための
フル アクセス（読み取り
および書き込み権限）、
および [管理
（Administration）] タブ
の下のいくつかのメ
ニュー項目への部分的な
アクセス。

Cisco ISE のすべてのポリ
シー管理またはシステム
レベルの設定タスクを実
行できません

• 管理者アカウント設
定および管理者グ
ループ設定に対する
読み取り権限
• RBAC ポリシー
ページに加えて、管
理者アクセスおよび
データ アクセス権
限に対する読み取り
権限
• [管理
（Administration）]
> [システム
（System）] メ
ニューのすべてのオ
プションに対する読
み取りおよび書き込
み権限
• 認証の詳細の表示
• エンドポイント保護
サービスの有効化ま
たは無効化
• アラームの作成、編
集、および削除、レ
ポートの生成と表
示、Cisco ISE を使
用したネットワーク
内の問題のトラブル
シューティング
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管理者グルー
プ ロール

アクセス レベル

外部 RESTful
サービス
（ERS）管理
者

GET、POST、DELETE、
PUT など、すべての ERS
API 要求へのフル アクセス

外部 RESTful
サービス
（ERS）ゲス
ト

ERS API への読み取り専用
アクセス、GET のみ

権限

制約事項

• ERS API 要求の作
成、読み取り、更
新、および削除

• ERS API 要求の読み
取りのみ可能

ロールは、内部ユーザ、
ID グループ、エンドポ
イント、エンドポイント
グループ、および SGT
をサポートする ERS 許
可のみを対象としていま
す
ロールは、内部ユーザ、
ID グループ、エンドポ
イント、エンドポイント
グループ、および SGT
をサポートする ERS 許
可のみを対象としていま
す

管理者グループの作成
[管理者グループ（Admin Groups）] ページでは、Cisco ISE ネットワーク管理者グループを表示、
作成、変更、削除、複製、またはフィルタリングできます。

はじめる前に
外部管理者グループ タイプを設定するには、1 つ以上の外部 ID ストアが指定されている必要があ
ります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin Access）] > [管理者
（Administrators）] > [管理者グループ（Admin Groups）] を選択します。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックし、[名前（Name）] および [説明（Description）] を入力します。 [名前
（name）] フィールドでサポートされる文字は次のとおりです：スペース、# $ & ‘ ( ) * + - . / @ _。

ステップ 3

設定する管理者グループのタイプを次のように指定します。
• [内部（Internal）]：このグループ タイプに割り当てられた管理者は、Cisco ISE 内部データ
ベースに保存されたクレデンシャルに対して認証を行います。
• [外部（External）]：このグループに割り当てられた管理者は、属性セレクタで指定した外部
ID ストアに含まれているクレデンシャルに対して認証を行います。 [外部（External）] を選
択した後、Cisco ISE による外部グループ情報のインポート元になる ID ストアを指定します。
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ステップ 4

[追加（Add）] をクリックして、ユーザを [管理者グループ ユーザ（Admin Group Users）] テーブ
ルに追加します。 [ユーザ（Users）] リストで、管理者グループに追加するユーザを選択します。

ステップ 5

ユーザを [管理者グループ ユーザ（Admin Group Users）] テーブルから削除するには、削除する
ユーザに対応するチェックボックスをオンにして、[削除（Remove）] をクリックします。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックして、作成した管理者グループに対して行った変更を Cisco ISE デー
タベースに保存します。

Cisco ISE への管理アクセス
Cisco ISE 管理者は、自分が属する管理者グループに基づいてさまざまな管理タスクを実行できま
す。 これらの管理タスクは重大であり、管理アクセスがネットワークでの Cisco ISE の管理を許
可されたユーザに制限されるようにする必要があります。
Cisco ISE では、次のオプションによって Web インターフェイスへの管理アクセスを制御すること
ができます。

Cisco ISE のロールベース アクセス コントロール
ロールベース アクセス コントロール ポリシー（管理者アクセスと呼ばれる）は自分で定義する
アクセス コントロール ポリシーで、Cisco ISE 管理インターフェイスへのアクセスを制限できま
す。これらの管理者アクセスポリシーによって、個々の管理者ユーザまたは管理者グループに適
用する指定のロールベースアクセス権限設定を使用し、管理者単位または管理者グループ単位で
アクセスの量とタイプをカスタマイズすることができます。
ロールベースアクセスにより、各エンティティがアクセスできる対象が決まり、アクセスコント
ロール ポリシーにより制御されます。 また、ロールベース アクセスにより、使用中の管理ロー
ル、エンティティが属している管理者グループ、および、エンティティのロールに基づいて適用
される対応する権限と設定も決まります。

ロールベース権限
Cisco ISE は、メニュー アクセス権限およびデータ アクセス権限と呼ばれる、メニューおよびデー
タ レベルの権限を設定することができます。
メニュー アクセス権限により、Cisco ISE 管理インターフェイスのメニュー項目を表示または非表
示にすることができます。この機能によって、メニューレベルのアクセスを制限または有効にす
ることができるように権限を作成することができます。
データ アクセス権限により、Cisco ISE インターフェイスの次のデータへのフル アクセス権また
はアクセス権なしを付与できます。管理者グループ、ユーザ ID グループ、エンドポイント ID グ
ループ、ロケーション、およびデバイス タイプ。
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RBAC ポリシー
RBAC ポリシーにより、管理者にメニュー項目やその他の ID グループ データ要素への特定のタ
イプのアクセスを付与できるかどうかが決定されます。 RBAC ポリシーを使用して、管理グルー
プに基づく管理者に、メニュー項目または ID グループ データ要素へのアクセスを許可または拒
否できます。 管理者は、管理者ポータルにログインすると、関連付けられている管理者グループ
に定義されているポリシーおよび権限に基づいて、メニューおよびデータにアクセスできます。
RBAC ポリシーは、管理者グループをメニュー アクセス権限とデータ アクセス権限にマッピング
します。 たとえば、ネットワーク管理者に [管理者アクセス（Admin Access）] 操作メニューおよ
びポリシーデータ要素を表示しないようにすることができます。これは、ネットワーク管理者が
関連付けられるカスタム RBAC ポリシーを作成することで実現できます。

デフォルトのメニュー アクセス権限
Cisco ISE では、事前定義された一連の管理者グループに関連付けられた、すぐに使用できる権限
セットが用意されています。 事前定義済みの管理者グループ権限により、任意の管理者グループ
のメンバーが、管理インターフェイス内のメニュー項目へのフル アクセス権または制限されたア
クセス権（メニュー アクセスと呼ばれます）を持つように権限を設定したり、その他の管理者グ
ループのデータアクセス要素の使用（データアクセスと呼ばれます）を管理者グループに委任す
るように権限を設定したりできます。 これらの権限は、さまざまな管理者グループ用の RBAC ポ
リシーの策定にさらに使用できる再利用可能なエンティティです。Cisco ISE では、デフォルトの
RBAC ポリシーですでに使用されている一連のシステム定義メニュー アクセス権限が用意されて
います。 次の表に、デフォルトのメニュー アクセス権限を示します。事前定義されたメニュー
アクセス権限とは別に、Cisco ISE では、RBAC ポリシーで使用できるカスタム メニュー アクセ
ス権限も作成できます。
表 5：デフォルトのメニュー アクセス権限

メニュー アクセス名

RBAC グループ

許容されるメニュー項目セット

スーパー管理者のメ
ニュー アクセス

スーパー管理者

[操作（Operations）] > [すべて（All）] メニュー
項目 [ポリシー（Policy）] > [すべて（All）] メ
ニュー項目 [管理（Administration）] > [すべて
（All）] メニュー項目

ポリシー管理者のメ
ニュー アクセス

ポリシー管理者

[操作（Operations）] > [すべて（All）] メニュー
項目 [ポリシー（Policy）] > [すべて（All）] メ
ニュー項目 [管理（Administration）] > [ID の管理
（Identity Management）] > [すべて（All）] メ
ニュー項目 [システム（System）] > [設定
（Settings）]

ヘルプ デスク管理者
のメニュー アクセス

ヘルプデスク管理者

[操作（Operations）] > [すべて（All）] メニュー
項目
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（注）

メニュー アクセス名

RBAC グループ

許容されるメニュー項目セット

ID 管理者のメニュー
アクセス

ID 管理者

[操作（Operations）] > [すべて（All）] メニュー
項目 [管理（Administration）] > [ID の管理（Identity
Management）] > [すべて（All）] メニュー項目

ネットワーク デバイ ネットワーク デバイ
ス メニュー アクセス ス管理者

[操作（Operations）] > [すべて（All）] メニュー
項目 [管理（Administration）] > [ネットワーク リ
ソース（Network Resources）] > [すべて（All）]
メニュー項目

システム管理者のメ
ニュー アクセス

システム管理者

[操作（Operations）] > [認証、アラーム、レポー
ト、およびトラブルシューティング
（Authentication, Alarms, Reports, and
Troubleshoot）] > [管理（Administration）] > [シス
テム（System）] > [すべて（All）] メニュー項目

RBAC 管理者のメ
ニュー アクセス

RBAC 管理者

[操作（Operations）] > [エンドポイント保護サー
ビス（Endpoint Protection Service）] を除く [すべ
て（All）] メニュー項目 [管理（Administration）]
> [管理者アクセス（Admin Access）] > [すべて
（All）] メニュー項目

MnT 管理者のメ
ニュー アクセス

MnT 管理者

[操作（Operations）] > [すべて（All）] メニュー
項目

スーパー管理者ユーザの場合、すべてのメニュー項目が使用可能です。 その他の管理ユーザ
の場合、このカラムのすべてのメニュー項目はスタンドアロン展開、および分散展開における
プライマリ ノードで使用可能です。 分散展開のセカンダリ ノードの場合、[管理
（Administration）] タブの下のメニュー項目は使用不可です。

メニュー アクセス権限の設定
Cisco ISE では、RBAC ポリシーにマッピングできるカスタム メニュー アクセス権限を作成する
ことができます。管理者のロールに応じて、管理者の特定のメニューオプションのみへのアクセ
スを許可できます。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin Access）] > [許可
（Authorization）] > [権限（Permissions）] > [メニュー アクセス（Menu Access）] を選択します。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックし、[名前（Name）] フィールドおよび [説明（Description）] フィール
ドに値を入力します。
a) 目的のレベルまでメニュー項目をクリックして展開し、権限を作成するメニュー項目をクリッ
クします。
b) [メニュー アクセス（Menu Access）] 領域の [権限（Permissions）] で、[表示（Show）] をクリッ
クします。

ステップ 3

[送信（Submit）] をクリックします。

デフォルトのデータ アクセス権限
Cisco ISE では、事前定義されたデータ アクセス権限のセットが付属しています。 データ アクセ
ス権限により、複数の管理者が、同じユーザ母集団内でデータ アクセス権限を持つことができま
す。 データ アクセス権限の使用を 1 つ以上の管理者グループに対して有効化または制限すること
ができます。 このプロセスにより、1 つの管理者グループの管理者に対する自律委任制御が可能
となり、選択的関連付けを介して選択済みの管理者グループのデータ アクセス権限を再利用でき
ます。 データ アクセス権限の範囲は、フル アクセス権から、選択された管理者グループまたは
ネットワーク デバイス グループを表示するためのアクセス権なしまでとなります。 次の表に、
デフォルトのデータ アクセス権限を示します。RBAC ポリシーは、管理者（RBAC）グループ、
メニュー アクセス、およびデータ アクセス権限に基づいて定義されます。 最初に、メニュー ア
クセス権限とデータ アクセス権限を作成し、次に、対応するメニュー アクセス権限とデータ ア
クセス権限に管理者グループを関連付ける RBAC ポリシーを作成します。 RBAC ポリシーは次の
形式になります。admin_group= スーパー管理者の場合、SuperAdmin メニュー アクセス権限 +
SuperAdmin データ アクセス権限を割り当てます。事前定義されたデータ アクセス権限とは別に、
Cisco ISE では、RBAC ポリシーに関連付けることができるカスタム データ アクセス権限も作成
できます。
表 6：デフォルトのデータ アクセス権限

データ アクセス名

RBAC グループ

スーパー管理者のデー スーパー管理者
タ アクセス

管理者グループ ユーザ ID すべてのロケーション、
グループ エンドポイント すべてのデバイス タイプ
ID グループ

ポリシー管理のデータ ポリシー管理者
アクセス

ユーザ ID グループ エン
ドポイント ID グループ
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許容される管理者グルー 許容されるネットワーク
プ
デバイス グループ

なし

Cisco ISE への管理アクセス

データ アクセス名

RBAC グループ

ID 管理者のデータ ア ID 管理者
クセス

許容される管理者グルー 許容されるネットワーク
プ
デバイス グループ
ユーザ ID グループ エン
ドポイント ID グループ

なし

ネットワーク管理者の ネットワーク デバ なし
データ アクセス
イス管理者

すべてのロケーション、
すべてのデバイス タイプ

システム管理者のデー システム管理者
タ アクセス

管理グループ

なし

RBAC 管理者のデータ RBAC 管理者
アクセス

管理グループ

なし

データ アクセス権限の設定
Cisco ISE では、RBAC ポリシーにマッピングできるカスタム データ アクセス権限を作成するこ
とができます。 管理者のロールに基づいて、データを選択するのみのアクセス権を管理者に提供
することができます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin Access）] > [許可
（Authorization）] > [権限（Permissions）] を選択します。

ステップ 2

[権限（Permissions）] > [データ アクセス（Data Access）] を選択します。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックし、[名前（Name）] フィールドおよび [説明（Description）] フィール
ドに値を入力します。
a) 管理者グループをクリックして展開し、目的の管理者グループを選択します。
b) [フル アクセス権（Full Access）] をクリックします。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

管理者のアクセス ポリシーの設定
管理者アクセス（RBAC）ポリシーは if-then 形式で表され、ここで if は RBAC 管理者グループの
値、および then は RBAC 権限の値になります。
[RBAC ポリシー（RBAC Policies）] ページには、デフォルト ポリシーのリストが含まれていま
す。 これらのデフォルト ポリシーは、変更または削除できません。 このページでは、特に職場
の管理者グループ用にカスタム RBAC ポリシーを作成し、パーソナライズされた管理者グループ
に適用できます。
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はじめる前に
• RBAC ポリシーを定義するすべての管理者グループを作成していることを確認します。
• これらの管理者グループが、個々の管理者ユーザにマッピングされていることを確認しま
す。
• メニュー アクセス権限やデータ アクセス権限など、RBAC 権限を設定していることを確認し
ます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin Access）] > [許可
（Authorization）] > [ポリシー（Policy）] を選択します。
[RBAC ポリシー（RBAC Policies）] ページには、デフォルトの管理者グループ用にすぐに使用で
きる定義済みの一連のポリシーが含まれています。

ステップ 2

デフォルト RBAC ポリシー ルールのいずれかの隣にある [操作（Action）] をクリックします。
ここでは、新しい RBAC ポリシーを挿入し、既存の RBAC ポリシーを複製し、既存の RBAC ポリ
シーを削除できます。

ステップ 3

[新しいポリシーの挿入（Insert New Policy）] をクリックします。

ステップ 4

[ルール名（Rule Name）]、[RBAC グループ（RBAC Group(s)）]、および [権限（Permissions）]
フィールドに値を入力します。
RBAC ポリシーの作成時に、複数のメニュー アクセス権限とデータ アクセス権限を選択すること
はできません。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

管理者アクセスの設定
Cisco ISE を使用すると、セキュリティ向上のために管理者アカウントにルールを定義できます。
管理インターフェイスへのアクセスを制限したり、強力なパスワードの使用やパスワードの定期
的な変更を管理者に強制することができます。 Cisco ISE の [管理者アカウント設定（Administrator
Account Settings）] で定義したパスワード ポリシーは、すべての管理者アカウントに適用されま
す。
Cisco ISE では、UTF-8 文字を使用した管理者パスワードはサポートしません。

同時管理セッションとログイン バナーの最大数の設定
同時管理 GUI または CLI（SSH）セッションの最大数、および、管理 Web または CLI インター
フェイスにアクセスする管理者を手助け、ガイドするログインバナーを設定できます。管理者の
ログイン前後に表示されるログインバナーを設定できます。デフォルトでは、これらのログイン
バナーは無効になっています。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
130

Cisco ISE への管理アクセス

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

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin Access）] > [設定
（Settings）] > [アクセス（Access）] > [セッション（Session）] を選択します。

ステップ 2

GUI および CLI インターフェイスを介した同時管理セッションの、許可する最大数を入力します。
同時管理 GUI セッションの有効範囲は 1 ～ 20 です。 同時管理 CLI セッションの有効範囲は 1 ～
10 です。

ステップ 3

Cisco ISE で管理者がログインする前にメッセージを表示する場合は、[プリログイン バナー
（Pre-login banner）] チェックボックスをオンにして、テキスト ボックスにメッセージを入力しま
す。

ステップ 4

Cisco ISE で管理者がログインした後にメッセージを表示する場合は、[ポストログイン バナー
（Post-login banner）] チェックボックスをオンにして、テキスト ボックスにメッセージを入力し
ます。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

IP アドレスの選択からの Cisco ISE への管理アクセスの許可
Cisco ISE では、管理者が Cisco ISE 管理インターフェイスにアクセスできる IP アドレスのリスト
を設定することができます。
管理者アクセス コントロール設定は、管理ペルソナ、ポリシー サービス ペルソナ、またはモニ
タリング ペルソナを担う Cisco ISE ノードに対してのみ適用できます。 これらの制限は、プライ
マリ ノードからセカンダリ ノードに複製されます。 これらの制限は、インライン ポスチャ ノー
ドに適用できません。

はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin Access）] > [設定
（Settings）] > [アクセス（Access）] > [IP アクセス（IP Access）] を選択します。

ステップ 2

[アクセス制限の IP リストの設定（Configure IP List for Access Restriction）] 領域で、[追加（Add）]
をクリックします。

ステップ 3

[IP アドレス（IP Address）] フィールドに IP アドレスをクラスレス ドメイン間ルーティング
（CIDR）形式で入力します。

ステップ 4

[CIDR 形式のネットマスク（Netmask in CIDR format）] フィールドにサブネット マスクを入力し
ます。

ステップ 5

[OK] をクリックします。 このプロセスを繰り返して、他の IP アドレス範囲をこのリストに追加
します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックして、変更内容を保存します。

管理者アカウントのパスワード ポリシーの設定
Cisco ISE では、セキュリティ向上のために管理者アカウントにパスワード ポリシーを作成するこ
ともできます。 必要な管理者認証がパスワードベースか、クライアント証明書ベースかを定義で
きます。 ここで定義したパスワード ポリシーは、Cisco ISE のすべての管理者アカウントに適用
されます。

（注）

Cisco ISE では、UTF-8 文字を使用した管理者パスワードはサポートしません。

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

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin Access）] > [認証
（Authentication）] を選択します。

ステップ 2

次の認証方式のいずれかを選択します。
• パスワードベース：管理者ログインで標準のユーザ ID およびパスワード クレデンシャルを
使用する場合は、[パスワードベース（Password Based）] オプションを選択し、[内部
（Internal）] または [外部（External）] のいずれかの認証タイプを指定します。
（注）

LDAP などの外部 ID ソースを設定しており、それを認証ソースとして使用して管
理者ユーザにアクセス権を付与する場合は、その ID ソースを [ID ソース（Identity
Source）] リスト ボックスから選択する必要があります。
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• クライアント証明書ベース：証明書ベースのポリシーを指定する場合は、[クライアント証明
書ベース（Client Certificate Based）] オプションを選択し、既存の証明書認証プロファイルを
選択します。
1 [パスワード ポリシー（Password Policy）] タブをクリックし、値を入力します。

（注）

外部 ID ストアを使用してログイン時に管理者を認証する場合は、管理者プロファイルに適用
されるパスワード ポリシーにこの設定値が設定されている場合でも、外部 ID ストアが依然と
して管理者のユーザ名とパスワードを認証することに留意してください。
2 [保存（Save）] をクリックして、管理者パスワード ポリシーを保存します。

管理者のセッション タイムアウトの設定
Cisco ISE を使用すると、管理 GUI セッションが非アクティブであっても依然として接続状態であ
る時間を決定できます。 分単位の時間を指定することができ、その時間が経過すると Cisco ISE
は管理者をログアウトします。 セッションのタイムアウト後、管理者は、Cisco ISE 管理者ポータ
ルにアクセスするには再びログインする必要があります。

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

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin Access）] > [設定
（Settings）] > [セッション（Session）] > [セッションのタイムアウト（Session Timeout）] を選択
します。

ステップ 2

アクティビティがない場合に管理者をログアウトするまでに Cisco ISE が待機する時間（分）を入
力します。 デフォルト値は 60 分です。 有効な範囲は 6 ～ 100 分です。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。

アクティブな管理セッションの終了
Cisco ISE では、すべてのアクティブな管理セッションが表示され、そこからセッションを選択
し、必要が生じた場合はいつでも終了できます。 同時管理 GUI セッションの最大数は 20 です。
GUI セッションの最大数に達した場合、スーパー管理者グループに属する管理者がログインして
一部のセッションを終了できます。
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はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者である必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin Access）] > [設定
（Settings）] > [セッション（Session）] > [セッション情報（Session Info）] を選択します。

ステップ 2

終了するセッション ID の隣にあるチェックボックスをオンにし、[無効化（Invalidate）] をクリッ
クします。

管理者の名前の変更
Cisco ISE では GUI からユーザ名を変更できます。

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

手順
ステップ 1

管理者ポータルにログインします。

ステップ 2

Cisco ISE UI の右上にリンクとして表示されるユーザ名をクリックします。

ステップ 3

表示される [管理者ユーザ（Admin User）] ページに新しいユーザ名を入力します。

ステップ 4

変更するアカウントに関するその他の詳細を編集します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

外部 ID ストアを使用した Cisco ISE への管理アクセス
Cisco ISE では、Active Directory、LDAP、RSA SecureID などの外部 ID ストアを介して管理者を認
証できます。 外部 ID ストアを介した認証の提供に使用できる次の 2 つのモデルがあります。
• 外部認証および許可：管理者に関してローカル Cisco ISE データベースで指定されたクレデ
ンシャルはなく、許可は、外部 ID ストア グループ メンバーシップのみに基づきます。 この
モデルは、Active Directory および LDAP 認証で使用されます。
• 外部認証および内部許可：管理者の認証クレデンシャルは外部 ID ソースから取得され、許
可および管理者ロール割り当てはローカル Cisco ISE データベースを使用して行われます。
このモデルは、RSA SecurID 認証で使用されます。 この方法では、外部 ID ストアとローカ
ル Cisco ISE データベースの両方で同じユーザ名を設定する必要があります。
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認証プロセス時、Cisco ISE は、外部 ID ストアとの通信が確立されなかった場合や失敗した場合
はフォールバックし、内部 ID データベースから認証の実行を試行するように設計されています。
また、外部認証が設定されている管理者には、ブラウザを起動してログイン セッションを開始す
ると必ず、ログイン ダイアログの [ID ストア（Identity Store）] ドロップダウン セレクタから [内
部（Internal）] を選択して Cisco ISE ローカル データベースを介した認証を要求するオプションが
依然として表示されます。

（注）

外部管理者認証を提供するこの方法は、管理者ポータルを介してのみ設定できます。 Cisco ISE
コマンドライン インターフェイス（CLI）では、これらの機能は設定されません。
ネットワークに既存の外部 ID ストアがまだない場合は、必要な外部 ID ストアをインストールし、
これらの ID ストアにアクセスするように Cisco ISE が設定されていることを確認します。

外部認証および許可
デフォルトでは、Cisco ISE によって内部管理者認証が提供されます。 外部認証を設定するには、
外部 ID ストアで定義している外部管理者アカウントのパスワード ポリシーを作成する必要があ
ります。 次に、結果的に外部管理者 RBAC ポリシーの一部となるこのポリシーを外部管理者グ
ループに適用できます。
ネットワークでは、外部 ID ストア経由の認証を提供するほかに、Common Access Card（CAC）認
証デバイスを使用する必要もある場合があります。
外部認証を設定するには、次の手順を実行する必要があります。
• 外部 ID ストアを使用してパスワード ベースの認証を設定します。
• 外部管理者グループを作成します。
• 外部管理者グループ用のメニュー アクセスとデータ アクセスの権限を設定します。
• 外部管理者認証の RBAC ポリシーを作成します。

外部認証のプロセス フロー
管理者がログインすると、ログイン セッションはそのプロセスにおいて次の手順で処理されま
す。
1 管理者が RSA SecurID チャレンジを送信します。
2 RSA SecurID は、チャレンジ応答を返します。
3 管理者は、ユーザ ID とパスワードを入力する場合と同様に、ユーザ名および RSA SecurID チャ
レンジ応答を Cisco ISE ログイン ダイアログに入力します。
4 管理者は、指定した ID ストアが外部 RSA SecurID リソースであることを確認します。
5 管理者は、[ログイン（Login）] をクリックします。
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ログイン時、管理者には、RBAC ポリシーで指定されたメニュー アクセス項目とデータ アクセス
項目のみが表示されます。

外部 ID ストアを使用したパスワード ベースの認証の設定
最初に、Active Directory や LDAP などの外部 ID ストアを使用して認証を行う管理者のためのパス
ワード ベースの認証を設定する必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin Access）] > [認証
（Authentication）] を選択します。

ステップ 2

[認証方式（Authentication Method）] タブで、[パスワードベース（Password Based）] を選択し、す
でに設定されている外部 ID ソースの 1 つを選択します。 たとえば、作成した Active Directory イ
ンスタンスを選択します。

ステップ 3

外部 ID ストアを使用して認証を行う管理者のためのその他の特定のパスワード ポリシーを設定
します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

外部管理者グループの作成
外部 Active Directory または LDAP 管理者グループを作成する必要があります。 これにより、Cisco
ISE は外部 Active Directory または LDAP ID ストアで定義されているユーザ名を使用して、ログイ
ン時に入力した管理者ユーザ名とパスワードを検証します。
Cisco ISE は、外部リソースから Active Directory または LDAP グループ情報をインポートし、それ
をディクショナリ属性として保存します。 次に、この属性を、外部管理者認証方式用の RBAC ポ
リシーを設定するときのポリシー要素の 1 つとして指定できます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin Access）] > [管理者
（Administrators）] > [管理グループ（Admin Groups）] > [追加（Add）] を選択します。

ステップ 2

名前とオプションの説明を入力します。

ステップ 3

[外部（External）] オプション ボタンを選択します。
Active Directory ドメインに接続し、参加している場合は、Active Directory インスタンス名が [名前
（Name）] フィールドに表示されます。

ステップ 4

[外部グループ（External Groups）] ドロップダウン リスト ボックスから、この外部管理者グルー
プにマッピングする Active Directory グループを選択します。
追加の Active Directory グループをこの外部管理者グループにマッピングするために「+」記号を
クリックします。
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ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

外部管理者グループのメニュー アクセス権限とデータ アクセス権限の設定
外部管理者グループに割り当てることができるメニューアクセス権限とデータアクセス権限を設
定する必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin Access）] > [権限
（Permissions）] を選択します。

ステップ 2

次のいずれかをクリックします。
• [メニュー アクセス（Menu Access）]：外部管理者グループに属するすべての管理者に、メ
ニューまたはサブメニュー レベルでの権限を付与することができます。 メニュー アクセス
権限によって、アクセスできるサブメニューまたはメニューが決定されます。
• [データ アクセス（Data Access）]：外部管理者グループに属するすべての管理者に、データ
レベルでの権限を付与することができます。 データ アクセス権限によって、アクセスでき
るデータが決定されます。

ステップ 3

外部管理者グループのメニュー アクセス権限とデータ アクセス権限を指定します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

外部管理者認証の RBAC ポリシーの作成
外部 ID ストアを使用して管理者を認証するように Cisco ISE を設定し、同時にカスタム メニュー
アクセス権限とデータ アクセス権限を指定するには、新しい RBAC ポリシーを設定する必要があ
ります。 このポリシーには、認証用の外部管理者グループ、および外部認証と許可を管理するた
めの Cisco ISE メニュー アクセス権限とデータ アクセス権限が存在している必要があります。

（注）

これらの新しい外部属性を指定するように既存（システムプリセット）の RBAC ポリシーを
変更することはできません。 「テンプレート」として使用する必要がある既存のポリシーが
ある場合は、そのポリシーを複製し、名前を変更してから、新しい属性を割り当てます。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin Access）] > [許可
（Authorization）] > [ポリシー（Policy）] を選択します。

ステップ 2

ルール名、外部管理者グループ、および権限を指定します。
適切な外部管理者グループが正しい管理者ユーザ ID に割り当てられている必要があることに注意
してください。 問題の管理者が正しい外部管理者グループに関連付けられていることを確認しま
す。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。
管理者としてログインした場合、Cisco ISE RBAC ポリシーが管理者 ID を認証できないと、Cisco
ISE では、「認証されていない」ことを示すメッセージが表示され、管理者ポータルにアクセス
できません。

内部許可を伴う認証に対する外部 ID ストアを使用した管理アクセスの設定
この方法では、外部 ID ストアとローカル Cisco ISE データベースの両方で同じユーザ名を設定す
る必要があります。 外部 RSA SecurID ID ストアを使用して管理者認証を提供するように Cisco ISE
を設定している場合、管理者のクレデンシャル認証が RSA ID ストアによって実行されます。 た
だし、許可（ポリシー アプリケーション）は、依然として Cisco ISE 内部データベースに従って
行われます。 また、外部認証と許可とは異なる、留意する必要がある次の 2 つの重要な要素があ
ります。
• 管理者の特定の外部管理者グループを指定する必要はありません。
• 外部 ID ストアとローカル Cisco ISE データベースの両方で同じユーザ名を設定する必要があ
ります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin Access）] > [管理者
（Administrators）] > [管理者ユーザ（Admin Users）] を選択します。

ステップ 2

外部 RSA ID ストアの管理者ユーザ名が Cisco ISE にも存在することを確認します。 [パスワード
（Password）] の下の [外部（External）] オプションをクリックします。
（注）
外部管理者ユーザ ID のパスワードを指定する必要はなく、特別に設定されている外部
管理者グループを関連付けられている RBAC ポリシーに適用する必要もありません。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。
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章

Cisco ISE ライセンス
この章では、Cisco ISE で使用できるライセンスのメカニズムとスキーム、およびライセンスの
追加やアップグレードを行う方法について説明します。
• Cisco ISE ライセンス, 139 ページ
• ライセンスの使用, 141 ページ
• ライセンス ファイル, 143 ページ

Cisco ISE ライセンス
Cisco ISE ライセンスは、Cisco ISE ネットワーク リソースを使用できる同時エンドポイントの数
など、アプリケーションの機能やアクセスを管理する機能を提供します。
お客様が最大限に節約できるように、Cisco ISE のライセンスは基本、Plus、Apex、Mobility Upgrade
のようなさまざまなパッケージで提供されます。
すべての Cisco ISE アプライアンスには 90 日間有効な評価ライセンスが付属しています。 90 日間
の評価期間の終了後に Cisco ISE サービスの使用を継続し、ネットワークで 100 を超える数の同時
エンドポイントをサポートするには、システム上の現在のユーザの数の基本ライセンスを取得し
て登録する必要があります。 追加機能が必要な場合は、該当の機能を有効にする Plus か Apex、
またはその両方のライセンスが必要です。
ライセンスはプライマリ管理ノードにアップロードされ、クラスタ内の他の Cisco ISE にノードに
伝播されます。 ライセンスは管理ノードによって一元的に管理され、他のノードに別個のライセ
ンスは必要ありません。 ハイ アベイラビリティ ペアで 2 つの管理ノードを展開している場合、
それらのいずれにも同じライセンス機能があることを確実にする必要があります。 両方の UDI で
ライセンスを生成してから、それぞれのノードがスタンドアロンまたはプライマリ状態になって
いるときに、ライセンスを追加します。
Cisco ISE ソフトウェアをインストールし、最初にアプライアンスをプライマリ管理ノードとして
設定したら、Cisco ISE のライセンスを取得して、そのライセンスを登録する必要があります。 プ
ライマリおよびセカンダリ管理ノードのハードウェア UID を使用して、Cisco ISE プライマリ管理
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ノードにすべてのライセンスを登録します。 その後、プライマリ管理ノードは、その展開に登録
されているすべてのライセンスを集中管理します。
シスコでは、基本と、Plus または Apex ライセンスの両方を同時にインストールすることを推奨し
ます。
• Plus または Apex ライセンスを使用するには、基本ライセンスも使用する必要があります。
ただし、機能は重複していないため、Apex ライセンスを使用するために Plus ライセンスが
必要ということはなく、その逆もありません。
• 基本または Mobility Upgrade ライセンスをインストールすると、Cisco ISE はその期間の残り
の部分に対する別個のライセンスとしてデフォルトの評価ライセンスを使用し続けます。
• 最初に基本ライセンスをインストールしないと、評価ライセンスを Plus か Apex、またはそ
の両方のライセンスにアップグレードすることができません。
• Cisco ISE では、基本ライセンスよりも多くの Plus か Apex、またはその両方のライセンスを
使用できます。 たとえば、100 個の基本ライセンスおよび Plus ライセンスを使用できます。
• Mobility Upgrade ライセンスをインストールすると、Cisco ISE ではすべての有線、無線、お
よび VPN サービスが有効になります。
表 7：Cisco ISE ライセンス パッケージ

ISE ライセンス パッ 永久/サブスクリプショ カバーされる ISE 機能
ケージ
ン（使用可能期間）
基本

永久

• 基本的なネットワーク
アクセス：AAA、
IEEE-802.1X
• ゲスト管理
• リンク暗号化
（MACSec）
• TrustSec
• ISE アプリケーション
プログラミング イン
ターフェイス
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Plus

サブスクリプション
（1、3、または 5 年）

基本のサービスは含
まれません。基本ラ
ビスがある個人所有デ
イセンスは Plus ライ
バイスの持ち込み
センスをインストー
（BYOD）
ルするために必要で
• プロファイリング サー す。
ビスとフィード サービ
ス
• 組み込みの認証局サー

• エンドポイント保護
サービス（EPS）
• Cisco pxGrid
Apex

サブスクリプション
（1、3、または 5 年）

基本のサービスは含
まれません。基本ラ
イル デバイス管理
イセンスは Apex ラ
（MDM）
イセンスをインス
• ポスチャ コンプライア トールするために必
ンス
要です。

Mobility

サブスクリプション
無線および VPN エンドポイ Cisco 管理ノードで
（1、3、または 5 年） ント用の基本、Plus、および 基本、Plus、Apex の
Apex の組み合わせ
ライセンスを共存さ
せることはできませ
ん。

Mobility Upgrade

サブスクリプション
Mobility ライセンスに対する Mobility Upgrade ラ
（1、3、または 5 年） 有線サポートの提供
イセンスは既存の
Mobility ライセンス
が存在する場合にの
みインストールする
ことができます。

評価

一時（90 日）

• サード パーティのモバ

完全な Cisco ISE 機能が、100 すべての Cisco ISE
台のエンドポイントに対して アプライアンスに
提供されます。
は、評価ライセンス
が付属しています。

ライセンスの使用
システムの同時ユーザ数に合わせてライセンスを購入します。 Cisco ISE ユーザは、アクティブ
セッション中にライセンスを使用します（常に Basic ライセンスと、Plus ライセンスか APex ライ
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センス、またはその両方（これらのライセンスで適用される機能を使用する場合））。 セッショ
ンが終了すると、ライセンスは、他のユーザが再利用できるように解放されます。

制約事項

Cisco ISE ライセンス アーキテクチャの使用ロジックは、許可ポリシーの構造に依存していま
す。 Cisco ISE は、許可ルール内のディクショナリと属性を使用して、使用するライセンスを
決定します。
Cisco ISE ライセンスは次のようにカウントされます。
• 基本ライセンスは、アクティブ セッションごとに使用されます。 同じエンドポイントで、
使用している機能に応じて、Plus か Apex、またはその両方も使用します。
• エンドポイントは、Plus か APex、またはその両方のライセンスを使用する前に、基本ライセ
ンスを使用します。
• 1 Plus ライセンスは、ライセンス機能の組み合わせに対してエンドポイントごとに使用され
ます。 同様に、1 Apex ライセンスは、その機能の組み合わせに対してエンドポイントごとに
使用されます。
• ライセンスは、同時のアクティブ セッションに対してカウントされます。
• ライセンスは、エンドポイントのセッションが終了すると、すべての機能について解放され
ます。
• Plus ライセンスは pxGrid 機能をオンにします。 この機能はライセンスを使用しません。
サービスの中断を回避するために、Cisco ISE はライセンスの権限付与を超えたエンドポイントに
サービスを提供し続けます。 代わりに、Cisco ISE は RADIUS アカウンティング機能に依存して、
ネットワーク上の同時エンドポイントを追跡し、前日のエンドポイント カウントがライセンス数
を超えていた場合にアラームを生成します。

ライセンスの使用の表示
[管理（Administration）] > [システム（System）] > [ライセンシング（Licensing）] の順に選択し
て、ライセンスダッシュボードからシステムの現在のライセンスの使用を表示できます。ライセ
ンスの使用のグラフは 30 分ごとに更新されます。 このウィンドウには、購入したライセンスの
種類、システムで許可される同時ユーザの総数、およびサブスクリプション サービスの有効期限
も表示されます。
複数の週にわたってシステムのライセンスの使用を確認する場合は、[長期間の使用（Usage Over
Time）] をクリックします。 グラフの各バーは、1 週間に使用される最大ライセンス数を示しま
す。
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登録解除されたライセンスの使用
問題
ライセンスの使用は、エンドポイントが一致する許可ポリシーにおいて使用される属性に依存し
ます。
システムに基本ライセンスのみが登録されているとします（90 日間の評価ライセンスは削除しま
した）。 対応する基本的なメニュー項目と機能を表示および設定できます。
Apex ライセンスを必要とする機能（例：Session:PostureStatus）を使用するための許可ポリシーを
（誤って）設定した場合、およびエンドポイントがこの許可ポリシーに一致した場合は、次のよ
うになります。
• エンドポイントは、Apex ライセンスがシステムに登録されていないにもかかわらず、Apex
ライセンスを使用します。
• ログインするたびに、このことに対する通知が表示されます。
• Cisco ISE は、通知とアラーム「許可を超えたライセンスの使用（Exceeded license usage than
allowed）」を示します（技術的に、これはシステムに登録済みの Apex ライセンスがないに
もかかわらず、エンドポイントが Apex ライセンスを消費していると想定されます）。
考えられる原因
許可ポリシーの設定ミスが原因で、ライセンスのダッシュボードに、Cisco ISE がまだ購入および
登録されていないライセンスを消費していることが示される場合があります。 Plus または Apex
ライセンスを購入する前に、ISE ユーザ インターフェイスはライセンスが適用される機能を表示
しません。ただし、これらのライセンスを購入した場合、ユーザインターフェイスには、ライセ
ンスの期限が切れた場合、またはエンドポイントの消費を超えた後も、引き続き機能が表示され
ます。 そのため、有効なライセンスがない場合でも、これらを設定できます。
ソリューション
[ポリシー（Policy）] > [許可（Authorization）] を選択し、登録済みライセンスがない機能を使用
しているルールを特定し、そのルールを再設定します。

ライセンス ファイル
ここでは、ISE ライセンスの登録、再ホスティング、更新、移行、アップグレード、および削除
を行う方法について説明します。
• ライセンスの登録, （144 ページ）
• Re-Host ライセンス, （144 ページ）
• ライセンスの更新, （145 ページ）
• ライセンスの移行およびアップグレード, （145 ページ）
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• ライセンスの削除, （145 ページ）

ライセンスの登録
はじめる前に
インストールに必要なライセンスの種類と同時ユーザ数、および購入して費用効率を最大化でき
るさまざまなパッケージについて、シスコ パートナー/アカウント チームに問い合わせてくださ
い。

手順
ステップ 1

シスコの Web サイト（www.cisco.com）の注文システム（Cisco Commerce Workspace（CCW））
から、必要なライセンスを注文します。
約 1 時間後、製品認証キー（PAK）を含む電子メール確認が送信されます。

ステップ 2

Cisco ISE の管理者ポータルから、ライセンシング ダッシュボード（[管理（Administration）] > [シ
ステム（System）] > [ライセンシング（Licensing）]）を選択します。 [ライセンスの詳細（Licensing
Details）] セクションのノード情報（製品 ID（PID）、バージョン ID（VID）、およびシリアル番
号（SN））を書き留めます。

ステップ 3

www.cisco.com/go/licensing に移動し、要求されたら、受け取ったのライセンスの PAK、ノード情
報、および会社に関する詳細を入力します。
1 日後に、シスコからライセンス ファイルが送信されます。

ステップ 4

システムの既知の場所にこのライセンス ファイルを保存します。

ステップ 5

Cisco ISE の管理者ポータルから、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [ライセンシ
ング（Licensing）] を選択します。 [ライセンス ファイル（License Files）] セクションで、[ライセ
ンスのインポート（Import License）] ボタンをクリックします。

ステップ 6

[Choose File（ファイルの選択）] をクリックし、システムで以前に保存したライセンス ファイル
を選択します。

ステップ 7

[インポート（Import）] をクリックします。

新しいライセンスがシステムにインストールされました。

次の作業
ライセンシング ダッシュボード（[管理（Administration）] > [システム（System）] > [ライセンシ
ング（Licensing）]）を選択し、新たに入力したライセンスが正しい詳細とともに表示されること
を確認します。

Re-Host ライセンス
再ホストとは、1 つの Cisco ISE ノードから別のノードにライセンスを移動することを意味しま
す。 ライセンシング ポータルから、移動するライセンスの PAK を選択し、再ホストの手順に従
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います。 1 日後、新しい PAK が電子メールで送信されます。 この新しい PAK を新しいノードに
登録し、元の Cisco ISE ノードから古いライセンスを削除します。

ライセンスの更新
Plus ライセンスや Apex ライセンスなどのサブスクリプション ライセンスの期限は、1 年間、3 年
間、または 5 年間です。 Cisco ISE は、ライセンスの有効期限日が近づくとアラームを送信し、ラ
イセンスが期限切れになると再度アラームを送信します。
ライセンスの有効期限が過ぎたら、更新する必要があります。 このプロセスは、シスコ パート
ナーまたはアカウント チームによってのみ実行されます。

ライセンスの移行およびアップグレード
シスコのライセンス ポリシーでは、以前の Cisco ISE バージョンからの移行、無線および VPN 専
用から有線を含む展開へのアップグレード、および同時ユーザと機能の追加がサポートされてい
ます。 また、ライセンス バンドルを購入して、運用コストを最小化することもできます。 これ
らのシナリオは、すべてライセンスサイトで説明されています。詳細については、シスコパート
ナーまたはアカウント チームにお問い合わせください。

（注）

Cisco ISE バージョン 1.2 から移行する場合、Advanced ライセンスには Plus と Apex の両方の
ライセンスのすべての機能が含まれています。

（注）

Cisco ISE バージョン 1.2 からのアップグレード後、デフォルトの評価ライセンスは、アップグ
レード前にシステムに存在していた場合にのみ表示されます。
Cisco ISE ノードで次の内容をサポートしている必要がある場合：
• 所有しているライセンスを上回る数の大量の同時ユーザ
• 有線（LAN）アクセス（システムに Mobility ライセンスしかない）
そのノードのライセンスをアップグレードする必要があります。このプロセスは、シスコパート
ナーまたはアカウント チームによってのみ実行されます。

ライセンスの削除
はじめる前に
ライセンスを削除する前に、次の点に注意してください。
• Mobility ライセンスの後に Mobility アップグレード ライセンスをインストールした場合は、
Mobility アップグレード ライセンスを削除してから基盤となる Mobility ライセンスを削除す
る必要があります。
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• 組み合わされたライセンスをインストールした場合は、Base および Plus または Apex パッ
ケージの関連インストールがすべて削除されます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [ライセンシング（Licensing）] を選択します。

ステップ 2

[ライセンス ファイル（License Files）] セクションで、関連するファイル名の隣にあるチェック
ボックスをクリックし、[ライセンスの削除（Delete License）] をクリックします。

ステップ 3

[OK] をクリックします。
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章

証明書の管理
• Cisco ISE での証明書の管理, 147 ページ
• Cisco ISE CA サービス, 173 ページ
• OCSP サービス, 192 ページ

Cisco ISE での証明書の管理
証明書は、個人、サーバ、会社、またはその他のエンティティを識別し、そのエンティティを公
開キーに関連付ける電子文書です。自己署名証明書は、独自の作成者によって署名されます。証
明書は、自己署名したり、外部の認証局（CA）がデジタルで署名したりできます。 CA 署名付き
デジタル証明書は、業界標準であり、よりセキュアです。
証明書は、ネットワークに対するセキュアなアクセスを提供するために使用されます。 Cisco ISE
は、ノード間通信、および syslog サーバ、フィード サーバ、すべてのエンドユーザ ポータル（ゲ
スト、スポンサーおよびパーソナルデバイスポータル）などの外部サーバとの通信に証明書を使
用します。 証明書は、エンドポイントに対して Cisco ISE ノードを識別し、そのエンドポイント
と Cisco ISE ノード間の通信を保護します。
展開内のすべてのノードの証明書を管理するには、管理者ポータルを使用できます。

Cisco ISE によるセキュアなアクセスの提供を可能にする証明書
Cisco Identity Services Engine（ISE）は、公開キー インフラストラクチャ（PKI）に依存して、エ
ンドポイントおよび管理者の両方とのセキュアな通信、そしてマルチノード展開内の複数の Cisco
ISE ノード間のセキュアな通信を実現しています。 PKI は X.509 デジタル証明書に依存して、メッ
セージの暗号化と復号化のための公開キーの転送、およびユーザとデバイスを表す他の証明書の
信頼性の検証を行います。 Cisco ISE には、次の 2 つの X.509 証明書のカテゴリを管理する、管理
者ポータルが用意されています。
• システム証明書：これらはクライアント アプリケーションに対して Cisco ISE ノードを識別
するサーバ証明書です。 各 Cisco ISE ノードには独自のシステム証明書があり、それぞれの
証明書は対応する秘密キーとともにノードに格納されています。
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• 信頼できる証明書：この証明書は、ユーザおよびデバイスから受信した公開キーの信頼を確
立するために使用される認証局（CA）証明書です。 信頼できる証明書ストアには、Simple
Certificate Enrollment Protocol（SCEP）から配信された証明書も含まれます。これにより、モ
バイル デバイスを企業ネットワークに登録できるようになります。 信頼できる証明書スト
ア内の証明書はプライマリ管理ノードで管理され、Cisco ISE 展開内の他のすべてのノードに
自動的に複製されます。
分散展開では、証明書をプライマリ管理ノードの証明書信頼リスト（CTL）のみにインポートす
る必要があります。 この証明書はセカンダリ ノードに複製されます。
一般に、Cisco ISE での証明書認証が、証明書による認証機能のわずかな違いの影響を受けないよ
うにするために、ネットワークに展開されているすべての Cisco ISE ノードには小文字のホスト名
を使用してください。

証明書の使用
Cisco ISE に証明書を追加またはインポートする場合、証明書の使用目的を指定する必要がありま
す。
• 管理者：ノード間の通信
• EAP：TLS-based の EAP 認証
• HTTPS：外部サーバとの通信
• ポータル：すべての Cisco ISE エンドユーザ ポータルとの通信
• xGrid：pxGrid コントローラとの通信
管理者ポータル（管理者）、外部サーバ（HTTPS）、pxGrid コントローラ（xGrid）との通信およ
び TLS-based の EAP 認証（EAP）に、各ノードから異なる証明書を関連付けることができます。
ただし、これらの各目的に各ノードから関連付けることができる証明書は 1 つのみです。
Web ポータル要求を処理できる展開に複数のポリシー サービス ノード（PSN）がある場合、Cisco
ISE には一意の ID が必要です。この ID で、ポータルの通信に使用する必要がある証明書を識別
します。 ポータルでの使用に指定された証明書を追加またはインポートする場合、証明書グルー
プタグを定義して、それを展開内の各ノードの対応する証明書に関連付ける必要があります。こ
の証明書グループタグを対応するエンドユーザポータル（ゲスト、スポンサー、およびパーソナ
ル デバイス ポータル）に関連付ける必要があります。 この証明書グループ タグは一意の ID で、
Cisco ISE が各ポータルと通信する際に使用する必要がある証明書を識別する場合に役立ちます。
ポータルごとに各ノードから 1 つの証明書を指定できます。

Cisco ISE の証明書の一致
Cisco ISE は、サブジェクト名の一致を次のようにして確認します。
1 証明書のサブジェクト代替名（SAN）の拡張が確認されます。 SAN に 1 つ以上の DNS 名が含
まれている場合は、それらの DNS 名の 1 つが Cisco ISE ノードの FQDN に一致している必要が
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あります。 ワイルドカード証明書が使用されている場合、ワイルドカード ドメイン名は Cisco
ISE ノードの FQDN ドメインに一致している必要があります。
2 SAN に DNS 名が存在しない場合、または SAN 全体が欠落している場合は、証明書の [サブ
ジェクト（Subject）] フィールドの一般名（CN）または証明書の [サブジェクト（Subject）]
フィールドのワイルドカード ドメインが、ノードの FQDN に一致している必要があります。
3 一致しない場合、証明書は拒否されます。

（注）

Cisco ISE にインポートされる X.509 証明書は、Privacy Enhanced Mail（PEM）または Distinguished
Encoding Rules（DER）形式である必要があります。 証明書チェーン（システム証明書、およ
びその証明書に署名する一連の信頼された証明書）が含まれたファイルはインポートすること
ができますが、特定の制限の対象となります。

X.509 証明書の有効性
X.509 証明書が有効なのは、指定された特定の日付までのみです。 システム証明書が期限切れに
なった場合、その証明書に依存する Cisco ISE 機能が影響を受けます。 Cisco ISE は、有効期限が
90日以内になると、システム証明書の有効期間の残りについて通知します。この通知は、いくつ
かの方法で表示されます。
• 配色された有効期限の状態アイコンが、[システム証明書（System Certificates）] ページに表
示されます。
• 期限切れメッセージが Cisco ISE システム診断レポートに表示されます。
• 有効期限のアラームは、有効期限の 90 日前、60 日前に生成され、有効期限前の最後の 30 日
間には毎日生成されます。
失効した証明書が自己署名証明書の場合は、この証明書を編集して有効期限を延長できます。 CA
署名付き証明書の場合は、CA から新しい証明書を取得するのに十分な期間を確保する必要があり
ます。

Cisco ISE での PKI の有効化
公開キー インフラストラクチャ（PKI）は、セキュアな通信を可能にし、デジタル署名を使用し
てユーザの ID を確認する暗号化技術です。

手順
ステップ 1

EAP-TLS などの TLS 対応認証プロトコル、管理者ポータルの認証、Cisco ISE Web ポータルにア
クセスするブラウザおよび REST クライアント、および pxGrid サービス向けのシステム証明書を
各展開ノードで確立します。
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デフォルトでは、Cisco ISE ノードは EAP、管理者、ポータル、pxGrid サービスに使用される自己
署名証明書があらかじめインストールされています。 一般的な企業環境では、この証明書は、信
頼された CA によって署名されたサーバ証明書に置き換えられます。
ステップ 2

信頼できる証明書ストアに、ユーザとの信頼を確立するために必要な CA 証明書と、Cisco ISE に
提示されるデバイス証明書を配置します。
証明書チェーンがルート CA 証明書と 1 つ以上の中間 CA 証明書で構成される場合は、ユーザま
たはデバイスの証明書の信頼性を検証するために、信頼できる証明書ストアにそのチェーン全体
をインポートする必要があります。
ノード間の通信では、Cisco ISE 展開内の各ノードに属する管理者システム証明書を検証するため
に必要な信頼された証明書を、信頼できる証明書ストアに配置する必要があります。 ノード間の
通信にデフォルトの自己署名証明書を使用する場合は、各 Cisco ISE ノードの [システム証明書
（System Certificates）] ページからこの証明書をエクスポートし、信頼できる証明書ストアにイン
ポートする必要があります。 自己署名証明書を CA 署名証明書で置き換える場合に必要なのは、
適切なルート CA 証明書および中間 CA 証明書を信頼できる証明書ストアに配置することだけで
す。 この手順を完了するまでは、ノードを Cisco ISE 展開に登録できないことに注意してくださ
い。
（注）

スタンドアロンの Cisco ISE またはプライマリ管理ノードからバックアップを取得した
後に展開内の 1 つ以上のノードの証明書設定を変更する場合は、データを復元するため
に、もう一度バックアップを取得する必要があります。 そうしないで古いバックアッ
プを使用してデータを復元すると、ノード間の通信が失敗する可能性があります。

ワイルドカード証明書
ワイルドカード証明書はワイルドカード表記（ドメイン名の前にアスタリスクとピリオドの形式）
を使用し、組織の複数のホスト間で証明書を共有できるようにします。 たとえば、証明書サブ
ジェクトの CN 値は aaa.ise.local などの汎用ホスト名であり、SAN フィールドには、同じ汎用ホス
ト名と DNS.1=aaa.ise.local および DNS.2=*.ise.local などのワイルドカード表記が含まれます。
*.ise.local を使用してワイルドカード証明書を設定すると、その同じ証明書を使用して、次のよう
な、DNS 名が「.ise.local」で終了する他のすべてのホストを保護することができます。
• aaa.ise.local
• psn.ise.local
• mydevices.ise.local
• sponsor.ise.local
ワイルドカード証明書は通常の証明書と同じ方法で通信を保護し、要求は同じ検証方式を使用し
て処理されます。
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次の図に、Web サイトの保護に使用されるワイルドカード証明書の例を示します。
図 10：ワイルドカード証明書の例

Cisco ISE のワイルドカード証明書のサポート
Cisco ISE はワイルドカード証明書をサポートしています。 以前のリリースの Cisco ISE では、
HTTPS に対して有効になったすべての証明書を検証し、CN フィールドがホストの完全修飾
（FQDN）が正確に一致することを確認していました。 フィールドが一致しない場合、その証明
書は HTTPS 通信に使用できませんでした。
以前のリリースの Cisco ISE では、CN 値を使用して、url-redirect A-V pair 文字列の変数を置き換
えていました。 この CN 値は、すべての Centralized Web Authentication（CWA）、オンボーディン
グ、ポスチャ リダイレクションなどに使用されました。
Cisco ISE 1.2 は CN フィールドを使用する代わりに CN としてこのホスト名を使用します。

HTTPS および EAP 通信用のワイルドカード証明書
SSL/TLS トンネリングを使用する HTTPS（Web ベースのサービス）および EAP プロトコルに対
して、Cisco ISE でワイルドカード サーバ証明書を使用できます。 ワイルドカード証明書を使用
することにより、各 Cisco ISE ノードに固有の証明書を生成する必要がなくなります。 また、証
明書の警告を防ぐために、SAN フィールドに複数の FQDN 値を入力する必要もありません。 SAN
フィールドでアスタリスク（*）を使用すると、展開内の複数のノードで単一の証明書を共有でき
るようになり、証明書名の不一致による警告を防止することができます。 ただし、ワイルドカー
ド証明書は、各 Cisco ISE ノードに固有のサーバ証明書を割り当てる場合よりも安全性が低いと見
なされます。
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（注）

ワイルドカード証明書を使用する場合は、セキュリティを強化するためにドメイン領域を分割
することを推奨します。 たとえば、*.example.com の代わりに *.amer.example.com を使用して
領域を分割することができます。 ドメインを分割しないと、重大なセキュリティ問題が発生
する可能性があります。
ワイルドカード証明書では、ドメイン名の前にアスタリスク（*）およびピリオドが使用されま
す。 たとえば、証明書のサブジェクト名の CN 値は aaa.ise.local などの汎用ホスト名になり、SAN
フィールドには *.ise.local のようなワイルドカード文字が入力されます。 Cisco ISE は、ワイルド
カード証明書（提示される ID の一番左の文字がワイルドカード文字（*））をサポートします。
たとえば、*.example.com または *.ind.example.com です。 提示される ID に追加の文字とワイルド
カード文字が含まれた証明書はサポートされません。 たとえば、abc*.example.com、
a*b.example.com、または *abc.example.com です。

URL リダイレクションの完全修飾ドメイン名
Cisco ISE が許可プロファイル リダイレクトを構築（中央集中型 Web 認証、デバイス登録 Web 認
証、ネイティブサプリカントのプロビジョニング、モバイルデバイス管理、およびクライアント
のプロビジョニングとポスチャ サービスに対して）する場合、結果の cisco-av-pair ペアには、次
のような文字列が含まれます。
url-redirect=https://ip:port/guestportal/gateway?sessionId=SessionIdValue&action=cwa
この要求を処理するときに、Cisco ISE は文字列の一部のキーワードを実際の値で置き換えます。
たとえば、SessionIdValue は、要求の実際のセッション ID に置き換えられます。 eth0 インター
フェイスの場合、Cisco ISE は URL 内の IP を Cisco ISE ノードの FQDN で置き換えます。 eth0 以
外のインターフェイスの場合、Cisco ISE は URL 内の IP アドレスを使用します。 インターフェイ
ス eth1 から eth3 にはホストのエイリアス（名前）を割り当てることができます。このエイリアス
は Cisco ISE が URL リダイレクション中に IP アドレスの代わりに置き換えることができます。
これを行うために、次のように、Cisco ISE CLI の ISE /admin(config)# プロンプトから設定モード
で ip host コマンドを使用できます。
ip host IP_address host-alias FQDN-string
ここで、IP_address はネットワーク インターフェイス（eth1 または eth2 または eth3）の IP アドレ
スで、host-alias はネットワーク インターフェイスに割り当てる名前です。 FQDN-string は、ネッ
トワークインターフェイスの完全修飾ドメイン名です。このコマンドを使用して、ネットワーク
インターフェイスに host-alias または FQDN-string あるいはその両方を割り当てることができます。
ip host コマンドの使用例：ip host a.b.c.d sales sales.amerxyz.com
eth0 以外のインターフェイスにホストのエイリアスを割り当てたら、application start ise コマンド
を使用して Cisco ISE でアプリケーション サービスを再起動する必要があります。
このホストエイリアスのネットワークインターフェイスとの関連付けを削除するには、次のよう
にこのコマンドの no 形式を使用します。
no ip host IP_address host-alias FQDN-string
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ホストのエイリアスの定義を表示するには、show running-config コマンドを使用します。
FQDN 文字列を指定している場合は、その FQDN で URL 内の IP アドレスが置き換えられます。
ホストのエイリアスのみを指定した場合は、そのホスト エイリアスと設定された IP ドメイン名を
結合して完全な FQDN が結合され、URL 内の IP アドレスがその FQDN で置き換えられます。
ネットワーク インターフェイスをホストのエイリアスにマッピングしない場合は、URL内のネッ
トワーク インターフェイスの IP アドレスが使用されます。
クライアントのプロビジョニング、ネイティブ サプリカント、またはゲスト フローに対して eth0
以外のインターフェイスを使用する場合は、eth0 以外のインターフェイスの IP アドレスまたはホ
スト エイリアスがポリシー サービス ノードの証明書の SAN フィールドに適切に設定されている
ことを確認する必要があります。

ワイルドカード証明書を使用する利点
• コスト削減。 サードパーティの認証局によって署名された証明書には高額な費用がかかりま
す（特にサーバ数が多い場合）。 ワイルドカード証明書は、Cisco ISE 展開内の複数ノード
で使用できます。
• 運用の効率化。 ワイルドカード証明書は、すべてのポリシー サービス ノード（PSN）EAP
および Web サービスが同じ証明書を共有することを可能にします。 証明書を 1 回作成して、
すべての PSN に適用することにより、コストを大幅に削減できるだけでなく、証明書の管理
も簡素化されます。
• 認証エラーの低減。 ワイルドカード証明書は、クライアントがプロファイル内に信頼された
証明書を保存しており、そのクライアントが iOS のキーチェーン（署名ルートが信頼されて
いる）に従っていない Apple iOS デバイスで発生する問題に対処します。 iOS クライアント
が最初に PSN と通信する際、このクライアントはその PSN の証明書を（信頼された認証局
が署名している場合でも）明示的に信頼しません。 ワイルドカード証明書を使用すると、こ
の証明書がすべての PSN で同一になるため、ユーザは証明書の受け入れを 1 回行えばよく、
その後の異なる PSN に対する認証はエラーやプロンプトが表示されることなく進行します。
• 簡素化されたサプリカントの設定。 たとえば、PEAP-MSCHAPv2 およびサーバ証明書の信頼
が有効になっている Microsoft Windows サプリカントで、各サーバ証明書を信頼するように
指定することが必要とされており、そのように指定されていない場合、そのクライアントが
別の PSN を使用して接続を行うと、各 PSN 証明書を信用するように、ユーザにプロンプト
が出される可能性があります。 ワイルドカード証明書を使用すると、各 PSN の個別の証明
書ではなく、単一のサーバ証明書を信頼するだけで済みます。
• ワイルドカード証明書を使用すると、プロンプトの提示が減り、よりシームレスな接続が実
現されることにより、ユーザ エクスペリエンスが改善されます。

ワイルドカード証明書を使用することの欠点
次に、ワイルドカード証明書に関連するセキュリティ上の考慮事項の一部を説明します。
• 監査性と否認防止性の低下
• 秘密キーの露出の増加
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• 一般的ではなく、管理者により理解されていない
ワイルドカード証明書は ISE ノードごとの固有のサーバ証明書よりも安全性が低いと見なされて
います。 ただし、コスト、およびその他の運用関連の要因がセキュリティ リスクに勝っていま
す。
ASA などのセキュリティ デバイスも、ワイルドカード証明書をサポートしています。
ワイルドカード証明書を展開する場合には注意が必要です。 たとえば、*.company.local を使用し
て証明書を作成したとします。該当の秘密キーを攻撃者が回復できた場合、攻撃者は company.local
ドメイン内のすべてのサーバをスプーフィングすることができます。 したがって、このタイプの
危険を回避するために、ドメイン領域を分割することがベスト プラクティスと見なされていま
す。
この想定される問題に対処し、利用範囲を制限するために、ワイルドカード証明書を使用して組
織の特定のサブドメインを保護することもできます。 ワイルドカードを指定する一般名のサブド
メイン領域に、アスタリスク（*）を追加します。
たとえば、*.ise.company.local に対してワイルドカード証明書を設定すると、その証明書は次のよ
うな、DNS 名が「.ise.company.local」で終わるすべてのホストを保護するために使用できます。
• psn.ise.company.local
• mydevices.ise.company.local
• sponsor.ise.company.local

ワイルドカード証明書の互換性
ワイルドカード証明書は、通常図 8-3 の例にあるような、一般名（CN）としてリストされている
ワイルドカードを使用して作成されます。 Cisco ISE リリース 1.2 は、このタイプの作成をサポー
トします。ただし、すべてのエンドポイントサプリカントが証明書サブジェクトのワイルドカー
ド文字をサポートするわけではありません。
テスト済みのすべての Microsoft ネイティブ サプリカント（Windows Mobile を含む）の一部は、
証明書のサブジェクトのワイルドカード文字をサポートしていません。
Cisco AnyConnect Network Access Manager（NAM）など、[サブジェクト（Subject）] フィールドで
のワイルドカード文字の使用をサポートできる他のサプリカントを使用することができます。
また、DigiCert の Wildcard Plus など、証明書のサブジェクト代替名に特定のサブドメインを含め
ることで、互換性のないデバイスを使用するように設計された、特別なワイルドカード証明書を
使用することもできます。
Microsoft サプリカントの制限はワイルドカード証明書の使用にとって妨げになるように見えます
が、Microsoft のネイティブ サプリカントを含む、セキュアなアクセスについてテスト済みのすべ
てのデバイスを使用できるようにする代替の方法があります。
このためには、サブジェクトにワイルドカードを使用する代わりに、[Subject Alterative Name (SAN)]
フィールドでワイルドカード文字を使用します。 SAN フィールドはドメイン名（DNS 名）を検
査するように設計された拡張を保持します。 詳細については、RFC 6125 および 2128 を参照して
ください。
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システム証明書
Cisco ISE システム証明書は、展開内のその他のノードおよびクライアント アプリケーションに対
して Cisco ISE ノードを識別するサーバ証明書です。 システム証明書の用途は次のとおりです。
• Cisco ISE 展開でノード間通信に使用されます。 この証明書の場合、[使用方法（Usage）]
フィールドで [管理（Admin）] オプションを選択します。
• Cisco ISE Web ポータルに接続するブラウザおよび REST クライアントで使用されます。 こ
の証明書の場合、[使用方法（Usage）] フィールドで [ポータル（Portal）] オプションを選択
します。
• PEAP および EAP-FAST を使用する外部 TLS トンネルを形成するために使用されます。
EAP-TLS、PEAP、および EAP-FAST の相互認証の場合、[使用方法（Usage）] フィールドで
[EAP] オプションを選択します。
• pxGrid コントローラとの通信に使用されます。 この証明書の場合、[使用方法（Usage）]
フィールドで [pxGrid] オプションを選択します。
Cisco ISE 展開で、各ノードで有効なシステム証明書をインストールする必要があります。 デフォ
ルトでは、自己署名証明書はインストール時に Cisco ISE ノードで作成されます。また、この証明
書は、[EAP]、[管理（Admin）]、[ポータル（Portal）]、および [pxGrid] を使用するために設計さ
れています（キーの長さは 1024 で、1 年間有効です）。
シスコでは、セキュリティ向上のために自己署名証明書を CA 署名付き証明書と置き換えること
を推奨します。 CA 署名付き証明書を取得するには、証明書署名要求（CSR）を作成して認証局
（CA）に送信し、署名付き証明書を入手して CSR にバインドし、信頼できる証明書ストアに関
連したルートおよび中間 CA 証明書をインポートする必要があります。

システム証明書の表示
[システム証明書（System Certificate）] ページに、Cisco ISE に追加されたすべてのシステム証明書
が一覧表示されます。

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

手順
[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [システム証明書（System
Certificates）] を選択します。
[システム証明書（System Certificate）] ページが表示されます。このページには、システム証明書
に関する次の情報が表示されています。
• [フレンドリ名（Friendly Name）]：証明書の名前。
• [グループ タグ（Group Tag）]：ポータルを使用するように指定された証明書に対してのみ適
用できます。 どの証明書をポータルに使用しなければならないかを指定します。
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• [使用者（Used By）]：この証明書が使用されるサービス。
• [発行先（Issued To）]：証明書のサブジェクトの一般名。
• [発行元（Issued By）]：証明書発行者の一般名
• [有効期限の開始（Valid From）]：証明書の作成日付（Not Before 証明書属性）。
• [期限日（Expiration Date）]：証明書の有効期限（Not After 証明書属性）。 証明書の有効期限
を示します。 ここには、アイコンが関連付けられた 5 つのカテゴリがあります。
• [91 日以上で期限切れ（Expiring in more than 90 days）]（緑のアイコン）
• [90 日以内に期限切れ（Expiring in 90 days or less）]（青のアイコン）
• [60 日以内に期限切れ（Expiring in 60 days or less）]（黄色のアイコン）
• [30 日以内に期限切れ（Expiring in 30 days or less）]（オレンジのアイコン）
• [期限切れ（Expired）]（赤のアイコン）

システム証明書の追加
Cisco ISE にシステム証明書を追加するには、その証明書をインポートするか、または自己署名証
明書を生成します。

（注）

Firefox および Internet Explorer 8 ブラウザを使用している場合、あるノードにある管理システ
ム証明書を変更すると、そのノードに接続された既存のブラウザ セッションでは新しい証明
書への自動的な切り替えは行われません。 新しい証明書を表示するには、ブラウザを再起動
する必要があります。

システム証明書のインポート
管理者ポータルから、任意の Cisco ISE ノードのシステム証明書をインポートできます。

はじめる前に
• クライアント ブラウザを実行しているシステムに、システム証明書と秘密キー ファイルが
あることを確認します。
• Cisco ISE では、SHA-256 より大きいハッシュ アルゴリズムで署名された証明書はサポート
されていません。 したがって、SHA-256 より大きいハッシュ アルゴリズムで署名されたサー
バ証明書はインポートしないでください。
• インポートするシステム証明書に、CA フラグが true に設定された基本制約拡張が含まれて
いる場合は、キー使用拡張が存在すること、および keyEncipherment ビットと keyAgreement
ビットのいずれかまたは両方が設定されていることを確認します。
• 次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [システム証明書（System
Certificates）] を選択します。

ステップ 2

インポートする証明書の値を入力します。

ステップ 3

[送信（Submit）] をクリックします。

自己署名証明書の生成
自己署名証明書を生成することにより、新しいローカル証明書を追加できます。 自己署名証明書
は、内部テストと評価のニーズに対してのみ使用することを推奨します。 実稼働環境に Cisco ISE
を展開することを計画している場合は、可能な限り CA 署名付き証明書を使用して、実稼働ネッ
トワーク全体でより均一な受け入れが行われるようにします。

（注）

自己署名証明書を使用しており、Cisco ISE ノードのホスト名を変更する必要がある場合は、
Cisco ISE ノードの管理者ポータルにログインし、古いホスト名が使用された自己署名証明書
を削除し、新しい自己署名証明書を生成します。 そうしないと、Cisco ISE は古いホスト名が
使用された自己署名証明書を引き続き使用します。

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

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [システム証明書（System
Certificates）] を選択します。
セカンダリ ノードから自己署名証明書を生成するには、[管理（Administration）] > [システム
（System）] > [サーバ証明書（Server Certificate）] を選択します。

ステップ 2

[自己署名証明書の生成（Generate Self Signed Certificate）] をクリックし、[自己署名証明書の生成
（Generate Self Signed Certificate）] ページに詳細を入力します。

ステップ 3

自己署名したワイルドカード証明書（サブジェクトの任意の一般名またはサブジェクト代替名の
DNS 名、またはその両方にアスタリスク（*）が含まれている証明書）を生成する場合は、[ワイ
ルドカード証明書の許可（Allow Wildcard Certificates）] チェックボックスをオンにします。 たと
えば、SAN に割り当てられている DNS 名が *.amer.cisco.com の場合です。

ステップ 4

この証明書を使用するサービスに基づいて [使用方法（Usage）] 領域のチェックボックスをオンに
します。

ステップ 5

証明書を生成するには、[送信（Submit）] をクリックします。
CLI からセカンダリ ノードを再起動するには、指定された順序で次のコマンドを入力します。
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a) application stop ise
b) application start ise

システム証明書の編集
このページを使用して、システム証明書を編集し、自己署名証明書を更新できます。

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

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [システム証明書（System
Certificates）] を選択します。

ステップ 2

編集する証明書の横にあるチェックボックスをオンにして、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

自己署名証明書を更新するには、[自己署名証明書の更新（Renew Self Signed Certificate）] チェッ
クボックスをオンにして、有効期限 TTL（存続可能時間）を日、週、月、または年単位で入力し
ます。

ステップ 4

[Save（保存）] をクリックして変更内容を保存します。
[管理者（Admin）] チェックボックスがオンになっている場合、Cisco ISE ノードのアプリケーショ
ン サーバが再起動されます。 また、その Cisco ISE ノードが展開のプライマリ管理ノードである
場合は、展開内のその他すべてのノードでもアプリケーションサーバが再起動されます。プライ
マリ管理ノードの再起動が完了すると、一度に 1 つのノードが再起動されます。
CLI からセカンダリ ノードを再起動するには、指定された順序で次のコマンドを入力します。
a) application stop ise
b) application start ise

システム証明書のエクスポート
選択したシステム証明書とその証明書に関連付けられている秘密キーをエクスポートできます。
証明書とその秘密キーをバックアップ用にエクスポートする場合は、それらを必要に応じて後で
再インポートできます。

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

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
158

Cisco ISE での証明書の管理

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [システム証明書（System
Certificates）] を選択します。

ステップ 2

エクスポートする証明書の横にあるチェックボックスをオンにし、[エクスポート（Export）] をク
リックします。

ステップ 3

証明書のみをエクスポートするか、証明書と証明書に関連付けられている秘密キーをエクスポー
トするかを選択します。
ヒント
値が公開される可能性があるため、証明書に関連付けられている秘密キーのエクスポー
トは推奨しません。 秘密キーをエクスポートする必要がある場合は、秘密キーの暗号
化パスワードを指定します。 このパスワードは、証明書を別の Cisco ISE サーバにイン
ポートするときに指定して、秘密キーを復号化する必要があります。

ステップ 4

秘密キーをエクスポートする場合は、パスワードを入力します。 パスワードは、8 文字以上にす
る必要があります。

ステップ 5

[エクスポート（Export）] をクリックして、クライアント ブラウザを実行しているファイル シス
テムに証明書を保存します。
証明書のみをエクスポートする場合、証明書は Privacy Enhanced Mail 形式で保存されます。 証明
書と秘密キーの両方をエクスポートする場合、証明書は Privacy Enhanced Mail 形式の証明書と暗
号化された秘密キー ファイルを含む .zip ファイルとしてエクスポートされます。

信頼できる証明書ストア
信頼できる証明書ストアには、信頼に使用される、Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）
用の X.509 証明書が含まれています。 信頼できる証明書ストア内の証明書はプライマリ管理ノー
ドで管理され、Cisco ISE 展開内の他のすべてのノードに複製されます。 Cisco ISE はワイルドカー
ド証明書をサポートしています。
Cisco ISE は、次の目的で信頼できる証明書を使用します。
• エンドポイントによる認証と、証明書ベースの管理者認証を使用して管理者ポータルにアク
セスする Cisco ISE 管理者による認証に使用するクライアント証明書を確認するため。
• 展開内の Cisco ISE ノード間のセキュアな通信を可能にするため。 信頼できる証明書ストア
には、展開内の各ノードのシステム証明書との信頼を確立するために必要な CA 証明書の
チェーンが含まれている必要があります。
◦ 自己署名証明書をシステム証明書に使用する場合は、各ノードの自己署名証明書をプラ
イマリ管理ノードの信頼できる証明書ストアに配置する必要があります。
◦ CA 署名付き証明書をシステム証明書に使用する場合は、CA ルート証明書だけでなく、
信頼チェーン内のすべての中間証明書もプライマリ管理ノードの信頼できる証明書スト
アに配置する必要があります。
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• セキュアな LDAP 認証を可能にするため。 SSL を経由してアクセスされる LDAP ID ソース
を定義するときに、証明書ストアから証明書を選択する必要があります。
• パーソナル デバイス ポータルを使用してネットワークへの登録を準備しているパーソナル
デバイスに配信するため。 Cisco ISE は、パーソナル デバイス登録をサポートするために、
ポリシー サービス ノード（PSN）での SCEP を実装しています。 登録するデバイスは、SCEP
プロトコルを使用して PSN からクライアント証明書を要求します。 PSN には中継の役割を
果たす登録局（RA）があります。RA は、登録するデバイスからの要求を受信して検証し、
その後クライアント証明書を発行する外部 CA または内部 Cisco ISE CA にその要求を転送し
ます。 CA は RA に証明書を返し、RA が証明書をデバイスに返します。
Cisco ISE によって使用される各 SCEP CA は、SCEP RA プロファイルによって定義されま
す。 SCEP RA のプロファイルが作成されると、次の 2 つの証明書が信頼できる証明書スト
アに自動的に追加されます。
• CA 証明書（自己署名証明書）
• CA によって署名された RA 証明書（証明書要求のエージェントの証明書）。
SCEP プロトコルでは、これらの 2 つの証明書が RA によって登録デバイスに提供されてい
る必要があります。 信頼できる証明書ストアにこの 2 つの証明書を配置すると、これらの
ノードの RA が使用するために、証明書がすべての PSN ノードに複製されます。

（注）

Cisco ISE にインポートされる X.509 証明書は、Privacy Enhanced Mail（PEM）
または Distinguished Encoding Rules（DER）形式である必要があります。 証明
書チェーン（システム証明書、およびその証明書に署名する一連の信頼され
た証明書）が含まれたファイルはインポートすることができますが、特定の
制限の対象となります。

信頼できる証明書ストアの証明書
信頼できる証明書ストアは、次の信頼できる証明書で事前設定されています。製造業者証明書、
ルート証明書、エンドポイント CA、エンドポイント RA、その他の信頼できる証明書。 ルート証
明書（Cisco Root CA）は、製造業者（Cisco CA Manufacturing）証明書に署名します。 これらの証
明書は、デフォルトでは無効になっています。 展開でエンドポイントとして Cisco IP Phone を使
用している場合は、これら 2 つの証明書を有効にして、この電話用にシスコが署名した証明書の
認証ができるようにします。

信頼できる証明書の命名の制約
CTL の信頼できる証明書には名前の制約の拡張が含まれている場合があります。 この拡張は、証
明書チェーンの後続のすべての証明書のサブジェクト名とサブジェクト代替名フィールドの値の
名前空間を定義します。 Cisco ISE は、ルート証明書で指定された制約を検査しません。
次の名前の制約がサポートされています。
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• ディレクトリ名
ディレクトリ名の制限は、サブジェクト/SAN のディレクトリ名のプレフィクスです。 次に
例を示します。
◦ 正しいサブジェクト プレフィクス：
CA 証明書の名前の制約：Permitted: O=Cisco
クライアント証明書のサブジェクト：O=Cisco,CN=Salomon
◦ 不正なサブジェクト プレフィクス：
CA 証明書の名前の制約：Permitted: O=Cisco
クライアント証明書のサブジェクト：CN=Salomon,O=Cisco
• DNS
• E-mail
• URI（URI の制約は、http://、https://、ftp://、または ldap:// のような URI プレフィクスで始ま
る必要があります）。
次の名前の制約はサポートされていません。
• IP address
• Othername
信頼できる証明書にサポートされていない制約が含まれており、検証中の証明書に該当のフィー
ルドが含まれていない場合は、Cisco ISE がサポートされない制約を検証できないため、その証明
書は拒否されます。
信頼できる証明書内の名前の制約の定義例を次に示します。
X509v3 Name Constraints: critical
Permitted:
othername:<unsupported>
email:.stihl.at
email:.stihl.be
email:.stihl.bg
email:.stihl.by
DNS:.dir
DirName: DC = dir, DC = emea
DirName: C = AT, ST = EMEA, L =
DirName: C = BG, ST = EMEA, L =
DirName: C = BE, ST = EMEA, L =
DirName: C = CH, ST = EMEA, L =
URI:.dir
IP:172.23.0.171/255.255.255.255
Excluded:
DNS:.dir
URI:.dir

AT,
BG,
BN,
CH,

O
O
O
O

=
=
=
=

STIHL
STIHL
STIHL
STIHL

Group,
Group,
Group,
Group,

OU
OU
OU
OU

=
=
=
=

Domestic
Domestic
Domestic
Service Z100

受け入れ可能なクライアント証明書のサブジェクトは、次のように上記の定義に一致します。
Subject: DC=dir, DC=emea, OU=+DE, OU=OU-Administration, OU=Users, OU=X1,
CN=flovison
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信頼できるストア証明書の表示
[信頼できる証明書（Trusted Certificates）] ページに、Cisco ISE に追加されたすべての信頼できる
証明書が一覧表示されます。 信頼できる証明書を表示するには、スーパー管理者またはシステム
管理者である必要があります。
すべての証明書を表示するには、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書
（Certificates）] > [信頼できる証明書（Trusted Certificates）] を選択します。 [信頼できる証明書
（Trusted Certificates）] ページが表示され、すべての信頼できる証明書が一覧表示されます。

信頼できる証明書ストアの証明書のステータスの変更
証明書のステータスが有効になっている必要があります。これにより、Cisco ISE が信頼の確立に
この証明書を使用できるようになります。 証明書が信頼できる証明書ストアにインポートされる
と、この証明書は自動的に有効になります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [信頼できる証明書
（Trusted Certificates）] を選択します。

ステップ 2

有効または無効にする証明書の隣にあるチェックボックスをオンにし、[編集（Edit）] をクリック
します。

ステップ 3

ステータスを変更します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

信頼できる証明書ストアへの証明書の追加
[証明書ストア（Certificate Store）] ページを使用して、Cisco ISE に CA 証明書を追加することがで
きます。

はじめる前に
• 次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
• ブラウザを実行しているコンピュータのファイル システムに、証明書ストアの証明書が存在
することを確認します。 証明書は PEM または DER 形式である必要があります。
• Admin 認証または EAP 認証に証明書を使用する場合は、基本制約が証明書に定義され、CA
フラグが true に設定されていることを確認します。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [信頼できる証明書
（Trusted Certificates）] を選択します。

ステップ 2

[インポート（Import）] をクリックします。

ステップ 3

必要に応じてフィールドの値を設定します。
クライアント証明書ベースの認証が有効である場合は、展開内の各ノードのアプリケーション
サーバが再起動されます（最初にプライマリ管理ノードのアプリケーション サーバが再起動さ
れ、続いて追加のノードのアプリケーション サーバが 1 つずつ再起動されます）。

信頼できる証明書の編集
証明書を信頼できる証明書ストアに追加したら、編集の設定を使用して、その証明書をさらに編
集できます。

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

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [信頼できる証明書
（Trusted Certificates）] を選択します。

ステップ 2

編集する証明書の横にあるチェックボックスをオンにして、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

必要に応じて編集可能なフィールドを変更します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックして、証明書ストアに対して行った変更を保存します。

信頼できる証明書ストアからの証明書のエクスポート
はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [信頼できる証明書
（Trusted Certificates）] を選択します。

ステップ 2

エクスポートする証明書の隣にあるチェックボックスをオンにし、[エクスポート（Export）] をク
リックします。 一度に 1 つの証明書のみをエクスポートできます。

ステップ 3

クライアント ブラウザを実行しているファイル システムに Privacy Enhanced Mail ファイルを保存
します。

信頼できる証明書ストアへのルート証明書のインポート
ルート CA 証明書および中間 CA 証明書をインポートするとき、信頼できる CA 証明書を使用する
対象のサービスを指定できます。

はじめる前に
CSR に署名し、デジタルで署名された CA 証明書を返した認証局のルート証明書および他の中間
証明書が必要です。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [信頼できる証明書
（Trusted Certificates）] を選択します。

ステップ 2

[インポート（Import）] をクリックします。

ステップ 3

[参照（Browse）] をクリックして、ルート CA 証明書を選択します。

ステップ 4

わかりやすい名前を入力します。
わかりやすい名前を入力しない場合、このフィールドは、common-name#issuer#nnnnn の形式でわ
かりやすい名前が自動的に入力されます。ここで、nnnnn は一意の番号です。 再度証明書を編集
して、わかりやすい名前を変更できます。

ステップ 5

CA によって返されたルート証明書を選択します。

ステップ 6

この信頼できる証明書を使用するサービスの横にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ 7

説明を入力します。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
信頼できる証明書ストアに中間 CA 証明書をインポートします（該当する場合）。
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証明書チェーンのインポート
証明書ストアから受信した証明書チェーンを含む単一のファイルから、複数の証明書をインポー
トすることができます。 ファイル内のすべての証明書は Privacy-Enhanced Mail（PEM）の形式で
あり、証明書は次の順序に並べられている必要があります。
• ファイル内の最後の証明書は、CA によって発行されたクライアントまたはサーバ証明書で
ある必要があります。
• 前にあるすべての証明書は、ルート CA 証明書と、発行された証明書の署名のチェーンにあ
るすべて中間 CA 証明書である必要があります。
証明書チェーンのインポートは、次の 2 ステップのプロセスです。
1 管理者ポータルで信頼できる証明書ストアに証明書チェーン ファイルをインポートします。
この操作により、信頼できる証明書ストアにある最後の 1 つを除き、すべての証明書がファイ
ルからインポートされます。
2 CA 署名付き証明書のバインド操作を使用して証明書チェーン ファイルをインポートします。
この操作により、最後の証明書がローカル証明書としてファイルからインポートされます。

証明書署名要求
認証局（CA）が署名付き証明書を発行するためには、証明書署名要求（CSR）を作成して CA に
送信する必要があります。
自分が作成した証明書署名要求（CSR）のリストは、[証明書署名要求（Certificate Signing Requests）]
ページで使用できます。 認証局（CA）から署名を取得するには、CSR をエクスポートし、その
証明書を CA に送信する必要があります。 証明書は CA によって署名され、返されます。
管理者ポータルから証明書を一元的に管理できます。 展開内のすべてのノードの CSR を作成およ
びエクスポートできます。 その後、CSR を CA に送信し、CA から CA 署名付き証明書を取得し、
CSR に CA 署名付き証明書をバインドし、信頼できる証明書ストアに CA から返されたルートお
よび中間 CA 証明書をインポートする必要があります。

証明書署名要求の作成と認証局への CSR の送信
証明書署名要求（CSR）を生成して、展開内のノードの CA 署名付き証明書を取得できます。 展
開の選択ノードまたは展開のすべてのノード用の CSR を生成できます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [証明書署名要求
（Certificate Signing Requests）] を選択します。

ステップ 2

CSR を生成するための値を入力します。

ステップ 3

[Generate（生成）] をクリックして CSR を生成します。
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CSR が生成されます。
ステップ 4

[Export（エクスポート）] をクリックして、メモ帳で CSR を開きます。

ステップ 5

「-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----」から「-----END CERTIFICATE REQUEST-----」までの
すべてのテキストをコピーします。

ステップ 6

選択した CA の証明書要求に、この CSR の内容を貼ってください。

ステップ 7

署名済みの証明書をダウンロードします。
CA によっては、署名付き証明書が電子メールで送信される場合があります。 署名付き証明書は、
zip ファイルの形式で、Cisco ISE の信頼された証明書ストアに追加する必要がある、新規発行の
証明書と CA のパブリック署名証明書が含まれています。 デジタル署名された CA 証明書、ルー
ト CA 証明書、および他の中間 CA 証明書（該当する場合）がクライアント ブラウザを実行する
ローカル システムにダウンロードされます。

CSR への CA 署名付き証明書のバインド
CA からデジタル署名付き証明書を受け取った後、それを証明書署名要求（CSR）にバインドする
必要があります。 管理者ポータルから展開内のすべてのノードに対してバインド操作を実行でき
ます。

はじめる前に
認証局（CA）からデジタル署名付き証明書を受け取る必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [証明書署名要求
（Certificate Signing Requests）] を選択します。
CA 署名付き証明書に CSR をバインドするノードの隣にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ 2

[バインド（Bind）] をクリックします。

ステップ 3

[参照（Browse）] をクリックし、CA 署名付き証明書を選択します。

ステップ 4

証明書のフレンドリ名を指定します。

ステップ 5

サブジェクトの CN またはサブジェクト代替名の DNS 名にワイルドカード文字のアスタリスク
（*）を含む証明書をバインドするには、[ワイルドカード証明書の許可（Allow Wildcard
Certificates）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 6

Cisco ISE に証明書の拡張の検証を許可する場合は、[証明書の拡張の検証を有効にする（Enable
Validation of Certificate Extensions）] チェックボックスをオンにします。
[証明書の拡張の検証を有効にする（Enable Validation of Certificate Extensions）] オプションが有効
になっており、インポートする証明書に CA フラグが true に設定された基本制約拡張が含まれて
いる場合は、キー使用拡張が存在すること、および keyEncipherment ビットと keyAgreement ビッ
トのいずれかまたは両方が設定されていることを確認します。

ステップ 7

この証明書が使用領域で使用されるサービスを確認します。
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この情報は、CSR での選択に基づいて自動入力されます。
ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックし、CA 署名付き証明書をバインドします。
Cisco ISE ノード間通信にこの証明書を使用するように選択した場合、Cisco ISE ノードでアプリ
ケーション サーバが再起動されます。

ステップ 9

他のノードで CA 署名付き証明書に CSR をバインドするために、このプロセスを繰り返すことが
できます。

次の作業
信頼できる証明書ストアへのルート証明書のインポート, （164 ページ）

証明書署名要求のエクスポート
このページを使用して、証明書署名要求をエクスポートすることができます。

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

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [証明書署名要求
（Certificate Signing Requests）] を選択します。

ステップ 2

エクスポートする証明書の隣にあるチェックボックスをオンにし、[エクスポート（Export）] をク
リックします。

ステップ 3

[OK] をクリックして、クライアント ブラウザを実行しているファイル システムにファイルを保
存します。

Cisco ISE ノード間通信の信頼できる証明書のインストール
展開をセットアップする場合、セカンダリノードを登録する前に、セカンダリノードの管理者証
明書の検証に使用される適切な CA 証明書をプライマリ管理ノードの証明書信頼リスト（CTL）
に配置する必要があります。 プライマリ管理ノード（PAN）の CTL に入力する手順は、シナリオ
に応じて異なります。
• セカンダリ ノードが管理者ポータルとの通信に CA 署名付き証明書を使用する場合は、PAN
の CTL にセカンダリ ノードの CA 署名付き証明書をインポートする必要があります。
• セカンダリ ノードが管理者ポータルとの通信に自己署名証明書を使用する場合は、PAN の
CTL にセカンダリ ノードの自己署名証明書をインポートできます。
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（注）

登録されたセカンダリ ノードの管理者証明書を変更する場合は、セカンダリ
ノードの管理者証明書の検証に使用できる適切な CA 証明書を取得し、PAN
の CTL にインポートする必要があります。

外部 CA から発行された証明書に基本制約が定義されており、CA フラグが true 設定されているこ
とを確認します。 ノード間通信の CA 署名付き証明書をインストールするには、次の手順を実行
します。

手順
ステップ 1

証明書署名要求の作成と認証局への CSR の送信, （165 ページ）

ステップ 2

CSR への CA 署名付き証明書のバインド, （166 ページ）

ステップ 3

信頼できる証明書ストアへのルート証明書のインポート, （164 ページ）

ポータルで使用する証明書の設定
Web ポータル要求を処理できる展開に複数のポリシー サービス ノード（PSN）がある場合、Cisco
ISE には一意の ID が必要です。この ID で、ポータルの通信に使用する必要がある証明書を識別
します。 ポータルでの使用に指定された証明書を追加またはインポートする場合、証明書グルー
プタグを定義して、それを展開内の各ノードの対応する証明書に関連付ける必要があります。こ
の証明書グループタグを対応するエンドユーザポータル（ゲスト、スポンサー、およびパーソナ
ル デバイス ポータル）に関連付ける必要があります。 この証明書グループ タグは一意の ID で、
Cisco ISE が各ポータルと通信する際に使用する必要がある証明書を識別する場合に役立ちます。
ポータルごとに各ノードから 1 つの証明書を指定できます。

手順
ステップ 1

証明書署名要求の作成と認証局への CSR の送信, （165 ページ）。
すでに定義済みの証明書グループ タグを選択するか、ポータル用に新しく作成する必要がありま
す。 たとえば、mydevicesportal などです。

ステップ 2

CSR への CA 署名付き証明書のバインド, （166 ページ）。

ステップ 3

信頼できる証明書ストアへのルート証明書のインポート, （164 ページ）。
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ノードの登録前のポータル証明書タグの関連付け
展開内のすべてのポータルに「デフォルト ポータル証明書グループ」タグを使用する場合は、新
しい ISE ノードを登録する前に、関連する CA 署名付き証明書をインポートし、サービスとして
「ポータル」を選択し、この証明書に「デフォルト ポータル証明書グループ」タグを関連付けま
す。
展開に新しいノードを追加すると、デフォルトの自己署名証明書が「デフォルト ポータル証明書
グループ」タグに関連付けられ、このタグを使用するようにポータルが設定されます。
新しいノードの登録後、証明書グループタグの関連付けは変更できません。したがって、展開に
ノードを登録する前に、次を実行してください。

手順
ステップ 1

自己署名証明書を作成し、サービスとして「ポータル」を選択し、別の証明書グループ タグ（た
とえば、tempportaltag）を割り当てます。

ステップ 2

新しく作成した証明書グループ タグ（tempportaltag）を使用するようにポータル設定を変更しま
す。

ステップ 3

デフォルト自己署名証明書を編集し、ポータル ロールを削除します。
このオプションは、デフォルトポータル証明書グループタグとデフォルト自己署名証明書との関
連付けを削除します。

ステップ 4

次のいずれかを実行します。
オプション

説明

CSR の生成

CSR を生成するときは、次を実行します。
1 この証明書を使用する「ポータル」をサービスとして選択し、「デ
フォルト ポータル証明書グループ」タグを関連付けます。
2 CSR を CA に送信し、署名付きの証明書を取得します。
3 CSR に CA 署名付き証明書をバインドします。
4 信頼できる証明書ストアに証明書に署名した CA のルートおよび他
の中間証明書をインポートします。

秘密キーと CA 署名付き CA 署名付き証明書をインポートするときは、次を実行します。
証明書のインポート
1 この証明書を使用する「ポータル」をサービスとして選択し、「デ
フォルト ポータル証明書グループ」タグを関連付けます。
2 信頼できる証明書ストアに証明書に署名した CA のルートおよび他
の中間証明書をインポートします。
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オプション

説明

既存の CA 署名付き証明 既存の CA 署名付き証明書を編集するときは、次を実行します。
書の編集
この証明書を使用する「ポータル」をサービスとして選択し、「デフォ
ルト ポータル証明書グループ」タグを関連付けます。

ステップ 5

展開に ISE ノードを登録します。
展開内のポータル構成は「デフォルト ポータル証明書グループ」タグに設定され、ポータルは新
しいノードの「デフォルト ポータル証明書グループ」タグに関連付けられた CA 署名付き証明書
を使用するように設定されます。

証明書の更新
デフォルトでは、Cisco ISE は証明書が期限切れになったデバイスからの要求を拒否します。 ただ
し、このデフォルト動作を変更し、このような要求を処理し、ユーザに証明書の更新を求めるよ
うに ISE を設定できます。
ユーザが証明書を更新することを許可する場合は、要求をさらに処理する前に証明書が更新され
たかどうかを判断する許可ポリシー ルールを設定することを推奨します。 証明書が期限切れに
なったデバイスからの要求を処理することで、潜在的なセキュリティ脅威が発生する可能性があ
ります。 組織のセキュリティが侵害されていないことを保証するには、適切な許可プロファイル
およびルールを設定する必要があります。
あるデバイスは有効期限の前後に証明書を更新できます。 ただし、Windows デバイスでは、期限
切れになる前にだけ証明書を更新できます。 Apple iOS、Mac OSX、および Android デバイスで
は、有効期限の前または後に証明書を更新できます。

ポリシー条件で証明書更新に使用されるディクショナリ属性
Cisco ISE 証明書ディクショナリには、ユーザに証明書更新を許可するポリシー条件で使用される
次の属性が含まれます。
• [有効期限までの日数（Days to Expiry）]：この属性は、証明書が有効な日数を指定します。
この属性を使用して、許可ポリシーで使用できる条件を作成できます。 この属性には、0 ～
15 の値を指定できます。 0 の値は、証明書の有効期限がすでに切れていることを示します。
1 の値は、証明書の有効期限が切れるまで 1 日未満であることを示します。
• [有効期限切れ（Is Expired）]：このブール属性は、証明書が有効期限切れかどうかを示しま
す。 証明書の有効期限が近く、有効期限切れではない場合にのみ証明書更新を許可する場合
は、許可ポリシー条件でこの属性を使用します。
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証明書更新用の許可ポリシー条件
許可ポリシーで CertRenewalRequired の単純条件（デフォルトで使用可能）を使用すると、Cisco
ISE が要求を処理する前に証明書（有効期限切れまたはまもなく有効期限が切れる）を更新でき
ます。

証明書を更新するための CWA リダイレクト
ユーザ証明書が期限切れになる前に失効している場合、Cisco ISE は、CA がパブリッシュした CRL
をチェックして認証要求を拒否します。 失効した証明書の期限が切れている場合は、CA が CRL
でこの証明書をパブリッシュしない可能性があります。 このシナリオでは、失効した証明書が
Cisco ISE によって更新される可能性があります。 このことを避けるために、証明書を更新する前
に、要求が中央 Web 認証（CWA）にリダイレクトされ、完全認証が実行されるようにします。
CWA のユーザをリダイレクトするには、許可プロファイルを作成する必要があります。

ユーザによる証明書の更新を許可する Cisco ISE の設定
ユーザが証明書を更新できるように Cisco ISE を設定するには、この手順で示すタスクを実行する
必要があります。

はじめる前に
WLC で制限されたアクセス ACL を設定して、CWA 要求をリダイレクトします。

手順
ステップ 1

許可されるプロトコルの設定の更新, （171 ページ）

ステップ 2

CWA リダイレクションの許可ポリシー プロファイルの作成, （172 ページ）

ステップ 3

証明書を更新する許可ポリシー ルールの作成, （172 ページ）

許可されるプロトコルの設定の更新
手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [認証
（Authentication）] > [許可されるプロトコル（Allowed Protocols）] > [デフォルト ネットワーク ア
クセス（Default Network Access）] を選択します。

ステップ 2

PEAP および EAP-FAST プロトコルの EAP-TLS プロトコルおよび EAP-TLS 内部方式の下の [許可
ポリシーの証明書更新を可能にするために失効した証明書の認証を許可（Allow Authentication of
expired certificates to allow certificate renewal in Authorization Policy）] チェックボックスをオンにし
ます。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
171

Cisco ISE での証明書の管理

EAP-TLS プロトコルを使用する要求が NSP フローを通過します。
PEAP および EAP-FAST プロトコルについては、要求を処理するように Cisco ISE 向け Cisco
AnyConnect を手動で設定する必要があります。
ステップ 3

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
CWA リダイレクションの許可ポリシー プロファイルの作成, （172 ページ）

CWA リダイレクションの許可ポリシー プロファイルの作成
はじめる前に
WLC で制限されたアクセス ACL が設定されていることを確認します。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [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を入力します。 たとえば、CertRenewal_CWA です

ステップ 4

[共通タスク（Common Tasks）] 領域の [Web リダイレクション（CWA、DRW、MDM、NSP、
CPP）（Web Redirection (CWA, DRW, MDM, NSP, CPP)）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

ドロップダウン リストの [中央集中 Web 認証（Centralized Web Auth）] および制限されたアクセ
ス ACL を選択します。

ステップ 6

[証明書更新メッセージの表示（Display Certificates Renewal Message）] チェックボックスをオンに
します。
url-redirect 属性値が変更され、この値に証明書が有効である日数が含まれます。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
証明書を更新する許可ポリシー ルールの作成, （172 ページ）

証明書を更新する許可ポリシー ルールの作成
はじめる前に
中央 Web 認証リダイレクションの許可プロファイルが作成されていることを確認します。
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手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー セット（Policy Sets）] を選択します。

ステップ 2

[上を作成（Create Above）] をクリックします。

ステップ 3

新しいルールの名前を入力します。

ステップ 4

次の単純条件と結果を選択します。
CertRenewalRequired EQUALS True の場合は、権限用に以前に作成した許可プロファイル
（CertRenewal_CWA）を選択します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

次の作業
証明書が期限切れになったデバイスを持つ企業ネットワークにアクセスした場合は、[更新
（Renew）] をクリックして、デバイスを再設定します。

Cisco ISE CA サービス
Cisco ISE 認証局（CA）は、従業員が企業ネットワークでパーソナル デバイスを使用できるよう
に、一元的なコンソールからエンドポイントのデジタル証明書を発行し、管理します。 プライマ
リ管理ノード（PAN）は、ルート CA です。 ポリシー サービス ノード（PSN）は、PAN の下位
CA です（SCEP RA）。 CA サービスは次の機能を提供します。
• 証明書の発行：ネットワークに接続するエンドポイントの証明書署名要求（CSR）を検証し、
署名します。
• キー管理：PAN および PSN の両方のノードにキーおよび証明書を生成し、セキュアに保存
します。
• 証明書ストレージ：ユーザやデバイスに発行された証明書を保存します。
• Online Certificate Status Protocol（OCSP）サポート：OCSP 応答側に証明書の有効性を確認す
る手段を提供します。

プライマリ管理ノードとポリシーサービスノードでプロビジョニングされる証明書
インストール後に、エンドポイントの証明書を発行し、管理するために、Cisco ISE ノードは Cisco
ISE ノードの自己署名された CA および下位 CA（サブ CA）の証明書を使用してプロビジョニン
グされます。 PAN に登録する PSN は、PAN によって署名されたサブ CA 証明書を使用してプロ
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ビジョニングされます。 Cisco ISE 内部 CA サービスを使用し、エンドポイントがネットワークに
アクセスすると、PSN ノードのサブ CA がエンドポイントに証明書を発行します。
図 11：ノード登録でプロビジョニングされた証明書：PSN は、PAN からエンドポイント CA および OCSP 証
明書を取得する

Simple Certificate Enrollment Protocol プロファイル
ユーザがネットワークで登録できるさまざまなモバイル デバイスの証明書のプロビジョニング機
能を有効にするために、1 つ以上の Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）認証局（CA）プ
ロファイル（Cisco ISE 外部 CA 設定と呼ばれます）を設定して、Cisco ISE に複数の CA の場所を
指定できます。複数のプロファイルを使用できる利点は、ハイアベイラビリティを実現し、指定
した CA の場所の間でロード バランシングを実行できることです。 特定の SCEP CA への要求に
3 回連続して応答がなかった場合、Cisco ISE は特定のサーバが使用不能であると宣言し、次に負
荷が小さく応答時間が短い既知の CA に自動的に移動し、サーバがオンラインに復帰するまで、
定期的なポーリングを開始します。
Microsoft SCEP サーバを Cisco ISE と相互運用するように設定する方法については、次を参照して
ください。
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns414/ns742/ns744/docs/howto_60_byod_
certificates.pdf
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エンドポイント証明書
管理者ポータルには、エンドポイントに対して発行されたすべての証明書のリストが示されます
（[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [エンドポイント証
明書（Endpoint Certificates）]）。 [エンドポイント証明書（Endpoint Certificates）] ページでは、証
明書のステータスを一目で確認できます。 証明書が失効している場合は、[ステータス（Status）]
列の上にマウス カーソルを移動すると、失効の理由を確認できます。 [証明書テンプレート
（Certificate Template）] 列の上にマウス カーソルを移動すると、キー サイズ、サブジェクト、サ
ブジェクト代替名（SAN）、証明書の有効性などの詳細情報を表示できます。 エンドポイント証
明書クリックして、証明書を表示できます。
たとえば user7 に発行された証明書を確認する場合は、[フレンドリ名（Friendly Name）] フィール
ドの下に表示されるテキスト ボックスに "user7" と入力します。 このユーザに Cisco ISE によって
発行されたすべての証明書が表示されます。フィルタをキャンセルするには、テキストボックス
から検索語を削除します。 また、[拡張フィルタ（Advanced Filter）] オプションを使用して、さま
ざまな検索基準に基づいてレコードを表示することもできます。
この [エンドポイント証明書（Endpoint Certificates）] ページには、必要に応じてエンドポイント証
明書を取り消すためのオプションもあります。
[証明書管理概要（Certificate Management Overview）] ページには、展開内の各 PSN ノードによっ
て発行されたエンドポイント証明書の合計数が表示されます。 また、失効した証明書の合計数と
失敗した証明書の合計数をノードごとに確認することもできます。 このページのデータは任意の
属性に基づいてフィルタリングできます。

Cisco ISE CA 証明書およびキーのバックアップと復元
プライマリ管理ノード（PAN）に障害が発生し、セカンダリ管理ノードを外部 PKI のルート CA
または中間 CA として機能させるためにセカンダリ管理ノードを昇格する場合に備え、Cisco ISE
CA 証明書およびキーをセキュアにバックアップして、セカンダリ ノードにこれらを復元できる
ようにする必要があります。 Cisco ISE 設定のバックアップには CA 証明書およびキーは含まれて
いません。 CA 証明書およびキーをリポジトリにエクスポートおよびインポートするには、代わ
りにコマンドライン インターフェイス（CLI）を使用する必要があります。 application configure
ise コマンドには、CA 証明書およびキーのバックアップと復元のための、エクスポートおよびイ
ンポート オプションが含まれています。
信頼できる証明書ストアからの次の証明書が、セカンダリ管理ノードで復元されます。
• Cisco ISE ルート CA 証明書
• Cisco ISE サブ CA 証明書
• Cisco ISE エンドポイント RA 証明書
• Cisco ISE OCSP 応答側証明書
次の場合、Cisco ISE CA 証明書およびキーのバックアップおよび復元が必要となります。
• 展開内にセカンダリ管理ノードが存在する
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• Cisco ISE CA ルート チェーン全体を置き換える
• 外部 PKI の下位 CA として機能するように Cisco ISE ルート CA を設定する
• リリース 1.2 から 1.3 へアップグレードする
• 設定のバックアップからデータを復元する この場合、最初に Cisco ISE CA ルート チェーン
を再生成し、次に ISE CA 証明書およびキーのバックアップと復元を行う必要があります。

Cisco ISE CA 証明書およびキーのエクスポート
CA 証明書およびキーを PAN からエクスポートし、セカンダリ管理ノードでインポートする必要
があります。 このオプションでは、PAN がダウンした場合にセカンダリ管理ノードでエンドポイ
ントの証明書を発行および管理し、セカンダリ管理ノードを PAN に昇格させることができます。

はじめる前に
CA 証明書およびキーを格納するためのリポジトリを作成したことを確認します。

手順
ステップ 1

Cisco ISE CLI から application configure ise コマンドを入力します。

ステップ 2

7 を入力して、証明書およびキーをエクスポートします。

ステップ 3

リポジトリの名前を入力します。

ステップ 4

暗号キーを入力します。
エクスポートされた証明書のリスト、件名、発行者、およびシリアル番号とともに成功メッセー
ジが表示されます。
例：
The following 4 CA key pairs were exported to repository 'sftp' at
'ise_ca_key_pairs_of_ise-vm1':
Subject:CN=Cisco ISE Self-Signed CA of ise-vm1
Issuer:CN=Cisco ISE Self-Signed CA of ise-vm1
Serial#:0x621867df-568341cd-944cc77f-c9820765
Subject:CN=Cisco ISE Endpoint CA of ise-vm1
Issuer:CN=Cisco ISE Self-Signed CA of ise-vm1
Serial#:0x7027269d-d80a406d-831d5c26-f5e105fa
Subject:CN=Cisco ISE Endpoint RA of ise-vm1
Issuer:CN=Cisco ISE Endpoint CA of ise-vm1
Serial#:0x1a65ec14-4f284da7-9532f0a0-8ae0e5c2
Subject:CN=Cisco ISE OCSP Responder Certificate of ise-vm1
Issuer:CN=Cisco ISE Self-Signed CA of ise-vm1
Serial#:0x6f6d4097-21f74c4d-8832ba95-4c320fb1
ISE CA keys export completed successfully
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Cisco ISE CA 証明書およびキーのインポート
セカンダリ管理ノードを登録したら、プライマリ管理ノードから CA 証明書およびキーをエクス
ポートし、セカンダリ管理ノードにインポートします。

手順
ステップ 1

Cisco ISE CLI から application configure ise コマンドを入力します。

ステップ 2

8 を入力して、CA 証明書およびキーをインポートします。

ステップ 3

リポジトリの名前を入力します。

ステップ 4

インポートするファイルの名前を入力します。

ステップ 5

ファイルを復号化するための暗号キーを入力します。
処理が正常に完了したことを知らせるメッセージが表示されます。
例：
The following 4 CA key pairs were imported:
Subject:CN=Cisco ISE Self-Signed CA of ise-vm1
Issuer:CN=Cisco ISE Self-Signed CA of ise-vm1
Serial#:0x21ce1000-8008472c-a6bc4fd9-272c8da4
Subject:CN=Cisco ISE Endpoint CA of ise-vm1
Issuer:CN=Cisco ISE Self-Signed CA of ise-vm1
Serial#:0x05fa86d0-092542b4-8ff68ed4-f1964a56
Subject:CN=Cisco ISE Endpoint RA of ise-vm1
Issuer:CN=Cisco ISE Endpoint CA of ise-vm1
Serial#:0x77932e02-e8c84b3d-b27e2f1c-e9f246ca
Subject:CN=Cisco ISE OCSP Responder Certificate of ise-vm1
Issuer:CN=Cisco ISE Self-Signed CA of ise-vm1
Serial#:0x5082017f-330e412f-8d63305d-e13fd2a5
Stopping ISE Certificate Authority Service...
Starting ISE Certificate Authority Service...
ISE CA keys import completed successfully

PAN および PSN でのルート CA および下位 CA の生成
展開をセットアップする場合、Cisco ISE はプライマリ管理ノード（PAN）で Cisco ISE CA サービ
スに対するルート CA を生成し、ポリシー サービス ノード（PSN）で下位 CA 証明書を生成しま
す。 ただし、PAN または PSN のドメイン名またはホスト名を変更する場合は、PAN でルート
CA、PSN で下位 CA をそれぞれ再生成する必要があります。
PSN のホスト名を変更する場合は、PAN および PSN でそれぞれルート CA と下位 CA を再生成す
る代わりに、ホスト名を変更する前に PSN を登録解除し、再登録できます。 新しい下位証明書は
PSN 上で自動的にプロビジョニングされます。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [証明書署名要求
（Certificate Signing Requests）] を選択します。

ステップ 2

[証明書署名要求（CSR）の生成（Generate Certificate Signing Requests (CSR)）] をクリックします。

ステップ 3

[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 を選
択します。

ステップ 4

[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。
ルート CA と下位 CA 証明書が、展開内のすべてのノードに対して生成されます。

次の作業
展開にセカンダリ管理ノードがある場合は、PAN から Cisco ISE CA 証明書およびキーのバック
アップを取得し、セカンダリ管理ノードで復元します。 これにより、PAN の障害時にセカンダリ
管理ノードがルート CA として機能するようになり、セカンダリ管理ノードを PAN に昇格させる
ことができます。

外部 PKI の下位 CA としての Cisco ISE ルート CA の設定
外部 PKI の下位 CA として機能する PAN のルート CA が必要な場合は、ISE 中間 CA 証明書署名
要求を生成して、外部 CA に送信し、CA 署名付き証明書を入手して、CSR にバインドします。
この場合、外部 CA は、ルート CA で、PAN は外部 CA の下位 CA で、PSN は PAN の下位 CA で
す。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [証明書署名要求
（Certificate Signing Requests）] を選択します。

ステップ 2

[証明書署名要求（CSR）の生成（Generate Certificate Signing Requests (CSR)）] をクリックします。

ステップ 3

[証明書の使用目的（Certificate(s) will be used for）] ドロップダウン リストから [ISE 中間 CA（ISE
Intermediate CA）] を選択します。

ステップ 4

[生成（Generate）] をクリックします。

ステップ 5

CSR をエクスポートし、外部 CA に送信して、CA 署名付き証明書を取得します。

ステップ 6

CSR に CA 署名付き証明書をバインドします。

ステップ 7

信頼できる証明書ストアに外部 CA のルート CA 証明書をインポートします。
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次の作業
展開にセカンダリ管理ノードがある場合は、PAN から Cisco ISE CA 証明書およびキーのバック
アップを取得し、セカンダリ管理ノードで復元します。 これにより、PAN の障害が発生した場合
に、セカンダリ管理ノードが外部 PKI の下位 CA として機能するようになり、セカンダリ管理ノー
ドを PAN に昇格させることができます。

証明書を使用してパーソナル デバイスを許可するための Cisco ISE の設定
ネットワークに接続するエンドポイント（パーソナル デバイス）の証明書を発行し、管理するよ
うに Cisco ISE を設定できます。 内部 Cisco ISE 認証局（CA）サービスを使用して、エンドポイン
トから証明書署名要求（CSR）に署名したり、外部 CA に CSR を転送したりすることができます。

はじめる前に
• PAN から Cisco ISE CA 証明書およびキーのバックアップを取得し、ディザスタ リカバリの
ため、安全な場所に保管してください。
• 展開にセカンダリ管理ノードがある場合は、PAN から Cisco ISE CA 証明書およびキーをバッ
クアップし、セカンダリ管理ノードで復元します。

手順
ステップ 1

従業員ユーザ グループへのユーザの追加, （180 ページ）
内部 ID ストアまたは Active Directory などの外部 ID ストアにユーザを追加できます。

ステップ 2

TLS-based の認証の証明書認証プロファイルの作成, （180 ページ）

ステップ 3

TLS-based の認証の ID ソース順序の作成, （181 ページ）

ステップ 4

クライアント プロビジョニング ポリシーを作成します。
a) 認証局の設定, （181 ページ）
b) CA テンプレートの作成, （183 ページ）
c) クライアント プロビジョニング ポリシーで使用されるネイティブ サプリカント プロファイル
の作成, （183 ページ）
d) Cisco サイトからの Windows および Mac OS X オペレーティング システムのエージェント リ
ソースのダウンロード, （184 ページ）
e) Apple iOS、Android および MACOSX デバイスのクライアント プロビジョニング ポリシー ルー
ルの作成, （185 ページ）

ステップ 5

TLS-based の認証の Dot1X 認証ポリシー ルールの設定, （186 ページ）

ステップ 6

TLS-based の認証用の許可ポリシー ルールを設定します。
a) 中央 Web 認証とサプリカント プロビジョニング フローの許可プロファイルの作成, （186 ペー
ジ）
b) 許可ポリシー ルールの作成, （187 ページ）
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従業員ユーザ グループへのユーザの追加
次の手順では、Cisco ISE ID ストアの従業員ユーザ グループにユーザを追加する方法について説
明します。 外部 ID ストアを使用した場合でも、ユーザを追加できる従業員ユーザ グループがあ
ることを確認します。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [ID（Identities）] > [ユーザ（Users）]
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

ユーザの詳細情報を入力します。

ステップ 4

[ユーザ グループ（User Group）] ドロップダウン リストから [従業員（Employee）] を選択しま
す。
従業員ユーザ グループに属するすべてのユーザが同じ権限セットを共有します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
TLS-based の認証の証明書認証プロファイルの作成, （180 ページ）

TLS-based の認証の証明書認証プロファイルの作成
ネットワークに接続するエンドポイントの認証に証明書を使用するには、Cisco ISE で証明書認証
プロファイルを定義するか、またはデフォルトの Preloaded_Certificate_Profile を編集する必要があ
ります。証明書認証プロファイルには、プリンシパルユーザ名として使用する必要がある証明書
フィールドが含まれています。 たとえば、ユーザ名が [一般名（Common Name）] フィールドに
ある場合は、証明書認証プロファイルを [プリンシパル ユーザ名（Principal Username）] が [サブ
ジェクト - 一般名（Subject - Common Name）] であるとして定義できます。これは ID ストアに照
らして確認できます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [証明書認証プロファイル（Certificate Authentication Profile）] を選択します。

ステップ 2

証明書認証プロファイルの名前を入力します。 たとえば、CAP となります。

ステップ 3

[サブジェクト - 一般名（Subject - Common Name）] に [プリンシパル ユーザ名 X509 属性（Principal
Username X509 Attribute）] を選択します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。
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次の作業
TLS-based の認証の ID ソース順序の作成, （181 ページ）

TLS-based の認証の ID ソース順序の作成
証明書認証プロファイルを作成したら、Cisco ISE が証明書の属性を取得し、定義した ID ソース
を ID ソース順序で照合できるように、証明書認証プロファイルを ID ソース順序に追加します。

はじめる前に
次のタスクが完了していることを確認します。
• 従業員ユーザ グループへのユーザの追加。
• 証明書ベースの認証の証明書認証プロファイルの作成。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [ID ソース順序（Identity Source
Sequences）] を選択します。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

ID ソース順序の名前を入力します。 たとえば、Dot1X となります。

ステップ 4

[証明書認証プロファイルの選択（Select Certificate Authentication Profile）] チェックボックスをオ
ンにし、作成した証明書認証プロファイル、つまり CAP を選択します。

ステップ 5

ユーザ情報を含む ID ソースを [認証検索リスト（Authentication Search List）] 領域の [選択済み
（Selected）] リスト ボックスに移動します。
追加の ID ソースを追加すると、一致が見つかるまで Cisco ISE は、これらのデータ ストアを順に
検索します。

ステップ 6

[ユーザが見つからなかったとして処理し、順序内の次のストアに進む（Treat as if the user was not
found and proceed to the next store in the sequence）] オプション ボタンをクリックします。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
認証局の設定, （181 ページ）

認証局の設定
CSR への署名に外部 CA を使用する場合、外部 CA を設定する必要があります。 外部 CA 設定は
Cisco ISE の以前のリリースでは、SCEP RA プロファイルと呼ばれていました。 Cisco ISE CA を
使用する場合、CA 設定を明示的に設定する必要はありません。 [管理（Administration）] > [シス
テム（System）] > [証明書（Certificates）] > [内部 CA 設定（Internal CA Settings）] で、内部 CA 設
定を確認できます。
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ユーザのデバイスが検証済みの証明書を受信すると、証明書はデバイス上の次の表の場所に置か
れます。
表 8：デバイス証明書の場所

デバイス

証明書の格納場所

アクセス方式

iPhone/iPad

標準の証明書ストア

[設定（Settings）] > [一般（General）] > [プ
ロファイル（Profile）]

Android

暗号化された証明書ストア

エンドユーザに不可視です。
（注）

証明書は、[設定（Settings）] >
[ロケーションおよびセキュリ
ティ（Location & Security）] > [ス
トレージのクリア（Clear
Storage）] を使用して削除できま
す。

Windows

標準の証明書ストア

/cmd プロンプトから mmc.exe を起動する
か、または証明書スナップインで表示しま
す。

Mac

標準の証明書ストア

[アプリケーション（Application）] > [ユー
ティリティ（Utilities）] > [キーチェーン ア
クセス（Keychain Access）]

はじめる前に
証明書署名要求（CSR）への署名に外部認証局（CA）を使用する場合は、外部 CA の URL が必要
となります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [外部 CA 設定（External
CA Settings）] 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

外部 CA 設定の名前を入力します。 たとえば、EXTERNAL_SCEP などです。

ステップ 4

[URL] テキスト ボックスに、外部 CA サーバの URL を入力します。
外部 CA が到達可能かどうかを確認するには、[テスト接続（Test Connection）] をクリックしま
す。 追加 CA サーバの URL を入力するには、[+] ボタンをクリックします。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
182

Cisco ISE CA サービス

次の作業
CA テンプレートの作成, （183 ページ）

CA テンプレートの作成
証明書テンプレートでは、使用する必要がある SCEP RA プロファイル（内部または外部 CA の場
合）、キー サイズ、サブジェクト、サブジェクト代替名（SAN）、および証明書の有効期間が定
義されます。 この例では、内部 Cisco ISE CA を使用すると想定します。 外部 CA テンプレートの
場合、有効期間は外部 CA によって決定され、指定することはできません。 新しい CA テンプレー
トを作成するか、デフォルトの証明書テンプレート EAP_Authentication_Certificate_Template を編
集できます。

はじめる前に
CA が設定されていることを確認します。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [CA サービス（CA Service）] > [内部 CA 証明書
テンプレート（Internal CA Certificate Template）] を選択します。

ステップ 2

内部 CA テンプレートの名前を入力します。 たとえば、Internal_CA_Template とします。

ステップ 3

キー サイズを指定します。 1024 以上のキー サイズを選択する必要があります。

ステップ 4

サブジェクト代替名（SAN）および証明書の有効期間を指定します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

内部 CA 証明書テンプレートが作成され、クライアント プロビジョニング ポリシーによって使用
されます。

次の作業
クライアント プロビジョニング ポリシーで使用されるネイティブ サプリカント プロファイルの
作成, （183 ページ）

クライアント プロビジョニング ポリシーで使用されるネイティブ 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、ユーザがパーソナル デバイスを企業ネット
ワークに含めることができます。 Cisco ISE では、異なるオペレーティング システムごとに異な
るポリシー ルールを使用します。 各クライアント プロビジョニング ポリシー ルールには、どの
オペレーティングシステムにどのプロビジョニングウィザードを使用するかを指定するネイティ
ブ サプリカント プロファイルが含まれています。

はじめる前に
• Cisco ISE で CA 証明書テンプレートを設定します。
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• TCP ポート 8909 および UDP ポート 8909 を開き、Cisco NAC Agent、Cisco NAC 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てください。
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。

手順
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

ネイティブ サプリカント プロファイルの名前を入力します。 たとえば、EAP_TLS_INTERNAL と
なります。

ステップ 4

[オペレーティング システム（Operating System）] ドロップダウン リストから [すべて（ALL）]
を選択します。

ステップ 5

[有線（Wired）] または [無線（Wireless）] チェックボックスをオンにします。 [無線（Wireless）]
接続タイプを選択した場合は、次のことを確認します。
a) 接続先の無線 SSID を指定します。
b) 無線セキュリティ タイプを指定します。

ステップ 6

[許可されるプロトコル（Allowed Protocol）] ドロップダウン リストから [TLS] を選択します。

ステップ 7

以前に作成した CA 証明書テンプレートを選択します。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
Cisco サイトからの Windows および Mac OS X オペレーティング システムのエージェント リソー
スのダウンロード, （184 ページ）

Cisco サイトからの Windows および Mac OS X オペレーティング システムのエージェント リソースのダウン
ロード
Windows および Mac OS X オペレーティング システムでは、Cisco サイトからリモート リソース
をダウンロードする必要があります。

はじめる前に
ネットワークのプロキシ設定が正しく設定されていることを確認し、適切なリモート ロケーショ
ンにアクセスして、クライアント プロビジョニング リソースを Cisco ISE にダウンロードできる
ことを確認します。
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手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [リソース（Resources）] > [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

[Windows] および [MAC OS X] パッケージの隣にあるチェックボックスをオンにします。 必ず最
新バージョンを含めます。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

次の作業
Apple iOS、Android および MACOSX デバイスのクライアント プロビジョニング ポリシー ルール
の作成, （185 ページ）

Apple iOS、Android および MACOSX デバイスのクライアント プロビジョニング ポリシー ルールの作成
クライアント プロビジョニング リソース ポリシーは、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 から受信するかを決定します。
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。
従業員が iOS、Android、および MACOSX デバイスを持ち込むことができるようにするには、[ク
ライアント プロビジョニング ポリシー（Client Provisioning Policy）] ページでこれらの各デバイス
のポリシー ルールを作成する必要があります。

はじめる前に
必要なネイティブ サプリカント プロファイルを設定し、[クライアント プロビジョニング ポリ
シー（Client Provisioning Policy）] ページから必要なエージェントをダウンロードしておく必要が
あります。

手順
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

Apple iOS、Android および MACOSX デバイスのクライアント プロビジョニング ポリシー ルール
を作成します。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。
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次の作業
TLS-based の認証の Dot1X 認証ポリシー ルールの設定, （186 ページ）

TLS-based の認証の Dot1X 認証ポリシー ルールの設定
TLS-based の認証の Dot1X 認証ポリシー ルールを更新する必要があります。

はじめる前に
TLS-based の認証用に作成された証明書認証プロファイルが存在することを確認します。

手順
ステップ 1

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

ステップ 2

[ルールベース（Rule-Based）] オプション ボタンをクリックします。
デフォルトのルールベースの認証ポリシーには、Dot1X 認証用のルールが含まれます。

ステップ 3

Dot1X 認証ポリシー ルールを編集します。

ステップ 4

Dot1X ポリシー ルールから [アクション（Actions）] > [新規行を上に挿入（Insert new row above）]
を選択します。

ステップ 5

ルールの名前を入力します。 たとえば、eap-tls と入力します。

ステップ 6

式ビルダーを使用して、Network Access:EapAuthentication が EAP-TLS に等しい場合は、以前に作
成した証明書認証プロファイルを使用するというポリシー条件を作成します。

ステップ 7

デフォルト ルールは、そのままにします。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。

次の作業
中央 Web 認証とサプリカント プロビジョニング フローの許可プロファイルの作成, （186 ページ）

中央 Web 認証とサプリカント プロビジョニング フローの許可プロファイルの作成
許可プロファイルを定義して、証明書ベースの認証の成功後にユーザに付与するアクセスを決定
します。

はじめる前に
ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）に必要なアクセス コントロール リスト（ACL）が設定さ
れていることを確認します。 WLC での ACL の作成方法については、『TrustSec How-To Guide:
Using Certificates for Differentiated Access』を参照してください。
この例では、WLC で次の ACL が作成されていると仮定します。
• NSP-ACL：ネイティブ サプリカント プロビジョニング用
• BLACKHOLE：ブラックリストに登録されているデバイスへのアクセスの制限
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• NSP-ACL-Google：Android デバイスのプロビジョニング

手順
ステップ 1

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

ステップ 2

新しい許可プロファイルを作成するには、[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を入力します。

ステップ 4

[アクセス タイプ（Access Type）] ドロップダウン リストから、[ACCESS_ACCEPT] を選択しま
す。

ステップ 5

中央 Web 認証、Google Play の中央 Web 認証、ネイティブ サプリカント プロビジョニング、およ
び Google のネイティブ サプリカント プロビジョニングの許可プロファイルを追加するには、[追
加（Add）] をクリックします。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

次の作業
許可ポリシー ルールの作成, （187 ページ）

許可ポリシー ルールの作成
ユーザ（ゲスト、スポンサー、従業員）のアクセス要求への応答に使用するポータルのリダイレ
クション URL を設定するには、そのポータル用の許可ポリシー ルールを定義する必要がありま
す。
url-redirect は、ポータル タイプに基づいて次の形式になります。
ip:port = IP アドレスとポート番号
PortalID = 一意のポータル名
ホットスポット ゲスト ポータル：
https://ip:port/guestportal/gateway?sessionID=SessionIdValue&portal=PortalID&action=cwa&type=drw
モバイル デバイス管理（MDM）ポータル：
https://ip:port/mdmportal/gateway?sessionID=SessionIdValue&portal=PortalID&action=mdm

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [許可（Authorization）] を選択して、[標準（Standard）] ポリシーで新しい
許可ポリシー ルールを作成します。

ステップ 2

[条件（Conditions）] には、ポータルの検証に使用するエンドポイント ID グループを選択します。
たとえば、ホットスポット ゲスト ポータルの場合は、デフォルトの [GuestEndpoints] エンドポイ
ント ID グループを選択し、MDM、ポータルの場合は、デフォルトの [RegisteredDevices] エンド
ポイント ID グループを選択します。
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ホットスポット ゲスト ポータルは、Termination CoA だけを発行するため、ゲスト ポリ
シー セットの検証条件の 1 つとして [Network Access:UseCase EQUALS Guest Flow] を使
用しないでください。
[権限（Permissions）] には、作成したポータル許可プロファイルを選択します。
（注）

ステップ 3

CA サービス ポリシーのリファレンス
ここでは、Cisco ISE CA サービスを有効にする前に作成する必要がある許可ポリシー ルールおよ
びクライアント プロビジョニング ポリシー ルールの詳細情報について説明します。

証明書サービスのクライアント プロビジョニング ポリシー ルール
ここでは、Cisco ISE 証明書サービスを使用している場合に作成する必要があるクライアント プロ
ビジョニング ポリシー ルールについて説明します。 次の表に詳細を示します。
ルール名

ID グループ

オペレーティング その他の条件
システム

結果

iOS

任意

Apple iOS すべて

条件

EAP_TLS_INTERNAL
（以前に作成した
ネイティブサプリ
カントプロファイ
ル）。 外部 CA を
使用している場合
は、外部 CA 用に
作成したネイティ
ブ サプリカント
プロファイルを選
択します。

Android

任意

Android

条件

EAP_TLS_INTERNAL
（以前に作成した
ネイティブサプリ
カントプロファイ
ル）。 外部 CA を
使用している場合
は、外部 CA 用に
作成したネイティ
ブ サプリカント
プロファイルを選
択します。
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ルール名

ID グループ

オペレーティング その他の条件
システム

MACOSX

任意

MACOSX

条件

結果
ネイティブサプリ
カントの設定で、
次を指定してくだ
さい。
1 構成ウィザー
ド：シスコの
サイトからダ
ウンロードし
た MACOSX サ
プリカントの
ウィザードを
選択します。
2 ウィザードの
プロファイ
ル：以前作成
した
EAP_TLS_INTERNAL
ネイティブ サ
プリカントの
プロファイル
を選択しま
す。 外部 CA
を使用してい
る場合は、外
部 CA 用に作
成したネイ
ティブ サプリ
カント プロ
ファイルを選
択します。

証明書サービスの許可プロファイル
ここでは、Cisco ISE で証明書ベースの認証を有効にするために作成する必要がある許可プロファ
イルについて説明します。 ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）の ACL（NSP-ACL および
NSP-ACL-Google）がすでに作成されている必要があります。
• CWA：このプロファイルは、中央 Web 認証フローを使用するデバイス用です。 [Web 認証
（Web Authentication）] チェックボックスをオンにして、ドロップダウン リストから [中央
集中（Centralized）] を選択し、ACL テキスト ボックスに NSP-ACL を入力します。
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• CWA_GooglePlay：このプロファイルは、中央 Web 認証フローを使用する Android デバイス
用です。 このプロファイルによって、Android デバイスは Google Play ストアにアクセスし、
Cisco Network Setup Assistant をダウンロードできます。 [Web 認証（Web Authentication）]
チェックボックスをオンにして、ドロップダウン リストから [中央集中（Centralized）] を選
択し、ACL テキスト ボックスに NSP-ACL-Google を入力します。
• NSP：このプロファイルは、サプリカント プロビジョニング フローを使用する非 Android デ
バイス用です。 [Web 認証（Web Authentication）] チェックボックスをオンにして、ドロップ
ダウン リストから [サプリカント プロビジョニング（Supplicant Provisioning）] を選択し、
ACL テキスト ボックスに NSP-ACL を入力します。
• NSP-Google：このプロファイルは、サプリカント プロビジョニング フローを使用する Android
デバイス用です。 [Web 認証（Web Authentication）] チェックボックスをオンにして、ドロッ
プダウン リストから [サプリカント プロビジョニング（Supplicant Provisioning）] を選択し、
ACL テキスト ボックスに NSP-ACL-Google を入力します。
デフォルトの Blackhole_Wireless_Access 許可プロファイルを確認します。 高度な属性設定を次の
ように設定する必要があります。
• Cisco:cisco-av-pair = url-redirect=https://ip:port/blackhole/blackhole.jsp
• Cisco:cisco-av-pair = url-redirect-acl=BLACKHOLE

証明書サービスの許可ポリシー ルール
ここでは、Cisco ISE CA サービスを有効にするときに作成する必要がある許可ポリシー ルールに
ついて説明します。
• 企業資産：このルールは、802.1X および MSCHAPV2 プロトコルを使用して企業のワイヤレ
ス SSID に接続する企業のデバイス用です。
• Android_SingleSSID：このルールは、Google Play ストアにアクセスして、プロビジョニング
のために Cisco Network Setup Assistant をダウンロードする Android デバイス用です。 この
ルールは、シングル SSID 設定に固有です。
• Android_DualSSID：このルールは、Google Play ストアにアクセスして、プロビジョニングの
ために Cisco Network Setup Assistant をダウンロードする Android デバイス用です。 このルー
ルは、デュアル SSID 設定に固有です。
• CWA：このルールは、中央 Web 認証フローを使用するデバイス用です。
• NSP：このルールは、EAP-TLS 認証の証明書を使用するネイティブ サプリカント プロビジョ
ニング フローを使用するデバイス用です。
• EAP-TLS：このルールは、サプリカント プロビジョニング フローを完了したデバイスおよ
び証明書でプロビジョニングされるデバイス用です。 デバイスには、ネットワークへのアク
セス権限が付与されます。
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次の表に、Cisco ISE CA サービスの許可ポリシー ルールを設定するときに選択する必要がある属
性および値を示します。 この例では、Cisco ISE で対応する許可プロファイルも設定しているもの
と想定します。
ルール名

条件

権限（適用される許可プロファ
イル）

企業資産

Corp_Assets AND（Wireless
802.1X AND Network
Access:AuthenticationMethod
EQUALS MSCHAPV2）

PermitAccess

Android_SingleSSID

（Wireless 802.1X AND Network NSP_Google
Access:AuthenticationMethod
EQUALS MSCHAPV2 AND
Session:Device-OS EQUALS
Android）

Android_DualSSID

（Wireless_MAB AND
Session:Device-OS EQUALS
Android）

CWA_GooglePlay

CWA

Wireless_MAB

CWA

NSP

（Wireless 802.1X AND Network NSP
Access:AuthenticationMethod
EQUALS MSCHAPV2）

EAP-TLS

（Wireless 802.1X AND Network PermitAccess
Access:AuthenticationMethod
EQUALS x509_PKI

エンドポイント証明書の失効
従業員のパーソナル デバイスに対して発行された証明書を取り消す必要がある場合は、[エンドポ
イント証明書（Endpoint Certificates）] ページから取り消すことができます。 たとえば、従業員の
デバイスが盗難されたり、紛失したりした場合には、Cisco ISE 管理者ポータルにログインし、そ
のデバイスに発行された証明書を [エンドポイント証明書（Endpoint Certificates）] ページから取り
消すことができます。 フレンドリ名、デバイスの一意の ID、シリアル番号に基づいて、このペー
ジのデータをフィルタリングできます。 PSN（サブ CA）が侵害された場合は、[エンドポイント
証明書（Endpoint Certificates）] ページの [発行元（Issued By）] フィールドでフィルタリングする
ことによって、その PSN によって発行されたすべての証明書を取り消すことができます。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [CA サービス（CA Service）] > [エンドポイン
ト証明書（Endpoint Certificates）] を選択します。

ステップ 2

取り消すエンドポイント証明書の隣にあるチェックボックスをオンにし、[失効（Revoke）] をク
リックします。
フレンドリ名とデバイス タイプに基づいて証明書を検索できます。

ステップ 3

証明書を取り消す理由を入力します。

ステップ 4

[はい（Yes）] をクリックします。

OCSP サービス
Online Certificate Status Protocol（OCSP）は、x.509 デジタル証明書のステータスのチェックに使用
されるプロトコルです。 このプロトコルは証明書失効リスト（CRL）に代わるものであり、CRL
の処理が必要となる問題に対処します。
Cisco ISE には HTTP を介して OCSP サーバと通信し、認証で証明書のステータスを検証する機能
があります。 OCSP のコンフィギュレーションは、Cisco ISE で設定されるいずれかの認証局（CA）
証明書から参照できる再利用可能な設定オブジェクトで設定されます。
CRL 検証と OCSP 検証の両方または一方を CA ごとに設定できます。 両方を選択すると、Cisco
ISE では最初に OCSP を介した検証が実行されます。 プライマリ OCSP サーバとセカンダリ OCSP
サーバの両方で通信の問題が検出された場合、または特定の証明書に対して不明のステータスが
返された場合、Cisco ISE は CRL チェックの実行に切り替えます。

Cisco ISE CA サービスの Online Certificate Status Protocol 応答側
Cisco ISE CA OCSP 応答側は、OCSP クライアントと通信するサーバです。 Cisco ISE CA の OCSP
クライアントには、Cisco ISE の内部 OCSP クライアントと適応型セキュリティ アプライアンス
（ASA）の OCSP クライアントがあります。 OCSP クライアントは、RFC 2560、5019 で定義され
ている OCSP 要求/応答構造を使用して、OCSP 応答側と通信する必要があります。
Cisco ISE CA は、OCSP 応答側に証明書を発行します。 OCSP 応答側は、着信要求をポート 2560
でリッスンします。 このポートは、OCSP トラフィックのみを許可するように設定されています。
OCSP 応答側は RFC 2560、5019 で規定された構造に従って要求を受け入れます。 OCSP 要求では
ナンス拡張がサポートされます。 OCSP 応答側は証明書のステータスを取得し、OCSP 応答を作
成して署名します。 OCSP 応答は、OCSP 応答側ではキャッシュされませんが、クライアントで
は最大 24 時間 OCSP 応答をキャッシュすることができます。 OCSP クライアントでは、OCSP 応
答の署名を検証する必要があります。
PAN 上の自己署名 CA 証明書（ISE が外部 CA の中間 CA として機能する場合は、中間 CA 証明
書）によって、OCSP 応答側証明書が発行されます。 PAN 上のこの CA 証明書によって、PAN お
よび PSN の OCSP 証明書が発行されます。 この自己署名 CA 証明書は、展開全体に対するルート
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証明書でもあります。 展開全体のすべての OCSP 証明書が、これらの証明書を使用して署名され
た応答を ISE で検証するために、信頼できる証明書ストアに格納されます。

OCSP 証明書のステータスの値
OCSP サービスでは、所定の証明書要求に対して次の値が返されます。
• [良好（Good）]：ステータスの問い合わせへの肯定的な応答を示します。 証明書が失効して
いないこと、および状態が次の時間間隔（存続可能時間）値までは良好であることを示しま
す。
• [失効（Revoked）]：証明書は失効しています。
• [不明（Unknown）]：証明書のステータスは不明です。 この OCSP 応答側の CA で証明書が
発行されなかった場合、OCSP サービスはこの値を返します。
• [エラー（ERROR）]：OCSP 要求に対する応答を受信しませんでした。

OCSP ハイ アベイラビリティ
Cisco ISE では CA ごとに最大 2 つの OCSP サーバを設定でき、それらのサーバはプライマリおよ
びセカンダリ OCSP サーバと呼ばれます。 各 OCSP サーバ設定には、次のパラメータが含まれま
す。
• [URL]：OCSP サーバの URL。
• [ナンス（Nonce）]：要求で送信される乱数。 このオプションにより、リプレイ アタックで
古い通信を再利用できないことが保証されます。
• [応答の検証（Validate Response）]：Cisco ISE は OCSP サーバから受信した応答の署名を検証
します。
Cisco ISE がプライマリ OCSP サーバと通信しているときに、タイムアウト（5 秒）が発生した場
合、Cisco ISE はセカンダリ OCSP サーバに切り替えます。
Cisco ISE はプライマリ サーバの再使用を試行する前に、設定可能な期間セカンダリ OCSP サーバ
を使用します。

OCSP の障害
3 つの一般的な OCSP 障害のシナリオは次のとおりです。
• OCSP キャッシュまたは OCSP クライアント側（Cisco ISE）の失敗による障害。
• OCSP 応答側の失敗のシナリオ。例：
最初のプライマリ OCSP 応答側が応答せず、セカンダリ OCSP 応答側が Cisco ISE OCSP 要求
に応答します。
Cisco ISE OCSP 要求からエラーまたは応答が受信されません。
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OCSP 応答側が、Cisco ISE OCSP 要求への応答を提供しないか、失敗の OCSP 応答のステー
タスを返している可能性があります。 OCSP 応答のステータス値は次のようになります。
◦ tryLater
◦ signRequired
◦ unauthorized
◦ internalError
◦ malformedRequest
OCSP 要求には、多数の日時チェック、署名の有効性チェックなどがあります。 詳細に
ついては、「RFC 2560 X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status
Protocol - OCSP（RFC 2560 X.509 インターネット パブリック キー インフラストラクチャ
のオンライン証明書ステータスのプロトコル：OCSP）」を参照してください。これに
はエラー ステータスを含む、可能性があるすべてのステータスが説明されています。
• OCSP レポートの失敗

OCSP クライアント プロファイルの追加
[OCSP クライアント プロファイル（OCSP Client Profile）] ページを使用して、Cisco ISE に新しい
OCSP クライアント プロファイルを追加できます。

はじめる前に
Cisco ISE と外部 OCSP サーバが通信できるように展開内のスイッチを設定します。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [証明書管理（Certificate
Management）] > [OCSP クライアント プロファイル（OCSP Client Profile）] を選択します。

ステップ 2

OCSP クライアント プロファイルを追加するための値を入力します。

ステップ 3

[送信（Submit）] をクリックします。

OCSP 統計情報カウンタ
Cisco ISE では、OCSP カウンタを使用して、OCSP サーバのデータと健全性をロギングおよびモ
ニタリングします。 ロギングは 5 分ごとに実行されます。 Cisco ISE はモニタリング ノードに
syslog メッセージを送信し、それはローカル ストアに保持されます。 ローカル ストアには過去 5
分のデータが含まれています。 Cisco ISE が syslog メッセージを送信した後、カウンタは次の間隔
について再計算されます。 つまり、5 分後に、新しい 5 分間の間隔が再度開始されます。
次の表に、OCSP syslog メッセージとその説明を示します。
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表 9：OCSP Syslog メッセージ

メッセージ

説明

OCSPPrimaryNotResponsiveCount

応答のないプライマリ要求の数

OCSPSecondaryNotResponsiveCount

応答のないセカンダリ要求の数

OCSPPrimaryCertsGoodCount

プライマリ OCSP サーバを使用して返された所定の
CA の「良好な」証明書の数

OCSPSecondaryCertsGoodCount

プライマリ OCSP サーバを使用して返された所定の
CA の「良好な」ステータスの数

OCSPPrimaryCertsRevokedCount

プライマリ OCSP サーバを使用して返された所定の
CA の「失効した」ステータスの数

OCSPSecondaryCertsRevokedCount

セカンダリ OCSP サーバを使用して返された所定の
CA の「失効した」ステータスの数

OCSPPrimaryCertsUnknownCount

プライマリ OCSP サーバを使用して返された所定の
CA の「不明の」ステータスの数

OCSPSecondaryCertsUnknownCount

セカンダリ OCSP サーバを使用して返された所定の
CA の「不明の」ステータスの数

OCSPPrimaryCertsFoundCount

プライマリの送信元からのキャッシュ内に見つかっ
た証明書の数

OCSPSecondaryCertsFoundCount

セカンダリの送信元からのキャッシュ内に見つかっ
た証明書の数

ClearCacheInvokedCount

一定間隔の後にキャッシュのクリアがトリガーされ
た回数

OCSPCertsCleanedUpCount

t 間隔の後にクリーンアップされたキャッシュ エン
トリの数

NumOfCertsFoundInCache

キャッシュから実行された要求の数

OCSPCacheCertsCount

OCSP キャッシュ内に見つかった証明書の数
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ネットワーク デバイスの管理
• Cisco ISE のネットワーク デバイス定義, 197 ページ
• Cisco ISE でのデフォルトのネットワーク デバイス定義, 198 ページ
• Cisco ISE でのネットワーク デバイス定義の作成, 199 ページ
• Cisco ISE へのネットワーク デバイスのインポート, 199 ページ
• Cisco ISE からのネットワーク デバイスのエクスポート, 200 ページ
• ネットワーク デバイス グループ, 200 ページ
• Cisco ISE へのネットワーク デバイス グループのインポート, 201 ページ
• Cisco ISE からのネットワーク デバイス グループのエクスポート, 202 ページ
• Cisco ISE でのテンプレートのインポート, 203 ページ
• Mobile Device Manager と Cisco ISE との相互運用性, 208 ページ
• Cisco ISE による MDM サーバの設定, 212 ページ

Cisco ISE のネットワーク デバイス定義
スイッチやルータなどのネットワーク デバイスは、認証、許可、アカウンティング（AAA）クラ
イアントであり、これを使用して、AAA サービス要求が Cisco ISE に送信されます。 Cisco ISE が
ネットワーク デバイスとやり取りするように、ネットワーク デバイスを定義する必要がありま
す。 ネットワーク デバイスを RADIUS 認証用に設定したり、プロファイリング サービスでプロ
ファイリング エンドポイントの Cisco Discovery Protocol 属性およびリンク層検出プロトコル属性
を収集するための簡易ネットワーク管理プロトコルを設定したり、TrustSec デバイスの TrustSec
属性を設定することができます。 Cisco ISE に定義されていないネットワーク デバイスは、Cisco
ISE から AAA サービスを受信できません。
ネットワーク デバイスの定義：
• RADIUS 認証用の RADIUS プロトコルを設定できます。 Cisco ISE はネットワーク デバイス
から RADIUS 要求を受信すると、対応するデバイス定義を探して設定されている共有秘密を
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取得します。 デバイス定義が見つかった場合、デバイスに設定されている共有秘密を取得
し、それを要求内の共有秘密と照合してアクセスを認証します。 共有秘密が一致した場合、
ネットワーク アクセスは許可されます。 成功した認証レポートが生成されます。 一致しな
い場合は、拒否応答がネットワーク デバイスに送信されます。 失敗した認証レポートが生
成され、失敗の理由が示されます。
• プロファイリング サービスがネットワーク デバイスと通信し、ネットワーク デバイスに接
続されているエンドポイントをプロファイリングするように、ネットワーク デバイス定義で
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）を設定できます。
• Cisco TrustSec リューションの一部となる可能性がある TrustSec 対応デバイスからの要求を処
理するには、Cisco ISE に TrustSec 対応デバイスを定義する必要があります。 TrustSec ソリュー
ションをサポートするスイッチはすべて TrustSec 対応デバイスです。
TrustSec デバイスでは IP アドレスは使用されません。 代わりに、TrustSec デバイスが Cisco
ISE と通信できるように、その他の設定を定義する必要があります。
TrustSec 対応デバイスは Cisco ISE との通信に TrustSec 属性を使用します。 Nexus 7000 シリー
ズ スイッチ、Catalyst 6000 シリーズ スイッチ、Catalyst 4000 シリーズ スイッチ、Catalyst 3000
シリーズ スイッチなどの TrustSec 対応デバイスは、TrustSec デバイスの追加時に定義した
TrustSec 属性を使用して認証されます。

Cisco ISE でのデフォルトのネットワーク デバイス定義
Cisco ISE では、RADIUS 認証のデフォルトのデバイス定義がサポートされています。 特定の IP
アドレスのデバイス定義が見つからない場合、Cisco ISE で使用できるデフォルトのネットワーク
デバイスを定義することができます。 この機能を使用すると、新しくプロビジョニングされたデ
バイスのデフォルトの RADIUS 共有秘密とアクセス レベルを定義できます。
Cisco ISE は、ネットワーク デバイスから RADIUS 要求を受信すると、対応するデバイス定義を
検索して、ネットワーク デバイス定義に設定されている共有秘密を取得します。
RADIUS 要求が受信されると、Cisco ISE は次の手順を実行します。
1 要求内の IP アドレスに一致する特定の IP アドレスを探します。
2 範囲を調べて、要求内の IP アドレスが指定された範囲内にあるかどうかを確認します。
3 ステップ 1 と 2 の両方が失敗すると、要求の処理にデフォルトのデバイス定義（定義されてい
る場合）が使用されます。
Cisco ISE は、そのデバイスのデバイス定義に設定されている共有秘密を取得し、それを RADIUS
要求内の共有秘密と照合してアクセスを認証します。 デバイス定義が見つからない場合、Cisco
ISE はデフォルトのネットワーク デバイス定義から共有秘密を取得し、RADIUS 要求を処理しま
す。
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Cisco ISE でのネットワーク デバイス定義の作成
Cisco ISE にネットワーク デバイス定義がない場合に Cisco ISE でネットワーク デバイス定義を作
成し、デフォルトのネットワーク デバイス定義を使用できます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [ネットワーク デバイ
ス（Network Devices）] 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

[ネットワーク デバイス（Network Devices）] セクションで、必要な情報を入力します。

ステップ 4

[認証設定（Authentication Settings）] チェックボックスをオンにして、RADIUS プロトコル認証を
設定します。

ステップ 5

[SNMP の設定（SNMP Settings）] チェックボックスをオンにして、デバイス情報を収集するプロ
ファイリング サービスの簡易ネットワーク管理プロトコルを設定します。

ステップ 6

TrustSec 対応デバイスを設定するために [高度な TrustSec 設定（Advanced Trustsec Settings）] 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。

Cisco ISE へのネットワーク デバイスのインポート
カンマ区切り形式（CSV）ファイルを使用して、Cisco ISE ノードにデバイス定義のリストをイン
ポートできます。 Cisco ISE にネットワーク デバイスをインポートする前に、インポートしたテ
ンプレートを更新する必要があります。同じリソースタイプのインポートを同時に実行できませ
ん。 たとえば、2 つの異なるインポート ファイルから同時にネットワーク デバイスをインポート
できません。
管理者ポータルから CSV テンプレートをダウンロードし、テンプレートにデバイス定義の詳細を
入力し、Cisco ISE にインポート可能な CSV ファイルとしてテンプレートを保存できます。
デバイスのインポート中に、新しいレコードを作成するか、または既存のレコードを更新できま
す。 インポートされたデバイスの数の概要が表示され、インポート プロセス中に見つかったエ
ラーが報告されます。 デバイスをインポートする場合、Cisco ISE で最初のエラーが発生した場
合、既存のデバイス定義を新しい定義で上書きするか、またはインポート プロセスを停止するか
を定義できます。
リリース間でインポート テンプレートが異なるため、以前の Cisco ISE、リリース 1.1 および 1.1.x
でエクスポートされたネットワーク デバイスを Cisco ISE、リリース 1.2 にインポートすることは
できません。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [ネットワーク デバイ
ス（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

[インポート（Import）] をクリックします。

ステップ 3

[参照（Browse）] をクリックして、クライアント ブラウザを実行しているシステムから CSV ファ
イルを選択します。

ステップ 4

[新しいデータで既存のデータを上書き（Overwrite Existing Data with New Data）] チェックボック
スをオンにします。

ステップ 5

[最初のエラーでインポートを停止（Stop Import on First Error）] チェックボックスをオンにしま
す。

ステップ 6

[インポート（Import）] をクリックします。

Cisco ISE からのネットワーク デバイスのエクスポート
Cisco ISE で設定されたネットワーク デバイスを CSV ファイル形式でエクスポートし、これを使
用して別の Cisco ISE ノードにそれらのネットワーク デバイスをインポートできます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [ネットワーク デバイ
ス（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

[エクスポート（Export）] をクリックします。

ステップ 3

ネットワーク デバイスをエクスポートするには、次のいずれかを行うことができます。
• エクスポートするデバイスの隣にあるチェックボックスをオンにし、[エクスポート（Export）]
> [選択済みをエクスポート（Export Selected）] を選択します。
• 定義されているすべてのネットワーク デバイスをエクスポートするには、[エクスポート
（Export）] > [すべてエクスポート（Export All）] を選択します。

ステップ 4

ローカル ハード ディスクに export.csv ファイルを保存します。

ネットワーク デバイス グループ
Cisco ISE では、ネットワーク デバイスを含む階層型ネットワーク デバイス グループ（NDG）を
作成できます。 NDG は、地理的な場所、デバイス タイプ、ネットワーク内での相対的な位置
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（「アクセス レイヤ」や「データセンター」など）のようなさまざまな基準に基づいて、ネット
ワーク デバイスを論理的にグループ化します。
たとえば、地理的な場所に基づいてネットワーク デバイスを編成するには、大陸、地域、国でグ
ループ化できます。
• アフリカ -> 南部 -> ナミビア
• アフリカ -> 南部 -> 南アフリカ
• アフリカ -> 南部 -> ボツワナ
デバイス タイプでネットワーク デバイスをグループ化することもできます。
• アフリカ -> 南部 -> ボツワナ -> ファイアウォール
• アフリカ -> 南部 -> ボツワナ -> ルータ
• アフリカ -> 南部 -> ボツワナ -> スイッチ
ネットワーク デバイスは、1 つ以上の階層型 NDG に割り当てることができます。 したがって、
Cisco ISE が、設定された NDG の順序リスト全体を参照して特定のデバイスに割り当てる適切な
グループを決定するとき、同じデバイスプロファイルが複数のデバイスグループに適用されてい
る場合、Cisco ISE は最初に一致したデバイス グループを適用します。
ルート ネットワーク デバイス グループ
Cisco ISE には、すべてのデバイス タイプとすべてのロケーションという 2 つの定義済みルート
NDG が含まれます。 これらの事前定義された NDG を編集、複製、または削除することはできま
せんが、それらの下に新しいデバイス グループを追加できます。
また、ルート ネットワーク デバイス グループ（NDG）を作成し、[ネットワーク デバイス グルー
プ（Network Device Groups）] ページでそのルート グループの下に子 NDG を作成できます。 新し
いルート NDG を作成する場合は、NDG の名前とタイプを指定する必要があります。 この情報
は、ルート NDG の下に子を作成するときに必要ではありません。

ポリシー評価で Cisco ISE が使用するネットワーク デバイスの属性
新しいネットワーク デバイス グループを作成すると、新しいネットワーク デバイス属性がシス
テムに定義されているデバイス ディクショナリに追加され、ポリシー定義に使用できるようにな
ります。 Cisco ISE では、デバイス タイプ、ロケーション、モデル名、およびネットワーク デバ
イス上で実行しているソフトウェアバージョンなどのデバイスディクショナリ属性に基づいて認
証ポリシーと許可ポリシーを設定できます。

Cisco ISE へのネットワーク デバイス グループのインポート
カンマ区切り形式（CSV）ファイルを使用して Cisco ISE ノードにネットワーク デバイス グルー
プをインポートできます。 同じリソース タイプのインポートを同時に実行できません。 たとえ

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
201

Cisco ISE からのネットワーク デバイス グループのエクスポート

ば、2 つの異なるインポート ファイルから同時にネットワーク デバイス グループをインポートで
きません。
管理者ポータルから CSV テンプレートをダウンロードし、テンプレートにデバイス グループの詳
細を入力し、Cisco ISE にインポート可能な CSV ファイルとしてテンプレートを保存できます。
デバイス グループのインポート中に、新しいレコードを作成するか、または既存のレコードを更
新できます。 デバイス グループをインポートする場合、Cisco ISE で最初のエラーが発生した場
合、既存のデバイスグループを新しいグループで上書きするか、またはインポートプロセスを停
止するかを定義できます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [ネットワーク デバイ
ス グループ（Network Device Groups）] > [グループ（Groups）] を選択します。

ステップ 2

[インポート（Import）] をクリックします。

ステップ 3

[参照（Browse）] をクリックして、クライアント ブラウザを実行しているシステムから CSV ファ
イルを選択します。

ステップ 4

[新しいデータで既存のデータを上書き（Overwrite Existing Data with New Data）] チェックボック
スをオンにします。

ステップ 5

[最初のエラーでインポートを停止（Stop Import on First Error）] チェックボックスをオンにしま
す。

ステップ 6

[ネットワーク デバイス グループ（Network Device Groups）] リスト ページに戻るには、[インポー
ト（Import）] または [ネットワーク デバイス グループ リスト（Network Device Groups List）] リ
ンクをクリックします。

Cisco ISE からのネットワーク デバイス グループのエクスポート
Cisco ISE に設定されたネットワーク デバイス グループを CSV ファイル形式でエクスポートし、
これを使用して別の Cisco ISE ノードにそれらのネットワーク デバイス グループをインポートで
きます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [ネットワーク デバイ
ス グループ（Network Device Groups）] > [グループ（Groups）] を選択します。

ステップ 2

ネットワークデバイスグループをエクスポートするには、次のいずれかを行うことができます。
• エクスポートするデバイス グループの横にあるチェックボックスをオンにし、[エクスポー
ト（Export）] > [選択済みをエクスポート（Export Selected）] を選択します。
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• [エクスポート（Export）] > [すべてエクスポート（Export All）] を選択して、定義されたネッ
トワーク デバイス グループをすべてエクスポートします。
ステップ 3

ローカル ハード ディスクに export.csv ファイルを保存します。

Cisco ISE でのテンプレートのインポート
Cisco ISE では、カンマ区切り形式（CSV）ファイルを使用して大量のネットワーク デバイスや
ネットワーク デバイス グループをインポートできます。 テンプレートには、フィールドのフォー
マットを定義するヘッダー行が含まれます。 ヘッダー行は編集しないでそのまま使用してくださ
い。
デフォルトで、[テンプレートの生成（Generate a Template）] リンクを使用して、Microsoft Office
Excel アプリケーションに CSV ファイルをダウンロードし、このファイル形式をシステム上にロー
カルに保存できます。 [テンプレートの生成（Generate a Template）] リンクをクリックすると、
Cisco ISE サーバは、[template.csv を開く（Opening template.csv）] ダイアログを表示します。 この
ダイアログを使用すると、template.csv ファイルを開いて、その template.csv ファイルにネットワー
ク デバイスおよびネットワーク デバイス グループに適切な名前を付けて、システム上にローカ
ルに保存できます。 このダイアログで template.csv ファイルを開くことを選択した場合、このファ
イルはデフォルトで Microsoft Office Excel アプリケーションで開かれます。

ネットワーク デバイスのインポート テンプレート形式
次の表では、テンプレート ヘッダーのフィールドとネットワーク デバイスの CSV ファイルにお
けるこれらのフィールドの説明を示します。
表 10：ネットワーク デバイスの CSV テンプレートのフィールドと説明

フィールド

説明

Name：文字列（32）

（必須）このフィールドはネットワーク デバイスの
名前です。 これは、最大 32 文字の英数字文字列で
す。

Description：文字列（256）

このフィールドは、ネットワーク デバイスの任意の
説明です。 最大 256 文字の文字列。

IP Address:Subnets（a.b.c.d/m|...）

（必須）このフィールドは、ネットワーク デバイス
の IP アドレスおよびサブネット マスクです。 （パ
イプ記号「|」で区切って複数の値を指定できま
す）。
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フィールド

説明

Model Name：文字列（32）

（必須）このフィールドはネットワーク デバイスの
モデル名です。 これは、最大 32 文字の文字列です。

Software Version：文字列（32）

（必須）このフィールドはネットワーク デバイスの
ソフトウェア バージョンです。 これは、最大 32 文
字の文字列です。

Network Device Groups：文字列（100）

（必須）このフィールドは、既存のネットワーク デ
バイス グループにする必要があります。 サブグルー
プを指定できますが、親グループとサブグループの
両方をスペースで区切って含める必要があります。
最大 100 文字の文字列（たとえば、Location#All
Location#US）です。

Authentication:Protocol：文字列（6）

これはオプションのフィールドです。 認証に使用す
るプロトコルです。 唯一の有効な値は RADIUS で
す（大文字と小文字は区別されません）。

Authentication:Shared Secret：文字列（128） （認証プロトコルのフィールドの値を入力した場合
は必須）このフィールドは、最大 128 文字の文字列
です。
EnableKeyWrap：ブール（true|false）

これはオプションのフィールドです。 これはネット
ワーク デバイスでサポートされている場合に限り有
効です。 有効な値は true または false です。

EncryptionKey：文字列（ascii:16|hexa:32） （KeyWrap を有効にした場合は必須）セッションの
暗号化に使用される暗号キーを示します。
ASCII：16 文字（バイト）の長さ
16 進数：32 文字（バイト）の長さ。
AuthenticationKey：文字列
（ascii:20|hexa:40）

（KeyWrap を有効にした場合は必須）。 RADIUS
メッセージに対するキー付き Hashed Message
Authentication Code（HMAC）の計算を示します。
ASCII：20 文字（バイト）の長さ
16 進数：40 文字（バイト）の長さ。

InputFormat：文字列（32）
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暗号化と認証キーの入力形式を示します。 有効な値
は、ASCII または Hexadecimal です。

Cisco ISE でのテンプレートのインポート

フィールド

説明

SNMP:Version：列挙（|2c|3）

これはオプションのフィールドで、プロファイラ
サービスによって使用されます。 SNMP プロトコル
のバージョンです。 有効な値は 1、2c、または 3 で
す。

SNMP:RO Community：文字列（32）

（SNMP バージョンのフィールドの値を入力した場
合は必須）SNMP 読み取り専用のコミュニティ。 こ
れは、最大 32 文字の文字列です。

SNMP:RW Community：文字列（32）

（SNMP バージョンのフィールドの値を入力した場
合は必須）SNMP 読み取り書き込みコミュニティ。
これは、最大 32 文字の文字列です。

SNMP:Username：文字列（32）

これはオプションのフィールドです。 これは、最大
32 文字の文字列です。

SNMP:Security Level：列挙（Auth|No
Auth|Priv）

（SNMP バージョン 3 を選択した場合は必須）有効
な値は、Auth、No Auth、または Priv です。

SNMP:Authentication Protocol：列挙
（MD5|SHA）

（SNMP セキュリティ レベルで Auth または Priv を
入力した場合は必須）有効な値は、MD5 または SHA
です。

SNMP:Authentication Password：文字列
（32）

（SNMP セキュリティ レベルで Auth を入力した場
合は必須）これは、最大 32 文字の文字列です。

SNMP:Privacy Protocol：列挙
（DES|AES128|AES192|AES256|3DES）

（SNMP セキュリティ レベルで Priv を入力した場合
は必須）有効な値は、DES、AES128、AES192、
AES256、または 3DES です。

SNMP:Privacy Password：文字列（32）

（SNMP セキュリティ レベルで Priv を入力した場合
は必須）これは、最大 32 文字の文字列です。

SNMP:Polling Interval：整数：600-86400 秒 これはオプションのフィールドで、SNMP ポーリン
グ間隔を設定します。 有効な値は 600 ～ 86400 の整
数です。
SNMP:Is Link Trap Query：ブール
（true|false）

これはオプションのフィールドで、SNMP リンク ト
ラップを有効または無効にします。 有効な値は true
または false です。

SNMP:Is MAC Trap Query：ブール
（true|false）

これはオプションのフィールドで、SNMP MAC ト
ラップを有効または無効にします。 有効な値は true
または false です。
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説明

SNMP:Originating Policy Services Node：文
字列（32）

これはオプションのフィールドです。 SNMP データ
のポーリングに使用される ISE サーバを示します。
デフォルトでは自動ですが、別の値を割り当てて設
定を上書きできます。

Trustsec:Device Id：文字列（32）

これはオプションのフィールドです。 これは、
TrustSec デバイス ID で、最大 32 文字の文字列です。

Trustsec:Device Password：文字列（256）

（TrustSec デバイス ID を入力した場合は必須）これ
は TrustSec デバイスのパスワードで、最大 256 文字
の文字列です。

Trustsec:Environment Data Download
Interval：整数：1-2147040000 秒

これはオプションのフィールドです。これはTrustSec
環境データのダウンロード間隔です。 有効な値は 1
～ 24850 の整数です。

Trustsec:Peer Authorization Policy Download
Interval：整数：1-2147040000 秒

これはオプションのフィールドです。これはTrustSec
のピア許可ポリシーのダウンロード間隔です。 有効
な値は 1 ～ 24850 の整数です。

Trustsec:Reauthentication Interval：整数：
1-2147040000 秒

これはオプションのフィールドです。これはTrustSec
の再認証間隔です。 有効な値は 1 ～ 24850 の整数で
す。

Trustsec:SGACL List Download Interval：整
数：1-2147040000 秒

これはオプションのフィールドです。また、TrustSec
SGACL リストのダウンロード間隔です。 有効な値
は 1 ～ 24850 の整数です。

Trustsec:Is Other Trustsec Devices Trusted：
ブール（true|false）

これはオプションのフィールドです。 TrustSec が信
頼できるかどうかを示します。 有効な値は true また
は false です。

Trustsec:Notify this device about Trustsec
configuration changes：文字列
（ENABLE_ALL|DISABLE_ALL）

これはオプションのフィールドです。 TrustSec デバ
イスに対する TrustSec 設定変更を通知します。 有効
な値は ENABLE_ALL または DISABLE_ALL です

Trustsec:Include this device when deploying
これはオプションのフィールドです。 これは、SGT
Security Group Tag Mapping Updates：ブール に含まれる TrustSec デバイスです。 有効な値は true
（true|false）
または false です。
Deployment:Execution Mode Username：文字 これはオプションのフィールドです。 デバイス設定
列（32）
を編集する権限を持っているユーザ名です。 これ
は、最大 32 文字の文字列です。
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フィールド

説明

Deployment:Execution Mode Password：文字 これはオプションのフィールドです。 デバイス パ
列（32）
スワードで、最大 32 文字の文字列です。
Deployment:Enable Mode Password：文字列 これはオプションのフィールドです。 設定を編集す
（32）
るためのデバイスのイネーブル パスワードで、最大
32 文字の文字列です。
Trustsec:PAC issue date：日付

これは、TrustSec デバイス用に Cisco ISE によって生
成された最後の TrustSec PAC の発行日を表示する
フィールドです。

Trustsec:PAC expiration date：日付

これは、TrustSec デバイス用に Cisco ISE によって生
成された最後の TrustSec PAC の有効期限を表示する
フィールドです。

Trustsec:PAC issued by：文字列

これは、TrustSec デバイス用に Cisco ISE によって生
成された最後の TrustSec PAC の発行者（TrustSec 管
理者）の名前を表示するフィールドです。 文字列で
す。

ネットワーク デバイス グループのインポート テンプレート形式
次の表に、テンプレート ヘッダーのフィールドとネットワーク デバイス グループの CSV ファイ
ルにおけるこれらのフィールドの説明を示します。
表 11：ネットワーク デバイス グループの CSV テンプレートのフィールドと説明

フィールド

説明

Name：文字列（100）

（必須）このフィールドはネットワーク デバイス グループの名前
です。 最大 100 文字の文字列です。 NDG の完全な名前の長さは、
最大 100 文字です。 たとえば、親グループ Global > Asia の下にサブ
グループ India を作成している場合、作成する NDG の完全な名前は
Global#Asia#India になり、この完全な名前の長さは 100 文字を超え
ることはできません。 NDG の完全な名前の長さが 100 文字を超え
た場合、NDG の作成は失敗します。

Description：文字列
（1024）

これは、オプションのネットワーク デバイス グループの説明です。
これは、最大 1024 文字の文字列です。

Type：文字列（64）

（必須）このフィールドはネットワーク デバイス グループのタイ
プです。 これは、最大 64 文字の文字列です。
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フィールド

説明

Is Root：ブール
（true|false）

（必須）これは、特定のネットワーク デバイス グループがルート
グループかどうかを示すフィールドです。 有効な値は true または
false です。

Mobile Device Manager と Cisco ISE との相互運用性
モバイル デバイス管理（MDM）サーバはモバイル事業者、サービス プロバイダー、企業にわたっ
て展開されたモバイル デバイスの保護、モニタ、管理、およびサポートを行います。 MDM サー
バはポリシー サーバで構成され、ポリシー サーバは展開環境のモバイル デバイスにある一部の
アプリケーション（電子メール アプリケーションなど）の使用を制御します。 ただし、ACL、
SGTなどに基づいてエンドポイントへの細かなアクセスを提供できるエンティティは、ネットワー
クのみです。この処理を実行するために、Cisco ISE は必要なデバイス属性について MDM サーバ
に問い合わせを行い、これらのデバイスに対するネットワーク アクセス制御を確実に提供できる
ようにします。
この図では、MDM ポリシー サーバがポリシー情報ポイントであるのに対し、Cisco ISE は適用ポ
イントです。 Cisco ISE は、MDM サーバからデータを取得して、完全なソリューションを提供し
ます。
図 12：MDM の Cisco ISE との相互運用性

次の表に、MDM 設定で使用されるコンポーネントを示します。
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表 12：MDM 設定で使用されるコンポーネント

コンポーネント

仕様

Cisco Identity Services Engine, Release 1.2

次のいずれか：ISE 3315、3355、3395、3415、
3495、または VMware

MDM サーバ

—

（任意）認証権限サーバ

Microsoft の仕様どおり（Windows 2008 R2
Enterprise SP2）

ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）

• ハードウェア：5500 シリーズ、2500 シリー
ズ、WLSM-2
• ソフトウェア：Unified Wireless Network ソ
フトウェア、リリース 7.2

モバイル デバイス

MDMベンダーでサポートされているデバイス。
たとえば、Apple iOS 5.0 以降、Google Android
2.3。

外部 Mobile Device Manager（MDM）サーバと相互運用するように Cisco ISE を設定できます。
サードパーティのこのタイプの接続を設定することによって、MDM データベースにある詳細情
報を活用できます。 Cisco ISE は REST API コールを使用して、外部 MDM サーバからさまざまな
情報をプルします。 Cisco ISE はスイッチ、アクセス ルータ、ワイヤレス アクセス ポイント、そ
の他のネットワーク アクセス ポイントに適切なアクセス コントロール ポリシーを適用して、Cisco
ISE ネットワークへのリモート デバイス アクセスをより適切に制御します。

サポートされる MDM の使用例
Cisco ISE が外部 MDM サーバと連携して実行する機能は、次のとおりです。
• デバイス登録の促進：ネットワークにアクセスする未登録のエンドポイントは、MDM サー
バ上でホストされている登録ページにリダイレクトされ、ユーザ ロール、デバイス タイプ
などに基づいて登録されます。
• デバイスの修復の処理：エンドポイントは、非準拠になった後は、制限付きアクセスだけが
付与されます。
• エンドポイント データの増加：Cisco ISE プロファイラを使用して収集できない、MDM サー
バの情報でエンドポイント データベースを更新します。 エンドポイントが MDM のモニタ
対象デバイスの場合、Cisco ISE は [管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）]
> [ID（Identities）] > [エンドポイント（Endpoints）] ページを使用して表示できる 6 つのデバ
イス属性を使用します。 次に例を示します。
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◦ MDMImei: 99 000100 160803 3
◦ MDMManufacturer: Apple
◦ MDMModel: iPhone
◦ MDMOSVersion: iOS 6.0.0
◦ MDMPhoneNumber: 9783148806
◦ MDMSerialNumber: DNPGQZGUDTF9
• 定期的なコンプライアンス チェック：Cisco ISE は、4 時間ごとに MDM サーバをポーリング
し、デバイス コンプライアンス データを確認します。
• MDM サーバを介したデバイス手順の発行：MDM サーバを介してユーザのデバイスに対す
るリモート アクションを発行します。
Cisco ISE では、次の属性に基づいて MDM ポリシーを設定できます。
• DeviceRegisterStatus
• DeviceCompliantStatus
• DiskEncryptionStatus
• PinLockStatus
• JailBrokenStatus
• Manufacturer
• IMEI
• SerialNumber
• OsVersion
• PhoneNumber

サポートされる MDM サーバ
サポートされる MDM サーバは、次のベンダーの製品です。
• Airwatch, Inc.
• Good Technology
• MobileIron, Inc.
• Zenprise, Inc.
• SAP Afaria
• Fiberlink MaaS
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MDM サーバにより使用されるポート
次の表に、相互に通信ができるように Cisco ISE と MDM サーバ間で開く必要のあるポートを示し
ます。 MDM エージェントおよびサーバで開く必要があるポートのリストについては、MDM サー
バのドキュメントを参照してください。
表 13：MDM サーバにより使用されるポート

MDM サーバ

ポート

Mobile Iron

443

Zenprise

443

Good

19005

Airwatch

443

Afaria

443

Fiberlink MaaS

443

MDM ディクショナリ属性
Cisco ISE に MDM サーバ定義を追加すると、MDM ディクショナリ属性は Cisco ISE で使用可能に
なり、許可ポリシーで使用できます。 許可ポリシーに使用可能なディクショナリ属性を表示でき
ます（[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [ディクショナリ（Dictionaries）]
> [MDM] > [ディクショナリ属性（Dictionary Attributes）]）。
ポリシーでこれらの MDM ディクショナリ属性を使用している場合、Cisco ISE から MDM サーバ
設定を削除できません。 MDM サーバ設定を削除するには、初めにポリシーから MDM ディクショ
ナリ属性を削除し、次に Cisco ISE から MDM サーバを削除します。

MDM 統合プロセス フロー
ここでは、MDM 統合プロセスについて説明します。
1 ユーザはデバイスを SSID に関連付けます。
2 （任意）デバイスが登録されていない場合、ユーザはデバイス オンボーディング フローを順
に実行します。
3 Cisco ISE は、MDM サーバに対して API コールを実行します。
4 この API コールは、このユーザのデバイスとデバイスのポスチャ ステータスのリストを戻し
ます。
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（注）

入力パラメータは、エンドポイント デバイスの MAC アドレスです。
5 ユーザのデバイスがこのリストにない場合、デバイスが登録されていないことを意味します。
Cisco ISE は、Cisco ISE にリダイレクトされる許可要求を NAD に送信します。 ユーザが MDM
サーバ ページに表示されます。
6 Cisco ISE は、MDM を使用してデバイスをプロビジョニングし、デバイスを登録するための適
切なページをユーザに表示します。
7 ユーザは MDM サーバにデバイスを登録し、MDM サーバは Cisco ISE に要求をリダイレクトし
ます（自動リダイレクションまたは手動のブラウザ リフレッシュによって）。
8 Cisco ISE は MDM サーバに対して再度ポスチャ ステータスのクエリーを実行します。
9 ユーザのデバイスが MDM サーバで設定されているポスチャ（コンプライアンス）ポリシーに
準拠していない場合、デバイスがポリシーに準拠しておらず、準拠する必要があることがユー
ザに通知されます。
10 ユーザのデバイスがポリシーに準拠するようになった後、MDM のサーバは内部テーブルのデ
バイスのステータスを更新します。
11 ここでユーザがブラウザをリフレッシュすると、制御が Cisco ISE に返されます。
12 Cisco ISE はコンプライアンス情報を取得するために MDM サーバを 4 時間ごとにポーリング
し、必要に応じて許可変更（CoA）を発行します。
次の図は、MDM プロセス フローを示しています。

Cisco ISE による MDM サーバの設定
Cisco ISE で MDM サーバを設定するには、次のタスクを実行します。
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手順
ステップ 1

Cisco ISE に MDM サーバ証明書をインポートします。

ステップ 2

Mobile Device Manager の定義を作成します。

ステップ 3

ワイヤレス LAN コントローラの ACL を設定します。

ステップ 4

未登録のデバイスをリダイレクトするための許可プロファイルを設定します。

ステップ 5

MDM 使用例の許可ポリシー ルールを設定します。

Cisco ISE への MDM サーバ証明書のインポート
Cisco ISE を MDM サーバに接続するには、Cisco ISE 証明書ストアに MDM サーバ証明書をイン
ポートする必要があります。 MDM サーバに CA 署名付き証明書がある場合は、Cisco ISE 証明書
ストアにルート CA をインポートする必要があります。

手順
ステップ 1

MDM サーバ証明書を MDM サーバからエクスポートして、ローカル マシンに保存します。

ステップ 2

[管理（Administration）] > [証明書（Certificates）] > [証明書ストア（Certificate Store）] > [インポー
ト（Import）] を選択します。

ステップ 3

[参照（Browse）] をクリックして、MDM サーバから取得した MDM サーバ証明書を選択します。

ステップ 4

わかりやすい名前を追加します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 6

[証明書ストア（Certificate Store）] リスト ページに MDM サーバ証明書が一覧表示されることを
確認します。

次の作業
Mobile Device Manager の定義を作成します。

Mobile Device Manager の定義の作成
Cisco ISE がログインしたユーザのデバイスから最新のデバイス接続ステータスをできるだけオン
デマンドで取得できるように、外部 MDM サーバの Mobile Device Manager（MDM）の定義を 1 つ
以上作成できます （複数の MDM サーバ定義を設定できますが、Cisco ISE と相互運用する MDM
サーバは一度に 1 つしかアクティブにできません）。

はじめる前に
Cisco ISE に MDM サーバ証明書をインポートしたことを確認します。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [MDM] 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

追加する MDM サーバの名前と説明を入力します。

ステップ 4

どの MDM サーバがアクティブになるかを示す [ステータス（Status)] チェックボックスをオン（ま
たはオフ）にします。 Cisco ISE は一度に 1 つの MDM サーバのみと通信できます。

ステップ 5

[MDM サーバ ホスト（MDM server host）] フィールドに、MDM サーバの IP アドレスまたはホス
ト名（FQDN）を入力します。

ステップ 6

Cisco ISE が MDM サーバと通信する必要があるネットワークおよびプロキシ ポートを指定しま
す。

ステップ 7

（Zenprise サーバの場合のみ必須）追加する MDM サーバのサーバ インスタンス名を指定します。

ステップ 8

Cisco ISE が MDM サーバ データベースにログインし、それと相互運用できるように、MDM サー
バ管理者のユーザ名とパスワードを指定します。

ステップ 9

Cisco ISE が MDM サーバをポーリングしてコンプライアンス チェック情報を確認するためのポー
リング間隔（分単位）を入力します。 この値は、MDM サーバのポーリング間隔と同じである必
要があります。 デフォルト値は 240 分です。
ネットワーク上の少数のアクティブ クライアントをテストする場合のみポーリング間隔を 60 分
未満に設定することを推奨します。多くのアクティブクライアントを持つ実稼働環境でこの値を
60 分未満に設定すると、システムの負荷が大幅に増加し、パフォーマンスに悪影響を与える場合
があります。

ステップ 10

Cisco ISE と MDM サーバの接続をアクティブにするには、[有効（Enable）] チェックボックスを
オンにします。

ステップ 11

MDM サーバへの Cisco ISE の接続をテストするには、[テスト接続（Test Connection）] をクリッ
クします。
Cisco ISE に接続エラーが表示される場合は、作成した定義を削除し、MDM サーバに到達可能な
ことを確認し、Cisco ISE で MDM サーバ定義を再作成します。

ステップ 12

[送信（Submit）] をクリックし、MDM サーバ定義を保存します。 Cisco ISE を MDM サーバに正
常に接続した後にのみ、MDM ディクショナリは Cisco ISE に読み込まれます。

次の作業
未登録のデバイスのリダイレクトのための許可プロファイルを設定します。

未登録のデバイスのリダイレクトのための許可プロファイルの設定
未登録のデバイスをリダイレクトするには、Cisco ISE で許可プロファイルを設定する必要があり
ます。
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はじめる前に
Cisco ISE で MDM サーバ定義を作成したことを確認します。 正常に MDM サーバと ISE を統合し
た後に限り、MDMディクショナリにデータが入力され、MDMディクショナリ属性を使用して許
可ポリシーを作成できます。
未登録のデバイス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。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [許可
（Authorization）] > [許可プロファイル（Authorization Profiles）] > [追加（Add）] を選択します。

ステップ 2

準拠していないまたは登録されていない未登録デバイスをリダイレクトするための許可プロファ
イル作成します。

ステップ 3

許可プロファイルの名前を入力します。

ステップ 4

アクセス タイプとして ACCESS_ACCEPT を選択します。

ステップ 5

[Web リダイレクション（Web Redirection）] チェックボックスをオンにし、ドロップダウン リス
トから [MDM リダイレクト（MDM Redirect）] を選択します。

ステップ 6

ワイヤレス LAN コントローラ上で設定した ACL の名前を [ACL] フィールドに入力します。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
MDM の許可ポリシー ルールを設定します。

MDM 使用例の許可ポリシー ルールの設定
Cisco ISE の MDM 設定を完了するには、Cisco ISE で許可ポリシー ルールを設定する必要があり
ます。

はじめる前に
• Cisco ISE 証明書ストアに MDM サーバ証明書を追加します。
• Cisco ISE で MDM サーバ定義を作成したことを確認します。 正常に MDM サーバと ISE を
統合した後に限り、MDM ディクショナリにデータが入力され、MDM ディクショナリ属性
を使用して許可ポリシーを作成できます。
• 未登録のデバイスまたは非準拠のデバイス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。
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手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [許可（Authorization）] > [新規ルールを下に挿入（Insert New Rule Below）]
を選択します。

ステップ 2

次のルールを追加します。
• [MDM_Un_Registered_Non_Compliant]：MDM サーバに登録されていないか、MDM ポリシー
に準拠していないデバイスの場合。 要求がこのルールに一致すると、ISE MDM ページが表
示され、MDM でのデバイスの登録に関する情報が示されます。
• [PERMIT]：デバイスが Cisco ISE および MDM に登録されており、Cisco ISE および MDM ポ
リシーに準拠している場合、Cisco ISE で設定されたアクセス コントロール ポリシーに基づ
いてネットワークへのアクセス権が付与されます。
次の図は、この設定の例を示します。
図 13：MDM の使用例の許可ポリシー ルール

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。

デバイスのワイプまたはロック
Cisco ISE では、失われたデバイスをワイプしたり、PIN ロックをオンにしたりできます。 これは
[エンドポイント（Endpoints）] ページから行うことができます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [ID（Identities）] > [エンドポイン
ト（Endpoints）] を選択します。

ステップ 2

ワイプまたはロックするデバイスの横にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[MDM アクセス（MDM Access）] ドロップダウン リストから、次のオプションのいずれかを選択
します。
• [フル ワイプ（Full Wipe）]：デバイスからすべての情報を削除します
• [企業ワイプ（Corporate Wipe）]：MDM サーバ ポリシーで設定したアプリケーションを削除
します
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• [PIN ロック（PIN Lock）]：デバイスをロックします
ステップ 4

[はい（Yes）] をクリックして、デバイスをワイプまたはロックします。

Mobile Device Manager のレポートの表示
Cisco ISE では、MDM サーバ定義のすべての追加、更新、および削除を記録します。 これらのイ
ベントは、選択された期間での任意のシステム管理者によるすべての設定変更を報告する「変更
設定監査」レポートで表示できます。
[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [変更設定監査（Change Configuration Audit）] >
[MDM] を選択し、結果のレポートで表示する期間を指定します。

Mobile Device Manager のログの表示
[メッセージ カタログ（Message Catalog）] ページを使用して、Mobile Device Manager のログ メッ
セージを表示できます。 [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。 MDM ログ エントリのデフォルトの
レポーティング レベルは「INFO」です。
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リソースの管理
• ディクショナリおよびディクショナリ属性, 219 ページ
• RADIUS ベンダー ディクショナリ, 221 ページ

ディクショナリおよびディクショナリ属性
辞書は、ドメインのアクセス ポリシーの定義に使用できる属性と許容値のドメイン固有カタログ
です。個々のディクショナリは、属性タイプの同種の集合です。ディクショナリで定義された属
性は同じ属性タイプを持ち、タイプは特定の属性のソースまたはコンテキストを示します。
属性タイプは次のいずれかになります。
• MSG_ATTR
• ENTITY_ATTR
• PIP_ATTR
属性と許容値に加えて、ディクショナリには名前と説明、データ型、デフォルト値などの属性に
関する情報が含まれます。 属性は、次のいずれかのデータ型となります。BOOLEAN、FLOAT、
INTEGER、IPv4、OCTET_STRING、STRING、UNIT32、および UNIT64。
Cisco ISE ではインストール中にシステム ディクショナリが作成され、ユーザ ディクショナリを
作成できます。

システム定義のディクショナリとディクショナリ属性
Cisco ISE は、インストール中にシステム ディクショナリを作成します。これは、[システム ディ
クショナリ（System Dictionaries）] ページで確認できます。 システム定義のディクショナリ属性
は、読み取り専用の属性です。 その特性のため、既存のシステム定義のディクショナリは表示す
ることのみができます。 システム定義の値またはシステム ディクショナリ内の属性を作成、編
集、削除することはできません。
システム定義のディクショナリ属性は、属性の記述名、ドメインによって認識される内部名、お
よび許容値とともに表示されます。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
219

ディクショナリおよびディクショナリ属性

また、Cisco ISE は Internet Engineering Task Force（IETF）で定義され、システム定義のディクショ
ナリにも含まれる IETF RADIUS 属性セット用にディクショナリ デフォルトを作成します。 ID を
除くすべてのフリー IETF RADIUS 属性フィールドを編集できます。

システム ディクショナリおよびディクショナリ属性の表示
システムディクショナリ内のシステム定義の属性を作成、変更、削除することはできません。シ
ステム定義された属性は表示することのみができます。 ディクショナリの名前と説明に基づくク
イック検索またはユーザ定義の検索ルールに基づく高度な検索を実行できます。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [ディクショナリ（Dictionaries）] > [シ
ステム（System）] を選択します。

ステップ 2

[システム ディクショナリ（System Dictionaries）] ページからシステム ディクショナリを選択して
[表示（View）] をクリックします。

ステップ 3

[ディクショナリ属性（Dictionary Attributes）] をクリックします。

ステップ 4

リストからシステム ディクショナリを選択して [表示（View）] をクリックします。

ステップ 5

[システム ディクショナリ（System Dictionaries）] ページに戻るには、[ディクショナリ
（Dictionaries）] リンクをクリックします。

ユーザ定義のディクショナリとディクショナリ属性
Cisco ISE では、[ユーザ ディクショナリ（User Dictionary）] ページで作成したユーザ定義ディク
ショナリが表示されます。 システムで作成され、保存された既存のユーザ ディクショナリの [ディ
クショナリ名（Dictionary Name）] または [ディクショナリ タイプ（Dictionary Type）] の値は変更
できません。
[ユーザ ディクショナリ（User Dictionaries）] ページでは、次の操作を実行できます。
• ユーザ ディクショナリを編集および削除します。
• 名前および説明に基づいてユーザ ディクショナリを検索します。
• ユーザ ディクショナリのユーザ定義のディクショナリ属性を追加、編集、および削除しま
す。
• ディクショナリ属性の許容値を追加または削除します。

ユーザ定義のディクショナリの作成
ユーザ定義のディクショナリを作成、編集、または削除できます。
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手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [ディクショナリ（Dictionaries）] >
[ユーザ（User）] 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

ユーザ ディクショナリの名前、オプションの説明、およびバージョンを入力します。

ステップ 4

[ディクショナリ属性タイプ（Dictionary Attribute Type）] ドロップダウン リストから属性タイプを
選択します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ユーザ定義のディクショナリ属性の作成
ユーザ ディクショナリの、ユーザ定義のディクショナリ属性を追加、編集および削除したり、
ディクショナリ属性に使用できる値を追加または削除したりすることができます。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [ディクショナリ（Dictionaries）] >
[ユーザ（User）] を選択します。

ステップ 2

[ユーザ ディクショナリ（User Dictionaries）] ページからユーザ ディクショナリを選択して [編集
（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[ディクショナリ属性（Dictionary Attributes）] をクリックします。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 5

ディクショナリ属性の属性名、オプションの説明、および内部名を入力します。

ステップ 6

[データ型（Data Type）] ドロップダウン リストからデータ型を選択します。

ステップ 7

[追加（Add）] をクリックして、[使用できる値（Allowed Values）] テーブルで名前、使用できる
値、およびデフォルト ステータスを設定します。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。

RADIUS ベンダー ディクショナリ
Cisco ISE では、一連の RADIUS ベンダー ディクショナリを定義したり、それぞれの一連の属性
を定義したりできます。 リスト内の各ベンダー定義には、ベンダー名、ベンダー ID、および簡単
な説明が含まれています。
Cisco ISE では、次の RADIUS ベンダー ディクショナリがデフォルトで提供されます。
• Airespace
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• Cisco
• Cisco-BBSM
• Cisco-VPN3000
• Microsoft
RADIUS プロトコルは、これらのベンダー ディクショナリと、許可プロファイルとポリシー条件
で使用できるベンダー固有属性をサポートします。

RADIUS ベンダー ディクショナリの作成
RADIUS ベンダー ディクショナリを作成、編集、削除、エクスポート、およびインポートするこ
ともできます。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [ディクショナリ（Dictionaries）] > [シ
ステム（System）] > [RADIUS（Radius）] > [RADIUS ベンダー（Radius 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

RADIUS ベンダーの Internet Assigned Numbers Authority（IANA）で承認されている RADIUS ベン
ダー ディクショナリの名前、オプションの説明、およびベンダー ID を入力します。

ステップ 4

属性値から取得したバイト数を選択して、[ベンダー属性タイプ フィールド長（Vendor Attribute
Type Field Length）] ドロップダウン リストから属性タイプを指定します。 有効な値は、1、2、お
よび 4 です。 デフォルト値は 1 です。

ステップ 5

属性値から取得したバイト数を選択して、[ベンダー属性サイズ フィールド長（Vendor Attribute
Size Field Length）] ドロップダウン リストから属性長を指定します。 有効な値は 0 と 1 です。 デ
フォルト値は 1 です。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

RADIUS ベンダー ディクショナリ属性の作成
Cisco ISE がサポートする RADIUS ベンダー属性を作成、編集、および削除できます。 各 RADIUS
ベンダー属性には、名前、データ型、説明、および方向（要求のみに関連する、応答のみに関連
する、または両方に関連するかどうかを指定）が含まれています。
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手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [ディクショナリ（Dictionaries）] > [シ
ステム（System）] > [RADIUS（Radius）] > [RADIUS ベンダー（Radius Vendors）] を選択します。

ステップ 2

RADIUS ベンダー ディクショナリ リストから RADIUS ベンダー ディクショナリを選択して [編集
（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[ディクショナリ属性（Dictionary Attributes）] をクリックし、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

RADIUS ベンダー属性の属性名とオプションの説明を入力します。

ステップ 5

[データ型（Data Type）] ドロップダウン リストからデータ型を選択します。

ステップ 6

[MAC オプションの有効化（Enable MAC option）] チェックボックスを選択します。

ステップ 7

RADIUS 要求のみ、RADIUS 応答のみ、またはその両方に適用される方向を [方向（Direction）]
ドロップダウン リストから選択します。

ステップ 8

[ID] フィールドにベンダー属性 ID を入力します。

ステップ 9

[タグ付けの許可（Allow Tagging）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 10

[プロファイルのこの属性の複数インスタンスを許可する（Allow multiple instances of this attribute
in a profile）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 11

[追加（Add）] をクリックして、[使用できる値（Allowed Values）] テーブルにベンダー属性の使
用できる値を追加します。

ステップ 12

[送信（Submit）] をクリックします。
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ロギング メカニズム
• Cisco ISE ロギング メカニズム, 225 ページ
• Cisco ISE システム ログ, 226 ページ
• リモート syslog 収集場所の設定, 231 ページ
• Cisco ISE メッセージ コード, 232 ページ
• Cisco ISE メッセージ カタログ, 233 ページ
• デバッグ ログの設定オプション, 233 ページ
• エンドポイントのデバッグ ログ コレクタ, 234 ページ
• 収集フィルタ, 235 ページ

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。

ローカル ログの消去の設定
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。
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手順
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。

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 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。

ローカル ストア syslog メッセージの形式
ログ メッセージは、次の syslog メッセージ フォーマットでローカル ストアに送信されます。
timestamp sequence_num msg_ode msg_sev msg_class msg_text attr =value
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Cisco ISE システム ログ

フィールド

説明

timestamp

次の形式での、生成元の Cisco ISE
ノードのローカル クロックに従った
メッセージ生成の日付。
YYYY- MM-DD hh:mm:ss:xxx +/-zh:zm.
値は次のとおりです。
• YYYY = 年を表す数字。
• MM = 月を表す数字。 1 桁の月
（1 ～ 9）の場合は、数字の前に
0 が付きます。
• DD = 日を表す数字。 1 桁の日（1
～ 9）の場合、数字の前に 0 が付
きます。
• hh = 時間：00 ～ 23。
• mm = 分：00 ～ 59。
• ss = 秒：00 ～ 59。
• xxx = ミリ秒：000 ～ 999。
• +/-zh:zm = Cisco ISE サーバのタ
イム ゾーンからのタイム ゾーン
オフセット。zh はオフセットの
時間数、zm はオフセットの分数
です。すべて先頭に、オフセッ
トの方向を示すマイナスまたは
プラス記号が付きます。 たとえ
ば、+02:00 は、タイム スタンプ
によって示された時刻に、Cisco
ISE サーバのタイム ゾーンより
も 2 時間先行する Cisco ISE ノー
ドでメッセージが発生したこと
を示します。

sequence_num

各メッセージのグローバルカウンタ。
1 つのメッセージがローカル ストアに
送信され、次に syslog サーバ ターゲッ
トに送信された場合は、カウンタが 2
つ増加します。 有効な値は
0000000001 ～ 999999999 です。

msg_ode

ロギング カテゴリで定義されている
メッセージ コード。
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Cisco ISE システム ログ

フィールド

説明

msg_sev

ログ メッセージのメッセージ重大度
レベル。 [管理（Administration）] >
[システム（System）] > [ロギング
（Logging）] > [ロギング カテゴリ
（Logging Categories）] を参照してく
ださい。

msg_class

同じコンテキストを持つメッセージの
グループを識別するメッセージ クラ
ス。

msg_text

英語の説明テキスト メッセージ。

attr=value

ロギングされたイベントの詳細を示す
属性と値のペアのセット。 カンマ
（,）で各ペアを区切ります。
属性名は Cisco ISE ディクショナリで
定義されています。
応答方向属性セットの値は、Response
という 1 つの属性にバンドルされ、中
カッコ {} で囲まれます。 また、
Response 内の属性と値のペアはセミ
コロンで区切られます。
例：
Response={RadiusPacketType=AccessAccept;
AuthenticationResult=UnknownUser;
cisco-av-pair=sga:security-group-tag=0000-00;}

リモート syslog メッセージの形式
ログ メッセージは、ローカル ストア syslog メッセージ フォーマットに先行する次の syslog メッ
セージ ヘッダー フォーマットでリモート syslog サーバに送信されます。
pri_num YYYY Mmm DD hh:mm:ss xx:xx:xx:xx/host_name cat_name msg_id total_seg seg_num
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Cisco ISE システム ログ

フィールド

説明（Description）

pri_num

メッセージのプライオリティ値。
メッセージのファシリティ値と重
大度値の組み合わせです。 プライ
オリティ値 =（ファシリティ値 *
8）+ 重大度値。 セキュリティ レ
ベルについては、「Setting Security
levels for Message Codes」を参照し
てください。
ファシリティ コードの有効なオプ
ションは次のとおりです。
• LOCAL0（コード = 16）
• LOCAL1（コード = 17）
• LOCAL2（コード = 18）
• LOCAL3（コード = 19）
• LOCAL4（コード = 20）
• LOCAL5（コード = 21）
• LOCAL6（コード = 22、デ
フォルト）
• LOCAL7（コード = 23）
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Cisco ISE システム ログ

フィールド

説明（Description）

時刻

生成元の Cisco ISE サーバのロー
カル クロックに従った、YYYY
Mmm DD hh:mm:ss フォーマット
でのメッセージ生成の日付。
値は次のとおりです。
• YYYY = 年を表す数字。
• Mmm = 月の表現（Jan、Feb、
Mar、Apr、May、Jun、Jul、
Aug、Sep、Oct、Nov、
Dec）。
• DD = 日を表す数字。 1 桁の
日付（1 ～ 9）の場合は、数
字の前に空白が付きます。
• hh = 時間：00 ～ 23。
• mm = 分：00 ～ 59。
• ss = 秒：00 ～ 59。
一部のデバイスは、タイム ゾーン
を -/+hhmm のフォーマットで指定
するメッセージを送信します。と + は、Cisco ISE サーバのタイム
ゾーンからのオフセット方向を示
します。hh はオフセットの時間
数、mm はオフセット時間の分数
です。 たとえば、+02:00 は、タイ
ム スタンプによって示された時刻
に、Cisco ISE サーバのタイム ゾー
ンよりも 2 時間先行する Cisco ISE
ノードでメッセージが発生したこ
とを示します。

xx:xx:xx:xx/host_name

発信元の Cisco ISE ノードの IP ア
ドレスまたはホスト名。

cat_name

先頭に CSCOxxx 文字列が付いた
ロギング カテゴリ名。
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リモート syslog 収集場所の設定

フィールド

説明（Description）

msg_id

固有のメッセージ ID。1 ～
4294967295 です。 メッセージ ID
は、新しいメッセージごとに 1 つ
増加します。 メッセージ ID は、
アプリケーションが再起動するた
びに 1 から再開します。

total_seg

ログ メッセージ内のセグメントの
総数。 長いメッセージは複数のセ
グメントに分割されます。
（注）

seg_num

total_seg は、[リモート
ロギング ターゲット
（Remote Logging
Targets）] ページの [最大
長（Maximum Length）]
設定によって異なりま
す。 「リモート ロギン
グターゲットの設定」を
参照してください。

メッセージ内のセグメントの順序
番号。 この数値を使用して、メッ
セージのどのセグメントを表示し
ているかを判断します。

リモート syslog 収集場所の設定
syslog を保存する外部の場所を作成できます。
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。
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Cisco ISE メッセージ コード

手順
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

必要に応じてフィールドを設定します。

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。
ロギング ターゲット ページで syslog の格納場所を作成したら、ログを受信するために、必要なロ
ギング カテゴリに格納場所をマッピングする必要があります。

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、およびアカウンティング）
（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。

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。
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Cisco ISE メッセージ カタログ

手順
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。

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（Log Message 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。 このページで
利用可能なデータは表示専用です。

デバッグ ログの設定オプション
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もデバッグ 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し、デバッグ ログをローカル サーバ
に保存できます。

（注）

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。

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。
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エンドポイントのデバッグ ログ コレクタ

手順
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。 [ノード リスト（Node List）] ページに、ノードとそ
のペルソナのリストが表示されます。 特にノード リストが大きい場合は、[フィルタ（Filter）] ボ
タンを使用して特定のノードを検索できます。

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含まれています。
各ノードには、一連のコンポーネントが含まれます。
（注）

ステップ 3

[フィルタ（Filter）] ボタンを使用すると、このリストから特定のコンポーネントを検索
できます。

次のいずれかを実行して、ログ重大度レベルを調整します。
• コンポーネントの名前をクリックし、ドロップダウン リストから目的のログ重大度レベルを
選択してから、[保存（Save）] をクリックします。
• デバッグ ログ重大度レベルを設定するコンポーネントの名前を選択してから、[編集（Edit）]
をクリックします。 このページで、[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。
（注）

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。

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。

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
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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。

はじめる前に
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。

手順
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。

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。

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。
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収集フィルタ

手順
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（Policy Set Name）
• NAS IP アドレス（NAS IP Address）
• デバイス IP アドレス（Device IP Address）

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。

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。
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。
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バックアップ/復元操作
• バックアップ データ型, 237 ページ
• バックアップ/復元リポジトリ, 237 ページ
• オンデマンドおよびスケジュール バックアップ, 239 ページ
• Cisco ISE 復元操作, 244 ページ
• 認証および許可ポリシー設定のエクスポート, 251 ページ
• 分散環境でのプライマリ ノードとセカンダリ ノードの同期, 251 ページ
• スタンドアロンおよび分散展開での失われたノードの復元, 252 ページ

バックアップ データ型
Cisco ISE では、プライマリまたはスタンドアロン管理ノードとモニタリング ノードからデータを
バック アップすることができます。 バックアップは CLI またはユーザ インターフェイスから実
行できます。
Cisco ISE では次のタイプのデータのバックアップが可能です。
• 設定データ：アプリケーション固有および Cisco ADE オペレーティング システム両方の設定
データが含まれます。
• 運用データ：モニタリングおよびトラブルシューティング データが含まれます。
復元操作は、Cisco ISE の以前のバージョンのバックアップ ファイルを使用して実行し、それ以降
のバージョンに復元します。たとえば、Cisco ISE リリース 1.1 の ISE ノードのバックアップがあ
れば、それを Cisco ISE リリース 1.2 に復元できます。

バックアップ/復元リポジトリ
Cisco ISE では管理者ポータルを使用してリポジトリを作成および削除することができます。 次の
タイプのリポジトリを作成できます。
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• ディスク
• FTP
• SFTP
• NFS
• CD-ROM
• HTTP
• HTTPS
SNS 3415 および SNS 3495 アプライアンスで利用可能な物理 CD-ROM はありません。 KVM を使
用して作成された仮想 CD-ROM を CD-ROM としてリポジトリ タイプを作成できます。

（注）

リポジトリは、各デバイスに対してローカルです。

（注）

小規模な展開（100 個以下のエンドポイント）では、10 GB のリポジトリを、中規模の展開で
は 100 GB のリポジトリを、大規模な展開では 200 GB のリポジトリを用意することを推奨し
ます。

リポジトリの作成
リポジトリを作成するには、CLI と GUI を使用できます。 次の理由により、GUI を使用すること
を推奨します。
• CLI で作成されたリポジトリはローカルに保存され、他の展開ノードに複製されません。 こ
れらのリポジトリは、GUI のリポジトリ ページに表示されません。
• プライマリ管理ノードで作成されたリポジトリは、他の展開ノードに複製されます。

はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [メンテナンス（Maintenance）] > [リポジトリ
（Repository）] を選択します。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックして、新しいリポジトリを追加します。

ステップ 3

新しいリポジトリのセット アップの必要に応じて値を入力します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックしてリポジトリを作成します。

ステップ 5

左側の [操作（Operations）] ナビゲーション ペインで [リポジトリ（Repository）] をクリックする
か、このページ上部の [リポジトリ リスト（Repository List）] リンクをクリックして、リポジトリ
のリスト ページに移動して、リポジトリが正常に作成されていることを確認します。

次の作業
• Cisco ISE コマンドライン インターフェイスで次のコマンドを実行して、作成したリポジト
リが動作していることを確認します。
show repository repository_name
ここで、repository_name は作成したリポジトリの名前です。

（注）

リポジトリの作成時に指定したパスが存在しない場合、「%無効なディレクト
リです（%Invalid Directory）」というエラーが表示されます。

• オンデマンド バックアップを実行するかバックアップのスケジュールを設定します。

オンデマンドおよびスケジュール バックアップ
Cisco ISE では、プライマリ管理ノードとプライマリ モニタリング ノードのオンデマンド バック
アップができます。 バックアップ データがすぐに必要な場合にオンデマンド バックアップを実
行します。
Cisco ISE では、1 回、毎日、毎週、または毎月実行するようにシステム レベル バックアップをス
ケジュールできます。 バックアップ操作は長時間かかる場合がありますが、スケジュールできる
ため中断が発生することはありません。 バックアップは、Cisco ISE CLI または Cisco ISE 管理者
ポータルからスケジュールできます。

（注）

Cisco ISE リリース 1.2 にアップグレードする場合は、バックアップ ジョブのスケジュール設
定を再作成する必要があります。
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オンデマンド バックアップの実行
オンデマンド バックアップを実行して、即座に設定データまたはモニタリング（運用）データを
バックアップすることができます。 復元操作では、バックアップ取得時の設定状態に Cisco ISE
が復元されます。

重要

バックアップと復元を行う場合、復元によって、ターゲット システムの信頼できる証明書の
リストがソース システムの証明書のリストによって上書きされます。 バックアップおよび復
元機能に、内部認証局（CA）証明書に関連付けられている秘密キーが含まれていないことを
確認することが重要です。
1 つのシステムから別のシステムにバックアップと復元を行う場合、エラーを回避するには、
次のオプションのいずれか 1 つを選択する必要があります。
• オプション 1：
CA 証明書をソース ISE ノードから CLI を使用してエクスポートし、ターゲット システ
ムに CLI を使用してインポートします。
長所：ソース システムからエンドポイントに発行された証明書は、すべて引き続き信頼
されます。 ターゲット システムによって発行された新しい証明書は、同じキーによって
署名されます。
短所：復元機能の前にターゲット システムによって発行された証明書は信頼されず、再
発行される必要があります。
• オプション 2：
復元プロセスの後、内部 CA のすべての新しい証明書を生成します。
長所：このオプションでは元のソース証明書や元のターゲット証明書は使用されないた
め、クリーンな方式として推奨されます。 元のソース システムによって発行された証明
書は引き続き信頼されます。
短所：復元機能の前にターゲット システムによって発行された証明書は信頼されず、再
発行される必要があります。

はじめる前に
• この作業を実行する前に、Cisco ISE のバックアップ データのタイプの基本を理解している
必要があります。
• バックアップ ファイルを格納するリポジトリを作成したことを確認します。
• ローカル リポジトリを使用してバック アップしないでください。 リモート モニタリング
ノードのローカル リポジトリで、モニタリング データをバック アップすることはできませ
ん。
• バックアップを取得する前に、すべての証明書関連の変更を実行します。
• 次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
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（注）

バックアップ/復元操作では、次のリポジトリ タイプはサポートされていませ
ん。CD-ROM、HTTP、HTTPS、または TFTP。 これは、これらのリポジトリ
タイプが読み取り専用であるか、またはプロトコルでファイルのリストがサ
ポートされないためです。 バックアップを復元するには、リポジトリを選択
し、[復元（Restore）] をクリックします。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [バックアップ/復元（Backup and Restore）] を選
択します。

ステップ 2

[すぐにバックアップ（Backup Now）] をクリックします。

ステップ 3

バックアップを実行するために必要な値を入力します。

ステップ 4

[OK] をクリックします。

ステップ 5

バックアップが正常に完了したことを確認します。
Cisco ISE はタイムスタンプを持つバックアップ ファイル名を付け、指定されたリポジトリにファ
イルを保存します。 タイムスタンプに加えて、Cisco ISE は設定バックアップには CFG タグ、操
作バックアップには OPS タグを追加します。 バックアップ ファイルが指定リポジトリにあるこ
とを確認します。
分散展開では、バックアップの実行中にノードのロールを昇格させたり、ノードの設定を行った
りすることはできません。 バックアップの実行中にノードのロールを変更すると、すべてのプロ
セスがシャットダウンし、データに不一致が生じる場合があります。 ノードのロールを変更する
際は、バックアップが完了するまで待機してください。

バックアップのスケジュール
このページを使用して、設定やモニタリング バックアップをスケジュールすることができます。
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重要

バックアップと復元を行う場合、復元によって、ターゲット システムの信頼できる証明書の
リストがソース システムの証明書のリストによって上書きされます。 バックアップおよび復
元機能に、内部認証局（CA）証明書に関連付けられている秘密キーが含まれていないことを
確認することが重要です。
1 つのシステムから別のシステムにバックアップと復元を行う場合、エラーを回避するには、
次のオプションのいずれか 1 つを選択する必要があります。
• オプション 1：
CA 証明書をソース ISE ノードから CLI を使用してエクスポートし、ターゲット システ
ムに CLI を使用してインポートします。
長所：ソース システムからエンドポイントに発行された証明書は、すべて引き続き信頼
されます。 ターゲット システムによって発行された新しい証明書は、同じキーによって
署名されます。
短所：復元機能の前にターゲット システムによって発行された証明書は信頼されず、再
発行される必要があります。
• オプション 2：
復元プロセスの後、内部 CA のすべての新しい証明書を生成します。
長所：このオプションでは元のソース証明書や元のターゲット証明書は使用されないた
め、クリーンな方式として推奨されます。 元のソース システムによって発行された証明
書は引き続き信頼されます。
短所：復元機能の前にターゲット システムによって発行された証明書は信頼されず、再
発行される必要があります。

はじめる前に
• このタスクを実行する前に、バックアップ可能なデータのタイプと、オンデマンドおよびス
ケジュール バックアップの基本を理解している必要があります。
• リポジトリを設定していることを確認します。
• ローカル リポジトリを使用してバック アップしないでください。 リモート モニタリング
ノードのローカル リポジトリで、モニタリング データをバック アップすることはできませ
ん。
• 次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
• Cisco ISE 1.1 以前のリリースから Cisco ISE 1.2 にアップグレードする場合、バックアップの
スケジュールを再設定する必要があります。 『Cisco Identity Services Engine Upgrade Guide,
Release 1.2』の「既知のアップグレードの問題」の項を参照してください。
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（注）

バックアップ/復元操作では、次のリポジトリ タイプはサポートされていませ
ん。CD-ROM、HTTP、HTTPS、または TFTP。 これは、これらのリポジトリ
タイプが読み取り専用であるか、またはプロトコルでファイルのリストがサ
ポートされないためです。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [バックアップ/復元（Backup and Restore）] を選
択します。

ステップ 2

[作成（Create）] をクリックして、設定または操作バックアップをスケジュールします。

ステップ 3

必要に応じてバックアップをスケジュールするための値を入力します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックして、バックアップをスケジュールします。

ステップ 5

このページの上部にある [リフレッシュ（Refresh）] リンクをクリックして、バックアップのスケ
ジュールを表示します。
作成できる設定または操作バックアップのスケジュールは 1 回に 1 つだけです。 スケジュール
バックアップは有効化または無効化できますが、削除はできません。
CLI を使用してバックアップのスケジュールを設定するには、kron CLI コマンドを使用します。
CLI と GUI のこちらからでもバックアップをスケジュールできますが、GUI から実行することを
推奨します。

CLI を使用したバックアップ
CLI と GUI の両方からバックアップをスケジュールできますが、GUI から実行することを推奨し
ます。 ただし、セカンダリ モニタリング ノードの操作バックアップは、CLI からのみ実行できま
す。

バックアップ履歴
バックアップ履歴は、スケジュールまたはオンデマンド バックアップに関する基本情報です。
バックアップ履歴には、バックアップ名、バックアップ ファイルのサイズ、バックアップが保存
されているリポジトリ、バックアップが取られたタイムスタンプを表示します。この情報は、操
作監査レポートまたは、履歴テーブルの [バックアップ/復元（Backup and Restore）] ページから入
手できます。
バックアップが失敗すると、Cisco ISE がアラームをトリガーします。 バックアップ履歴ページに
失敗の原因が表示されます。障害の原因は操作監査レポートにも記載されます。障害の原因が欠
落しているか明確でない場合は、Cisco ISE CLI から backup-logs コマンドを実行し、ADE.log でよ
り詳細な情報が確認できます。
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バックアップ操作の実行中は、show backup status CLI コマンドを使用して、バックアップ操作の
進行状況を確認することができます。
バックアップ履歴は、Cisco ADE オペレーティング システムの設定データとともに保存されてい
ます。 つまり、アプリケーションのアップグレード後もそこに残っており、プライマリ管理ノー
ドのイメージを再作成した場合にのみ削除されます。

バックアップの失敗
バックアップが失敗した場合は、次を確認してください。
• 他のバックアップが同時に実行されていないことを確認します。
• 設定したリポジトリの使用可能なディスク領域を確認します。
◦ バックアップのモニタリングは、モニタリング データがモニタリング データベースに
割り当てられたサイズの 75% を超えると失敗します。 たとえばモニタリング ノードが
600 GB 割り当てられており、モニタリング データがストレージの 450 GB を超える領
域を消費すると、モニタリングのバックアップは失敗します。
◦ データベースのディスク使用量が 90% を超える場合、消去が発生してデータベースを
割り当てられたサイズの 75% 以下のサイズにします。
• 消去が進行中かどうかを確認します。 消去の進行中はバックアップ/復元操作は動作しませ
ん。
• リポジトリが正しく設定されていることを確認します。

Cisco ISE 復元操作
プライマリまたはスタンドアロン管理ノードに設定データを復元できます。 プライマリ管理ノー
ドにデータを復元したら、手動でセカンダリ ノードをプライマリ管理ノードと同期する必要があ
ります。
運用データを復元するプロセスは、展開のタイプによって異なります。

（注）

Cisco ISE リリース 1.2 の新しいバックアップ/復元のユーザ インターフェイスは、バックアッ
プ ファイル名のメタデータを使用します。 したがって、バックアップが完了後に、バックアッ
プ ファイル名を手動で変更しないでください。 手動でバックアップ ファイル名を変更する
と、Cisco ISE バックアップ/復元のユーザ インターフェイスは、バックアップ ファイルを認識
できません。 バックアップ ファイル名を変更しなければならない場合は、バックアップの復
元に Cisco ISE CLI を使用する必要があります。
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データの復元に関するガイドライン
次は、Cisco ISE バックアップ データを復元する場合に従うべきガイドラインです。
• あるタイムゾーン内のプライマリ管理ノードからバックアップを取得して、別のタイプゾー
ン内の別の Cisco ISE ノードに復元する場合、復元プロセスが失敗することがあります。 こ
の問題は、バックアップ ファイルのタイムスタンプが、バックアップが復元される Cisco ISE
ノードのシステム時刻より新しい場合に発生します。 同じバックアップを、取得後 1 日経過
してから復元すると、バックアップ ファイルのタイムスタンプが過去のものになり、復元プ
ロセスは成功します。
• バックアップを取得したホスト名と別のホスト名を持つプライマリ Cisco ISE ノードにバッ
クアップを復元すると、プライマリ Cisco ISE ノードはスタンドアロン ノードになります。
展開が切断し、セカンダリ ノードは機能しなくなります。 スタンドアロン ノードをプライ
マリ ノードにし、セカンダリ ノードの設定をリセットしてプライマリ ノードに再登録する
必要があります。 Cisco ISE ノードの設定をリセットするには、Cisco ISE CLI から次のコマ
ンドを入力してください。
◦ application reset-config ise
• システムのタイムゾーンは、最初の Cisco ISE インストールおよびセットアップ後に変更し
ないことを推奨します。
• 展開の 1 つ以上のノードの証明書設定を変更した場合は、データを復元するための別のバッ
クアップをスタンドアロン Cisco ISE ノードまたはプライマリ管理ノード（PAN）から取得
する必要があります。 そうしないで古いバックアップを使用してデータを復元すると、ノー
ド間の通信が失敗する可能性があります。
• PAN 上で設定バックアップを復元した後に、以前にエクスポートした Cisco ISE CA 証明書お
よびキーをインポートできます。

（注）

Cisco ISE CA 証明書およびキーをエクスポートしなかった場合は、PAN 上で
設定バックアップを復元した後に、PAN およびポリシー サービス ノード
（PSN）でルート CA および下位 CA を生成します。

• Cisco ISE がバックアップ ファイルを格納するデータ リポジトリが必要です。 オンデマンド
またはスケジュール設定されたバックアップを実行する前に、リポジトリを作成する必要が
あります。
• スタンドアロン管理ノードに障害が発生した場合、設定バックアップを実行して復元する必
要があります。 プライマリ管理ノードで障害が発生した場合、分散セットアップを使用して
セカンダリ管理ノードをプライマリに昇格できます。 その後、新しいプライマリ管理ノード
にデータを復元できます。
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（注）

Cisco ISE では、backup-logs CLI コマンドも使用できます。このコマンドを使
用して、ログやコンフィギュレーション ファイルの収集を行い、これらをト
ラブルシューティングに利用できます。

CLI からの設定またはモニタリング バックアップの復元
Cisco ISE CLI から設定データを復元するには、EXEC モードで restore コマンドを使用します。
設定または操作バックアップからデータを復元するには、次のコマンドを使用します。
restore filename repository repository-name encryption-key hash|plain encryption-key name include-adeos
構文の説明
restore

設定または操作バックアップからデータを復元するには、このコマンド
を入力します。

filename

リポジトリに存在するバックアップ ファイルのファイル名。 最大 120
文字の英数字をサポートします。
（注）

repository

バックアップを含むリポジトリを指定します。

repository-name

バックアップを復元するリポジトリの名前。

encryption-key

（オプション）バックアップを復元するユーザ定義の暗号キーを指定し
ます。

hash

バックアップを復元するためのハッシュされた暗号キー。 使用する暗号
化された（ハッシュ化された）暗号キーを指定します。 最大 40 文字ま
でサポートします。

plain

バックアップを復元するためのプレーン テキストの暗号キー。 使用す
る暗号化されたプレーン テキストの暗号キーを指定します。 15 文字ま
でサポートされます。

encryption-key name

暗号キーを入力します。

include-adeos

（オプション、設定バックアップのみに該当）設定バックアップから
ADE-OS 設定を復元する場合に、このコマンド オペレータ パラメータ
を入力します。 設定バックアップを復元場合にこのパラメータを含めな
いと、Cisco ISE は Cisco ISE アプリケーション設定データのみを復元し
ます。
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デフォルト
デフォルトの動作または値はありません。
コマンド モード
EXEC
使用上のガイドライン
Cisco ISE で restore コマンドを使用すると、Cisco ISE サーバが自動的に再起動します。
データの復元処理で、暗号キーはオプションです。 暗号キーを指定しなかった以前のバックアッ
プの復元をサポートするために、暗号キーなしで restore コマンドを使用できます。
例
ise/admin# restore mybackup-100818-1502.tar.gpg repository myrepository encryption-key plain
Lab12345
Restore may require a restart of application services. Continue? (yes/no) [yes] ? yes
Initiating restore. Please wait...
ISE application restore is in progress.
This process could take several minutes. Please wait...
Stopping ISE Application Server...
Stopping ISE Monitoring & Troubleshooting Log Processor...
Stopping ISE Monitoring & Troubleshooting Log Collector...
Stopping ISE Monitoring & Troubleshooting Alert Process...
Stopping ISE Monitoring & Troubleshooting Session Database...
Stopping ISE Database processes...
Starting ISE Database processes...
Starting ISE Monitoring & Troubleshooting Session Database...
Starting ISE Application Server...
Starting ISE Monitoring & Troubleshooting Alert Process...
Starting ISE Monitoring & Troubleshooting Log Collector...
Starting ISE Monitoring & Troubleshooting Log Processor...
Note: ISE Processes are initializing. Use 'show application status ise'
CLI to verify all processes are in running state.
ise/admin#

関連コマンド
説明
backup

バックアップ（Cisco ISE と Cisco ADE OS）を実行して、そのバッ
クアップをリポジトリに保存します。

backup-logs

システム ログをバックアップします。

repository

バックアップ設定のリポジトリ サブモードを入力します。

show repository

特定のリポジトリにある使用可能なバックアップ ファイルを表示
します。

show backup history

システムのバックアップ履歴を表示します。

show backup status

バックアップ操作のステータスを表示します。
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説明
show restore status

復元操作のステータスを表示します。

いずれかのセカンダリ ノードでアプリケーション復元後の同期ステータスおよび複製ステータス
が [同期していない（Out of Sync）] になっている場合、該当セカンダリ ノードの証明書をプライ
マリ管理ノードに再インポートして、手動同期を実行する必要があります。

GUI からの設定バックアップの復元
管理者ポータルで設定バックアップを復元できます。 GUI には Cisco ISE リリース 1.2 からのバッ
クアップのみ表示されます。 このリリースより前のバックアップを復元するには、CLI から restore
コマンドを使用します。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [バックアップ/復元（Backup and Restore）] を選
択します。

ステップ 2

バックアップの名前を設定バックアップのリストから選択し、[復元（Restore）] をクリックしま
す。

ステップ 3

バックアップ時に使用した暗号キーを入力します。

ステップ 4

[復元（Restore）] をクリックします。

次の作業
Cisco ISE CA サービスを使用する場合は、次のことを実行する必要があります。
1 Cisco ISE CA ルート チェーン全体を再生成します。
2 Cisco ISE CA 証明書およびキーのバックアップを PAN から取得し、セカンダリ管理ノードで
復元します。 これにより、PAN の障害時にセカンダリ管理ノードがルート CA または外部 PKI
の下位 CA として機能するようになり、セカンダリ管理ノードを PAN に昇格させることがで
きます。

モニタリング データベースの復元
モニタリングデータベースを復元するプロセスは、展開のタイプによって異なります。次の項で
は、スタンドアロンおよび分散展開でモニタリング データベースを復元する方法について説明し
ます。
Cisco ISE リリース 1.0、1.0.4、1.1 から Cisco ISE リリース 1.2 までのオンデマンド モニタリング
データベースのバックアップを復元するには、CLI を使用する必要があります。 Cisco ISE リリー
ス間でのスケジュール バックアップの復元はサポートされていません。
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（注）

データが取得されたノードとは別のノードにデータを復元しようとする場合、新しいノードを
指すロギング ターゲット設定を設定する必要があります。 これにより、モニタリング syslog
が正しいノードに送信されるようになります。

スタンドアロン環境でのモニタリング バックアップの復元
GUI には Cisco ISE リリース 1.2 からのバックアップのみ表示されます。 このリリースより前の
バックアップを復元するには、CLI から restore コマンドを使用します。

はじめる前に
• 古いモニタリング データを消去します。
• バックアップをスケジュールするか、オンデマンド バックアップを実行します。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [バックアップ/復元（Backup and Restore）] を選
択します。

ステップ 2

バックアップの名前を操作バックアップのリストから選択し、[復元（Restore）] をクリックしま
す。

ステップ 3

バックアップ時に使用した暗号キーを入力します。

ステップ 4

[復元（Restore）] をクリックします。

管理およびモニタリングペルソナによるモニタリング バックアップの復元
管理およびモニタリングペルソナを使用して、分散環境でのモニタリングバックアップを復元す
ることができます。

はじめる前に
• 古いモニタリング データを消去します。
• バックアップをスケジュールするか、オンデマンド バックアップを実行します。

手順
ステップ 1

別の Cisco ISE ノードをプライマリ管理ノードとして昇格する準備を行います。そのためには、こ
のノードを、バックアップする既存のプライマリ ノードと同期します。
これにより、昇格する Cisco ISE ノードの設定が最新になります。
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ステップ 2

新しく同期した管理ノードをプライマリ ステータスに昇格します。

ステップ 3

バックアップされるノードを登録解除する準備を行います。そのためには、モニタリング ペルソ
ナを展開内の別のノードに割り当てます。
展開内に、機能中のモニタリング ノードが少なくとも 1 つ必要です。

ステップ 4

バックアップされるノードを登録解除します。

ステップ 5

新しく登録解除されたノードにモニタリング バックアップを復元します。

ステップ 6

現在の管理ノードにより新たに復元されたノードを登録します。

ステップ 7

新たに復元されて登録されたノードをプライマリ管理ノードに昇格します。

モニタリング ペルソナによるモニタリング バックアップの復元
分散環境のモニタリング バックアップは、モニタリング ペルソナによってのみ復元できます。

はじめる前に
• 古いモニタリング データを消去します。
• バックアップをスケジュールするか、オンデマンド バックアップを実行します。

手順
ステップ 1

復元されるノードを登録解除する準備を行います。そのためには、モニタリング ペルソナを展開
内の別のノードに割り当てます。
展開内に、機能中のモニタリング ノードが少なくとも 1 つ必要です。

ステップ 2

復元されるノードを登録解除します。
（注）
登録解除が完了するのを待機してから、復元に進みます。 復元を続行する前に、ノー
ドがスタンドアロン状態になっている必要があります。

ステップ 3

新しく登録解除されたノードにモニタリング バックアップを復元します。

ステップ 4

現在の管理ノードにより新たに復元されたノードを登録します。

ステップ 5

新たに復元されて登録されたノードをプライマリ管理ノードに昇格します。

復元履歴
操作の監査レポートからは、すべての復元操作、ログ イベント、ステータスに関する情報を取得
することができます。
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（注）

ただし操作の監査レポートには、前回の復元操作に対応する開始時間に関する情報はありませ
ん。
トラブルシューティング情報を入手するには、Cisco ISE CLI から backup-logs コマンドを実行し
て、ADE.log ファイルを調べる必要があります。
復元操作の進行中は、すべての Cisco ISE サービスは停止します。 show restore status CLI コマン
ドを使用して、復元操作の進行状況を確認できます。

認証および許可ポリシー設定のエクスポート
認証および許可ポリシー設定を XML ファイルの形式でエクスポートし、これをオフラインで読
み取って設定エラーを特定し、トラブルシューティングのために使用できます。 この XML ファ
イルには認証および許可ポリシー ルール、単純および複合ポリシー条件、dACL、および許可プ
ロファイルが含まれます。 XML ファイルを電子メールで送信するか、ローカル システムに保存
することを選択できます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [バックアップ/復元（Backup & Restore）] を選
択します。

ステップ 2

[ポリシーのエクスポート（Policy Export）] をクリックします。

ステップ 3

必要に応じて値を入力します。

ステップ 4

[エクスポート（Export）] をクリックします。
XML ファイルの内容を表示するには、ワードパッドなどのテキスト エディタを使用します。

分散環境でのプライマリ ノードとセカンダリ ノードの同期
分散環境では、プライマリ管理ノードのバックアップ ファイルの復元後に、プライマリおよびセ
カンダリ ノードの Cisco ISE データベースが自動的に同期されないことがあります。 この場合に
は、プライマリ管理ノードからセカンダリ ISE ノードへの完全複製を手動で強制実行できます。
強制同期は、プライマリ ノードからセカンダリ ノードへのみ可能です。 同期操作中は、設定を
変更することはできません。 Cisco ISE では、同期が完全に完了した後にのみ、他の Cisco ISE 管
理者ポータル ページに移動して設定変更を行うことができます。

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

非同期レプリケーション ステータスのセカンダリ ISE ノードの横にあるチェックボックスをオン
にします。

ステップ 3

[同期（Syncup）] をクリックし、ノードがプライマリ管理ノードと同期されるまで待ちます。
Cisco ISE 管理者ポータルへのアクセスは、このプロセスが完了するのを待たなければなりませ
ん。

スタンドアロンおよび分散展開での失われたノードの復元
この項では、スタンドアロンおよび分散展開での失われたノードの復元に使用できるトラブル
シューティング情報を提供します。 次の使用例の一部では、失われたデータの復旧にバックアッ
プと復元機能を使用し、その他の使用例では、複製機能を使用しています。

分散展開の既存 IP アドレスとホスト名を使用しての失われたノードの復元
シナリオ
分散展開では、自然災害が全ノードの損失につながります。 復元後に、既存 IP アドレスとホスト
ネームを使用します。
たとえば、N1（プライマリ管理ノード）と N2（セカンダリ管理ノード）の 2 ノードがあります。
時刻 T1 に取得された N1 ノードのバックアップが利用可能です。 自然災害のために、N1 と N2
両方のノードに障害が発生しました。
前提
展開中のすべての Cisco ISE ノードが破壊されました。 同じホスト名と IP アドレスを使用して、
新しいハードウェアのイメージが作成されました。
解決手順
1 N1 および N2 ノードの両方を置き換える必要があります。 N1 および N2 ノードはスタンドア
ロン構成になりました。
2 N1 と N2 のノードの UDI を使用してライセンスを取得し、N1 ノードにインストールします。
3 置き換えた N1 ノードでバックアップを復元する必要があります。 復元スクリプトは N2 にデー
タを同期しようとしますが、N2 はスタンドアロン ノードであるため同期は失敗します。 N1
のデータは時刻 T1 にリセットされます。
4 N1 の管理者ポータルにログインして、N2 ノードを削除して再登録する必要があります。 これ
で、N1 および N2 ノードのデータが時刻 T1 にリセットされます。
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分散展開の新 IP アドレスとホスト名を使用しての失われたノードの復元
シナリオ
分散展開では、自然災害が全ノードの損失につながります。 新しいハードウェアのイメージが新
しいロケーションで再作成され、新しい IP アドレスとホスト名が必要になります。
たとえば、N1（プライマリ管理ノード）と N2（セカンダリ ポリシー サービス ノード）の 2 つの
ISE ノードがあります。時刻 T1 に取得された N1 ノードのバックアップが利用可能です。 自然災
害のために、N1 と N2 両方のノードに障害が発生しました。 Cisco ISE ノードが新しいロケーショ
ンで置き換えられ、新しいホスト名は N1A（プライマリ管理ノード）および N2A（セカンダリ ポ
リシー サービス ノード）です。 N1A および N2A はこの時点ではスタンドアロン ノードです。
前提条件
展開中のすべての Cisco ISE ノードが破壊されました。 新しいハードウェアのイメージが、異な
るホスト名と IP アドレスを使用して異なるロケーションで作成されました。
解決手順
1 N1 のバックアップを入手し、これを N1A 上で復元します。 復元スクリプトは、ホスト名とド
メイン名の変更を認識し、現在のホスト名に基づいて展開設定内のホスト名とドメイン名を更
新します。
2 新しい自己署名証明書を生成する必要があります。
3 N1A 上の Cisco ISE 管理者ポータルにログインし、[管理（Administration）] > [システム
（System）] > [展開（Deployment）] を選択して、次の操作を行う必要があります。
古い N2 ノードを削除します。
新しい N2A ノードをセカンダリ ノードとして登録します。 N1A ノードのデータが N2A ノー
ドに複製されます。

スタンドアロン展開の既存 IP アドレスとホスト名によるノードの復元
シナリオ
スタンドアロン管理ノードがダウンします。
たとえば、スタンドアロン管理ノード N1 があったとします。 N1 データベースのバックアップ
は、時刻 T1 に取得されました。 物理的な障害により N1 ノードがダウンし、イメージの再作成ま
たは新しいハードウェアが必要です。 N1 ノードを、同じ IP アドレスとホスト名を使用して回復
させる必要があります。
前提条件
この展開はスタンドアロン展開であり、新規またはイメージを再作成したハードウェアは、同じ
IP アドレスとホスト名を持ちます。
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解決手順
イメージの再作成または新規 Cisco ISE ノードの導入により同じ IP アドレスとホスト名の N1 を回
復したら、古い N1 ノードから取得したバックアップを復元する必要があります。 ロールを変更
する必要はありません。

スタンドアロン展開の新 IP アドレスとホスト名によるノードの復元
シナリオ
スタンドアロン管理ノードがダウンします。
たとえば、スタンドアロン管理ノード N1 があったとします。 時刻 T1 に取得された N1 データ
ベースのバックアップが利用可能です。 物理的な障害により N1 ノードがダウンし、異なる IP ア
ドレスとホスト名を使用した新しいハードウェアに別のロケーションで置き換えられます。
前提条件
これはスタンドアロン展開であり、置き換えられたハードウェアは、異なる IP アドレスとホスト
名を持ちます。
解決手順
1 新しいハードウェアで N1 ノードを置き換えます。 このノードはスタンドアロン状態となり、
ホスト名は N1B です。
2 バックアップを N1B ノード上で復元できます。 ロールを変更する必要はありません。

設定のロール バック
問題
意図せずに設定を変更してしまい、後でそれが正しくないことがわかる場合があります。 たとえ
ば、いくつかの NAD を削除したり、一部の RADIUS 属性を誤って修正したりして、数時間後に
この問題に気付く場合があります。 この場合、変更を行う前に取得したバックアップを復元する
ことにより、元の設定に戻すことができます。
考えられる原因
N1（プライマリ管理ノード）と N2（セカンダリ管理ノード）の 2 つのノードがあり、N1 ノード
のバックアップを使用できます。 N1 上で誤った設定変更をいくつか行い、変更を元に戻す必要
があります。
ソリューション
誤った設定変更を行う前に取得した N1 ノードのバックアップを入手します。 N1 ノード上でこの
バックアップを復元します。 復元スクリプトにより、N1 のデータで N2 が同期されます。
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分散展開での障害発生時のプライマリ ノードの復元
シナリオ
マルチノード展開内で、プライマリ管理ノードに障害が発生しました。
たとえば、2 つの Cisco ISE ノード、N1（プライマリ管理ノード）と N2（セカンダリ管理ノード）
があります。 ハードウェアの問題で N1 に障害が発生します。
前提条件
分散展開内のプライマリ ノードのみに障害が発生します。
解決手順
1 N2 管理者ポータルにログインします。 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展
開（Deployment）] を選択して、N2 をプライマリ ノードとして設定します。
N1 ノードが新しいハードウェアで置き換えられ、イメージが再作成され、スタンドアロン状
態となります。
2 N2 管理者ポータルで、セカンダリ ノードとして新しい N1 ノードを登録します。
これで、N2 ノードがプライマリ ノードになり、N1 ノードがセカンダリ ノードになります。
N1 ノードを再びプライマリ ノードにするには、N1 の管理者ポータルにログインして、このノー
ドをプライマリ ノードに設定します。 N2 は、自動的にセカンダリ サーバとなります。 データ損
失はありません。

分散展開での障害発生時のセカンダリ ノードの復元
シナリオ
マルチノード展開で、1 つのセカンダリ ノードに障害が発生しました。 復元の必要はありませ
ん。
たとえば、N1（プライマリ管理ノード）、N2（セカンダリ管理ノード）、N3（セカンダリ ポリ
シー サービス ノード）、N4（セカンダリ ポリシー サービス ノード）の複数のノードが存在しま
す。 セカンダリノードの 1 つである N3 に障害が発生しました。
解決手順
1 新しい N3A ノードのイメージを再作成して、デフォルトのスタンドアロン状態にします。
2 N1 の管理者ポータルにログインし、N3 ノードを削除します。
3 N3A ノードを登録します。
N1 から N3A へ、データが複製されます。 復元の必要はありません。
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Cisco ISE でのエンドポイント保護サービスの有効化
エンドポイント保護サービス（EPS）は、デフォルトでは無効になっています。 EPS を手動で有
効にする必要があり、EPS は、管理者ポータルのサービスを手動で無効にするまで有効のままで
す。
Cisco ISE の EPS を有効にするには、スーパー管理者およびポリシーの管理ロールの権限が必要で
す。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [エンドポイント保護サー
ビス（Endpoint Protection Service）] を選択します。

ステップ 2

[サービスのステータス（Service Status）] ドロップダウン リストをクリックし、[有効（Enabled）]
を選択します。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。
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ネットワーク アクセスの設定
エンドポイント保護サービス（EPS）によって、ネットワーク アクセス ステータスをリセットし
て、ポートを隔離、隔離解除、またはシャットダウンすることができます。これにより、ネット
ワーク アクセス ステータスに応じたネットワークへの許可が定義されます。
エンドポイントの隔離や隔離解除、またはエンドポイントが接続されているネットワーク アクセ
ス サーバ（NAS）ポートのシャットダウンを行うには、エンドポイントの IP アドレスまたは MAC
アドレスを使用します。 同時に実行しない限り、同じエンドポイントに複数回、隔離操作および
隔離解除操作を実行できます。 ネットワーク上に悪意のあるエンドポイントを見つけた場合は、
EPS を使用してそのエンドポイントのアクセスをシャットダウンし、NAS ポートを閉じることが
できます。

はじめる前に
• EPS を有効にする必要があります。
• EPS の許可プロファイルおよび例外タイプの許可ポリシーを作成する必要があります。

手順
ステップ 1

[操作（Operations）] > [エンドポイント保護サービス（Endpoint Protection Service）] を選択しま
す。

ステップ 2

[エンドポイント操作（Endpoint Operation）] で、エンドポイントの IP アドレスまたは MAC アド
レスを入力します。

ステップ 3

[操作（Operations）] ドロップダウン リストをクリックして、次のアクションの 1 つを選択しま
す。
• [隔離（Quarantine）]：エンドポイントを隔離して、ネットワークへのアクセスを制限しま
す。
• [隔離解除（Unquarantine）]：隔離プロセスを無効にし、ネットワークへのフル アクセスを許
可します。
• [シャットダウン（Shutdown）]：エンドポイントが接続されている NAS ポートを閉じます。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

隔離済みエンドポイントがポリシー変更の後に認証を更新しない
問題
ポリシー変更または ID の追加後に認証が失敗し、再認証が行われません。 認証が失敗するか、
問題のエンドポイントがネットワークに接続できなくなります。この問題は、ユーザロールに割
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り当てられるポスチャポリシーごとのポスチャ評価に失敗するクライアントマシンで頻繁に発生
します。
考えられる原因
クライアント マシンで認証タイマーが正しく設定されていないか、またはスイッチ上で認証間隔
が正しく設定されていません。
ソリューション
この問題には、解決策がいくつか考えられます。
1 Cisco ISE で、指定された NAD またはスイッチのセッション ステータス概要レポートを検査
し、インターフェイスに適切な認証間隔が設定されていることを確認します。
2 NAD/スイッチ上で "show running configuration" と入力し、適切な「authentication timer restart」
設定でインターフェイスが設定されていることを確認します。 （たとえば、「authentication
timer restart 15」および「authentication timer reauthenticate 15」）。
3 NAD/スイッチ上で "interface shutdown" および "no shutdown" と入力してポートをバウンスし、
Cisco ISE で変更があったと考えられる場合には再認証を適用します。

（注）

CoA は MAC アドレスまたはセッション ID を必要とするので、ネットワーク デバイス SNMP
レポートに表示されるポートをバウンスしないように推奨しています。

エンドポイント保護サービス
エンドポイント保護サービス（EPS）は管理ノードで実行されるサービスで、エンドポイントの
ネットワーク アクセスのモニタリングと制御に使用できます。 EPS は、適応型ネットワーク制御
（ANC）とも呼ばれます。 EPS は、ISE 管理者が管理 GUI で呼び出すことも、サード パーティ
システムから pxGrid を介して呼び出すこともできます。 EPS は有線展開とワイヤレス展開をサ
ポートし、Plus ライセンスが必要です。
エンドポイント保護サービス（EPS）を使用すると、システムの許可ポリシー全体を変更しない
で許可状態を変更できます。 EPS を使用すると、EPSStatus を確認してネットワーク アクセスを
制限または拒否するように許可ポリシーが定義されている場合、確立された許可ポリシーの結果
としてエンドポイントを隔離するときの許可状態を設定することができます。 エンドポイントを
隔離解除して、フル ネットワーク アクセスを可能にできます。 ネットワークからエンドポイン
トを接続解除する Network Attached System（NAS）上のポートをシャットダウンすることもでき
ます。
一度に隔離できるユーザの数に制限はなく、また隔離期間の長さにも制限はありません。
EPS によってネットワーク アクセスをモニタおよび制御するには、次の操作を実行できます。
• 隔離：例外ポリシー（許可ポリシー）を使用して、ネットワークへのエンドポイント アクセ
スを制限または拒否することができます。 EPS ステータスに応じて異なる許可プロファイル
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（権限）を割り当てるために、例外ポリシーを作成する必要があります。 隔離状態に設定す
ると、基本的に、デフォルトの VLAN から指定した隔離 VLAN にエンドポイントが移動し
ます。 エンドポイントと同じ NAS でサポートされる隔離 VLAN を事前に定義する必要があ
ります。
• 隔離解除：エンドポイントのネットワークへのフル アクセスを許可し、エンドポイントを元
の VLAN に戻す隔離ステータスを反転することができます。
• シャットダウン：NAS 上のポートを非アクティブ化し、ネットワークからエンドポイントを
接続解除することができます。 エンドポイントが接続されている NAS 上のポートがシャッ
トダウンされた後、エンドポイントがネットワークに接続できるようにするには、NAS 上の
ポートを手動で再度リセットする必要があります。このことは無線展開では実行できませ
ん。
アクティブ エンドポイントに対する隔離および隔離解除操作は、セッション ディレクトリ レポー
トからトリガーできます。

（注）

隔離されていたセッションが隔離解除された場合、新たに隔離解除されたセッションの開始方
法は、スイッチ設定で指定されている認証方法によって異なります。

EPS によるネットワーク アクセスの許可プロファイルの作成
EPS と使用する許可プロファイルを作成する必要があります。許可プロファイルは、標準許可プ
ロファイルのリストに表示されます。 エンドポイントはネットワークで認証および許可されます
が、ネットワークへのアクセスが制限されています。

手順
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一意の名前と説明を入力し、[アクセス タイプ（Access Type）] は
[ACCESS_ACCEPT] のままにします。

ステップ 4

[DACL 名（DACL Name）] チェックボックスをオンにし、ドロップダウン リストから
[DENY_ALL_TRAFFIC] を選択します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

EPS によるネットワーク アクセスの例外ポリシーの作成
EPS 許可用に、すべての標準許可ポリシーの前に処理される隔離例外ポリシーを作成する必要が
あります。 例外許可ポリシーは、特別な条件や権限、または緊急の要件を満たすために制限付き
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アクセスを許可することを目的としています。 標準許可ポリシーは変更しないようにし、権限の
共通セットを共有するユーザ、デバイス、グループの大規模なグループに適用します。

はじめる前に
EPS とともに使用できるように標準許可プロファイルを正常に作成しておく必要があります。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [許可（Authorization）] を選択し、[例外（Exceptions）] を展開します。

ステップ 2

[有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] または [モニタのみ（Monitor Only）] オプションを選
択します。

ステップ 3

[新しいルールの作成（Create a New Rule）] をクリックします。

ステップ 4

例外ルール名を入力します。

ステップ 5

プラス（+）記号をクリックして、ID グループを選択します。

ステップ 6

プラス（+）記号をクリックして、[新しい条件の作成（高度なオプション）（Create New Condition
(Advanced Option)）] を選択します。

ステップ 7

最初のフィールドの下向き矢印アイコンをクリックして、ディクショナリ リストを表示し、セッ
ション（Session） > EPSStatus を選択します。

ステップ 8

2 番目のフィールドのドロップダウン リストから [等しい（Equals）] を選択します。

ステップ 9

3 番目のフィールドのドロップダウン リストから [隔離（Quarantine）] を選択します。

ステップ 10

[保存（Save）] をクリックします。

EPS 操作は IP アドレスまたは MAC アドレスが見つからない場合に失敗する
エンドポイントで実行する EPS 操作は、そのエンドポイントのアクティブなセッションに IP アド
レスに関する情報が含まれていない場合に失敗します。 このことは、そのエンドポイントの MAC
アドレスおよびセッション ID にも適用されます。

（注）

EPS を介してエンドポイントの許可状態を変更する場合は、エンドポイントの IP アドレスま
たは MAC アドレスを指定する必要があります。 IP アドレスまたは MAC アドレスがエンドポ
イントのアクティブなセッションで見つからない場合、「この MAC アドレス、IP アドレスま
たはセッション ID のアクティブなセッションが見つかりません。（No active session found for
this MAC address, IP Address or Session ID.）」というエラー メッセージが表示されます。

外部認証された管理者が EPS 操作を実行できない
外部認証された管理者がライブ セッションから CoA 隔離を発行しようとすると、Cisco ISE は次
のエラー メッセージを返します。
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xx: xx: xx: xx: xx: xx に対する隔離の CoA アクションを開始できません。（CoA Action of Quarantine
for xx:xx:xx:xx:xx:xx can not be initiated.） 原因：内部でユーザが見つかりません。（Cause:User not
found internally.） サポートされていない外部認証されたユーザを使用している可能性があります
（Possible use of unsupported externally authenticated user）
外部認証された管理者が、エンドポイントの IP アドレスまたは MAC アドレスを使用して、Cisco
ISE 管理者ポータル内の [操作（Operations）] > [エンドポイント保護サービス（Endpoint Protection
Service）] から EPS 操作を実行すると、Cisco ISE は次のエラー メッセージを返します。
サーバ障害：内部でユーザが見つかりません。（Server failure: User not found internally.） サポート
されていない外部認証されたユーザを使用している可能性があります（Possible use of unsupported
externally authenticated user）

EPS 隔離と隔離解除フロー
選択したエンドポイントのネットワークへのアクセスを制限するために、EPS を使用してこれら
を隔離できます。 エンドポイントを隔離し、ステータスに応じて異なる許可プロファイルを割り
当てる例外許可ポリシーを確立できます。 許可プロファイルは許可ポリシーで定義される権限の
コンテナとして機能し、許可ポリシーによって特定のネットワーク サービスへのアクセスが許可
されます。 許可が完了すると、ネットワーク アクセス要求に権限が付与されます。 エンドポイ
ントの妥当性が認められた場合には、エンドポイントの隔離を解除してネットワークへのフル ア
クセスを許可できます。
この図は、隔離フローを示しています。許可ルールが設定され、EPS セッションが確立されてい
ることを前提としています。
図 14：EPS 隔離フロー

1 クライアント デバイスがワイヤレス デバイス（WLC）を通じてネットワークにログインし、
隔離の REST API コールが管理ノード（PAP）からモニタリング ノード（MnT）に発行されま
す。
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2 続いて、モニタリング ノードは、ポリシー サービス ISE ノード（PDP）を通じて PrRT をコー
ルし、CoA を呼び出します。
3 クライアント デバイスが切断されます。
4 続いて、クライアント デバイスが再認証および再接続されます。
5 クライアント デバイスに対する RADIUS 要求が、モニタリング ノードに返送されます。
6 チェックが行われている間、クライアント デバイスは隔離されます。
7 Q プロファイル許可ポリシーが適用され、クライアント デバイスの妥当性が確認されます。
8 クライアント デバイスの隔離が解除され、ネットワークにフル アクセスできるようになりま
す。

EPS NAS ポートのシャットダウン フロー
エンドポイントの IP アドレスまたは MAC アドレスを使用して、エンドポイントの接続先 NAS
ポートをシャット ダウンできます。
シャットダウンでは、MAC アドレスに対して指定された IP アドレスに基づいて NAS ポートを閉
じることが可能です。また、手動でポートを復元して、エンドポイントをネットワークに戻す必
要があります。これは、有線メディアで接続されたエンドポイントのみに有効です。
シャットダウンはすべてのデバイスでサポートされているわけではありません。 ただし、大部分
のスイッチでシャットダウン コマンドがサポートされています。 getResult() コマンドを使用する
と、シャットダウンが正常に実行されたかどうかを確認できます。
この図は、EPS のシャットダウンのフローを示しています。 図のクライアント デバイスでは、こ
のクライアント デバイスがネットワークにアクセスするために使用する NAS でシャットダウン
操作が実行されます。
図 15：EPS シャットダウン フロー

エンドポイントの消去の設定
[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [設定（Settings）] > [エンドポイン
ト消去（Endpoint Purge）] を使用して、ID グループおよび他の条件に基づいて、設定ルールによっ
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てエンドポイント パージ ポリシーを定義できます。 指定したエンドポイントを消去しないこと
や、選択した基準に基づいてエンドポイントを消去することを選択できます。
エンドポイント消去ジョブをスケジュールできます。 このエンドポイント消去スケジュールはデ
フォルトで有効です。 Cisco ISE はデフォルトで、30 日よりも古い登録デバイスとエンドポイン
トを削除します。 消去ジョブは、プライマリ管理ノードで設定された時間帯に基づいて毎日午前
1 時に実行されます。
次に、エンドポイントの消去に使用できる条件と例の一部を示します。
• InactivityDays：エンドポイントでの最後のアクティビティまたは更新からの日数。
◦ この条件によって、時間の経過に伴って蓄積した古いデバイス（一般的には一時的なゲ
ストやパーソナル デバイス）、または廃止されたデバイスが消去されます。 これらの
エンドポイントは、ネットワーク上でアクティブでないか、近い将来に使用される可能
性が低いため、ほとんどの展開でノイズを表す傾向があります。 それらが再度接続した
場合は、必要に応じて再検出、プロファイリング、登録などが行われます。
• ElapsedDays：オブジェクトが作成されてからの日数。
◦ この条件は、ゲストまたは請負業者のエンドポイント、ネットワークアクセスにWebAuth
を利用する従業員などの、未認証アクセスまたは条件付きアクセスが一定期間認められ
たエンドポイントに使用できます。 許可された接続猶予期間が経過した後、それらは完
全に再認証および登録される必要があります。
• PurgeDate：エンドポイントを消去する日付。
◦ このオプションは、作成または開始時間に関係なく一定期間のアクセスを許可する、特
別なイベントやグループに使用できます。 このオプションでは、すべてのエンドポイン
トを同時に消去できます。 たとえば、展示会、会議、または毎週メンバーが入れ替わる
週ごとのトレーニング クラスでは、絶対的な日/週/月ではなく、特定の週や月にアクセ
スを許可する場合に使用します。
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Cisco ISE ユーザ
この章では、ユーザという用語はネットワークに定期的にアクセスする従業員と請負業者に加え、
スポンサーおよびゲスト ユーザを意味します。 スポンサーは、スポンサー ポータルからゲスト
ユーザ アカウントを作成および管理する組織の従業員または請負業者となります。 ゲスト ユー
ザは、一定期間組織のネットワーク リソースへのアクセスを必要とする外部ビジターです。
Cisco ISE ネットワーク上のリソースとサービスにアクセスするすべてのユーザのアカウントを作
成する必要があります。従業員、請負業者、およびスポンサーユーザは、管理者ポータルから作
成されます。

ユーザ ID
ユーザ ID は、ユーザに関する情報を保持するコンテナに似ており、ユーザのネットワーク アク
セス クレデンシャルを形成します。 各ユーザの ID はデータにより定義され、ユーザ名、電子メー
ル アドレス、パスワード、アカウントの説明、関連付けられている管理者グループ、ユーザ グ
ループ、ロールなどが含まれます。
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ユーザ グループ
ユーザ グループは、特定の一連の Cisco ISE サービスおよび機能へのアクセスを許可する共通の
権限セットを共有する個々のユーザの集合です。

ユーザ ID グループ
ユーザのグループ ID は、同じグループに属している特定のユーザ グループを識別および説明す
る要素で構成されています。 グループ名は、このグループのメンバーが持っている機能ロールの
説明です。 グループは、そのグループに属しているユーザのリストです。
デフォルト ユーザ ID グループ
Cisco ISE には、次の事前定義されたユーザ ID グループが用意されています。
• 従業員：組織の従業員はこのグループに所属します。
• SponsorAllAccount：Cisco ISE ネットワークのすべてのゲスト アカウントを一時停止または復
元できるスポンサー ユーザ。
• SponsorGroupAccounts：同じスポンサー ユーザ グループのスポンサー ユーザが作成したゲス
ト アカウントを一時停止できるスポンサー ユーザ。
• SponsorOwnAccounts：自身が作成したゲスト アカウントのみを一時停止できるスポンサー
ユーザ。
• ゲスト：ネットワークのリソースへの一時的なアクセスを必要とする訪問者。
• ActivatedGuest：アカウントが有効で、アクティブになっているゲスト ユーザ。

ユーザ ロール
ユーザ ロールは、ユーザが Cisco ISE ネットワークで実行できるタスクやアクセスできるサービ
スを決定する権限セットです。 ユーザ ロールは、ユーザ グループに関連付けられています （ネッ
トワーク アクセス ユーザなど）。

ユーザ アカウントのカスタム属性およびパスワード ポリシー
Cisco ISE では、ユーザ属性に基づいてユーザのネットワーク アクセスを制限することができま
す。 Cisco ISE では、一連の事前定義されたユーザ属性が用意されており、カスタム属性を作成す
ることもできます。 両方のタイプの属性が認証ポリシーを定義する条件で使用できます。 パス
ワードが指定された基準を満たすように、ユーザアカウントのパスワードポリシーも定義できま
す。
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カスタム ユーザ属性
[ユーザのカスタム属性の設定（User Custom Attributes Setting）] ページで、追加のユーザ アカウ
ントの属性を定義するには、[カスタム属性（Custom Attributes）] ペインを使用します。 Cisco ISE
では、設定できない事前定義された属性のリストが提供されます。 ただし、次の設定によってカ
スタム属性を定義できます。
• 属性名
• データ型
ユーザ パスワード ポリシーの設定
[ユーザ パスワード ポリシー（User Password Policy）] ページで、ユーザ アカウント パスワードが
満たす必要がある基準を定義できます。 [管理（Administration）] > [ID の管理（Identity
Management）] > [設定（Settings）] > [ユーザ パスワード ポリシー（User Password Policy）] を選
択します。
次の表に、[ユーザ パスワード ポリシー（User Password Policy）] ページのフィールドを示します。
表 14：ユーザ パスワード ポリシーの設定

設定

説明

最小長（Minimum Length）

パスワードの最小長（文字数）を設定します。

ユーザ名（Username）

ユーザ名またはその文字の逆の順序での使用を
制限します。

Cisco

「cisco」またはその文字の逆の順序での使用を
制限します。

特殊文字（Special characters）

定義した特殊文字の逆の順序での使用を制限し
ます。

文字の繰り返し（Repeated characters）

同じ文字を 4 回以上連続して繰り返すことを制
限します。
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設定

説明

必須の文字（Required characters）

パスワードに、次のタイプがそれぞれ少なくと
も 1 つは含まれている必要があります。
• 小文字の英文字（Lowercase alphabetic
characters）
• 大文字の英文字（Uppercase alphabetic
characters）
• 数字（Numeric characters）
• 英数字以外の文字（Non-alphanumeric
characters）
ユーザ パスワード ポリシーが大文字と小文字
を必要としており、ユーザの言語でこれらの文
字がサポートされていない場合、ユーザはパス
ワードを設定できません。 UTF-8 文字をサポー
トするユーザ パスワード フィールドの場合は、
次のチェックボックス オプションをオフにする
必要があります。
• 小文字の英文字（Lowercase alphabetic
characters）
• 大文字の英文字（Uppercase alphabetic
characters）

パスワード履歴（Password History）

同じパスワードが繰り返し使用されることを防
ぐために、パスワードが異なっている必要があ
る以前のバージョンの数を指定します。

パスワード ライフタイム（Password Lifetime） 次のオプションを指定して、指定した期間後に
パスワードを変更するようユーザに強制しま
す。
• パスワードが変更されなかった場合にユー
ザアカウントを無効にするまでの時間（日
数）（Time (in days) before the user account
is disabled if the password is not changed）
• ユーザ アカウントが無効になるまでのリ
マインダ（日数）（Reminder (in days) before
the user account is disabled）
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ユーザの追加
Cisco ISE では、Cisco ISE ユーザの属性を表示、作成、編集、複製、削除、ステータス変更、イン
ポート、エクスポート、または検索できます。
Cisco ISE 内部データベースを使用する場合、Cisco ISE ネットワークのリソースまたはサービスへ
のアクセスを必要とするすべての新規ユーザのアカウントを作成する必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [ID（Identities）] > [ユーザ（Users）]
を選択します。

ステップ 2

新しいユーザを作成するには、[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 3

フィールドの値を入力します。
ユーザ名にスペースを含めないでください。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックして、Cisco ISE 内部データベースに新しいユーザを作成します。

Cisco ISE ユーザ データのエクスポート
Cisco ISE 内部データベースからユーザ データをエクスポートしなければならない場合がありま
す。 Cisco ISE では、パスワード保護された csv ファイル形式でユーザ データをエクスポートする
ことができます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [ID（Identities）] > [ユーザ（Users）]
を選択します。

ステップ 2

データをエクスポートするユーザに対応するチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[選択済みをエクスポート（Export Selected）] をクリックします。

ステップ 4

[キー（Key）] フィールドに、パスワードを暗号化するためのキーを入力します。

ステップ 5

[エクスポート開始（Start Export）] をクリックして、users.csv ファイルを作成します。

ステップ 6

[OK] をクリックして、users.csv ファイルをエクスポートします。

Cisco ISE ユーザ データのインポート
ユーザ アカウントを手動で Cisco ISE に入力する代わりに、ユーザ アカウントをインポートでき
ます。 Cisco ISE では、内部データベースに csv ファイル形式でユーザ データをインポートするこ
とができます。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [ID（Identities）] > [ユーザ（Users）]
を選択します。

ステップ 2

[インポート（Import）] をクリックして、カンマ区切りテキスト ファイルからユーザをインポー
トします。
カンマ区切りテキスト ファイルがない場合は、[テンプレートの生成（Generate a Template）] をク
リックして、このタイプのファイルを作成します。

ステップ 3

[ファイル（File）] テキスト ボックスに、インポートするユーザが含まれたファイル名を入力す
るか、[参照（Browse）] をクリックして、ファイルが配置されている場所に移動します。

ステップ 4

新しいユーザの作成、および既存のユーザの更新の両方を実行する必要がある場合は、[新しい
ユーザの作成、および新しいデータで既存のユーザを更新（Create new user(s) and update existing
user(s) with new data）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

Cisco ISE 内部データベースに変更を保存するには、[保存（Save）] をクリックします。

ユーザ ID グループの作成
ユーザ ID グループを追加する前に、ユーザ ID グループを作成する必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [グループ（Groups）] > [ID グルー
プ（Identity Groups）] > [ユーザ ID グループ（User Identity Groups）] > [追加（Add）] を選択しま
す。

ステップ 2

[名前（Name）] フィールドおよび [説明（Description）] フィールドに値を入力します。 [名前
（Name）] フィールドでサポートされる文字は次のとおりです：スペース、# $ & ‘ ( ) * + - . / @
_。

ステップ 3

[送信（Submit）] をクリックします。

ユーザ ID グループのエクスポート
Cisco ISE では、ローカルに設定されたユーザ ID グループを csv ファイル形式でエクスポートする
ことができます。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [グループ（Groups）] > [ID グルー
プ（Identity Groups）] > [ユーザ ID グループ（User Identity Groups）] を選択します。

ステップ 2

エクスポートするユーザ ID グループに対応するチェックボックスをオンにし、[エクスポート
（Export）] をクリックします。

ステップ 3

[OK] をクリックします。

ユーザ ID グループのインポート
Cisco ISE では、ユーザ ID グループを csv ファイル形式でインポートすることができます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [グループ（Groups）] > [ID グルー
プ（Identity Groups）] > [ユーザ ID グループ（User Identity Groups）] を選択します。

ステップ 2

インポート ファイルに使用するテンプレートを取得するには、[テンプレートの生成（Generate a
Template）] をクリックします。

ステップ 3

[インポート（Import）] をクリックして、カンマ区切りテキスト ファイルからネットワーク アク
セス ユーザをインポートします。

ステップ 4

新しいユーザ ID グループの追加、および既存のユーザ ID グループの更新の両方を実行する必要
がある場合は、[新しいデータで既存のデータを上書き（Overwrite existing data with new data）]
チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[インポート（Import）] をクリックします。

ステップ 6

Cisco ISE データベースに変更を保存するには、[保存（Save）] をクリックします。

内部 ID ソースと外部 ID ソース
ID ソースには、Cisco ISE がユーザ認証時にクレデンシャルを検証するために使用するユーザ情報
が含まれます。このユーザ情報は、ユーザに関連付けられたグループ情報およびその他の属性を
取得して許可ポリシーで使用するためにも使用されます。 これらは、レコード形式でユーザ情報
を保存するデータベースです。 ID ソースに対してユーザ情報の追加、編集、および削除を行うこ
とができます。
Cisco ISE では内部 ID ソースと外部 ID ソースがサポートされます。 どちらのソースも、スポン
サーユーザ認証およびゲストユーザ認証の認証ソースとして使用できます。
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内部 ID ソース
Cisco ISE には、ユーザ情報を保存するために使用できる内部ユーザ データベースがあります。
内部ユーザ データベースのユーザは、内部ユーザと呼ばれます。 Cisco ISE には、Cisco ISE に接
続するすべてのデバイスおよびエンドポイントに関する情報を格納する内部エンドポイント デー
タベースもあります。
外部 ID ソース
Cisco ISE では、ユーザ情報を含む外部 ID ソースを設定することができます。 Cisco ISE は外部 ID
ソースに接続して、認証用のユーザ情報を取得します。 外部 ID ソースには、Cisco ISE サーバお
よび証明書認証プロファイルの証明書情報も含まれます。 Cisco ISE は外部 ID ソースとの通信に
認証プロトコルを使用します。 次の表に、認証プロトコルおよびサポートされる外部 ID ソース
を示します。
表 15：認証プロトコルとサポートされている外部 ID ソース

プロトコル（認証タイプ）

内部データ Active Directory LDAP
ベース

RADIUS トー
クン サーバ
または RSA

EAP-GTC、PAP（プレーン テキスト パス
ワード）

はい

はい

はい

はい

MS-CHAP パスワード ハッシュ：

はい

はい

いいえ いいえ

はい

いいえ

いいえ いいえ

いいえ

はい

はい

MSCHAPv1/v2
EAP-MSCHAPv2
LEAP
EAP-MD5
CHAP
EAP-TLS
PEAP-TLS
（証明書取得）
（注）

TLS 認証（EAP-TLS と
PEAP-TLS）に ID ソースは必須で
はありませんが、許可ポリシー条
件のために任意で追加できます。
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外部 ID ソースの作成
Cisco ISE では、Active Directory、LDAP、RADIUS トークン、RSA SecurID サーバなどの外部 ID
ソースに接続して、認証/許可のユーザ情報を取得できます。 外部 ID ソースには、証明書ベース
の認証に必要な証明書認証プロファイルも含まれています。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] を選択します。

ステップ 2

次のオプションのいずれかを選択します。
• [証明書認証プロファイル（Certificate Authentication Profile）]：証明書ベースの認証の場合。
• [Active Directory]：外部 ID ソースとして Active Directory に接続する場合。
• [LDAP]：LDAP ID ソースを追加する場合。
• [RADIUS トークン（RADIUS Token）]：RADIUS トークン サーバを追加する場合。
• [RSA SecurID]：RSA SecurID サーバを追加する場合。

外部 ID ソースとしての Active Directory
Cisco ISE は、ユーザ、マシン、グループ、属性などのリソースにアクセスするために、Microsoft
Active Directory を外部 ID ソースとして使用します。 Active Directory でのユーザとマシンの認証
では、Active Directory にリストされているユーザとデバイスに対してのみネットワーク アクセス
を許可します。

Active Directory でサポートされる認証プロトコルおよび機能
Active Directory は、一部のプロトコルを使用したユーザとマシンの認証、Active Directory ユーザ
パスワードの変更などの機能をサポートしています。 次の表に、Active Directory でサポートされ
る認証プロトコルおよびそれぞれの機能を示します。
表 16：Active Directory でサポートされる認証プロトコル

認証プロトコル

機能

EAP-FAST およびパスワード ベースの保護拡張 MS-CHAPv2 および EAP-GTC の内部方式で
認証プロトコル（PEAP）
EAP-FAST と PEAP を使用するパスワード変更
機能を備えたユーザとマシンの認証
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認証プロトコル

機能

パスワード認証プロトコル（PAP）

ユーザおよびマシン認証

Microsoft Challenge Handshake Authentication
Protocol Version 1（MS-CHAPv1）

ユーザおよびマシン認証

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

ユーザおよびマシン認証

Extensible Authentication Protocol-Generic Token
Card（EAP-GTC）

ユーザおよびマシン認証

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

• ユーザおよびマシン認証
• グループおよび属性取得
• 証明書のバイナリ比較

Extensible Authentication Protocol- Flexible
Authentication via Secure Tunneling-Transport Layer
Security（EAP-FAST-TLS）

• ユーザおよびマシン認証
• グループおよび属性取得
• 証明書のバイナリ比較

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

• ユーザおよびマシン認証
• グループおよび属性取得
• 証明書のバイナリ比較

Lightweight Extensible Authentication Protocol
（LEAP）

ユーザ認証

許可ポリシーで使用する Active Directory 属性およびグループの取得
Cisco ISE は、許可ポリシー ルールで使用するために Active Directory からユーザまたはマシンの
属性およびグループを取得します。 これらの属性は Cisco ISE ポリシーで使用され、ユーザまた
はマシンの承認レベルを決定します。 Cisco ISE は、認証が成功した後にユーザおよびマシンの
Active Directory 属性を取得します。認証とは別に、許可のために属性を取得することもできます。
Cisco ISE は、外部 ID ストア内のグループを使用してユーザまたはコンピュータに権限を割り当
てることがあります（たとえば、ユーザをスポンサー グループにマップします）。 Active Directory
のグループ メンバーシップの次の制限事項に注意してください。
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• ポリシー ルールの条件は、次のいずれかを参照します。ユーザまたはコンピュータのプライ
マリ グループ、ユーザまたはコンピュータが直接メンバーであるグループ、または間接的
（ネストされた）グループ。
• ユーザまたはコンピュータのアカウント ドメイン外のドメイン ローカル グループはサポー
トされません。
属性およびグループは、参加ポイントごとに取得され、管理されます。 これらは許可ポリシーで
使用されます（まず参加ポイントを選択し、次に属性を選択します）。 許可範囲ごとに属性また
はグループを定義することはできませんが、認証ポリシーに範囲を使用できます。 認証ポリシー
で範囲を使用する場合、ユーザは 1 つの参加ポイントで認証されますが、ユーザのアカウント ド
メインへの信頼できるパスがある別の参加ポイント経由で属性またはグループを取得することが
できます。 認証ドメインを使用して、1 つの範囲内にある 2 つの参加ポイントで認証ドメインが
重複しないようにすることができます。

（注）

使用可能な Active Directory グループの最大数については、Microsoft の制限を参照してくださ
い。http://technet.microsoft.com/en-us/library/active-directory-maximum-limits-scalability(v=WS.10).aspx
ルールに、/!@\#$%^&*()_+~ のような特殊文字を使用した Active Directory グループ名が含まれる
場合、許可ポリシーは失敗します。

証明書ベースの認証のための Active Directory 証明書取得
Cisco ISE では、EAP-TLS プロトコルを使用するユーザまたはマシン認証のための証明書取得がサ
ポートされています。 Active Directory 上のユーザまたはマシン レコードには、バイナリ データ
型の証明書属性が含まれています。 この証明書属性に 1 つ以上の証明書を含めることができま
す。 Cisco ISE ではこの属性は userCertificate として識別され、この属性に対して他の名前を設定
することはできません。 Cisco ISE はこの証明書を取得し、バイナリ比較の実行に使用します。
証明書認証プロファイルは、証明書の取得に使用する Active Directory のユーザを検索するために
ユーザ名を取得するフィールド（たとえば、サブジェクト代替名（SAN）または一般名）を決定
します。 Cisco ISE は、証明書を取得した後、この証明書とクライアント証明書とのバイナリ比較
を実行します。 複数の証明書が受信された場合、Cisco ISE は、いずれかが一致するかどうかを
チェックするために証明書を比較します。 一致が見つかった場合、ユーザまたはマシン認証に合
格します。

証明書認証プロファイルの追加
Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security（EAP-TLS）証明書ベースの認証方式を使
用する場合は、証明書認証プロファイルを作成する必要があります。 従来のユーザ名とパスワー
ドの方法で認証する代わりに、Cisco ISE はクライアントから受信した証明書をサーバ内の証明書
と比較してユーザの信頼性を確認します。

はじめる前に
スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [証明書認証プロファイル（Certificate Authentication Profile）] > [追加（Add）] を選択
します。

ステップ 2

証明書認証プロファイルの名前と説明（任意）を入力します。

ステップ 3

ドロップダウン リストから ID ストアを選択します。
基本証明書のチェックは ID ソースを必要としません。 証明書にバイナリ比較チェックが必要な
場合は、ID ソースを選択する必要があります。 ID ソースとして Active Directory を選択した場合
は、サブジェクト名、一般名、およびサブジェクト代替名（すべての値）を使用してユーザを検
索できます。

ステップ 4

[証明書属性（Certificate Attribute）] または [証明書の任意のサブジェクトまたは代替名属性（Any
Subject or Alternative Name Attributes in the Certificate）] から ID の使用を選択します。 これは、ロ
グで検索のために使用されます。
[証明書の任意のサブジェクトまたは代替名属性（Any Subject or Alternative Name Attributes in the
Certificate）] を選択すると、Active Directory UPN がログ用のユーザ名として使用され、証明書の
すべてのサブジェクト名および代替名がユーザの検索に試行されます。 このオプションは、ID
ソースとして Active Directory を選択した場合にのみ使用できます。

ステップ 5

クライアント証明書を ID ストアの証明書と照合する場合に選択します。 この場合、ID ソースを
選択する必要があります（LDAP または Active Directory）。[Active Directory] を選択した場合は、
ID のあいまいさを解決するためにのみ証明書を照合することもできます。
• [なし（Never）]：このオプションは、バイナリ比較を実行しません。
• [ID のあいまいさを解決する目的のみ（Only to resolve identity ambiguity）]：このオプション
は、あいまいさが見つかった場合にだけ、クライアント証明書と Active Directory のアカウン
トの証明書とのバイナリ比較を実行します。 たとえば、複数の Active Directory アカウント
が証明書の識別名に一致することがあります。
• [常にバイナリ比較を実行する（Always perform binary comparison）]：このオプションは、ク
ライアント証明書と ID ストア（Active Directory または LDAP）内のアカウントの証明書との
バイナリ比較を常に実行します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックして、証明書認証プロファイルを追加するか、変更を保存します。

Active Directory ユーザ認証プロセス フロー
ユーザの認証または問い合わせ時に、Cisco ISE は次のことをチェックします。
• MS-CHAP および PAP 認証では、ユーザが無効かどうか、ロック アウトされているかどう
か、期限切れかどうか、またはログイン時間外かどうかを確認します。これらの条件のいく
つかが true の場合、認証が失敗します。
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• EAP-TLS 認証では、ユーザが無効かどうか、ロック アウトされているかどうかを確認しま
す。これらの条件のいくつかが一致する場合、認証が失敗します。
また、上記の条件に一致する場合（ユーザが無効など）、IdentityAccessRestricted 属性を設定でき
ます。 従来のポリシーをサポートするために IdentityAccessRestricted 属性を設定します。前述の
条件に一致する場合（ユーザが無効など）は認証が失敗するため、Cisco ISE 1.3 では必要ありま
せん。

Active Directory マルチドメイン フォレストのサポート
Cisco ISE では、マルチドメイン フォレストの Active Directory がサポートされます。 各フォレス
ト内で、Cisco ISE は単一のドメインに接続しますが、Cisco ISE が接続されているドメインと他の
ドメイン間に信頼関係が確立されている場合は、Active Directory フォレストの他のドメインから
リソースにアクセスできます。
Active Directory サービスをサポートする Windows サーバ オペレーティング システムのリストに
ついては、『Release Notes for Cisco Identity Services Engine』を参照してください。

（注）

Cisco ISE は、ネットワーク アドレス トランスレータの背後にあり、ネットワーク アドレス変
換（NAT）アドレスを持つ Microsoft Active Directory サーバをサポートしません。

Active Directory と Cisco ISE の統合の前提条件
次は、Cisco ISE と Active Directory を統合するための前提条件です。
• Cisco ISE サーバと Active Directory 間の時間を同期するために Network Time Protocol（NTP）
サーバ設定を使用します。 Cisco ISE CLI で NTP を設定できます。
• Active Directory 構造がマルチドメイン フォレストである場合、または複数のフォレストに分
けられている場合、Cisco ISE が接続されるドメインと、アクセスする必要がある、ユーザお
よびマシン情報を持つ他のドメインとの間に、信頼関係が存在することを確認します。 信頼
関係の確立の詳細については、Microsoft Active Directory のドキュメントを参照してくださ
い。
• Cisco ISE を参加させるドメインでは、少なくとも 1 つのグローバル カタログ サーバが動作
し、Cisco ISE からアクセス可能である必要があります。
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さまざまな操作の実行に必要な Active Directory アカウント権限
参加操作

脱退処理

Cisco ISE マシン アカウント

参加操作の実行に使用するアカ 脱退操作の実行に使用するアカ Active Directory 接続との通信に
ウントには、次の権限が必要で ウントには、次の権限が必要で 使用する新規作成された Cisco
す。
す。
ISE マシン アカウントには、次
の権限が必要です。
• Active Directory を検索す
• Active Directory を検索す
• 自分のパスワードを変更
る権限（Cisco ISE マシン
る権限（Cisco ISE マシン
アカウントがすでにある
アカウントがすでにある
する権限
かどうかの確認）
かどうかの確認）
• 認証されるユーザ/マシン
• ドメインに Cisco ISE マシ
• ドメインから Cisco ISE マ
に対応するユーザ/マシン
ン アカウントを作成する
シン アカウントを削除す
オブジェクトを読み取る
権限（マシン アカウント
る権限
権限
が存在しない場合）
• 必要な情報を取得するた
強制脱退（パスワードなしの脱
• 新しいマシン アカウント
めに Active Directory の一
退）を実行する場合、ドメイン
に属性を設定する権限
部をクエリーする権限（信
からマシン アカウントは削除
（Cisco ISE マシン アカウ
頼ドメイン、代替の UPN
されません。
ント パスワード、SPN、
サフィックスなど）
dnsHostname など）
• tokenGroups 属性を読み取
る権限
参加操作を実行するために、ド
メイン管理者である必要はあり
Active Directory でマシン アカ
ません。
ウントを事前作成できます。
SAM の名前が Cisco ISE アプラ
イアンスのホスト名と一致する
場合は、参加操作中に検索して
再利用する必要があります。
複数参加の操作を実行すると、
参加ごとに複数のマシン アカ
ウントが Cisco ISE 内で保持さ
れます。

（注）

参加操作または脱退処理に使用するクレデンシャルは、Cisco ISE に保存されません。 新規作
成された Cisco ISE マシン アカウントのクレデンシャルのみが保存されます。
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通信用に開く必要があるネットワーク ポート
プロトコル

ポート（リモート ターゲット
ローカル）

認証

DNS（TCP/UDP） 49152 以上の乱数 DNS サーバ/AD ド No
メインコントロー
ラ

注記
—

MSRPC

445

ドメイン コント
ローラ

Yes

—

Kerberos
（TCP/UDP）

88

ドメイン コント
ローラ

Yes（Kerberos）

MS AD/KDC

LDAP
（TCP/UDP）

389

ドメイン コント
ローラ

Yes

—

LDAP（GC）

3268

グローバルカタロ Yes
グ サーバ

—

NTP

123

NTP サーバ/ドメ No
インコントローラ

—

IPC

80

展開内の他の ISE Yes（RBAC クレ
ノード
デンシャルを使
用）

—

DNS サーバ
DNS サーバを設定する場合は、次の処理を実行します。
• Cisco ISE に設定されているすべての DNS サーバで、使用するすべてのドメインの正引きお
よび逆引き DNS クエリーを解決できるようにする必要があります。
• すべての DNS サーバで、追加サイト情報の有無に関係なく、DC、GC、および KDC の SRV
クエリーに回答できるようにする必要があります。
• パフォーマンスを向上するために、SRV 応答にサーバ IP アドレスを追加することを推奨し
ます。
• DNS serversthat を使用してパブリック インターネットに対するクエリーを実行しないでくだ
さい。 不明な名前を解決する必要がある場合に、遅延やネットワーク情報の漏洩を引き起こ
す可能性があります。
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外部 ID ソースとしての Active Directory の設定
外部 ID ソースとして Active Directory を設定する前に、次のことを確認します。
• Cisco ISE ホスト名が 15 文字以下であること。 Active Directory では 15 文字を超えるホスト
名は許可されません。
• Microsoft Active Directory サーバがネットワーク アドレス トランスレータの背後にないこと、
およびネットワーク アドレス変換（NAT）アドレスを持たないこと。
• 参加操作用の Microsoft Active Directory アカウントが有効であり、[次回ログイン時にパスワー
ドを変更（Change Password on Next Login）] を使用して設定されていないこと。
• ISE のスーパー管理者またはシステム管理者の権限があること。

（注）

Cisco ISE が Active Directory に接続されているときに操作に関する問題がある場合は、[操作
（Operations）] > [レポート（Reports）] で AD コネクタ レポートを参照してください。
外部 ID ソースとして Active Directory を設定するには、次のタスクを実行する必要があります。
1 Active Directory 参加ポイントの追加および参加ポイントへの Cisco ISE ノードの参加, （282 ペー
ジ）
2 認証ドメインの設定, （285 ページ）
3 Active Directory ユーザ グループの設定, （286 ページ）
4 Active Directory ユーザとマシンの属性の設定, （287 ページ）
5 パスワード変更、マシン認証、およびマシン アクセス制限の設定の変更, （287 ページ） （任
意）

Active Directory 参加ポイントの追加および参加ポイントへの Cisco ISE ノードの参加
はじめる前に
Cisco ISE ノードが NTP サーバ、DNS サーバ、ドメイン コントローラ、グローバル カタログ サー
バが配置されているネットワークと通信できることを確認します。 ドメイン診断ツールを実行し
て、これらのパラメータをチェックできます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [Active Directory] を選択します。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックして、ドメイン名および ID ストアの名前を入力します。

ステップ 3

[送信（Submit）] をクリックします。
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新しく作成された参加ポイントをドメインに参加させるかどうかを確認するポップアップ ウィン
ドウが表示されます。 すぐに参加させる場合は [はい（Yes）] をクリックします。
設定を保存すると、Active Directory ドメインの設定が（プライマリおよびセカンダリのポリシー
サービス ノードに）グローバルに保存されますが、いずれの Cisco ISE ノードもまだドメインに
参加しません。
ステップ 4

作成した新しい Active Directory 参加ポイントの横にあるチェックボックスをオンにして [編集
（Edit）] をクリックするか、または左側のナビゲーション ペインから新しい Active Directory 参
加ポイントをクリックします。 展開の参加/脱退テーブルが、すべての Cisco ISE ノード、ノード
のロール、およびそのステータスとともに表示されます。

ステップ 5

関連する Cisco ISE ノードの横にあるチェックボックスをオンにし、[参加（Join）] をクリックし
て Active Directory ドメインに Cisco ISE ノードを参加させます。
設定を保存した場合も、これを明示的に実行する必要があります。 1 回の操作で複数の Cisco ISE
ノードをドメインに参加させるには、使用するアカウントのユーザ名とパスワードがすべての参
加操作で同じである必要があります。 各 Cisco ISE ノードを追加するために異なるユーザ名とパ
スワードが必要な場合は、Cisco ISE ノードごとに参加操作を個別に実行する必要があります。

ステップ 6

Active Directory のユーザ名とパスワードを入力します。
参加操作に使用するユーザは、ドメイン自体に存在する必要があります。 ユーザが異なるドメイ
ンまたはサブドメインに存在する場合、ユーザ名は jdoe@acme.com のように、UPN 表記で表記す
る必要があります。

ステップ 7

（任意） [組織ユニットの指定（Specify Organizational Unit）] 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は、Cisco ISE ノードのマシン アカウントを
CN=Computers,DC=someDomain,DC=someTLD 以外の特定の組織ユニットに配置する場合にオンに
する必要があります。 Cisco ISE は、指定された組織ユニットの下にマシン アカウントを作成す
るか、またはマシンアカウントがすでにある場合は、この場所に移動します。組織ユニットが指
定されない場合、Cisco ISE はデフォルトの場所を使用します。 値は完全識別名（DN）形式で指
定する必要があります。 構文は、Microsoft のガイドラインに準拠する必要があります。 特別な予
約文字（/'+,;=<> など）、改行、スペース、およびキャリッジ リターンは、バックスラッシュ（\）
によってエスケープする必要があります。 たとえば、OU=Cisco ISE\,US,OU=IT Servers,OU=Servers\
や Workstations,DC=someDomain,DC=someTLD のようにします。 マシン アカウントがすでに作成
されている場合、このチェックボックスをオンにする必要はありません。 Active Directory ドメイ
ンに参加したマシン アカウントのロケーションを後で変更することもできます。

ステップ 8

[OK] をクリックします。
Active Directory ドメインに参加させる複数のノードを選択できます。
参加操作に失敗した場合、失敗メッセージが表示されます。 各ノードの失敗メッセージをクリッ
クして、そのノードの詳細なログを表示します。
（注）

参加が完了すると、Cisco ISE はいずれかのグループ SIDS がまだ古い Cisco ISE 1.2 形式
であるかどうかをチェックします。 古い形式がある場合、Cisco ISE は自動的に SID の
更新プロセスを開始します。 このプロセスを完了できるようにする必要があります。
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（注）

DNS SRV レコードが欠落している（参加しようとしているドメインに対し、ドメイン
コントローラが SRV レコードをアドバタイズしていない）場合は、Active Directory ド
メインに Cisco ISE を参加させることができない可能性があります。 トラブルシュー
ティング情報については、次の Microsoft Active Directory のマニュアルを参照してくだ
さい。
• http://support.microsoft.com/kb/816587
• http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727055.aspx

次の作業
認証ドメインを設定します。

Active Directory ドメインの脱退
ユーザまたはマシンを Active Directory ドメインまたはその参加ポイントから認証する必要がなく
なった場合は、Active Directory ドメインを脱退することができます。
コマンドライン インターフェイスから Cisco ISE アプリケーション設定をリセットする場合、ま
たはバックアップやアップグレードの後に設定を復元する場合、脱退操作が実行され、Cisco ISE
ノードがすでに参加している場合は、Active Directory ドメインから切断されます。 ただし、Cisco
ISE ノードのアカウントは、Active Directory ドメインから削除されません。 脱退操作では Active
Directory ドメインからノード アカウントも削除されるため、脱退操作は管理者ポータルから Active
Directory クレデンシャルを使用して実行することを推奨します。 これは、Cisco ISE ホスト名を変
更する場合にも推奨されます。

はじめる前に
Active Directory ドメインを脱退したが、認証の ID ソースとして（直接または ID ソース順序の一
部として）Active Directory を使用している場合、認証が失敗する可能性があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [Active Directory] を選択します。

ステップ 2

Cisco ISE ノードの隣にあるチェックボックスをオンにして [脱退（Leave）] をクリックします。

ステップ 3

Active Directory のユーザ名とパスワードを入力し、[OK] をクリックしてドメインを脱退し、Cisco
ISE データベースからマシン アカウントを削除します。
Active Directory クレデンシャルを入力すると、Cisco ISE ノードは Active Directory ドメインを脱退
し、Active Directory データベースから Cisco ISE マシン アカウントが削除されます。
（注）

Active Directory データベースから Cisco ISE マシン アカウントを削除するには、ここに
入力する Active Directory クレデンシャルに、ドメインからマシン アカウントを削除す
る権限がなければなりません。
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ステップ 4

Active Directory クレデンシャルがない場合は、[使用可能なクレデンシャルなし（No Credentials
Available）] チェックボックスをオンにして、[OK] をクリックします。
[クレデンシャルなしでドメインを脱退（Leave domain without credentials）] チェックボックスをオ
ンにすると、プライマリ Cisco ISE ノードが Active Directory ドメインから脱退します。 参加時に
Active Directory で作成されたマシン アカウントは、Active Directory 管理者が手動で削除する必要
があります。

認証ドメインの設定
Cisco ISE が参加しているドメインは、信頼関係を持つ他のドメインに対して可視性があります。
デフォルトでは、Cisco ISE はこれらすべての信頼ドメインに対する認証を許可するように設定さ
れます。 認証ドメインのサブセットに対して、Active Directory 展開との相互作用を制限できま
す。 ドメイン認証を設定することにより、接続ポイントごとに特定のドメインを選択して、選択
されたドメインに対してのみ認証が実行されるようにできます。 認証ドメインでは、接続ポイン
トから信頼されたすべてのドメインではなく、選択されたドメインのユーザのみを認証するよう
に Cisco ISE に指示するため、セキュリティが向上します。 また、認証ドメインでは検索範囲（着
信したユーザ名または ID に一致するアカウントの検索）が制限されるため、認証要求処理のパ
フォーマンスと遅延が改善されます。 このことは、着信したユーザ名または ID にドメイン マー
クアップ（プレフィクスまたはサフィックス）が含まれていない場合に特に重要です。 これらの
理由から、認証ドメインを設定することをベスト プラクティスとして強く推奨します。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [Active Directory] を選択します。

ステップ 2

[認証ドメイン（Authentication Domains）] タブをクリックします。
表に、信頼ドメインのリストが表示されます。 デフォルトでは、Cisco ISE はすべての信頼ドメイ
ンに対する認証を許可します。

ステップ 3

指定したドメインのみを許可するには、[認証にすべての Active Directory ドメインを使用する（Use
all Active Directory domains for authentication）] チェックボックスをオフにします。

ステップ 4

認証を許可するドメインの隣にあるチェックボックスをオンにし、[選択対象の有効化（Enable
Selected）] をクリックします。 [認証（Authenticate）] カラムで、このドメインのステータスが [は
い（Yes）] に変わります。
また、選択したドメインを無効にすることもできます。

ステップ 5

[使用できないドメインを表示（Show Unusable Domains）] をクリックして、使用できないドメイ
ンのリストを表示します。 使用できないドメインは、単方向の信頼や選択的な認証などの理由に
より、Cisco ISE が認証に使用できないドメインです。
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次の作業
Active Directory ユーザ グループを設定します。

Active Directory ユーザ グループの設定
Active Directory ユーザ グループを許可ポリシーで使用できるように設定する必要があります。 内
部的には、Cisco ISE はグループ名のあいまいさの問題を解決し、グループ マッピングを向上させ
るためにセキュリティ ID（SID）を使用します。 SID により、グループ割り当てが正確に一致し
ます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [Active Directory] を選択します。

ステップ 2

[グループ（Groups）] タブをクリックします。

ステップ 3

次のいずれかを実行します。
a) [追加（Add）] > [ディレクトリからグループを選択（Select Groups From Directory）] を選択し
て、既存のグループを選択します。
b) [追加（Add）] > [グループの追加（Add Group）] を選択して、グループを手動で追加します。
グループ名と SID の両方を指定するか、またはグループ名のみを指定し、[SID を取得（Fetch
SID）] を押します。
ユーザ インターフェイス ログインのグループ名に二重引用符（"）を使用しないでください。

ステップ 4

グループを手動で選択する場合は、フィルタを使用してグループを検索できます。 たとえば、
admin* をフィルタ基準として入力し、[グループの取得（Retrieve Groups）] をクリックすると、
admin で始まるユーザ グループが表示されます。 アスタリスク（*）ワイルドカード文字を入力
して、結果をフィルタリングすることもできます。 一度に取得できるのは 500 グループのみで
す。

ステップ 5

許可ポリシーで使用可能にするグループの隣にあるチェックボックスをオンにし、[OK] をクリッ
クします。

ステップ 6

グループを手動で追加する場合は、新しいグループの名前と SID を入力します。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。
（注）
グループを削除し、そのグループと同じ名前で新しいグループを作成する場合は、[SID
値の更新（Update SID Values）] をクリックして、新しく作成したグループに新しい SID
を割り当てる必要があります。 アップグレードすると、最初の参加の後に SID が自動
的に更新されます。

次の作業
Active Directory のユーザ属性を設定します。
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Active Directory ユーザとマシンの属性の設定
許可ポリシーの条件で使用できるように Active Directory ユーザとマシンの属性を設定する必要が
あります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [Active Directory] を選択します。

ステップ 2

[属性（Attributes）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] > [属性の追加（Add Attribute）] を選択して属性を手動で追加するか、[追加（Add）]
> [ディレクトリから属性を選択（Select Attributes From Directory）] を選択してディレクトリから
属性のリストを選択します。

ステップ 4

ディレクトリからの属性の追加を選択した場合、ユーザの名前を [サンプル ユーザ（Sample User）]
フィールドまたは [マシン アカウント（Machine Account）] フィールドに入力し、[属性の取得
（Retrieve Attributes）] をクリックしてユーザの属性のリストを取得します。 たとえば、管理者属
性のリストを取得するには administrator を入力します。 アスタリスク（*）ワイルドカード文字を
入力して、結果をフィルタリングすることもできます。
（注）
サンプル ユーザ名を入力するときは、Cisco ISE が接続されている Active Directory ドメ
インからユーザを選択することを確認してください。 マシン属性を取得するためにサ
ンプル マシンを選択するときは、マシン名に「host/」というプレフィクスを付加する
か、または SAM$ 形式を使用します。 たとえば、host/myhost を使用します。 属性の取
得時に表示される値の例は説明のみを目的としており、保存されません。

ステップ 5

選択する Active Directory の属性の隣にあるチェックボックスをオンにし、[OK] をクリックしま
す。

ステップ 6

属性を手動で追加する場合は、新しい属性の名前を入力します。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。

パスワード変更、マシン認証、およびマシン アクセス制限の設定の変更
はじめる前に
Active Directory ドメインに Cisco ISE を参加させる必要があります。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [Active Directory] を選択します。

ステップ 2

[高度な設定（Advanced Settings）] タブをクリックします。

ステップ 3

必要に応じて、パスワード変更、マシン認証、およびマシン アクセス制限（MAR）の設定を変更
します。
これらのオプションはデフォルトで有効になっています。

ステップ 4

プレーン テキスト認証に Kerberos を使用する場合は、[プレーン テキスト認証に Kerberos を使用
（Use Kerberos for Plain Text Authentications）] チェックボックスをオンにします。 デフォルトの推
奨オプションは MS-RPC です。 Kerberos は ISE 1.2 で使用されます。

Active Directory の複数参加設定のサポート
Cisco ISE では、Active Directory ドメインへの複数参加がサポートされます。 Cisco ISE では、50
までの Active Directory 参加がサポートされます。 Cisco ISE は、双方向信頼がなく、相互の信頼
がゼロである複数の Active Directory ドメインと接続できます。 Active Directory の複数ドメイン参
加は、各参加の独自のグループ、属性、および許可ポリシーを持つ個別の Active Directory ドメイ
ンのセットで構成されます。
同じフォレストに複数回参加できます。つまり、必要に応じて、同じフォレスト内の複数のドメ
インに参加できます。
Cisco ISE は、単方向の信頼があるドメインに参加できます。 このオプションで、単方向の信頼に
よって生じる権限の問題を回避できます。 いずれかの信頼ドメインに参加できるため、両方のド
メインを確認できます。
• 参加ポイント：Cisco ISE では、Active Directory ドメインへの個別参加は、参加ポイントと呼
ばれます。 Active Directory の参加ポイントは、Cisco ISE の ID ストアであり、認証ポリシー
で使用できます。 属性およびグループの関連ディクショナリがあり、許可条件で使用できま
す。
• スコープ：グループ化された Active Directory の参加ポイントのサブセットは、スコープと呼
ばれます。 単一参加ポイントの代わりに、認証結果として認証ポリシーでスコープを使用で
きます。 スコープは、複数の参加ポイントに対してユーザを認証するために使用されます。
各参加ポイントに複数のルールを使用する代わりにスコープを使用すると、単一のルールで
同じポリシーを作成することができ、Cisco ISE で要求の処理やパフォーマンスの向上にかか
る時間を短縮できます。 参加ポイントには、複数のスコープが含まれる場合があります。
スコープは、ID ソース順序に含まれる場合があります。 スコープには関連するディクショ
ナリがないため、許可ポリシー条件にスコープを使用することはできません。
新しい Cisco ISE のインストールを実行する場合、デフォルトでスコープは存在しません。
これは、ノー スコープ モードと呼ばれます。 スコープを追加すると、Cisco ISE はマルチス
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コープ モードになります。 必要に応じて、ノー スコープ モードに戻すことができます。 す
べての参加ポイントは [Active Directory] フォルダに移動されます。
• Initial_Scope は、ノー スコープ モードで追加された Active Directory 参加ポイントの格
納に使用される暗黙のスコープです。 マルチスコープ モードを有効にすると、すべて
の Active Directory 参加ポイントが自動作成された Initial_Scope に移動します。 Initial_Scope
の名前を変更できます。
• All_AD_Instances は組み込み型の疑似スコープで、Active Directory 設定には表示されま
せん。 これは、認証結果としてポリシーおよび ID 順序にのみ示されます。 Cisco ISE
で設定されたすべての Active Directory 参加ポイントを選択する場合は、このスコープを
選択できます。

Active Directory 参加ポイントを追加する新しい範囲の作成
手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [Active Directory] を選択します。

ステップ 2

[範囲モード（Scope Mode）] をクリックします。
Initial_Scope と呼ばれるデフォルトの範囲が作成され、現在のすべての参加ポイントがこの範囲に
配置されます。

ステップ 3

より多くの範囲を作成するには、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

新しい範囲の名前と説明を入力します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ID 書き換え
ID 書き換えは、外部 Active Directory システムに渡される前に ID を操作するよう Cisco ISE に指示
する拡張機能です。 ID を必要な形式（任意のドメイン プレフィクスやサフィックスまたはその
他の追加マークアップを含むまたは除く）に変更するためのルールを作成できます。
ID 書き換えルールは、サブジェクト検索、認証クエリー、許可クエリーなどの操作のために、ク
ライアントから受信したユーザ名またはホスト名に対して Active Directory に渡される前に適用さ
れます。 Cisco ISE は条件のトークンを照合し、最初の 1 つが一致するとポリシーの処理を停止し
て、結果に応じて ID 文字列を書き換えます。
書き換え時、角カッコ [ ] で囲まれている（[IDENTITY] など）内容はすべて、評価側では評価さ
れず、代わりに文字列内のその場所に一致する文字列が付加される変数です。 角カッコなしはす
べて、ルールの評価側と書き換え側の両方で、固定文字列として評価されます。
次に、ユーザによって入力された ID が ACME\jdoe であるとした場合の ID 書き換えの例を示しま
す。
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• ID が ACME\[IDENTITY] と一致する場合、[IDENTITY] に書き換えます。
結果は jdoe です。 このルールは、ACME プレフィクスを持つすべてのユーザ名を削除する
よう Cisco ISE に指示します。
• ID が ACME\[IDENTITY] と一致する場合、[IDENTITY]@ACME.com に書き換えます。
結果は jdoe@ACME.com です。 このルールは、形式をプレフィクス表記からサフィックス表
記に、または NetBIOS 形式から UPN 形式に変更するよう Cisco ISE に指示します。
• ID が ACME\[IDENTITY] と一致する場合、ACME2\[IDENTITY] に書き換えます。
結果は ACME2\jdoe です。 このルールは、特定のプレフィクスを持つすべてのユーザ名を代
替プレフィクスに変更するよう Cisco ISE に指示します。
• ID が [ACME]\jdoe.USA と一致する場合、[IDENTITY]@[ACME].com に書き換えます。
結果は jdoe\ACME.com です。 このルールは、ドットの後の領域を削除するよう Cisco ISE に
指示します。この場合は国名で、正しいドメインに置き換えられます。
• ID が E=[IDENTITY] と一致する場合、[IDENTITY] に書き換えます。
結果は jdoe です。 これは、ID が証明書から取得され、フィールドが電子メール アドレス
で、Active Directory がサブジェクトで検索するように設定されている場合に作成可能なルー
ルの例です。 このルールは、「E=」を削除するように Cisco ISE に指示します。
• ID が E=[EMAIL],[DN] と一致する場合、[DN] に書き換えます。
このルールは、証明書サブジェクトを、E= jdoe@acme.com、CN=jdoe、DC=acme、DC=com
から単なる DN、CN=jdoe、DC=acme、DC=com に変換します。 これは、ID が証明書サブジェ
クトから取得され、Active Directory が DN でユーザ検索するように設定されている場合に作
成可能なルールの例です。 このルールは、電子メール プレフィクスを削除し、DN を生成す
るよう Cisco ISE に指示します。
次に、ID 書き換えルールを記述する際によくある間違いを示します。
• ID が [DOMAIN]\[IDENTITY] と一致する場合、[IDENTITY]@DOMAIN.com に書き換えます。
結果は jdoe@DOMAIN.com です。 このルールは、ルールの書き換え側の角カッコ [ ] に
[DOMAIN] がありません。
• ID が DOMAIN\[IDENTITY] と一致する場合、[IDENTITY]@[DOMAIN].com に書き換えます。
この場合も、結果は jdoe@DOMAIN.com です。 このルールは、ルールの評価側の角カッコ [
] に [DOMAIN] がありません。
ID 書き換えルールは、常に、Active Directory 参加ポイントのコンテキスト内で適用されます。 認
証ポリシーの結果としてスコープが選択されている場合でも、書き換えルールは、各ActiveDirectory
参加ポイントに適用されます。 EAP-TLSが使用されている場合、これらの書き換えルールは、証
明書から取得される ID にも適用されます。
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ID 書き換えの有効化

（注）

この設定タスクは任意です。 あいまいな識別エラーなどのさまざまな理由で発生する認証失
敗を減らすために実行できます。

はじめる前に
Active Directory ドメインに Cisco ISE を参加させる必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [Active Directory] を選択します。

ステップ 2

[高度な設定（Advanced Settings）] タブをクリックします。

ステップ 3

[ID 書き換え（Identity Rewrite）] セクションで、ユーザ名を変更する書き換えルールを適用する
かどうかを選択します。

ステップ 4

一致条件および書き換え結果を入力します。表示されるデフォルトルールを削除し、要件に応じ
てルールを入力できます。 Cisco ISE は順番にポリシーを処理し、要求ユーザ名に一致する最初の
条件が適用されます。 一致トークン（角カッコ内に含まれるテキスト）を使用して、元のユーザ
名の要素を結果に転送できます。 いずれのルールにも一致しない場合、識別名は変更されませ
ん。 [テスト開始（Launch Test）] ボタンをクリックして、書き換え処理をプレビューできます。

ID 解決の設定
一部のタイプの ID には、プレフィクスまたはサフィックスのようなドメイン マークアップが含
まれます。 たとえば、ACME\jdoe などの NetBIOS ID では、「ACME」がドメイン マークアップ
のプレフィクスで、同様に jdoe@acme.com などの UPN ID では、「acme.com」がドメイン マーク
アップのサフィックスです。 ドメイン プレフィクスは、組織内の Active Directory ドメインの
NetBIOS（NTLM）名に一致し、ドメイン サフィックスは、組織内の Active Directory ドメインの
DNS 名または代替 UPN サフィックスに一致する必要があります。 たとえば、gmail.com は Active
Directory ドメインの DNS 名ではないため、jdoe@gmail.com はドメイン マークアップなしとして
処理されます。
ID 解決設定では、Active Directory 展開に一致するように、セキュリティおよびパフォーマンスの
バランスを調整する重要な設定を指定できます。これらの設定を使用して、ドメインマークアッ
プのないユーザ名およびホスト名の認証を調整できます。 Cisco ISE でユーザのドメインを認識で
きない場合、すべての認証ドメインでユーザを検索するように設定できます。 ユーザが 1 つのド
メインで見つかった場合でも、Cisco ISE は ID のあいまいさがないことを確実にするために、す
べての応答を待ちます。 この処理は、ドメインの数、ネットワークの遅延、負荷などに応じて、
時間がかかる場合があります。
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ID 解決問題の回避
認証時に、ユーザおよびホストに完全修飾名（つまり、ドメイン マークアップが含まれている名
前）を使用することを強く推奨します。 たとえば、ユーザの UPN と NetBIOS 名、およびホスト
の FQDN SPN です。 これは、複数の Active Directory アカウントが受信ユーザ名と一致する（た
とえば、jdoe が jdoe@emea.acme.com および jdoe@amer.acme.com と一致する）など、あいまいエ
ラーが頻繁に生じる場合に特に重要です。 場合によっては、完全修飾名を使用することが、問題
を解決する唯一の方法になります。 また、ユーザに一意のパスワードが設定されていることを保
証するだけで十分な場合もあります。 したがって、一意の ID を最初から使用すると、効率が向
上し、パスワード ロックアウトの問題が減少します。

ID 解決の設定

（注）

この設定タスクは任意です。 あいまいな識別エラーなどのさまざまな理由で発生する認証失
敗を減らすために実行できます。

はじめる前に
Active Directory ドメインに Cisco ISE を参加させる必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [Active Directory] を選択します。

ステップ 2

[高度な設定（Advanced Settings）] タブをクリックします。

ステップ 3

[ID 解決（Identity Resolution）] セクションで、ユーザ名またはマシン名の ID 解決についての次の
設定を定義します。 この設定によって、ユーザの検索と認証を詳細に制御できます。
最初に、マークアップなしの ID に対する設定を行います。 このような場合、次のオプションの
いずれかを選択できます。
• [要求を拒否する（Reject the request）]：このオプションを使用すると、SAM 名などのドメイ
ン マークアップがないユーザの認証は失敗します。 このことは、複数参加ドメインで、Cisco
ISE がすべての参加グローバル カタログの ID を検索する必要があることによって、安全性
が低下する可能性がある場合に役立ちます。 このオプションによって、ドメイン マークアッ
プを含むユーザ名を使用することがユーザに対して強制されます。
• [結合されたフォレストの「認証ドメイン」のみで検索する（Only search in the “Authentication
Domains” from the joined forest）]：このオプションを使用すると、認証ドメインの セクショ
ンで指定した、結合ポイントのフォレスト内のドメインのみで ID が検索されます。 これは
デフォルト オプションであり、SAM アカウント名に対する Cisco ISE 1.2 の動作と同じです。
• [すべての「認証ドメイン」セクションで検索する（Search in all the “Authentication Domains”
sections）]：このオプションを使用すると、すべての信頼されたフォレストのすべての認証
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ドメインで ID が検索されます。 これにより、遅延が増加し、パフォーマンスに影響する可
能性があります。
Cisco ISE で認証ドメインがどのように設定されているかに基づいて選択します。 特定の認証ドメ
インのみを選択した場合は、それらのドメインのみが検索されます（「結合されたフォレスト」
と「すべてのフォレスト」のいずれを選択した場合も）。
2 番目の設定は、Cisco ISE が、[認証ドメイン（Authentication Domains）] セクションで指定され
た設定に準拠するために必要となるすべてのグローバル カタログ（GC）と通信できない場合に使
用します。 このような場合、次のオプションのいずれかを選択できます。
• [使用可能なドメインで続行する（Proceed with available domains）]：このオプションを使用す
ると、使用可能ないずれかのドメインで一致が見つかった場合に認証が続行されます。
• [要求をドロップする（Drop the request）]：このオプションを使用すると、ID 解決で到達不
能または使用できないドメインが検出された場合に認証要求がドロップされます。

Active Directory 認証のためのユーザのテスト
テスト認証は、エンドユーザの認証および許可に関する問題のトラブルシューティングに最適で
す。ユーザのテスト機能を使用して、ユーザ認証を確認できます。オプションでグループおよび
属性を取得して調査できます。 単一の参加ポイントまたは範囲のテストを実行できます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [Active Directory] を選択します。

ステップ 2

次のいずれかのオプションを選択します。
• すべての参加ポイントのテストを実行するには、[拡張ツール（Advanced Tools）] > [すべて
の参加ポイントのユーザをテスト（Test User for All Join Points）] を選択します。
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• 特定の参加ポイントのテストを実行するには、参加ポイントを選択し、[編集（Edit）] をク
リックします。 Cisco ISE ノードを選択し、[ユーザのテスト（Test User）] をクリックしま
す。
ステップ 3

Active Directory のユーザ（またはホスト）のユーザ名とパスワードを入力します。

ステップ 4

認証タイプを選択します。 手順 3 のパスワード入力は、ルックアップ認証タイプを選択する必要
はありません。

ステップ 5

すべての参加ポイントに対してこのテストを実行する場合は、このテストを実行する Cisco ISE
ノードを選択します。

ステップ 6

グループおよび属性を取得する場合は、チェックボックスをオンにします。

ステップ 7

[テスト（Test）] をクリックします。
テスト操作の結果と手順が表示されます。 手順で失敗の原因を特定し、トラブルシューティング
できます。

Active Directory の設定の削除
外部 ID ソースとして Active Directory を使用していない場合は、Active Directory の設定を削除す
る必要があります。 別の Active Directory ドメインに参加する場合は、設定を削除しないでくださ
い。 現在参加しているドメインから脱退し、新しいドメインに参加できます。

はじめる前に
Active Directory ドメインが残っていることを確認します。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [Active Directory] を選択します。

ステップ 2

設定された Active Directory 横のチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[ローカル ノード ステータス（Local Node Status）] が [参加していない（Not Joined）] としてリス
トされていることを確認します。

ステップ 4

[削除（Delete）] をクリックします。
Active Directory データベースから設定を削除しました。 後で Active Directory を使用する場合は、
有効な Active Directory の設定を再送信できます。
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ノードの Active Directory の参加の表示
特定の Cisco ISE ノードのすべての Active Directory 参加ポイントのステータスまたはすべての Cisco
ISE ノードのすべての参加ポイントのリストを表示するには、[Active Directory] ページの [ノード
ビュー（Node View）] ボタンを使用できます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [Active Directory] を選択します。

ステップ 2

[ノード ビュー（Node View）] をクリックします。

ステップ 3

[ISE Node（ISE ノード）] ドロップダウン リストからノードを選択します。
テーブルに、Active Directory のステータスがノード別に一覧されます。 展開に複数の参加ポイン
トと複数の Cisco ISE ノードがある場合、このテーブルが更新されるまでに数分かかる場合があり
ます。

ステップ 4

その Active Directory 参加ポイントのページに移動し、その他の特定のアクションを実行するに
は、参加ポイントの [名前（Name）] リンクをクリックします。

ステップ 5

[診断ツール（Diagnostic Tools）] ページに移動して特定の問題のトラブルシューティングを行う
には、[診断概要（Diagnostic Summary）] リンクをクリックします。 診断ツールでは、ノードごと
に各参加ポイントの最新の診断結果が表示されます。

Active Directory の問題の診断
診断ツールは、各 Cisco ISE ノードで実行されるサービスです。 診断ツールを使用して、Active
Directory 展開を自動的にテストおよび診断したり、Cisco ISE によって Active Directory が使用され
る場合に機能やパフォーマンスの障害の原因となる可能性がある問題を検出するための一連のテ
ストを実行したりすることができます。
Cisco ISE が Active Directory に参加できない、または Active Directory に対して認証できない理由
は、複数あります。 このツールは、Cisco ISE を Active Directory に接続するための前提条件が正
しく設定されていることを確認するのに役立ちます。 また、ネットワーク、ファイアウォール設
定、クロック同期、ユーザ認証などの問題の検出に役立ちます。 このツールは、手順をステップ
ごとに説明したガイドとして機能し、必要に応じて、中間の各レイヤの問題の修正を支援します。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [Active Directory] を選択します。

ステップ 2

[拡張ツール（Advanced Tools）] ドロップダウン リストをクリックし、[診断ツール（Diagnostic
Tools）] を選択します。

ステップ 3

（任意） 診断を実行する Cisco ISE ノードを選択します。
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Cisco ISE ノードを選択しない場合は、すべてのノードでテストが実行されます。
ステップ 4

（任意） 特定の Active Directory 参加ポイントを選択します。
Active Directory 参加ポイントを選択しない場合は、すべての参加ポイントでテストが実行されま
す。

ステップ 5

[ノードに対するすべてのテストを実行（Run All Tests on Node）] をクリックして、テストを開始
します。

ステップ 6

提供されるリンクをクリックして、警告ステータスまたは失敗ステータスのテストの概要を確認
します。
テーブルには、Cisco ISE ノードで実行された前のテストからの完全なステータスが含まれます。
このテーブルを使用して、特定のテストの再実行、実行中のテストの停止、特定のテストのレポー
トの表示を行うことができます。

Active Directory デバッグ ログの有効化
Active Directory デバッグ ログはデフォルトでは記録されません。 展開でポリシー サービス ペル
ソナを担当する Cisco ISE ノードでこのオプションを有効にする必要があります。 Active Directory
のデバッグ ログを有効にすると、ISE のパフォーマンスに影響する場合があります。

手順
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

Active Directory のデバッグ情報を取得する Cisco ISE ポリシー サービス ノードの隣のオプション
ボタンをクリックし、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[Active Directory] オプション ボタンをクリックし、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 4

[Active Directory] の隣にあるドロップダウン リストから [DEBUG] を選択します。 これにはエ
ラー、警告、および verbose ログが含まれます。 完全なログを取得するには、[TRACE] を選択し
ます。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

トラブルシューティング用の Active Directory ログ ファイルの入手
可能性がある問題をトラブルシューティングするには、Active Directory のデバッグ ログをダウン
ロードし、表示します。

はじめる前に
Active Directory のデバッグ ロギングを有効にする必要があります。
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手順
ステップ 1

[操作（Operations）] > [トラブルシューティング（Troubleshoot）] > [ログのダウンロード（Download
Logs）] を選択します。

ステップ 2

Active Directory のデバッグ ログ ファイルを取得するノードをクリックします。

ステップ 3

[デバッグ ログ（Debug Logs）] タブをクリックします。

ステップ 4

このページを下にスクロールして ad_agent.log ファイルを見つけます。 このファイルをクリック
してダウンロードします。

Active Directory のアラームおよびレポート
Cisco ISE は、Active Directory に関連するアクティビティをモニタリングし、トラブルシューティ
ングを実行するためのさまざまなアラームおよびレポートを提供します。
アラーム
Active Directory のエラーおよび問題に対して、次のアラームがトリガーされます。
• 構成済みネーム サーバが使用不可（Configured nameserver not available）
• 参加しているドメインが使用不可（Joined domain is unavailable）
• 認証ドメインが使用不可（Authentication domain is unavailable）
• Active Directory フォレストが使用不可（Active Directory forest is unavailable）
• AD コネクタを再起動する必要があります（AD Connector had to be restarted）
• AD：ISE アカウント パスワードの更新に失敗（AD: ISE account password update failed）
• AD：マシン TGT のリフレッシュに失敗（AD: Machine TGT refresh failed）
レポート
次の 2 つのレポートで Active Directory に関連するアクティビティをモニタリングできます。
• RADIUS 認証レポート：このレポートは、Active Directory の認証および許可の詳細な手順を
示します。 このレポートは、[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [認証サービス
ステータス（Auth Services Status）] > [RADIUS 認証（RADIUS Authentications）] にあります。
• AD コネクタ操作レポート：AD コネクタ操作レポートは、AD コネクタが実行するバックグ
ラウンド操作（Cisco ISE サーバ パスワードのリフレッシュ、Kerberos チケットの管理、DNS
クエリー、DC 検出、LDAP、および RPC 接続管理など）のログを提供します。 Active Directory
の障害が発生した場合は、考えられる原因を特定するために、このレポートで詳細を確認で
きます。 このレポートは、[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [認証サービス ス
テータス（Auth Services Status）] > [AD コネクタ操作（AD Connector Operations）] にありま
す。
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Active Directory の高度な調整
高度な調整機能により、シスコのサポート担当者の管理下で、サポート操作に使用されるノード
固有の設定が可能となり、システムのさらに深いレベルでパラメータを調整できるようになりま
す。 これらの設定は、通常の管理フローを対象としていません。ガイダンスに従って使用する必
要があります。

Active Directory が構成された Cisco ISE をセットアップするための補足情報
Active Directory が構成された Cisco ISE を設定するには、グループ ポリシーを設定し、マシン認
証のサプリカントを設定する必要があります。

Active Directory のグループ ポリシーの設定
グループ ポリシー管理エディタにアクセスする方法の詳細については、Microsoft Active Directory
のマニュアルを参照してください。

手順
ステップ 1

次の図に示すように、グループ ポリシー管理エディタを開きます。
[グループ ポリシー オブジェクト（Group Policy Objects）] の選択

ステップ 2

新しいポリシーを作成し、その説明的な名前を入力するか、既存のドメイン ポリシーに追加しま
す。
例：

次の例では、ポリシー名に Wired Autoconfiguration を使用しています。
ステップ 3

次の図に示すように、[このポリシー設定を定義する（Define this policy setting）] チェックボック
スをオンにして、サービス起動モードの [自動（Automatic）] オプション ボタンをクリックしま
す。
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ポリシー プロパティ

ステップ 4

目的の組織ユニットまたはドメイン Active Directory レベルでポリシーを適用します。
コンピュータは再起動したときにポリシーを受信し、このサービスが有効になります。

Active Directory に対する EAP-TLS マシン認証のための Odyssey 5.X サプリカントの設定
Active Directory に対する EAP-TLS マシン認証に Odyssey 5.x サプリカントを使用している場合は、
サプリカントで次の設定を行う必要があります。

手順
ステップ 1

Odyssey アクセス クライアントを起動します。

ステップ 2

[ツール（Tools）] メニューから [Odyssey アクセス クライアント管理者（Odyssey Access Client
Administrator）] を選択します。

ステップ 3

[マシン アカウント（Machine Account）] アイコンをダブルクリックします。

ステップ 4

[マシン アカウント（Machine Account）] ページから、EAP-TLS 認証のプロファイルを設定する必
要があります。
a) [設定（Configuration）] > [プロファイル（Profiles）] を選択します。
b) EAP-TLS プロファイルの名前を入力します。
c) [認証（Authentication）] タブで、認証方式として [EAP-TLS] を選択します。
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d) [証明書（Certificate）] タブで、[証明書を使用したログインを許可（Permit login using my
certificate）] チェックボックスをオンにして、サプリカント マシンの証明書を選択します。
e) [ユーザ情報（User Info）] タブで、[マシン クレデンシャルを使用（Use machine credentials）]
チェックボックスをオンにします。
このオプションが有効になっている場合、Odyssey サプリカントは host\<machine_name> の形
式でマシン名を送信します。Active Directory は要求をマシンから送信されていると識別し、認
証を実行するコンピュータ オブジェクトを検索します。 このオプションが無効になっている
場合、Odyssey サプリカントは host\ プレフィクスなしでマシン名を送信します。Active Directory
はユーザ オブジェクトを検索し、認証は失敗します。

マシン認証のための AnyConnect エージェント
マシン認証のために AnyConnect エージェントを設定する場合、次のいずれかを実行できます。
• デフォルトのマシン ホスト名（プレフィクス「host/」を含む）を使用する。
• 新しいプロファイルを設定する。その場合、マシン名の前にプレフィクス「host/」を付加す
る必要があります。

LDAP
Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）は、RFC 2251 で定義されている、TCP/IP 上で動作
するディレクトリサービスの問い合わせおよび変更のためのネットワーキングプロトコルです。
LDAP は、X.500 ベースのディレクトリ サーバにアクセスするためのライトウェイト メカニズム
です。
Cisco ISE は、LDAP プロトコルを使用して LDAP 外部データベース（ID ソースとも呼ばれる）と
統合します。

LDAP ディレクトリ サービス
LDAP ディレクトリ サービスは、クライアント/サーバ モデルに基づきます。 クライアントは、
LDAP サーバに接続し、操作要求をサーバに送信することで、LDAP セッションを開始します。
サーバは、応答を送信します。 1 台以上の LDAP サーバに、LDAP ディレクトリ ツリーまたは
LDAP バックエンド データベースからのデータが含まれています。
ディレクトリサービスは、情報を保持するデータベースであるディレクトリを管理します。ディ
レクトリ サービスは、情報を保存するために分散モデルを使用します。その情報は、通常はディ
レクトリ サーバ間で複製されます。
LDAP ディレクトリは、単純なツリー階層で編成されており、数多くのサーバ間で分散できます。
各サーバには、定期的に同期化されるディレクトリ全体の複製バージョンを配置できます。
ツリーのエントリには属性のセットが含まれており、各属性には名前（属性タイプまたは属性の
説明）と 1 つ以上の値があります。 属性はスキーマに定義されます。
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各エントリには、固有識別情報、つまり識別名（DN）があります。 この名前には、エントリ内の
属性で構成されている相対識別名（RDN）と、それに続く親エントリの DN が含まれています。
DN は完全なファイル名、RDN はフォルダ内の相対ファイル名と考えることができます。

複数の LDAP インスタンス
IP アドレスまたはポートの設定が異なる複数の LDAP インスタンスを作成することにより、異な
る LDAP サーバを使用するか、または同じ LDAP サーバ上の異なるデータベースを使用して認証
を行うように、Cisco ISE を設定できます。 プライマリ サーバの各 IP アドレスおよびポートの設
定は、セカンダリ サーバの IP アドレスおよびポートの設定とともに、Cisco ISE LDAP ID ソース
インスタンスに対応する LDAP インスタンスを形成します。
Cisco ISE では、個々の LDAP インスタンスが一意の LDAP データベースに対応している必要はあ
りません。 複数の LDAP インスタンスを、同一のデータベースにアクセスするように設定できま
す。 この方法は、LDAP データベースにユーザまたはグループのサブツリーが複数含まれている
場合に役立ちます。 各 LDAP インスタンスでは、ユーザとグループに対してそれぞれ単一のサブ
ツリー ディレクトリだけをサポートするため、Cisco ISE が認証要求を送信するユーザ ディレク
トリとグループ ディレクトリのサブツリーの組み合わせごとに、別々の LDAP インスタンスを設
定する必要があるからです。

LDAP フェールオーバー
Cisco ISE は、プライマリ LDAP サーバとセカンダリ LDAP サーバ間でのフェールオーバーをサ
ポートします。 フェールオーバーは、LDAP サーバがダウンしているかまたは到達不可能なため
に Cisco ISE で LDAP サーバに接続できないことが原因で認証要求が失敗した場合に発生します。
フェールオーバー設定が指定され、Cisco ISE で接続しようとした最初の LDAP サーバが到達不可
能な場合、Cisco ISE は常に 2 番目の LDAP サーバへの接続を試行します。 再度、Cisco ISE で最
初の LDAP サーバを使用する場合は、[フェールバック再試行の遅延（Failback Retry Delay）] テキ
スト ボックスに値を入力する必要があります。

（注）

Cisco ISE では、常にプライマリ LDAP サーバを使用して、認証ポリシーで使用するグループ
と属性を管理者ポータルから取得します。このため、プライマリ LDAP サーバはこれらの項目
を設定するときにアクセス可能である必要があります。 Cisco ISE では、フェールオーバーの
設定に従って、実行時に認証と許可にのみセカンダリ LDAP サーバを使用します。

LDAP 接続管理
Cisco ISE では、複数の同時 LDAP 接続がサポートされます。 接続は、最初の LDAP 認証時にオ
ン デマンドで開かれます。 最大接続数は、LDAP サーバごとに設定されます。 事前に接続を開い
ておくと、認証時間が短縮されます。 同時バインディング接続に使用する最大接続数を設定でき
ます。 開かれる接続の数は、LDAP サーバ（プライマリまたはセカンダリ）ごとに異なる場合が
あり、サーバごとに設定される最大管理接続数に基づいて決まります。
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Cisco ISE は、Cisco ISE で設定されている LDAP サーバごとに、開いている LDAP 接続（バイン
ディング情報を含む）のリストを保持します。 認証プロセス中に、Connection Manager は開いて
いる接続をプールから検索しようとします。 開いている接続が存在しない場合、新しい接続が開
かれます。
LDAP サーバが接続を閉じた場合、Connection Manager はディレクトリを検索する最初のコールで
エラーをレポートし、接続を更新しようとします。 認証プロセスが完了した後、ConnectionManager
は接続を解放します。

LDAP ユーザ認証
LDAP は、Cisco ISE ユーザ認証のための外部データベースとして使用できます。 Cisco ISE ではプ
レーン パスワード認証がサポートされます。 ユーザ認証には次の処理が含まれます。
• LDAP サーバでの、要求のユーザ名に一致するエントリの検索
• ユーザ パスワードと、LDAP サーバで見つかったパスワードとの照合
• ポリシーで使用するグループ メンバーシップ情報の取得
• ポリシーおよび許可プロファイルで使用するように指定された属性の値の取得
ユーザを認証するために、Cisco ISE は LDAP サーバにバインド要求を送信します。 バインド要求
には、ユーザの DN およびユーザ パスワードがクリア テキストで含まれています。 ユーザの DN
およびパスワードが LDAP ディレクトリ内のユーザ名およびパスワードと一致した場合に、ユー
ザは認証されます。
Secure Sockets Layer（SSL）を使用して LDAP サーバへの接続を保護することを推奨します。

許可ポリシーで使用する LDAP グループおよび属性の取得
Cisco ISE は、ディレクトリ サーバでバインド操作を実行し、サブジェクトを検索および認証する
ことによって、LDAP ID ソースに対してサブジェクト（ユーザまたはホスト）を認証できます。
認証が成功した後、Cisco ISE は要求された場合は常にサブジェクトに所属するグループおよび属
性を取得できます。 Cisco ISE 管理者ポータルで取得されるように属性を設定するには、[管理
（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [LDAP] を選択します。 Cisco ISE は、これらのグループおよび属性を使用してサブ
ジェクトを許可できます。
ユーザの認証または LDAP ID ソースの問い合わせを行うために、Cisco ISE は LDAP サーバに接
続し、接続プールを保持します。
Active Directory が LDAP ストアとして設定されている場合は、グループ メンバーシップに関する
次の制限事項に注意する必要があります。
• ユーザまたはコンピュータは、ポリシー条件でポリシー ルールに一致するように定義された
グループの直接的なメンバーである必要があります。
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• 定義されたグループは、ユーザまたはコンピュータのプライマリ グループではない可能性が
あります。 この制限は、Active Directory が LDAP ストアとして設定されている場合にのみ適
用されます。

LDAP グループ メンバーシップ情報の取得
ユーザ認証、ユーザ ルックアップ、および MAC アドレス ルックアップのために、Cisco ISE は
LDAP データベースからグループ メンバーシップ情報を取得する必要があります。 LDAP サーバ
は、サブジェクト（ユーザまたはホスト）とグループ間の関連付けを次の方法のいずれかで表し
ます。
• グループがサブジェクトを参照：グループ オブジェクトには、サブジェクトを指定する属性
が含まれています。 サブジェクトの識別子は、次のものとしてグループに供給できます。
◦ 識別名
◦ プレーン ユーザ名
• サブジェクトがグループを参照：サブジェクト オブジェクトには、所属するグループを指定
する属性が含まれています。
LDAP ID ソースには、グループ メンバーシップ情報の取得のために次のパラメータが含まれてい
ます。
• [参照方向（Reference direction）]：このパラメータは、グループ メンバーシップを決定する
ときに使用する方法を指定します（グループからサブジェクトへまたはサブジェクトからグ
ループへ）。
• [グループ マップ属性（Group Map Attribute）]：このパラメータは、グループ メンバーシッ
プ情報を含む属性を示します。
• [グループ オブジェクト クラス（Group Object Class）]：このパラメータは、特定のオブジェ
クトがグループとして認識されることを決定します。
• [グループ検索サブツリー（Group Search Subtree）]：このパラメータは、グループ検索の検
索ベースを示します。
• [メンバー タイプ オプション（Member Type Option）]：このパラメータは、グループ メン
バー属性にメンバーが保存される方法を指定します（DN として、またはプレーン ユーザ名
として）。

LDAP 属性の取得
ユーザ認証、ユーザ ルックアップ、および MAC アドレス ルックアップのために、Cisco ISE は
LDAP データベースからサブジェクト属性を取得する必要があります。 LDAP ID ソースのインス
タンスごとに、ID ソース ディクショナリが作成されます。 これらのディレクトリでは、次のデー
タ型の属性がサポートされています。
• 文字列
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• 符号なし 32 ビット整数
• IPv4 アドレス
符号なし整数および IPv4 属性の場合、Cisco ISE は取得した文字列を対応するデータ型に変換しま
す。 変換が失敗した場合、または属性の値が取得されなかった場合、Cisco ISE ではデバッグ メッ
セージをロギングしますが、認証またはルックアップ プロセスは失敗しません。
変換が失敗した場合、または Cisco ISE で属性の値が取得されない場合に、Cisco ISE で使用でき
るデフォルトの属性値を任意で設定できます。

LDAP 証明書の取得
ユーザ ルックアップの一部として証明書取得を設定した場合、Cisco ISE は証明書属性の値を LDAP
から取得する必要があります。 証明書属性の値を LDAP から取得するには、LDAP ID ソースの設
定時に、アクセスする属性のリストで証明書属性をあらかじめ設定しておく必要があります。

LDAP サーバによって返されたエラー
次のエラーが認証プロセス中に発生する可能性があります。
• 認証エラー：Cisco ISE は、認証エラーを Cisco ISE ログ ファイルに記録します。
LDAP サーバがバインディング（認証）エラーを返す理由で考えられるのは、次のとおりで
す。
◦ パラメータ エラー：無効なパラメータが入力された
◦ ユーザ アカウントが制限されている（無効、ロックアウト、期限切れ、パスワード期限
切れなど）
◦ 初期化エラー：LDAP サーバのタイムアウト設定を使用して、LDAP サーバでの接続ま
たは認証が失敗したと判断する前に Cisco ISE が LDAP サーバからの応答を待つ秒数を
設定します。
LDAP サーバが初期化エラーを返す理由で考えられるのは、次のとおりです。
◦ LDAP がサポートされていない。
◦ サーバがダウンしている。
◦ サーバがメモリ不足である。
◦ ユーザに特権がない。
◦ 間違った管理者クレデンシャルが設定されている。

外部リソース エラーとして次のエラーがロギングされ、LDAP サーバで考えられる問題が示され
ます。
• 接続エラーが発生した
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• タイムアウトが期限切れになった
• サーバがダウンしている
• サーバがメモリ不足である
未知ユーザ エラーとして次のエラーがロギングされます。
• データベースにユーザが存在しない
ユーザは存在するが送信されたパスワードが無効である場合、無効パスワード エラーとして次の
エラーがロギングされます。
• 無効なパスワードが入力された

LDAP ユーザ ルックアップ
Cisco ISE は LDAP サーバを使用したユーザ ルックアップ機能をサポートしています。 この機能
を使用すると、認証なしで LDAP データベース内のユーザを検索し、情報を取得できます。 ユー
ザ ルックアップ プロセスには次のアクションが含まれます。
• LDAP サーバでの、要求のユーザ名に一致するエントリの検索
• ポリシーで使用するユーザ グループ メンバーシップ情報の取得
• ポリシーおよび許可プロファイルで使用するように指定された属性の値の取得

LDAP MAC アドレス ルックアップ
Cisco ISE は MAC アドレス ルックアップ機能をサポートしています。 この機能を使用すると、認
証なしで LDAP データベース内の MAC アドレスを検索し、情報を取得できます。 MAC アドレス
ルックアップ プロセスには次のアクションが含まれます。
• デバイスの MAC アドレスと一致するエントリを見つけるための LDAP サーバの検索
• ポリシーで使用するデバイスの MAC アドレス グループ情報の取得
• ポリシーで使用する指定された属性の値の取得

LDAP ID ソースの追加
はじめる前に
• 次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
• Cisco ISE は、許可ポリシーで使用するグループおよび属性を取得するためにプライマリ LDAP
サーバを常に使用します。 このため、プライマリ LDAP サーバはこれらの項目を設定すると
きに到達可能である必要があります。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [LDAP] > [追加（Add）] を選択します。

ステップ 2

値を入力します。

ステップ 3

[送信（Submit）] をクリックして、LDAP インスタンスを作成します。

プライマリおよびセカンダリ LDAP サーバの設定
LDAP インスタンスを作成したら、プライマリ LDAP サーバに対する接続を設定する必要があり
ます。 セカンダリ LDAP サーバの設定は、オプションです。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [LDAP] を選択します。

ステップ 2

編集する LDAP インスタンスの隣にあるチェックボックスをオンにし、[編集（Edit）] をクリック
します。

ステップ 3

[接続（Connection）] タブをクリックして、プライマリおよびセカンダリ サーバを設定します。

ステップ 4

「LDAP ID ソースの設定」の説明に従って、値を入力します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックして接続パラメータを保存します。

LDAP サーバからの属性を取得するための Cisco ISE の有効化
Cisco ISE で LDAP サーバからユーザとグループのデータを取得するには、Cisco ISE で LDAP ディ
レクトリの詳細を設定する必要があります。 LDAP ID ソースでは、次の 3 つの検索が適用されま
す。
• 管理のためのグループ サブツリーのすべてのグループの検索
• ユーザを特定するためのサブジェクト サブツリーのユーザの検索
• ユーザが所属するグループの検索
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [LDAP] を選択します。

ステップ 2

編集する LDAP インスタンスの隣にあるチェックボックスをオンにし、[編集（Edit）] をクリック
します。

ステップ 3

[ディレクトリ構成（Directory Organization）] タブをクリックします。

ステップ 4

「LDAP ID ソースの設定」の説明に従って、値を入力します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックして設定を保存します。

LDAP サーバからのグループ メンバーシップ詳細の取得
新しいグループを追加するか、LDAP ディレクトリからグループを選択できます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [LDAP] を選択します。

ステップ 2

編集する LDAP インスタンスの隣にあるチェックボックスをオンにし、[編集（Edit）] をクリック
します。

ステップ 3

[グループ（Groups）] タブをクリックします。

ステップ 4

[追加（Add）] > [グループの追加（Add Group）] を選択して新しいグループを追加するか、[追加
（Add）] > [ディレクトリからグループを選択（Select Groups From Directory）] を選択して LDAP
ディレクトリからグループを選択します。
a) グループの追加を選択した場合は、新しいグループの名前を入力します。
b) ディレクトリから選択する場合は、フィルタ基準を入力し、[グループの取得（RetrieveGroups）]
をクリックします。 検索条件には、アスタリスク（*）ワイルドカード文字を含めることがで
きます。

ステップ 5

選択するグループの隣にあるチェックボックスをオンにし、[OK] をクリックします。
選択したグループが [グループ（Groups）] ページに表示されます。

ステップ 6

グループ選択を保存するには、[送信（Submit）] をクリックします。

LDAP サーバからのユーザ属性の取得
許可ポリシーで使用する LDAP サーバからユーザ属性を取得できます。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [LDAP] を選択します。

ステップ 2

編集する LDAP インスタンスの隣にあるチェックボックスをオンにし、[編集（Edit）] をクリック
します。

ステップ 3

[属性（Attributes）] タブをクリックします。

ステップ 4

[追加（Add）] > [属性の追加（Add Attribute）] を選択して新しい属性を追加するか、[追加（Add）]
> [ディレクトリから属性を選択（Select Attributes From Directory）] を選択して LDAP サーバから
属性を選択します。
a) 属性を追加する場合は、新しい属性の名前を入力します。
b) ディレクトリから選択する場合は、例のユーザを入力し、[属性の取得（Retrieve Attributes）]
をクリックしてユーザの属性を取得します。 アスタリスク（*）ワイルドカード文字を使用で
きます。

ステップ 5

選択する属性の隣にあるチェックボックスをオンにし、[OK] をクリックします。

ステップ 6

属性選択を保存するには、[送信（Submit）] をクリックします。

RADIUS トークン ID ソース
RADIUSプロトコルをサポートし、ユーザおよびデバイスに認証、許可、アカウンティング（AAA）
サービスを提供するサーバは、RADIUS サーバと呼ばれます。 RADIUS ID ソースは、サブジェク
トとそのクレデンシャルの集合を含み、通信に RADIUS プロトコルを使用する外部 ID ソースで
す。 たとえば、Safeword トークン サーバは、複数のユーザおよびそのクレデンシャルをワンタイ
ム パスワードとして含めることができる ID ソースであり、Safeword トークン サーバによって提
供されるインターフェイスでは、RADIUS プロトコルを使用して問い合わせることができます。
Cisco ISE では、RADIUS RFC 2865 準拠のいずれかのサーバが外部 ID ソースとしてサポートされ
ています。 Cisco ISE では、複数の RADIUS トークン サーバ ID がサポートされています。たとえ
ば、RSA SecurID サーバや SafeWord サーバなどです。 RADIUS ID ソースは、ユーザを認証する
ために使用される任意の RADIUS トークン サーバと連携できます。 RADIUS ID ソースでは、認
証セッションにユーザデータグラムプロトコル（UDP）ポートが使用されます。すべてのRADIUS
通信に同じ UDP ポートが使用されます。

RADIUS トークン サーバでサポートされる認証プロトコル
Cisco ISE では、RADIUS ID ソースに対して次の認証プロトコルがサポートされています。
• RADIUS PAP
• 内部拡張認証プロトコル汎用トークン カード（EAP-GTC）を含む保護拡張認証プロトコル
（PEAP）
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• 内部 EAP-GTC を含む EAP-FAST

通信に RADIUS トークン サーバで使用されるポート
RADIUS トークン サーバでは、認証セッションに UDP ポートが使用されます。 このポートはす
べての RADIUS 通信に使用されます。 Cisco ISE で RADIUS ワンタイム パスワード（OTP）メッ
セージを RADIUS 対応トークン サーバに送信するには、Cisco ISE と RADIUS 対応トークン サー
バの間のゲートウェイデバイスが、UDPポートを介した通信を許可するように設定されている必
要があります。 UDP ポートは、管理者ポータルを介して設定できます。

RADIUS 共有秘密
Cisco ISE で RADIUS ID ソースを設定するときに、共有秘密を指定する必要があります。 この共
有秘密情報は、RADIUS トークン サーバ上で設定されている共有秘密情報と同一である必要があ
ります。

RADIUS トークン サーバでのフェールオーバー
Cisco ISE では、複数の RADIUS ID ソースを設定できます。 各 RADIUS ID ソースには、プライマ
リとセカンダリの RADIUS サーバを指定できます。 Cisco ISE からプライマリ サーバに接続でき
ない場合は、セカンダリ サーバが使用されます。

RADIUS トークン サーバの設定可能なパスワード プロンプト
RADIUS ID ソースでは、パスワード プロンプトを設定できます。 パスワード プロンプトは、管
理者ポータルを介して設定できます。

RADIUS トークン サーバのユーザ認証
Cisco ISE は、ユーザ クレデンシャル（ユーザ名とパスコード）を取得し、RADIUS トークン サー
バに渡します。 また、Cisco ISE は RADIUS トークン サーバ認証処理の結果をユーザに中継しま
す。

RADIUS トークン サーバのユーザ属性キャッシュ
RADIUS トークン サーバでは、デフォルトではユーザ ルックアップはサポートされていません。
ただし、ユーザ ルックアップは次の Cisco ISE 機能に不可欠です。
• PEAP セッション再開：この機能によって、認証の成功後、EAP セッションの確立中に PEAP
セッションを再開できます。
• EAP/FAST 高速再接続：この機能によって、認証の成功後、EAP セッションの確立中に高速
再接続が可能になります。
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Cisco ISE では、これらの機能のユーザ ルックアップ要求を処理するために、成功した認証の結果
がキャッシュされます。 成功した認証すべてについて、認証されたユーザの名前と取得された属
性がキャッシュされます。 失敗した認証はキャッシュに書き込まれません。
キャッシュは、実行時にメモリで使用可能であり、分散展開の Cisco ISE ノード間で複製されませ
ん。 管理者ポータルを介してキャッシュの存続可能時間（TTL）制限を設定できます。 ID キャッ
シング オプションを有効にし、エージング タイムを分単位で設定する必要があります。 指定し
た時間、キャッシュはメモリで使用可能です。

ID 順序での RADIUS ID ソース
ID ソース順序で認証順序用の RADIUS ID ソースを追加できます。 ただし、属性取得順序用の
RADIUS ID ソースを追加することはできません。これは、認証しないで RADIUS ID ソースを問
い合わせることはできないためです。 RADIUS サーバによる認証中、Cisco ISE では異なるエラー
を区別できません。 すべてのエラーに対して RADIUS サーバから Access-Reject メッセージが返さ
れます。 たとえば、RADIUS サーバでユーザが見つからない場合、RADIUS サーバからは User
Unknown ステータスの代わりに Access-Reject メッセージが返されます。

RADIUS サーバがすべてのエラーに対して同じメッセージを返す
RADIUS サーバでユーザが見つからない場合、RADIUS サーバからは Access-Reject メッセージが
返されます。 Cisco ISE では、管理者ポータルを使用してこのメッセージを [認証失敗（Authentication
Failed）] メッセージまたは [ユーザが見つからない（User Not Found）] メッセージとして設定する
ためのオプションを使用できます。 ただし、このオプションを使用すると、ユーザが未知の状況
だけでなく、すべての失敗状況に対して [ユーザが見つからない（User Not Found）] メッセージが
返されます。
次の表は、RADIUS ID サーバで発生するさまざまな失敗状況を示しています。
表 17：エラー処理

失敗状況
認証に失敗

失敗の理由
• ユーザが未知である。
• ユーザが不正なパスコードでログインしよ
うとしている。
• ユーザログイン時間が期限切れになった。
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失敗状況

失敗の理由

プロセスの失敗

• RADIUS サーバが Cisco ISE で正しく設定
されていない。
• RADIUS サーバが使用できない。
• RADIUS パケットが偽装として検出されて
いる。
• RADIUS サーバとのパケットの送受信の問
題。
• タイムアウト。

不明なユーザ

認証が失敗し、[拒否で失敗（Fail on Reject）]
オプションが false に設定されている。

Safeword サーバでサポートされる特別なユーザ名の形式
Safeword トークン サーバでは、次のユーザ名フォーマットでの認証がサポートされています。
ユーザ名：Username, OTP
Cisco ISE では、認証要求を受信するとすぐにユーザ名が解析され、次のユーザ名に変換されま
す。
ユーザ名：Username
Safeword トークン サーバでは、これらの両方のフォーマットがサポートされています。 Cisco ISE
はさまざまなトークン サーバと連携します。 SafeWord サーバを設定する場合、Cisco ISE でユー
ザ名を解析して指定のフォーマットに変換するには、管理者ポータルで[SafeWordサーバ（SafeWord
Server）] チェックボックスをオンにする必要があります。 この変換は、要求が RADIUS トークン
サーバに送信される前に、RADIUS トークン サーバ ID ソースで実行されます。

RADIUS トークン サーバでの認証要求と応答
Cisco ISE が RADIUS 対応トークン サーバに認証要求を転送する場合、RADIUS 認証要求には次
の属性が含まれます。
• User-Name（RADIUS 属性 1）
• User-Password（RADIUS 属性 2）
• NAS-IP-Address（RADIUS 属性 4）
Cisco ISE は次の応答のいずれかを受信すると想定されます。
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• Access-Accept：属性は必要ありませんが、応答には RADIUS トークン サーバの設定に基づい
てさまざまな属性が含まれる場合があります。
• Access-Reject：属性は必要ありません。
• Access-Challenge：RADIUS RFC ごとに必要な属性は次のとおりです。
◦ State（RADIUS 属性 24）
◦ Reply-Message（RADIUS 属性 18）
◦ 次の 1 つ以上の属性：Vendor-Specific、Idle-Timeout（RADIUS 属性 28）、Session-Timeout
（RADIUS 属性 27）、Proxy-State（RADIUS 属性 33）
Access-Challenge ではそれ以外の属性は使用できません。

RADIUS トークン サーバの追加
はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [RADIUS トークン（RADIUS Token）] > [追加（Add）] を選択します。

ステップ 2

[一般（General）] タブおよび [接続（Connection）] タブに値を入力します。

ステップ 3

[認証（Authentication）] タブをクリックします。
このタブでは、RADIUS トークン サーバからの Access-Reject メッセージへの応答を制御できま
す。 この応答は、クレデンシャルが無効であること、またはユーザが不明であることのいずれか
を意味する場合があります。 Cisco ISE は、認証失敗か、またはユーザが見つからないかのいずれ
かの応答を受け入れます。 このタブでは、ID キャッシングを有効にし、キャッシュのエージング
タイムを設定することもできます。 パスワードを要求するプロンプトを設定することもできま
す。
a) RADIUS トークン サーバからの Access-Reject 応答を認証失敗として処理する場合は、[拒否を
「認証失敗」として処理（Treat Rejects as 'authentication failed'）] オプション ボタンをクリック
します。
b) RADIUS トークン サーバからの Access-Reject 応答を未知ユーザ エラーとして処理する場合は、
[拒否を「ユーザが見つからない」として処理（Treat Rejects as 'user not found'）] オプション ボ
タンをクリックします。

ステップ 4

[許可（Authorization）] タブをクリックします。
このタブでは、Cisco ISE への Access-Accept 応答を送信中に RADIUS トークン サーバによって返
されるこの単一の属性に対して表示される名前を設定できます。 この属性は、許可ポリシー条件
で使用できます。 [属性名 ACS（Attribute Name ACS）] フィールドに、この属性の名前を入力し
ます。 デフォルト値は CiscoSecure-Group-Id です。
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ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックして RADIUS トークン ID ソースを保存します。

RADIUS トークン サーバの削除
はじめる前に
• 次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
• ID ソース順序に含まれる RADIUS トークン サーバを選択していないことを確認します。 ID
ソース順序に含まれる RADIUS トークン サーバを削除用に選択した場合、削除操作は失敗し
ます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [RADIUS トークン（RADIUS Token）] を選択します。

ステップ 2

削除する RADIUS トークン サーバの隣にあるチェックボックスをオンにし、[削除（Delete）] を
クリックします。

ステップ 3

[OK] をクリックして、選択した RADIUS トークン サーバを削除します。
削除する RADIUS トークン サーバを複数選択し、その 1 つが ID ソース順序で使用されている場
合、削除操作は失敗し、いずれの RADIUS トークン サーバも削除されません。

RSA ID ソース
Cisco ISE では、外部データベースとして RSA SecurID サーバがサポートされています。 RSA
SecurID の 2 要素認証は、ユーザの PIN と、タイム コード アルゴリズムに基づいて使い捨てのトー
クン コードを生成する個別に登録された RSA SecurID トークンで構成されます。 異なるトークン
コードが固定間隔（通常は 30 または 60 秒ごと）で生成されます。 RSA SecurID サーバでは、こ
の動的な認証コードが検証されます。 各 RSA SecurID トークンは固有であり、過去のトークンに
基づいて将来のトークンの値を予測することはできません。そのため、正しいトークンコードが
PIN とともに提示された場合、その人が有効なユーザである確実性が高くなります。 したがって、
RSA SecurID サーバでは、従来の再利用可能なパスワードよりも信頼性の高い認証メカニズムが
提供されます。
Cisco ISE では、次の RSA ID ソースがサポートされています。
• RSA ACE/Server 6.x シリーズ
• RSA Authentication Manager 7.x および 8.0 シリーズ
次のいずれかの方法で、RSA SecurID 認証テクノロジーと統合できます。
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• RSA SecurID エージェントの使用：ユーザは、RSA のネイティブ プロトコルによってユーザ
名およびパスコードで認証されます。
• RADIUS プロトコルの使用：ユーザは、RADIUS プロトコルによってユーザ名およびパスコー
ドで認証されます。
Cisco ISE の RSA SecurID トークン サーバは、RSA SecurID 認証テクノロジーと RSA SecurID エー
ジェントを使用して接続します。
Cisco ISE では、1 つの RSA 領域だけがサポートされています。

Cisco ISE と RSA SecurID サーバの統合
Cisco ISE と RSA SecurID サーバを接続するには、次の 2 つの管理ロールが必要です。
• RSA サーバ管理者：RSA システムおよび統合を設定および維持します
• Cisco ISE 管理者：Cisco ISE を RSA SecurID サーバに接続するように設定し、設定を維持し
ます
ここでは、Cisco ISE に RSA SecurID サーバを外部 ID ソースとして接続するために必要なプロセ
スについて説明します。 RSA サーバについての詳細は、RSA に関するドキュメントを参照してく
ださい。

Cisco ISE の RSA 設定
RSA 管理システムでは sdconf.rec ファイルが生成されます。このファイルは RSA システム管理者
によって提供されます。 このファイルを使用すると、Cisco ISE サーバを領域内の RSA SecurID
エージェントとして追加できます。 このファイルを参照して Cisco ISE に追加する必要がありま
す。 プライマリ Cisco ISE サーバは、複製のプロセスによってこのファイルをすべてのセカンダ
リ サーバに配布します。

RSA SecurID サーバに対する RSA エージェント認証
sdconf.rec ファイルがすべての Cisco ISE サーバにインストールされると、RSA エージェント モ
ジュールが初期化され、RSA 生成のクレデンシャルによる認証が各 Cisco ISE サーバで実行され
ます。 展開内の各 Cisco ISE サーバ上のエージェントが正常に認証されると、RSA サーバとエー
ジェント モジュールは securid ファイルをダウンロードします。 このファイルは Cisco ISE ファイ
ル システムに存在し、RSA エージェントによって定義された既知の場所にあります。

分散 Cisco ISE 環境の RSA ID ソース
分散 Cisco ISE 環境で RSA ID ソースを管理するには、次の操作が必要です。
• sdconf.rec および sdopts.rec ファイルのプライマリ サーバからセカンダリ サーバへの配布。
• securid および sdstatus.12 ファイルの削除。
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Cisco ISE 展開の RSA サーバの更新
Cisco ISE で sdconf.rec ファイルを追加した後、RSA サーバを廃止する場合、または新しい RSA セ
カンダリ サーバを追加する場合、RSA SecurID 管理者は sdconf.rec ファイルを更新することがあり
ます。 更新されたファイルは RSA SecurID 管理者によって提供されます。 更新されたファイルに
よって Cisco ISE を再設定できます。 Cisco ISE では、更新されたファイルが複製プロセスによっ
て展開内のセカンダリ Cisco ISE サーバに配布されます。 Cisco ISE では、まずファイル システム
のファイルを更新し、RSA エージェント モジュールに合わせて調整して再起動プロセスを適切に
段階的に行います。 sdconf.rec ファイルが更新されると、sdstatus.12 および securid ファイルがリ
セット（削除）されます。

自動 RSA ルーティングの上書き
領域内に複数の RSA サーバを持つことができます。 sdopts.rec ファイルはロード バランサの役割
を果たします。 Cisco ISE サーバと RSA SecurID サーバはエージェント モジュールを介して動作
します。 Cisco ISE に存在するエージェント モジュールは、領域内の RSA サーバを最大限に利用
するためにコストベースのルーティング テーブルを保持します。 ただし、領域の各 Cisco ISE サー
バの手動設定を使用してこのルーティングを上書きするには、管理者ポータルで sdopts.rec と呼ば
れるテキスト ファイルを使用します。 このファイルの作成方法については、RSA に関するドキュ
メントを参照してください。

RSA ノード秘密リセット
securid ファイルは秘密ノード キー ファイルです。 RSA が最初に設定されると、RSA では秘密を
使用してエージェントが検証されます。 Cisco ISE に存在する RSA エージェントが RSA サーバに
対して初めて正常に認証されると、securid と呼ばれるファイルがクライアント マシン上に作成さ
れ、このファイルを使用して、マシン間で交換されるデータが有効であることが確認されます。
展開内の特定の Cisco ISE サーバまたはサーバのグループから securid ファイルを削除する必要が
ある場合があります（たとえば、RSA サーバでのキーのリセット後など）。 レルムに対する Cisco
ISE サーバからこのファイルを削除するには、Cisco ISE 管理者ポータルを使用できます。 Cisco
ISE の RSA エージェントが次回正常に認証されたとき、新しい securid ファイルが作成されます。

（注）

ISE 1.2 へのアップグレード後に認証が失敗した場合、RSA 秘密をリセットする必要がありま
す。
この注はまだ必要ですか???

RSA の自動可用性のリセット
sdstatus.12 ファイルは、領域内の RSA サーバのアベイラビリティに関する情報を提供します。 た
とえば、いずれのサーバがアクティブで、いずれのサーバがダウンしているかに関する情報を提
供します。 エージェント モジュールは領域内の RSA サーバと連携して、このアベイラビリティ
ステータスを維持します。 この情報は、sdstatus.12 ファイルに連続的に表示されます。このファ
イルは、Cisco ISE ファイル システムの既知の場所に供給されます。 このファイルは古くなり、
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現在のステータスが反映されていないことがあります。 その場合、現在のステータスが反映され
るように、このファイルを削除する必要があります。 特定のレルムに対する固有の Cisco ISE サー
バからファイルを削除するには、管理者ポータルを使用できます。 Cisco ISE は RSA エージェン
トに合わせて調整して、再起動が正しく段階的に行われるようにします。
アベイラビリティ ファイル sdstatus.12 は、securid ファイルがリセットされるか、sdconf.rec または
sdopts.rec ファイルが更新されるたびに削除されます。

RSA ID ソースの追加
RSA ID ソースを作成するには、RSA コンフィギュレーション ファイル（sdconf.rec）をインポー
トする必要があります。 RSA 管理者から sdconf.rec ファイルを取得する必要があります。 このタ
スクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
RSA ID ソースを追加するには、次のタスクを実行します。

RSA コンフィギュレーション ファイルのインポート
Cisco ISE に RSA ID ソースを追加するには、RSA コンフィギュレーション ファイルをインポート
する必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [RSA SecurID] > [追加（Add）] を選択します。

ステップ 2

[参照（Browse）] をクリックして、クライアント ブラウザを実行しているシステムから新しい
sdconf.rec ファイルまたは更新された sdconf.rec ファイルを選択します。
初めて RSA ID ソースを作成する場合、[新しい sdconf.rec ファイルのインポート（Import new
sdconf.rec file）] フィールドは必須フィールドです。 これ以降は、既存の sdconf.rec ファイルを更
新されたファイルで置き換えることができますが、既存のファイルの置き換えは任意です。

ステップ 3

サーバのタイムアウト値を秒単位で入力します。 Cisco ISE はタイムアウトになる前に、指定され
た秒数 RSA サーバからの応答を待ちます。 この値には、1 ～ 199 の任意の整数を指定できます。
デフォルト値は、30 秒です。

ステップ 4

PIN が変更された場合に強制的に再認証するには、[変更 PIN で再認証（Reauthenticate on Change
PIN）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。
Cisco ISE は、次のシナリオもサポートします。
• Cisco ISE サーバのオプション ファイルの設定および SecurID ファイルと sdstatus.12 ファイル
のリセット。
• RSA ID ソースの認証制御オプションの設定。
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Cisco ISE サーバのオプション ファイルの設定および SecurID ファイルと sdstatus.12 ファイルのリセット
手順
ステップ 1

Cisco ISE サーバにログインします。

ステップ 2

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [RSA SecurID] > [追加（Add）] を選択します。

ステップ 3

[RSA インスタンス ファイル（RSA Instance Files）] タブをクリックします。
このページには、展開内のすべての Cisco ISE サーバの sdopts.rec servers ファイルが一覧表示され
ます。

ステップ 4

特定の Cisco ISE サーバの sdopts.rec ファイルの横にあるオプション ボタンをクリックし、[オプ
ション ファイルの更新（Update Options File）] をクリックします。
[現在のファイル（Current File）] 領域に既存のファイルが表示されます。

ステップ 5

次のいずれかを選択します。
• [RSA エージェントが保持する自動ロード バランシング ステータスを使用（Use the Automatic
Load Balancing status maintained by the RSA agent）]：RSA エージェントでロード バランシン
グを自動的に管理する場合は、このオプションを選択します。
• [次で選択された sdopts.rec ファイルで自動ロード バランシング ステータスを上書き（Override
the Automatic Load Balancing status with the sdopts.rec file selected below）]：特定のニーズに基
づいて手動でロード バランシングを設定する場合は、このオプションを選択します。 この
オプションを選択する場合は、[参照（Browse）] をクリックして、クライアント ブラウザを
実行しているシステムから新しい sdopts.rec ファイルを選択する必要があります。

ステップ 6

[OK] をクリックします。

ステップ 7

Cisco ISE サーバに対応する行をクリックして、そのサーバの securid および sdstatus.12 ファイルを
リセットします。
a) ドロップダウン矢印をクリックし、[securid ファイルのリセット（Reset securid File）] 列と
[sdstatus.12 ファイルのリセット（Reset sdstatus.12 File）] 列の [送信で削除（Remove on Submit）]
を選択します。
（注）
[sdstatus.12 ファイルのリセット（Reset sdstatus.12 File）] フィールドはユーザのビュー
から非表示になっています。 このフィールドを表示するには、最も内側のフレーム
で垂直および水平スクロールバーを使用して、下にスクロールし、次に右にスクロー
ルします。
b) この行で [保存（Save）] をクリックして変更を保存します。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。
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RSA ID ソースの認証制御オプションの設定
Cisco ISE がどのように認証失敗を定義し、ID キャッシングを有効にするかを指定できます。 RSA
IDソースでは、「認証失敗」エラーと「ユーザが見つからない」エラーは区別されず、Access-Reject
応答が送信されます。
Cisco ISE で、要求の処理および失敗のレポート中に、これらの失敗をどのように処理するかを定
義できます。 ID キャッシングによって、Cisco ISE では、Cisco ISE サーバに対して認証に失敗し
た要求を 2 回目に処理できます。 前の認証から取得された結果および属性を、キャッシュで利用
できます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [RSA SecurID] > [追加（Add）] を選択します。

ステップ 2

[認証制御（Authentication Control）] タブをクリックします。

ステップ 3

次のいずれかを選択します。
• [拒否を「認証失敗」として処理（Treat Rejects as "authentication failed"）]：拒否された要求を
認証失敗として処理する場合は、このオプションを選択します。
• [拒否を「ユーザが見つからない」として処理（Treat Rejects as "user not found"）]：拒否され
た要求をユーザが見つからないエラーとして処理する場合は、このオプションを選択しま
す。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックして、設定を保存します。

RSA プロンプトの設定
Cisco ISE では、RSA SecurID サーバに送信される要求の処理中にユーザに表示される RSA プロン
プトを設定できます。

はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [RSA SecurID] を選択します。

ステップ 2

[プロンプト（Prompts）] をクリックします。

ステップ 3

「RSA SecurID ID ソースの設定」の説明に従って、値を入力します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

RSA メッセージの設定
Cisco ISE では、RSA SecurID サーバに送信される要求の処理中にユーザに表示されるメッセージ
を設定できます。

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

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] > [RSA SecurID] を選択します。

ステップ 2

[プロンプト（Prompts）] をクリックします。

ステップ 3

[メッセージ（Messages）] タブをクリックします。

ステップ 4

「RSA SecurID ID ソースの設定」の説明に従って、値を入力します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ID ソース順序
ID ソース順序は、Cisco ISE がそれぞれ異なるデータベース内でユーザ クレデンシャルを検索す
る順序を定義します。 Cisco ISE では次の ID ソースがサポートされます。
• 内部ユーザ
• ゲスト ユーザ
• Active Directory
• LDAP
• RSA
• RADIUS トークン サーバ
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• 証明書認証プロファイル
Cisco ISE に接続されている 2 つ以上のデータベースにユーザ情報がある場合、Cisco ISE でこれら
の ID ソース内の情報を検索する順序を定義できます。 一致が見つかると、Cisco ISE はそれ以上
の検索を行いませんが、クレデンシャルを評価し、ユーザに結果を返します。 このポリシーは最
初の一致ポリシーです。

ID ソース順序の作成
はじめる前に
Cisco ISE に外部 ID ソースを設定していることを確認します。
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
ゲスト ユーザがローカル WebAuth を使用して認証できるようにするには、ゲスト ポータル認証
ソースと ID ソース順序に同じ ID ストアが含まれるように設定する必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [ID ソース順序（Identity Source
Sequences）] > [追加（Add）] を選択します。

ステップ 2

ID ソース順序の名前を入力します。 また、任意で説明を入力できます。

ステップ 3

[証明書認証プロファイル（Certificate Authentication Profile）] チェックボックスをオンにし、証明
書ベースの認証のための証明書認証プロファイルを選択します。

ステップ 4

[選択済み（Selected）] リスト ボックスの ID ソース順序に含めるデータベースを選択します。

ステップ 5

Cisco ISE がデータ ベースを検索する順序に [選択済み（Selected）] リストのデータベースを並べ
替えます。

ステップ 6

[高度な検索リスト（Advanced Search List）] 領域で、次のいずれかのオプションを選択します。
• [順序内の他のストアにアクセスせず、AuthenticationStatus 属性を ProcessError に設定（Do not
access other stores in the sequence and set the AuthenticationStatus attribute to ProcessError）]：最初
に選択された ID ソースでユーザが見つからないとき、Cisco ISE が検索を中止する場合。
• [ユーザが見つからなかったとして処理し、順序内の次のストアに進む（Treat as if the user was
not found and proceed to the next store in the sequence）]：最初に選択された ID ソースでユーザ
が見つからないとき、Cisco ISE が順序内の他の選択された ID ソースの検索を続行する場合。
Cisco ISE では、要求の処理中にこれらの ID ソースが順番に検索されます。 [選択済み
（Selected）] リストに、Cisco ISE が ID ソースを検索する順序で ID ソースが表示されている
ことを確認します。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックして ID ソース順序を作成すると、その後この ID ソース順序をポリ
シーで使用できます。
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ID ソース順序の削除
ポリシーで今後使用しない ID ソース順序を削除できます。

はじめる前に
• 削除する ID ソース順序がいずれの認証ポリシーでも使用されていないことを確認してくだ
さい。
• 次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [ID ソース順序（Identity Source
Sequences）] を選択します。

ステップ 2

削除する ID ソース順序の隣にあるチェックボックスをオンにし、[削除（Delete）] をクリックし
ます。

ステップ 3

[OK] をクリックして ID ソース順序を削除します。

レポートでの ID ソースの詳細
Cisco ISE は認証ダッシュレットおよび ID ソース レポートで ID ソースに関する情報を提供しま
す。

[認証（Authentications）] ダッシュレット
[認証（Authentications）] ダッシュレットから、障害の理由などの詳細情報にドリルダウンできま
す。
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次の図に、[認証（Authentications）] ページを示し、詳細にドリルダウンする場合にクリックする
必要がある虫眼鏡アイコンを強調表示します。
図 16：[認証（Authentications）] ページ

ID ソース レポート
Cisco ISE は ID ソースに関する情報を含むさまざまなレポートを提供します。 これらのレポート
の詳細については、「使用可能なレポート」の項を参照してください。
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ゲスト アクセスの設定
• Cisco ISE ゲスト サービス, 323 ページ
• ゲスト アカウントとスポンサー アカウント, 324 ページ
• ゲスト ポータル, 338 ページ
• スポンサー ポータル, 353 ページ
• ゲストとスポンサーのアクティビティのモニタ, 358 ページ
• ゲスト アクセスの展開シナリオ, 361 ページ

Cisco ISE ゲスト サービス
Cisco Identity Services Engine（ISE）ゲスト サービスを使用すると、ビジター、請負業者、コンサ
ルタント、顧客などのゲストにセキュアなネットワーク アクセスを提供することができます。
Cisco ISE の基本ライセンスを持つゲストをサポートでき、会社のインフラストラクチャと機能の
要件に応じて複数の展開オプションから選択できます。
Cisco ISE は、企業のネットワークおよび内部リソースとサービスへのゲスト（および従業員）の
オンボーディングを行う Web ベースのモバイル ポータルを提供します。
管理者ポータルで、ゲスト ポータルおよびスポンサー ポータルの作成と編集、ゲスト タイプの
定義によるゲストアクセス権限の設定、ゲストアカウントの作成と管理のためのスポンサー権限
の割り当てを行うことができます。

分散環境のエンドユーザのゲスト ポータルとスポンサー ポータル
Cisco ISE のエンドユーザ Web ポータルは、管理ペルソナ、ポリシー サービス ペルソナ、および
モニタリング ペルソナに基づき、設定、セッション サポート、およびレポート機能を提供しま
す。
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管理ノード
エンドユーザ ポータルでユーザまたはデバイスに対して行う設定変更は、すべて管理ノードに書
き込まれます。プライマリ管理ノードに障害が発生した場合、エンドユーザポータルにログイン
できますが、プライマリノードが再起動するか、またはセカンダリノードを昇格するまで、ユー
ザまたはデバイスを作成、編集、または削除することはできません。
ポリシー サービス ノード
エンドユーザ ポータルはポリシー サービス ノードで実行する必要があります。ここでは、ネッ
トワーク アクセス、クライアント プロビジョニング、ゲスト サービス、ポスチャ、およびプロ
ファイリングを含むすべてのセッション トラフィックが処理されます。 ポリシー サービス ノー
ドがノード グループに含まれる場合、ノードで障害が発生すると、他のノードが障害を検出し、
保留中のセッションをリセットします。
モニタリング ノード
モニタリング ノードは、デバイス ポータル、スポンサー ポータル、およびゲスト ポータルでの
エンドユーザおよびデバイスのアクティビティについて、データを収集、集約、およびレポート
します。 プライマリ モニタリング ノードで障害が発生した場合は、セカンダリ モニタリング
ノードが自動的にプライマリ モニタリング ノードになります。

ゲスト アカウントとスポンサー アカウント
ゲスト サービスでは、さまざまなタイプのユーザ（ゲスト、スポンサー、および従業員）がサ
ポートされています。 管理者ポータルから、スポンサーのアクセス権限および機能サポートを定
義する必要があります。 これで、スポンサーはスポンサー ポータルにアクセスし、ゲスト アカ
ウントを作成および管理します。
ゲスト アカウントが作成されると、ゲストは Sponsored-Guest ポータルを使用してネットワークに
ログインおよびアクセスできます。またゲストは、アカウント登録ゲストポータルを使用して自
分自身を登録してから、ネットワークにアクセスすることで、独自のアカウントを作成すること
もできます。 これらのアカウント登録ゲストは、ポータル設定に基づいて、ログイン クレデン
シャルを受け取る前にスポンサーの承認が必要になる場合があります。 ゲストは、ホットスポッ
トゲストポータルを使用してネットワークにアクセスすることもできます。このポータルでは、
ゲストアカウントやユーザ名およびパスワードなどのログインクレデンシャルを作成する必要は
ありません。
ID ストア（Active Directory、LDAP、内部ユーザなど）に含まれている従業員は、クレデンシャル
を持つゲスト ポータル（Sponsored-Guest ポータルおよびアカウント登録ゲスト ポータル）が設定
されている場合には、これを使用してアクセスすることもできます。

ゲスト アカウント
ゲストとは、通常、ネットワークへのアクセスを必要とする承認ユーザ、担当者、顧客、その他
の一時ユーザを表します。 ただし、いずれかのゲスト展開シナリオを使用して、従業員のネット
ワーク アクセスを許可する場合は、従業員用のゲスト アカウントを使用することもできます。
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スポンサー ポータルにアクセスして、スポンサーおよびアカウント登録ゲストによって作成され
たゲスト アカウントを表示できます。

ゲスト アカウントの管理
スポンサー ポータルを使用して、承認ユーザ用の一時アカウントを作成し、企業ネットワークま
たはインターネットにセキュアにアクセスできるようにします。 ゲスト アカウントを作成した
後、スポンサー ポータルを使用してそれらのアカウントを管理し、ゲストにアカウントの詳細を
提供できます。
ISE 管理者は、次の方法のいずれかでスポンサー ポータルにアクセスできます。
• [ゲスト アクセス（Guest Access）] メニューから [アカウントの管理（Manage Accounts）] リ
ンクを使用：デフォルトのスポンサー ポータルへのフルアクセス。
• スポンサー ポータルから有効なスポンサー アカウントを使用：スポンサーが属するスポン
サー グループに基づく権限および制限。

（注）

Active Directory などの外部 ID ストアの ISE 管理者はスポンサー グループに所属できます。 た
だし、内部管理者アカウント（たとえば、デフォルトの「admin」アカウント）はスポンサー
グループに含めることはできません。

手順
ステップ 1

[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [アカウントの管理（Manage Accounts）] をクリックして、管
理者ポータルからスポンサー ポータルにアクセスします。
スポンサー ポータルが表示されます。 自動的に認証され、スポンサー ポータルにログインしま
す。 スポンサー ポータル セッションが何らかの理由で終了した場合は、管理者ポータルからス
ポンサーポータルを起動するか、またはスポンサークレデンシャルを使用してスポンサーポータ
ルにログインします。管理者アカウントを使用してスポンサーポータルに直接ログインすること
はできません。

ステップ 2

スポンサー ポータルを使用する方法については、『Sponsor Portal User Guide for Cisco Identity
Services Engine, Release 1.3』を参照してください。

ゲスト タイプおよびユーザ ID グループ
ゲスト アカウントをゲスト タイプに関連付ける必要があります。 ゲスト タイプを使用して、ス
ポンサーは、ゲスト アカウントに対して、さまざまなレベルのアクセス権や、さまざまなネット
ワーク接続時間を割り当てることができます。 これらのゲスト タイプは、特定のネットワーク
アクセス ポリシーに関連付けられます。 Cisco ISE には、次のデフォルト ゲスト タイプが含まれ
ます。
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• 担当者：長い期間（最大 1 年）、ネットワークへのアクセスを必要とするユーザ。
• 日次：1 ～ 5 日間の短期間に、ネットワーク リソースへのアクセスを必要とするゲスト。
• 週次：2 ～ 3 週間の間、ネットワークへのアクセスを必要とするユーザ。
ゲスト アカウントを作成する場合、特定のスポンサー グループを特定のゲスト タイプを使用す
るように制限することができます。このようなグループのメンバーは、そのゲストタイプに指定
された機能のみを持つゲストを作成できます。 たとえば、スポンサー グループ ALL_ACCOUNTS
は担当者ゲスト タイプのみを使用するように設定でき、スポンサー グループ OWN_ACCOUNTS
および GROUP_ACCOUNTS は日次または週次ゲスト タイプを使用するに設定できます。 また、
通常、アカウント登録ゲストポータルを使用するアカウント登録ゲストは、1 日のみのアクセス
を必要とするため、これらのゲストには日次ゲスト タイプを割り当てることができます。
ゲスト タイプは、ゲストのユーザ ID グループを定義します。 [管理（Administration）] > [ID の管
理（Identity Management）] > [グループ（Groups）] > [ユーザ ID グループ（User Identity Groups）]
で、ユーザ ID グループを設定できます。 特定のゲスト タイプの削除によってのみ、ゲストのユー
ザ ID グループを削除できます。

ゲスト タイプのアクセス権限の設定
Cisco ISE から提供されるデフォルトのゲスト タイプ、およびそのデフォルトのアクセス権限と設
定を使用できます。 デフォルト オプションを使用しない場合、新しいゲスト タイプを作成する
か、デフォルトのゲスト タイプを編集して設定を変更できます。 ゲスト タイプを使用してすで
に作成されたゲストアカウントにすべての変更が適用されるわけではありません。また、ゲスト
タイプを複製して、同じアクセス権限を持つ新しいゲスト タイプを作成できます。
各ゲスト タイプに名前、説明、およびこのゲスト タイプでゲスト アカウントを作成できるスポ
ンサー グループのリストがあります。 ゲスト タイプに対して、アカウント登録ゲストにのみ使
用すること、（任意のスポンサー グループによる）ゲスト アカウントの作成には使用しないこ
と、などを指定できます。

手順
ステップ 1

[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト タイプ（Guest Types）] > [作
成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）] を選択します。

ステップ 2

[ゲスト タイプ名（Guest type name）] および [説明（Description）] に基本識別情報を入力します。
使用する場所に関するメモを追加します。

ステップ 3

[言語（Languages）] をクリックして、このゲスト タイプに表示されるカスタム フィールドおよ
びこのゲスト タイプに送信されるアカウント有効期限通知に使用される言語を指定します。

ステップ 4

[カスタム フィールド（Custom Fields）] をクリックして、誕生日や代替電子メール アドレスな
ど、アカウント作成時にこのゲスト タイプ用に収集する追加情報を選択します。
これらのフィールドは、アカウント登録ゲスト ポータルの [アカウント登録ページの設定
（Self-Registration Page Settings）] およびスポンサー付きゲスト用スポンサー ポータルの [既知の
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ゲストのアカウント作成（Create Accounts for Known Guests）] の [カスタム フィールド（Custom
Fields）] リストに表示されます。
ステップ 5

このゲスト タイプに割り当てられているゲストがどの日のどの時間帯にどれだけの時間ネット
ワークに接続できるかを [最大アクセス時間（Maximum Access Time）] に指定します。
[最大アカウント有効期間（Maximum Account Duration）] を変更した場合、その変更は初期設定を
使用して作成されたゲスト アカウントには適用されません。

ステップ 6

[ログイン オプション（Login Options）] で、最大ユーザ セッション数、ゲストが最大数を超えた
場合に実行する操作、ゲストがキャプティブなクレデンシャルを持つゲスト ポータルをバイパス
できるかどうかなどを指定します。

ステップ 7

[アカウント有効期限通知（Account Expiration Notification）] 情報に、アカウントの期限が切れる
前にゲストに事前に通知する方法、通知の言語、および通知手段（電子メールまたはテキスト）
を指定します。

ステップ 8

[スポンサー グループ（Sponsor Groups）] で、このゲスト タイプを使用してゲスト アカウントを
作成できるグループの名前を選択します。このゲストタイプを使用できないようにする場合は、
どのスポンサーグループにも割り当てないでください。リストにスポンサーグループがある場合
は、それらを削除します。

次の作業
• このゲスト タイプを使用するスポンサー グループを作成または変更します。
• 該当する場合は、アカウント登録ゲスト ポータルで、このゲスト タイプをアカウント登録
ゲストに割り当てます。

ゲスト タイプの無効化
ゲスト アカウントで使用されているゲスト タイプのうち、最後に残ったゲスト タイプは削除で
きません。 使用されているゲスト タイプを削除するには、最初にそのゲスト タイプが使用でき
なくなることを確認します。

手順
ステップ 1

必要に応じて、次のいずれか 1 つまたは両方を実行します。
• [ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト タイプ（Guest Type）] を
選択し、[スポンサー グループ（Sponsor Groups）] の特定のゲスト タイプを使用して、すべ
てのスポンサー グループを削除します。 これにより、すべてのスポンサーが新しいゲスト
アカウントの作成に使用されることを効果的に回避できます。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
327

ゲスト アカウントとスポンサー アカウント

• [ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータル（Guest Portals）]
を選択します。 特定のゲスト タイプを使用しているアカウント登録ゲスト ポータルを選択
し、アカウント登録ゲストの割り当てゲスト タイプを変更します。
ステップ 2

[保存（Save）] をクリックし、[閉じる（Close）] をクリックします。

期限切れのゲスト アカウントの消去
ゲスト アカウントがアカウント有効期間（スポンサーがアカウントを作成するときに定義）の終
了に達すると、そのアカウントは失効します。ゲストアカウントが期限切れになった場合、影響
を受けるゲストはネットワークにアクセスできません。 スポンサーは、期限切れになったアカウ
ントを、消去される前に延長することができます。 ただし、アカウントが消去された場合、スポ
ンサーは、新しいアカウントを作成する必要があります。
期限切れになったゲスト アカウントが消去された場合、関連するエンドポイントおよびレポート
情報とロギング情報は保持されます。
Cisco ISE は、デフォルトで 15 日ごとに期限切れになったゲスト アカウントを自動的に消去しま
す。 [次回消去日（Date of next purge）] は、次の消去の発生時期を示します。 次のことも実行で
きます。
• 消去と消去の間の特定の間隔で指定された曜日に消去をスケジュールする。
• 必要に応じて、即時に強制的に消去を行う。
消去が実行されるようにスケジュールされているときに Cisco ISE サーバがダウンした場合は、消
去は行われません。 消去プロセスは、サーバがその時点で動作していれば、次にスケジュールさ
れている消去時に再度実行されます。

手順
ステップ 1

[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Settings）] > [ゲスト アカウント消去ポリシー（Guest
Account Purge Policy）] を選択します。

ステップ 2

次のオプションのいずれかを選択します。
• 期限切れのゲスト アカウント レコードを即時に消去するには、[今すぐ消去（Purge Now）]
をクリックします。
• 消去をスケジュールするには、[期限切れのゲストアカウントの消去のスケジュール（Schedule
purge of expired guest accounts）] をオンにします。
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（注）

各消去の完了後に、[次回消去日（Date of next purge）] が次にスケジュールされて
いる消去に合わせてリセットされます。

ステップ 3

LDAP および Active Directory ユーザ用に Cisco ISE データベースに保持されているユーザに固有の
ポータル レコードが、非アクティブの状態で何日経過すると消去されるかを指定します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。 設定の更新を保存しない場合は、[リセット（Reset）] をク
リックして、最後に保存した値に戻します。

ゲスト アカウント作成用のカスタム フィールドの追加
ゲストアクセスを提供する場合、名前、電子メールアドレス、電話番号以外の情報をゲストから
収集する必要がある場合があります。 Cisco ISE には、会社のニーズに固有の、ゲストに関する追
加情報の収集に使用できるカスタム フィールドが用意されています。 ゲスト タイプおよびアカ
ウント登録ゲスト ポータルとスポンサー ポータルにカスタム フィールドを関連付けることがで
きます。 Cisco ISE はデフォルトのカスタム フィールドを提供しません。

手順
ステップ 1

すべてのゲスト ポータルとスポンサー ポータルのカスタム フィールドを追加、編集、または削
除するには、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Settings）] > [カスタム フィールド（Custom
Fields）] を選択します。

ステップ 2

[カスタム フィールド名（Custom Field Name）] に入力し、ドロップダウン リストからデータ タ
イプを選択し、カスタムフィールドに関する追加情報を提供するのに役立つヒントテキストを入
力します。 たとえば、Date of Birth と入力し、[Date-MDY] を選択して、日付形式に関するヒント
として MM/DD/YYYY を入力します。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。
カスタム フィールドがリストにアルファベット順またはソート順序のコンテキストで表示されま
す。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。 設定の更新を保存しない場合は、[リセット（Reset）] をク
リックして、最後に保存した値に戻します。
（注）
カスタム フィールドを削除すると、ゲスト タイプの [カスタム フィールド（Custom
Fields）] リスト、およびアカウント登録ゲスト ポータルとスポンサー ポータルの設定
で選択できなくなります。 フィールドが使用されている場合、[削除（Delete）] は無効
になります。

次の作業
目的のカスタム フィールドを含めることが可能です。
• そのゲスト タイプで作成されたアカウントにこの情報が含まれるようにゲスト タイプを定
義する場合。 ゲスト タイプのアクセス権限の設定, （326 ページ）を参照してください。
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• ゲスト アカウントの作成時にスポンサーが使用するスポンサー ポータルを設定する場合。
スポンサー ポータルのアカウント作成の設定, （874 ページ）を参照してください。
• アカウント登録ゲスト ポータルを使用してアカウント登録ゲストからの情報を要求する場
合。 アカウント登録ゲスト ポータルの作成, （349 ページ）を参照してください。

電子メールでの通知用の電子メール アドレスおよび SMTP サーバの指定
Cisco ISE では、スポンサーおよびゲストに、情報と手順を通知する電子メールを送信できます。
これらの電子メールでの通知を配信するように SMTP サーバを設定できます。 また、ゲストに通
知を送信する電子メール アドレスを指定できます。
スポンサーは、ゲストに手動で電子メールでの通知を送信して、ログイン クレデンシャルおよび
パスワードリセット手順を配信できます。スポンサーは、アカウント登録ゲストの承認を要求す
る、電子メールでの通知を受信することもできます。
ポータル設定中に、ゲストがアカウント登録に成功した後、ログイン クレデンシャルの電子メー
ル通知がゲストに自動的に送信されるようにできます。

手順
ステップ 1

電子メール設定を指定し、すべてのゲスト ポータルおよびスポンサー ポータルの SMTP サーバを
設定するには、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Settings）] > [ゲスト電子メールの設定
（Guest Email Settings）] を選択します。

ステップ 2

SMTP サーバをさらに追加する場合は、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定
（Settings）] > [SMTP サーバ（SMTP Server）] を選択します。
通知を有効にするように SMTP サーバを設定します。
[ゲストへの電子メール通知を有効にする（Enable email notifications to guests）] はデフォルトでオ
ンになっています。 この設定を無効にした場合、ゲストは、ゲスト ポータルとスポンサー ポー
タルの設定中に有効にした他の設定に関係なく、電子メールでの通知を受信しません。

ステップ 3

ゲストに電子メールでの通知を送信するために指定されている [デフォルトの送信元メールアドレ
ス（Default “From” email address）] を入力します。 たとえば、donotreply@yourcompany.com と入
力します。

ステップ 4

次のいずれかを実行します。
• ゲストのアカウントを作成したスポンサーからの通知をゲストが受信するようにする場合
は、[スポンサーの電子メール アドレスから通知を送信する（スポンサードの場合）（Send
notifications from sponsor's email address (if sponsored)）] をオンにします。 アカウント登録ゲ
ストは、デフォルトの電子メール アドレスから通知を受信します。
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• ゲストがスポンサードかアカウント登録かに関係なく通知を受信するようにする場合は、[常
にデフォルトの電子メール アドレスから通知を送信する（Always send notifications from the
default email address）] をオンにします。
ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。 設定の更新を保存しない場合は、[リセット（Reset）] をク
リックして、最後に保存した値に戻します。

ゲスト アクセスのロケーションと SSID の割り当て
ロケーションを設定し、そのロケーションでゲストが使用できる、ネットワークの Service Set
Identifier（SSID）を設定できます。 ロケーションは、ゲスト アカウントに適用するタイム ゾーン
の決定、およびゲストに適用する有効な時間範囲とその他の時間パラメータの定義に役立ちます。
これらのロケーションをアカウント登録ゲストが使用できるようにし、かつ、ゲスト アカウント
の登録に使用するために、これらのロケーションおよび SSID をスポンサーに提供できます。

（注）

ゲスト アカウントにロケーションと SSID を割り当てても、ゲストが他のロケーションにログ
インすることは防止できません。

手順
ステップ 1

すべてのゲスト ポータルおよびスポンサー ポータルのロケーションと SSID を追加、編集、また
は削除するには、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Settings）] > [ゲスト ロケーション
および SSID（Guest Locations and SSIDs）] を選択します。

ステップ 2

[ゲスト ロケーション（Guest Locations）]：
a) [ロケーション名（Location name）] に入力し、ドロップダウン リストからタイム ゾーンを選
択します。
b) [追加（Add）] をクリックします。
ロケーション名および関連タイム ゾーンが、アルファベット順またはソート順序のコンテキス
トでリストに表示されます。 タイム ゾーンのデフォルト形式では、ロケーションの名前、タ
イム ゾーンの名前、および GMT オフセットはスタティックであり、これらを変更できませ
ん。 GMT オフセットは夏時間の変更によって変更されません。
（注）

ステップ 3

ロケーションを削除すると、そのロケーションは、スポンサー グループのゲスト ロケー
ションのリストで選択できなくなり、アカウント登録ゲストとスポンサー ポータルの
設定に使用できなくなります。 名前が使用されている場合、[削除（Delete）] は無効に
なります。

[ゲスト SSID（Guest SSIDs）]：
a) 指定したロケーションでゲストが使用できるネットワークの SSID 名を入力します。
b) [追加（Add）] をクリックします。
SSID は、アルファベット順に表示されます。
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（注）

ステップ 4

SSID を削除すると、その SSID は、スポンサー グループおよびスポンサー ポータルの
設定で使用するために選択されているゲストのロケーションで使用できなくなります。
SSID が使用されている場合、[削除（Delete）] ボタンは無効になります。

[保存（Save）] をクリックします。 設定の更新を保存しない場合は、[リセット（Reset）] をク
リックして、最後に保存した値に戻します。

次の作業
新しいロケーションまたは SSID を追加すると、次のことが可能になります。
• スポンサーがゲスト アカウントを作成するときに使用できる SSID を提供します。 スポン
サー ポータルのポータル設定, （864 ページ）を参照してください。
• スポンサーがゲスト アカウントを作成するときに使用できるロケーションおよび関連するタ
イム ゾーンを割り当てます。 スポンサー グループのスポンサー権限の設定, （337 ページ）
を参照してください。
• アカウント登録ゲスト ポータルを使用して、アカウント登録ゲストのロケーションおよび関
連するタイム ゾーンを割り当てます。 アカウント登録ゲスト ポータルの作成, （349 ページ）
を参照してください。

ゲスト パスワード ポリシーのルール
Cisco ISE には、ゲスト ユーザ パスワードについて次の組み込みルールがあります。
• ゲスト パスワード ポリシーに対する変更は、ゲスト パスワードの期限が切れて変更が必要
になるまで、既存のアカウントに影響しません。
• パスワードは大文字と小文字を区別します。
• これらの特殊文字 <>/% は、使用できません。
• 最小長および最小必須文字数は、すべてのパスワードに適用されます。
• パスワードとユーザ名を同じにすることはできません。
• 新規パスワードと既存パスワードを同じにすることはできません。
• ゲスト アカウントの期限切れとは異なり、ゲストはパスワードが期限切れになる前に通知を
受信しません。 ゲスト パスワードが期限切れになった場合は、スポンサーがパスワードを
ランダム パスワードにリセットするか、ゲストが現在のログイン クレデンシャルを使用し
てログインしてからパスワードを変更することができます。

ゲスト パスワード ポリシーと有効期限の設定
すべてのゲスト ポータルとスポンサー ポータルのゲスト パスワード ポリシーを定義できます。
ゲスト パスワード ポリシーでは、すべてのゲスト アカウントのパスワードの生成方法を決定し
ます。パスワードポリシーは、アルファベット、数字、特殊文字を組み合わせて作成することが
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できます。また、ゲストパスワードが期限切れになるまでの日数を設定し、ゲストにパスワード
のリセットを要求することができます。 これは、すべてのゲストに影響を与えるグローバル設定
です。

手順
ステップ 1

[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Settings）] > [ゲスト パスワード ポリシー（Guest
Password Policy）] を選択します。

ステップ 2

ゲスト パスワードの [最小パスワード長（Minimum password length）]（文字数）を入力します。

ステップ 3

パスワードの作成にゲストが使用できる各文字セットの文字を指定します。
[許可される文字数と最小値（Allowed Characters and Minimums）] で次のいずれか 1 つのオプショ
ンを選択して、ゲスト用のパスワード ポリシーを指定します。
• 各文字セットのすべての文字を使用します。
• 特定の文字の使用を防止するには、ドロップダウン メニューから [カスタム（Custom）] を
選択し、その文字を事前定義済みの完全なセットから削除します。

ステップ 4

各セットから、使用する最小文字数を入力します。
4 つの文字セットの必須文字数の合計が、全体の最小パスワード長を超えないようにする必要が
あります。

ステップ 5

[パスワードの有効期限（Password Expiration）] で、次のいずれか 1 つを選択します。
• 最初のログイン後にゲストがパスワードを変更する必要がある頻度を指定します（日数）。
期限切れになる前にゲストがパスワードをリセットしないと、次回に元のログイン クレデン
シャルを使用してネットワークにログインするときに、パスワードを変更するように促され
ます。
• パスワードを無期限に設定します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。 設定の更新を保存しない場合は、[リセット（Reset）] をク
リックして、最後に保存した値に戻します。

次の作業
パスワード要件を提示するためのパスワードポリシーに関連したエラーメッセージをカスタマイ
ズする必要があります。
1 [ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [Sponsored-Guest ポータル
（Sponsored-Guest Portal）]、[アカウント登録ゲスト ポータル（Self-Registered Guest Portals）]、
[スポンサー ポータル（Sponsor Portals）]、または [デバイス ポータル（My Devices Portals）]
> [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page Customization）] > [エラー メッ
セージ（Error Messages）] を選択します。
2 キーワード「policy」を検索します。
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ゲスト ユーザ名ポリシーのルール
Cisco ISE には、ゲスト ユーザ名ポリシーについて次の組み込みルールがあります。
• ゲスト ユーザ名ポリシーに対する変更は、ゲスト アカウントの期限が切れて変更が必要に
なるまで、既存のアカウントに影響しません。
• ユーザ名は、大文字と小文字が区別されます。
• これらの特殊文字 <>/% は、使用できません。
• 最小長および最小必須文字数は、電子メール アドレスに基づいたユーザ名を含め、すべての
システム生成ユーザ名に適用されます。
• ユーザ名の手動生成（インポート ファイル内など）では、ユーザ名の最小長のみが適用され
ます。
• ユーザ名とパスワードを同じにすることはできません。
• ゲストは、パスワードが期限切れになる前に通知を受信しません。

ゲスト ユーザ名ポリシーの設定
ゲストの電子メール アドレスまたは名と姓に基づいてゲスト ユーザ名を作成できます。 また、
ゲスト ユーザ名は、アルファベット、数字、特殊文字をランダムに組み合わせて作成することが
できます。スポンサーがランダムアカウントを作成する場合、単一の操作で複数のゲストのユー
ザ名を生成する場合、またはゲスト名と電子メール アドレスが使用可能でない場合は、ランダム
ゲストユーザ名ポリシーが使用されます。これは、すべてのゲストに影響を与えるグローバル設
定です。

手順
ステップ 1

すべてのゲスト ポータルとスポンサー ポータルのゲスト ユーザ名ポリシーを定義するには、[ゲ
スト アクセス（Guest Access）] > [設定（Settings）] > [ゲスト ユーザ名ポリシー（Guest Username
Policy）] を選択します。

ステップ 2

ゲスト ユーザ名の [ユーザ名の最小長（Minimum username length）]（文字数）を入力します。

ステップ 3

[既知のゲストのユーザ名基準（Username Criteria for Known Guests）] で次のいずれか 1 つのオプ
ションを選択して、既知のゲストのユーザ名を作成するためのポリシーを指定します。

ステップ 4

[ランダムに生成されるユーザ名で使用できる文字（Characters Allowed in Randomly-Generated
Usernames）] で次のいずれか 1 つのオプションを選択して、ゲストのランダム ユーザ名を作成す
るためのポリシーを指定します。
• 各文字セットのすべての文字を使用します。
• 特定の文字の使用を防止するには、ドロップダウン メニューから [カスタム（Custom）] を
選択し、その文字を事前定義済みの完全なセットから削除します。

ステップ 5

各セットから、使用する最小文字数を入力します。
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3 つの文字セットからの合計文字数は、[ユーザ名の最小長（Minimum username length）] に指定さ
れている数を超えないようにする必要があります。
ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。 設定の更新を保存しない場合は、[リセット（Reset）] をク
リックして、最後に保存した値に戻します。

次の作業
ユーザ名要件を提示するためのユーザ名ポリシーに関連したエラー メッセージをカスタマイズす
る必要があります。
1 [ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [Sponsored-Guest ポータル
（Sponsored-Guest Portal）]、[アカウント登録ゲスト ポータル（Self-Registered Guest Portals）]、
[スポンサー ポータル（Sponsor Portals）]、または [デバイス ポータル（My Devices Portals）]
> [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page Customization）] > [エラー メッ
セージ（Error Messages）] を選択します。
2 キーワード「policy」を検索します。

SMS 通知用の SMS ゲートウェイの設定
ゲストとスポンサーへの SMS 通知の配信に使用する SMS ゲートウェイを設定できます。 Cisco
ISE では、SMS ゲートウェイを追加する予定がない場合に、この目的のために選択する必要があ
るデフォルトの SMS ゲートウェイ（Click-A-Tell）が提供されます。 この SMS サービス プロバイ
ダーは、SMS 対応デバイスを持つすべてのユーザに通知します。 サービスを使用する前に
Click-A-Tell のアカウントを設定する必要があります。
ただし、SMS 通知の送信にかかる会社の経費を最小化するために、Verizon や AT&T など、無料
SMS サービスを提供する SMS プロバイダーおよびアカウント登録ゲストが使用するプロバイダー
を追加することを推奨します。
スポンサーが、ゲストに手動で SMS 通知を送信して、ログイン クレデンシャルおよびパスワー
ドリセット手順を配信することを許可できます。また、ポータル設定中に、アカウント登録が成
功したゲストに、ログイン クレデンシャルの SMS 通知が自動的に送信されるようにできます。

手順
ステップ 1

[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Settings）] > [SMS ゲートウェイ（SMS Gateway）] を
選択します。

ステップ 2

SMS ゲートウェイをさらに追加する場合は、[管理（Administration）] > [システム（System）] >
[設定（Settings）] > [SMS ゲートウェイ（SMS Gateway）] を選択します。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックし、[閉じる（Close）] をクリックします。

次の作業
新しい SMS ゲートウェイを追加すると、次のことが可能になります。
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• 期限切れのアカウントに関する SMS 通知をゲストに送信するときに、SMS サービス プロバ
イダーを選択します。 ゲスト タイプのアクセス権限の設定, （326 ページ）を参照してくだ
さい。
• [アカウント登録（Self-Registration）] フォームでアカウント登録ゲストに示される選択肢と
して、SMS プロバイダーのうちのどれを表示するかを指定します。 アカウント登録ゲスト
ポータルの作成, （349 ページ）を参照してください。
• 情報が使用可能なゲストのゲスト アカウントを作成するときにスポンサーが使用できる、
SMS サービス プロバイダーを提供します。 スポンサー ポータルのアカウント作成の設定,
（874 ページ）を参照してください。

スポンサー アカウント
スポンサーは、スポンサーポータルを使用してゲストアカウントを作成できる内部ユーザの特殊
なタイプです。 他の内部ユーザと同様、Cisco ISE では、ローカル データベースあるいは外部の
Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）または Microsoft Active Directory ID ストアによりス
ポンサーを認証します。 外部ソースを使用しない場合、Cisco ISE でスポンサー用の内部ユーザ
アカウントを作成する必要があります。

スポンサー グループ
スポンサー グループ設定は、スポンサーの権限および設定を定義します。 Cisco ISE には、次の
デフォルトのスポンサー グループがあります。
• ALL_ACCOUNTS：Cisco ISE ネットワーク内のすべてのゲスト アカウントを管理できるスポ
ンサー。 システム管理者として、ユーザはデフォルトでこのスポンサー グループに属して
います。
• GROUP_ACCOUNTS：同じスポンサー グループのスポンサーが作成したゲスト アカウント
を管理できるスポンサー。
• OWN_ACCOUNTS：自分が作成したゲスト アカウントのみを管理できるスポンサー。
特定のスポンサーグループで使用可能な機能をカスタマイズでき、それによりスポンサーポータ
ルの機能を制限または拡張できます。 次に例を示します。
• スポンサーが 1 回の操作で複数のゲスト アカウントを作成することを許可できます。
• スポンサーが作成したゲスト アカウントを他のスポンサーが管理することを制限できます。
• ゲスト パスワードをスポンサーが表示することを制限できます。
• アカウント登録ゲストからの要求を承認または拒否する権限をスポンサーに付与できます。
• スポンサーがゲスト アカウントを削除、一時停止、および回復することを許可できます。
• スポンサー グループを無効にして、スポンサー ポータルにメンバーがログインすることを
防ぐことができます。
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スポンサー アカウントの作成およびスポンサー グループへの割り当て
内部スポンサー ユーザ アカウントを作成し、スポンサー ポータルを使用できるスポンサーを指
定するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [ID（Identities）] > [ユーザ（Users）]
を選択します。 適切なユーザ ID グループに内部スポンサー ユーザ アカウントを割り当てます。

ステップ 2

[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー グループ（Sponsor Groups）]
> [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）] を選択し、[メンバー（Members）] をクリッ
クします。 スポンサー ユーザ ID グループをスポンサー グループにマッピングします。

次の作業
スポンサーで使用するために、追加で組織に固有のユーザ ID グループを作成することもできま
す。 [管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [グループ（Groups）] > [ユー
ザ ID グループ（User Identity Groups）] を選択します。

スポンサー グループのスポンサー権限の設定
Cisco ISE によって提供されているデフォルトのスポンサー グループと、それぞれのデフォルト設
定および権限を使用できます。 デフォルト オプションを使用しない場合、新しいスポンサー グ
ループを作成するか、またはデフォルトのスポンサー グループを編集して設定を変更できます。
スポンサーグループを複製して、同じ設定と権限を持つ追加スポンサーグループを作成すること
もできます。
スポンサー グループを無効にすることができます。無効になったグループのメンバーはスポン
サー ポータルにログインできなくなります。 Cisco ISE によって提供されているデフォルトのス
ポンサー グループ以外のスポンサー グループを削除できます。

手順
ステップ 1

[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー グループ（Sponsor Groups）]
> [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）] を選択します。

ステップ 2

[スポンサー グループ名（Sponsor group name）] および [説明（Description）] に ID 情報を入力し
ます。

ステップ 3

[メンバー（Members）] をクリックして、ユーザ ID グループを選択し、スポンサー グループにメ
ンバーとして追加します。

ステップ 4

事前定義済みリストから [このスポンサー グループはゲスト タイプを使用してアカウントを作成
できる（This sponsor group can create accounts using these guest types）] を指定します。 [次の場所に
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ゲスト タイプを作成（Create Guest Types at）] オプションを使用して、このスポンサー グループ
に割り当てる追加のゲスト タイプを作成できます。
ステップ 5

[ゲストが訪問するロケーションを選択（Select the locations that guests will be visiting）] を使用し
て、ゲスト アカウントの作成時にスポンサー グループのスポンサーが選択できるロケーション
（ゲストの時間帯の設定に使用）を指定します。[次の場所にゲストロケーションを設定（Configure
guest locations at）] オプションを使用して、選択できるロケーションをさらに追加できます。
これによって、ゲストが他のロケーションからログインできなくなることはありません。

ステップ 6

インポート オプション（ゲスト情報を使用して生成されたアカウントの場合）またはユーザ名プ
レフィクス オプション（ランダムに生成されたアカウントの場合）を使用して、スポンサーが複
数のゲストアカウントを作成できるかどうか、およびその作成方法を指定します。また、一度に
作成できるアカウントの量を指定できます。

ステップ 7

[スポンサーが管理可能（Sponsor Can Manage）] を使用して、スポンサー グループのメンバーが
表示および管理できるゲスト アカウントを制限します。

ステップ 8

[スポンサーの権限（Sponsor Can）] を使用して、スポンサー グループのメンバーに、ゲストのパ
スワードおよびアカウントに関連する追加の権限を提供します。
[スポンサーが管理可能（Sponsor Can Manage）] でスポンサー グループに割り当てられた権限に
よって、スポンサーがこれらの操作を実行できるゲスト アカウントが定義されます。

ステップ 9

[保存（Save）] をクリックし、[閉じる（Close）] をクリックします。

ゲスト ポータル
社外の人が企業のネットワークを使用してインターネットまたはネットワーク内のリソースおよ
びサービスにアクセスしようとしている場合、さまざまなゲスト ポータルを介してネットワーク
アクセスを提供することができます。
ユーザ名とパスワードを要求しないホットスポットゲストポータルを使用するか、またはログイ
ンクレデンシャルを使用するクレデンシャルを持つゲストポータルを使用して、ログインするこ
とができます。 Cisco ISE でこの機能を有効にすることが望ましい場合は、従業員であっても、企
業のネットワークへのアクセスにこれらのゲスト ポータルを使用することができます。
クレデンシャルを持つゲスト ポータルには次の 2 種類があります。
• Sponsored-Guest ポータル：ゲスト アカウントを作成するスポンサーによって、ネットワーク
アクセスが付与されます。
• アカウント登録ゲスト ポータル：ゲストも自分自身のアカウントを作成できますが、ネット
ワーク アクセスが付与される前にスポンサーの承認が必要になる場合があります。
Cisco ISE には、事前定義済みのデフォルト ポータルのセットを含む複数のゲスト ポータルを Cisco
ISE サーバでホストする機能が用意されています。 デフォルトのポータル テーマには、管理者
ポータルからカスタマイズできる標準のシスコ ブランドが適用されています。 組織に固有のイ
メージ、ロゴ、およびカスケーディング スタイル シート（CSS）ファイルをアップロードして、
ポータルをさらにカスタマイズすることもできます。
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ゲスト ポータルのログイン コードとクレデンシャル
Cisco ISE では、ゲストにさまざまなタイプのクレデンシャルを使用したログインを要求すること
によって、保護されたネットワークアクセスを提供します。ゲストがこれらのクレデンシャルの
1 つまたは組み合わせを使用してログインすることを要求できます。
• ユーザ名：必須。 エンドユーザ ポータル（ホットスポット ゲスト ポータルを除く）を使用
するすべてのゲストに適用され、ユーザ名ポリシーから取得されます。 ユーザ名ポリシーは
システムによって生成されたユーザ名のみに適用され、ゲスト API プログラミング インター
フェイスまたはアカウント登録プロセスを使用して指定されたユーザ名には適用されませ
ん。 [ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Settings）] > [ゲスト ユーザ名ポリシー（Guest
Username Policy）] で、ユーザ名に適用するポリシーを設定できます。 ゲストは、電子メー
ル、SMS、または印刷形式で、ユーザ名の通知を受け取ることができます。
• パスワード：必須。 エンドユーザ ポータル（ホットスポット ゲスト ポータルを除く）を使
用するすべてのゲストに適用され、パスワード ポリシーから取得されます。 [ゲスト アクセ
ス（Guest Access）] > [設定（Settings）] > [ゲスト パスワード ポリシー（Guest Password
Policy）]で、パスワードに適用するポリシーを設定できます。ゲストは、電子メール、SMS、
または印刷形式で、パスワードの通知を受け取ることができます。
• アクセス コード：オプション。 ホットスポット ゲスト ポータルおよびクレデンシャルを持
つゲスト ポータルを使用するゲストに適用されます。 アクセス コードは、物理的に存在す
るゲストに対して指定される、主にローカルで認識されるコードです（ホワイトボードに
よって視覚的に、またはロビー アンバサダーにより口頭で）。 ネットワークにアクセスす
るために、屋外にいる誰かに知られたり使用されたりすることはありません。 アクセス コー
ドの設定を有効にした場合、次のようになります。
◦ スポンサー付きゲストは、[ログイン（Login）] ページで（ユーザ名およびパスワード
とともに）これを入力するよう求められます。
◦ ホットスポット ゲスト ポータルを使用するゲストは、[利用規定（Acceptable Use Policy
(AUP)）] ページでこれを入力するよう求められます。
• 登録コード：オプション。 アカウント登録ゲストに適用され、アカウント登録ゲストに提供
される方法においてアクセス コードと似ています。 登録コード設定が有効な場合、アカウ
ント登録ゲストはアカウント登録フォームでこれを入力するよう求められます。
ユーザ名とパスワードは、社内のスポンサーが（スポンサー付きゲストに対して）提供できます。
または、ゲストが自分自身を登録してこれらのクレデンシャルを取得できるように、クレデンシャ
ルを持つゲスト ポータルを設定できます。

ホットスポット ゲスト ポータルを使用したゲスト アクセス
Cisco ISE では、「ホットスポット」というアクセス ポイントを含むネットワーク アクセス機能
が提供されます。これを使用すると、ゲストは、ログインするためのクレデンシャルを必要とせ
ずに、インターネットにアクセスできます。 ゲストがコンピュータまたは Web ブラウザを搭載し
た任意のデバイスでホットスポット ネットワークに接続して、Web サイトに接続しようとする
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と、自動的にホットスポット ゲスト ポータルにリダイレクトされます。 この機能では、有線接
続と無線接続（Wi-Fi）の両方がサポートされます。
ホットスポット ゲスト ポータルは代替となるゲスト ポータルで、これを使用すると、ゲストに
ユーザ名とパスワードを要求することなく、ネットワーク アクセスを提供することができ、ゲス
ト アカウントを管理する必要性が軽減されます。 代わりに、ゲスト デバイスにネットワーク ア
クセスを直接提供するために、Cisco ISE はネットワーク アクセス デバイス（NAD）およびデバ
イス登録 Web 認証（デバイス登録 WebAuth）とともに動作します。 場合によって、ゲストは、
アクセスコードを使用してログインするよう要求されることがあります。通常、これは社内に物
理的に存在しているゲストにローカルに提供されるコードです。
ホットスポット ゲスト ポータルをサポートしている場合：
• ホットスポット ゲスト ポータルの設定に基づいて、ゲスト アクセスの条件を満たしている
場合、ゲストにネットワーク アクセスが付与されます。
• Cisco ISE によってデフォルトのゲスト ID グループ GuestEndpoints が提供され、これを使用
して、ゲスト デバイスを一元的に追跡できます。

クレデンシャルを持つゲスト ポータルを使用したゲスト アクセス
クレデンシャルを持つゲスト ポータルを使用して、外部ユーザの内部ネットワークおよびサービ
スと、インターネットへの一時アクセスを識別し許可することができます。 スポンサーは、ポー
タルの [ログイン（Login）] ページでこれらのクレデンシャルを入力することによって、ネット
ワークにアクセスできる承認ユーザの一時的なユーザ名およびパスワードを作成できます。
次のように取得したユーザ名とパスワードを使用してゲストがログインできるように、クレデン
シャルを持つゲスト ポータルを設定できます。
• スポンサーから付与されます。 このゲスト フローでは、ゲストは、社内に入って個人のゲ
スト アカウントで設定されたとき、ロビー アンバサダーなどのスポンサーによるグリーティ
ングを受け取ります。
• オプションの登録コードまたはアクセス コードを使用して自分自身を登録した後に付与され
ます。 このゲスト フローでは、ゲストは人間の介入なしでインターネットにアクセスでき、
これらのゲストにコンプライアンスに使用可能な一意の識別子があることが Cisco ISE によっ
て保障されます。
• オプションの登録コードまたはアクセス コードを使用して自分自身を登録した後に付与され
ます。ただし、ゲスト アカウントの要求がスポンサーによって承認された後のみです。 こ
のゲスト フローでは、ゲストにネットワークへのアクセスが提供されますが、追加のスク
リーニング レベルが実行された後でのみ提供されます。
Cisco ISE では、複数のクレデンシャルを持つゲスト ポータルを作成し、これを使用してさまざま
な基準に基づいてゲストアクセスを許可することができます。たとえば、日次訪問者に使用され
るポータルとは別の、月次担当者向けのポータルを設定できます。
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クレデンシャルを持つゲスト ポータルを使用した従業員アクセス
クレデンシャルを持つゲスト ポータルに割り当てられた ID ソース順序に含まれている従業員は、
これらのポータルを使用して、従業員クレデンシャルを使用してサインインすることによって、
ネットワークにアクセスすることもできます。
次のように取得したユーザ名とパスワードを使用してゲストがログインできるように、クレデン
シャルを持つゲスト ポータルを設定できます。

ゲスト デバイス登録とコンプライアンス
現在、ゲストは、ゲスト ポータルへのログイン時に、自動的に自分のデバイスを登録することが
できます。また、ゲストタイプに定義されている最大数まで追加デバイスを登録することもでき
ます。 これらのデバイスは、ゲストが使用するポータルのタイプに基づいて、エンドポイントの
ID グループに登録されます。 ホットスポット ゲスト ポータルでは、選択されたエンドポイント
の ID グループが使用され、クレデンシャルを持つゲスト ポータルでは、エンドポイントの ID グ
ループがゲストのゲスト タイプに従って定義されます。
ゲストおよび非ゲストがクレデンシャルを持つゲスト ポータルを介してネットワークにアクセス
した場合、アクセスを許可する前に、そのデバイスのコンプライアンスをチェックすることがで
きます。 ゲストおよび非ゲストを [クライアント プロビジョニング（Client Provisioning）] ページ
にルーティングして、最初にポスチャ エージェントをダウンロードするよう要求することができ
ます。このエージェントは、ポスチャ プロファイルをチェックし、デバイスが準拠しているかど
うかを検証します。 これは、クレデンシャルを持つゲスト ポータルで、[ゲスト デバイスのコン
プライアンス設定（Guest Device Compliance Settings）] のオプションを有効にすることで実行でき
ます。これによって、[クライアント プロビジョニング（Client Provisioning）] ページがゲスト フ
ローの一部として表示されます。
クライアント プロビジョニング サービスでは、ゲストのポスチャ評価および修復が提供されま
す。 クライアント プロビジョニング ポータルは、中央 Web 認証（CWA）のゲスト展開でのみ使
用できます。 ゲスト ログイン フローによって CWA が実行され、クレデンシャルを持つゲスト
ポータルは、利用規定やパスワード変更のチェックを実行した後、クライアント プロビジョニン
グ ポータルにリダイレクトされます。 いったんポスチャが評価されると、ポスチャ サブシステ
ムはネットワーク アクセス デバイスに対して許可変更（CoA）を実行し、クライアント再接続を
再認証します。

ゲスト デバイスがネットワーク アクセスを失い続ける
問題
ゲストがデバイス上で繰り返しネットワーク接続を失い、デバイスに再接続を要求します。
クレデンシャルを持つゲストポータルを設定して、ゲストに対して特定の数のアクティブユーザ
（ネットワーク）セッション数を制限できます。 この状況は、ゲストが設定された数を超えるデ
バイスをネットワークに接続している場合に発生します。ゲストが属するゲストタイプのデフォ
ルト設定を変更するには、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト タ
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イプ（Guest Types）] を選択して、[最大同時ログイン数（Maximum simultaneous logins）] の数を
変更します。
原因
サプリカント内のユーザ クレデンシャルがデバイスでキャッシュされ、デバイスがネットワーク
接続を維持することを許可しています。ただし、ゲストのユーザセッション数が設定された数の
みに制限されているため、登録デバイスではネットワークへの接続と接続解除が繰り返されます。
ソリューション
ゲストはネットワークを切断することで、未使用のデバイスのネットワーク セッションを強制的
に終了することができます。

ゲスト ポータルの設定タスク
デフォルト ポータルと、証明書、エンドポイント ID グループ、ID ソース順序、ポータル テー
マ、イメージ、および Cisco ISE によって提供されるその他の詳細などのデフォルト設定を使用で
きます。 デフォルト設定を使用しない場合は、新しいポータルを作成するか、必要性に合うよう
に既存の設定を編集する必要があります。 同じ設定で複数のポータルを作成する場合は、ポータ
ルを複製できます。
新しいポータルを作成したり、デフォルト ポータルを編集した後は、ポータルの使用を承認する
必要があります。 いったんポータルの使用を承認すると、後続の設定変更はただちに有効になり
ます。
ポータルを削除する場合は、関連付けられている許可ポリシー ルールおよび許可プロファイルを
先に削除するか、別のポータルを使用するように変更する必要があります。
さまざまなゲスト ポータルの設定に関連するタスクについては、この表を参照してください。
タスク

ホットスポットゲスト Sponsored-Guest ポータ アカウント登録ゲスト
ポータル
ル
ポータル

ポリシー サービスの有 必須
効化, （343 ページ）

必須

必須

証明書の追加, （343
ページ）

必須

必須

必須

外部 ID ソースの作成, N/A
（344 ページ）

必須

必須

ID ソース順序の作成,
（344 ページ）

N/A

必須

必須

エンドポイント ID グ
ループの作成, （533
ページ）

必須

不要（ゲスト タイプに 不要（ゲスト タイプに
よって定義される）
よって定義される）
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タスク

ホットスポットゲスト Sponsored-Guest ポータ アカウント登録ゲスト
ポータル
ル
ポータル

ホットスポット ゲスト 必須
ポータルの作成, （346
ページ）

N/A

N/A

Sponsored-Guest ポータ N/A
ルの作成, （347 ペー
ジ）

必須

N/A

アカウント登録ゲスト N/A
ポータルの作成, （349
ページ）

N/A

必須

ポータルの許可, （351 必須
ページ）

必須

必須

ゲスト ポータルのカス オプション
タマイズ, （353 ペー
ジ）

オプション

オプション

ポリシー サービスの有効化
Cisco ISE エンドユーザ Web ポータルをサポートするには、ホストするノードでポータル ポリシー
サービスを有効にする必要があります。

手順
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

ノードをクリックして、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[全般設定（General Settings）] タブで、[ポリシー サービス（Policy Service）] をオンにします。

ステップ 4

[セッション サービスの有効化（Enable Session Services）] オプションをオンにします。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

証明書の追加
デフォルトの証明書を使用しない場合は、有効な証明書を追加して、証明書グループ タグに割り
当てることができます。 すべてのエンドユーザ Web ポータルに使用されるデフォルトの証明書グ
ループ タグは [デフォルト ポータル証明書グループ（Default Portal Certificate Group）] です。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
343

ゲスト ポータル

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [システム証明書（System
Certificates）] を選択します。

ステップ 2

システム証明書を追加し、ポータルに使用する証明書グループ タグに割り当てます。
この証明書グループ タグは、ポータルを作成または編集するときに選択できるようになります。

ステップ 3

[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータル（Guest Portals）] > [作
成または編集（Create or Edit）] > [ポータル設定（Portal Settings）] を選択します。

ステップ 4

新しく追加された証明書に関連付けられた [証明書グループ タグ（Certificate group tag）] ドロップ
ダウン リストから特定の証明書グループ タグを選択します。

外部 ID ソースの作成
Cisco ISE では、Active Directory、LDAP、RADIUS トークン、RSA SecurID サーバなどの外部 ID
ソースに接続して、認証/許可のユーザ情報を取得できます。 外部 ID ソースには、証明書ベース
の認証に必要な証明書認証プロファイルも含まれています。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] を選択します。

ステップ 2

次のオプションのいずれかを選択します。
• [証明書認証プロファイル（Certificate Authentication Profile）]：証明書ベースの認証の場合。
• [Active Directory]：外部 ID ソースとして Active Directory に接続する場合。
• [LDAP]：LDAP ID ソースを追加する場合。
• [RADIUS トークン（RADIUS Token）]：RADIUS トークン サーバを追加する場合。
• [RSA SecurID]：RSA SecurID サーバを追加する場合。

ID ソース順序の作成
はじめる前に
Cisco ISE に外部 ID ソースを設定していることを確認します。
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
344

ゲスト ポータル

ゲスト ユーザがローカル WebAuth を使用して認証できるようにするには、ゲスト ポータル認証
ソースと ID ソース順序に同じ ID ストアが含まれるように設定する必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [ID ソース順序（Identity Source
Sequences）] > [追加（Add）] を選択します。

ステップ 2

ID ソース順序の名前を入力します。 また、任意で説明を入力できます。

ステップ 3

[証明書認証プロファイル（Certificate Authentication Profile）] チェックボックスをオンにし、証明
書ベースの認証のための証明書認証プロファイルを選択します。

ステップ 4

[選択済み（Selected）] リスト ボックスの ID ソース順序に含めるデータベースを選択します。

ステップ 5

Cisco ISE がデータ ベースを検索する順序に [選択済み（Selected）] リストのデータベースを並べ
替えます。

ステップ 6

[高度な検索リスト（Advanced Search List）] 領域で、次のいずれかのオプションを選択します。
• [順序内の他のストアにアクセスせず、AuthenticationStatus 属性を ProcessError に設定（Do not
access other stores in the sequence and set the AuthenticationStatus attribute to ProcessError）]：最初
に選択された ID ソースでユーザが見つからないとき、Cisco ISE が検索を中止する場合。
• [ユーザが見つからなかったとして処理し、順序内の次のストアに進む（Treat as if the user was
not found and proceed to the next store in the sequence）]：最初に選択された ID ソースでユーザ
が見つからないとき、Cisco ISE が順序内の他の選択された ID ソースの検索を続行する場合。
Cisco ISE では、要求の処理中にこれらの ID ソースが順番に検索されます。 [選択済み
（Selected）] リストに、Cisco ISE が ID ソースを検索する順序で ID ソースが表示されている
ことを確認します。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックして ID ソース順序を作成すると、その後この ID ソース順序をポリ
シーで使用できます。

エンドポイント ID グループの作成
Cisco ISE では、検出したエンドポイントを、対応するエンドポイント ID グループにグループ化
します。 Cisco ISE では、システム定義された複数のエンドポイントの ID グループが事前に用意
されています。 [エンドポイント ID グループ（Endpoint Identity Groups）] ページで追加のエンド
ポイント ID グループを作成することもできます。 作成したエンドポイント ID グループを編集ま
たは削除できます。 システム定義されたエンドポイント ID グループの説明のみを編集できます。
これらのグループの名前を編集したり、これらのグループを削除したりすることはできません。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [グループ（Groups）] > [エンドポ
イント ID グループ（Endpoint Identity Groups）] 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

作成するエンドポイント ID グループの名前を入力します（エンドポイント ID グループの名前に
スペースを入れないでください）。

ステップ 4

作成するエンドポイント ID グループの説明を入力します。

ステップ 5

[親グループ（Parent Group）] ドロップダウン リストをクリックして、新しく作成したエンドポイ
ント ID グループを関連付けるエンドポイント ID グループを選択します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

ホットスポット ゲスト ポータルの作成
ホットスポットゲストポータルを提供して、ゲストが、ログインにユーザ名とパスワードを要求
されずにネットワークに接続できるようにすることができます。ログインにアクセスコードを要
求できます。
新しいホットスポット ゲスト ポータルを作成するか、既存のものを編集または複製できます。
Cisco ISE によって提供されているデフォルトのポータルを含むすべてのホットスポット ゲスト
ポータルを削除できます。
[ポータルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] タブのページ設定に加え
た変更は、ゲスト フロー図のグラフィカル フローに反映されます。 AUP ページなどのページを
有効にすると、そのページがフローに表示され、ゲストはポータルで使用できるようになります。
無効にすると、フローから削除され、次に有効なページがゲストに表示されます。
[認証成功の設定（Authentication Success Settings）] を除くすべてのページ設定は、任意です。

はじめる前に
このポータルで使用するために、必要な証明書とエンドポイント ID グループが設定されているこ
とを確認します。

手順
ステップ 1

[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [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）] を選択します。

ステップ 2

新しいポータルを作成する場合は、[ゲスト ポータルの作成（Create Guest Portal）] ダイアログ
ボックスで、ポータル タイプとして [ホットスポット ゲスト ポータル（Hotspot Guest Portal）] を
選択し、[続行（Continue）] をクリックします。

ステップ 3

ポータルの一意の [ポータル名（Portal Name）] および [説明（Description）] を指定します。
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ここで使用するポータル名が他のエンドユーザ ポータルに使用されていないことを確認します。
ステップ 4

[言語ファイル（Language File）] ドロップダウン メニューを使用して、ポータルで使用する言語
ファイルをエクスポートおよびインポートします。

ステップ 5

[ポータルの設定（Portal Settings）] でポート、イーサネット インターフェイス、証明書グループ
タグ、エンドポイント ID グループなどのデフォルト値を更新し、ポータル全体に適用する動作を
定義します。

ステップ 6

特定のページのそれぞれに適用される次の設定を更新してください。
• [利用規定（AUP）ページ設定（Acceptable Use Policy (AUP) Page Settings）]：利用規定に同意
することをゲストに要求します。
• [ポストログイン バナーページの設定（Post-Login Banner Page Settings）]：必要に応じて、ゲ
ストにアクセス ステータスおよびその他の追加アクションを通知します。
• [VLAN DHCP リリース ページの設定（VLAN DHCP Release Page Settings）]：ゲスト デバイ
スの IP アドレスをゲスト VLAN から解放し、ネットワークの他の VLAN にアクセスするよ
うに更新します。
• [認証成功の設定（Authentication Success Settings）]：認証されたゲストに対する表示内容を
指定します。
• [サポート情報ページの設定（Support Information Page Settings）]：ネットワーク アクセスの
問題のトラブルシューティングのために Help Desk によって使用される情報をゲストが提供
するのを支援します。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。 システム生成の URL がポータル テスト URL として表示され
ます。この URL を使用して、ポータルにアクセスし、テストすることができます。

次の作業
ポータルを使用するには、そのポータルを許可する必要があります。 ポータルを使用できるよう
に許可する前または後に、ポータルをカスタマイズすることもできます。

Sponsored-Guest ポータルの作成
Sponsored-Guest ポータルを提供して、指定されたスポンサーがゲストにアクセスを許可できるよ
うにすることができます。
新しい Sponsored-Guest ポータルを作成するか、既存のものを編集または複製できます。 Cisco ISE
によって提供されているデフォルトのポータルを含む、任意の Sponsored-Guest ポータルを削除で
きます。
[ポータルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] タブのページ設定に加え
た変更は、ゲスト フロー図のグラフィカル フローに反映されます。 AUP ページなどのページを
有効にすると、そのページがフローに表示され、ゲストはポータルで使用できるようになります。
無効にすると、フローから削除され、次に有効なページがゲストに表示されます。
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次のすべてのページ設定によって、ゲスト用の利用規定（AUP）を表示し、その同意を要求する
ことができます。
• ログイン ページの設定（Login Page Settings）
• 利用規定（AUP）ページ設定（Acceptable Use Policy (AUP) Page Settings）
• BYOD 設定（BYOD Settings）

はじめる前に
このポータルで使用するために、必要な証明書、外部 ID ソース、および ID ソース順序が設定さ
れていることを確認します。

手順
ステップ 1

[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [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）] を選択します。

ステップ 2

新しいポータルを作成する場合は、[ゲスト ポータルの作成（Create Guest Portal）] ダイアログ
ボックスで、ポータル タイプとして [Sponsored-Guest ポータル（Sponsored-Guest Portal）] を選択
し、[続行（Continue）] をクリックします。

ステップ 3

ポータルの一意の [ポータル名（Portal Name）] および [説明（Description）] を指定します。
ここで使用するポータル名が他のエンドユーザ ポータルに使用されていないことを確認します。

ステップ 4

[言語ファイル（Language File）] ドロップダウン メニューを使用して、ポータルで使用する言語
ファイルをエクスポートおよびインポートします。

ステップ 5

[ポータルの設定（Portal Settings）] でポート、イーサネット インターフェイス、証明書グループ
タグ、ID ソース順序などのデフォルト値を更新し、ポータル全体に適用する動作を定義します。

ステップ 6

特定のページのそれぞれに適用される次の設定を更新してください。
• [ログイン ページの設定（Login Page Settings）]：ゲスト クレデンシャルおよびログイン ガイ
ドラインを指定します。 [ゲストが自分のアカウントを作成することを許可する（Allow guests
to create their own accounts）] をオンにすると、アカウント登録ゲストは、このポータルを使
用して、独自のゲスト アカウントを作成できます。 デフォルトの設定を変更しない場合は、
このポータルを使用してネットワークにアクセスするゲストのゲスト アカウントをスポン
サーが作成する必要があります。
• [利用規定（AUP）ページ設定（Acceptable Use Policy (AUP) Page Settings）]：別の AUP ペー
ジを追加し、クレデンシャルを持つゲスト ポータルを使用する従業員を含むゲスト用の利用
規定の動作を定義します。
• [従業員のパスワード変更の設定（Employee Change Password Settings）]：ゲストに、初めて
ログインした後にパスワードを変更するように指示します。
• [ゲスト デバイス登録の設定（Guest Device Registration Settings）]：Cisco ISE に自動的にゲス
ト デバイスが登録されるようにするか、またはゲストが手動でこれらのデバイスを登録でき
るページを表示するかどうかを選択します。
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• [BYOD 設定（BYOD Settings）]：従業員が自分のパーソナル デバイスを使用してネットワー
クにアクセスすることを許可します。
• [ポストログイン バナーページの設定（Post-Login Banner Page Settings）]：ネットワーク アク
セスを許可する前にゲストに追加情報を通知します。
• [ゲスト デバイスのコンプライアンス設定（Guest Device Compliance Settings）]：ゲストを [ク
ライアント プロビジョニング（Client Provisioning）] ページにルーティングし、最初にポス
チャ エージェントをダウンロードするように要求します。
• [VLAN DHCP リリース ページの設定（VLAN DHCP Release Page Settings）]：ゲスト デバイ
スの IP アドレスをゲスト VLAN から解放し、ネットワークの他の VLAN にアクセスするよ
うに更新します。
• [認証成功の設定（Authentication Success Settings）]：認証されたゲストに対する表示内容を
指定します。
• [サポート情報ページの設定（Support Information Page Settings）]：ネットワーク アクセスの
問題のトラブルシューティングのために Help Desk によって使用される情報をゲストが提供
するのを支援します。
ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。 システム生成の URL がポータル テスト URL として表示され
ます。この URL を使用して、ポータルにアクセスし、テストすることができます。

次の作業
ポータルを使用するには、そのポータルを許可する必要があります。 ポータルを使用できるよう
に許可する前または後に、ポータルをカスタマイズすることもできます。

アカウント登録ゲスト ポータルの作成
アカウント登録ゲスト ポータルを提供して、ゲストが自分自身を登録し、自分のアカウントを作
成して、ネットワークにアクセスできるようにすることができます。 これらのアカウントに対し
ては、その後も、アクセスを許可する前に、スポンサーによる承認を要求できます。
新しいアカウント登録ゲスト ポータルを作成するか、既存のものを編集または複製できます。
Cisco ISE によって提供されているデフォルトのポータルを含むすべてのアカウント登録ゲスト
ポータルを削除できます。
[ポータルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] タブのページ設定に加え
た変更は、ゲスト フロー図のグラフィカル フローに反映されます。 AUP ページなどのページを
有効にすると、そのページがフローに表示され、ゲストはポータルで使用できるようになります。
無効にすると、フローから削除され、次に有効なページがゲストに表示されます。
次のすべてのページ設定によって、ゲスト用の利用規定（AUP）を表示し、その同意を要求する
ことができます。
• ログイン ページの設定（Login Page Settings）
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• アカウント登録ページの設定（Self-Registration Page Settings）
• アカウント登録成功ページの設定（Self-Registration Success Page Settings）
• 利用規定（AUP）ページ設定（Acceptable Use Policy (AUP) Page Settings）
• BYOD 設定（BYOD Settings）

はじめる前に
このポータルで使用するために、必要な証明書、外部 ID ソース、および ID ソース順序が設定さ
れていることを確認します。

手順
ステップ 1

[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [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）] を選択します。

ステップ 2

新しいポータルを作成する場合は、[ゲスト ポータルの作成（Create Guest Portal）] ダイアログ
ボックスで、ポータル タイプとして [アカウント登録ゲスト ポータル（Self-Registered Guest Portal）]
を選択し、[続行（Continue）] をクリックします。

ステップ 3

ポータルの一意の [ポータル名（Portal Name）] および [説明（Description）] を指定します。
ここで使用するポータル名が他のエンドユーザ ポータルに使用されていないことを確認します。

ステップ 4

[言語ファイル（Language File）] ドロップダウン メニューを使用して、ポータルで使用する言語
ファイルをエクスポートおよびインポートします。

ステップ 5

[ポータルの設定（Portal Settings）] でポート、イーサネット インターフェイス、証明書グループ
タグ、ID ソース順序などのデフォルト値を更新し、ポータル全体に適用する動作を定義します。

ステップ 6

特定のページのそれぞれに適用される次の設定を更新してください。
• [ログイン ページの設定（Login Page Settings）]：ゲスト クレデンシャルおよびログイン ガイ
ドラインを指定します。 [ゲストが自分のアカウントを作成することを許可する（Allow guests
to create their own accounts）] のデフォルト設定を変更しない場合、アカウント登録ゲストは、
このポータルを使用して、独自のゲスト アカウントを作成できます。 この設定を無効にし
た場合は、このポータルを使用してネットワークにアクセスするゲストのゲスト アカウント
をスポンサーが作成する必要があります。
• [アカウント登録ページの設定（Self-Registration Page Settings）]：ゲストが [アカウント登録
（Self-Registration）] フォームを送信した後のゲスト エクスペリエンス以外に、アカウント
登録ゲストが読み取る情報、および [アカウント登録（Self-Registration）] フォームに入力す
る必要がある情報を指定します。
• [アカウント登録成功ページの設定（Self-Registration Success Page Settings）]：アカウント登
録が成功したゲストに対して [アカウント登録成功（Self-Registration Success）] ページに示さ
れる情報、および Cisco ISE 登録されたゲストのゲスト エクスペリエンスを指定します。
• [利用規定（AUP）ページ設定（Acceptable Use Policy (AUP) Page Settings）]：別の AUP ペー
ジを追加し、クレデンシャルを持つゲスト ポータルを使用する従業員を含むゲスト用の利用
規定の動作を定義します。
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• [従業員のパスワード変更の設定（Employee Change Password Settings）]：ゲストに、初めて
ログインした後にパスワードを変更するように指示します。
• [ゲスト デバイス登録の設定（Guest Device Registration Settings）]：Cisco ISE に自動的にゲス
ト デバイスが登録されるようにするか、またはゲストが手動でこれらのデバイスを登録でき
るページを表示するかどうかを選択します。
• [BYOD 設定（BYOD Settings）]：従業員が自分のパーソナル デバイスを使用してネットワー
クにアクセスすることを許可します。
• [ポストログイン バナーページの設定（Post-Login Banner Page Settings）]：ネットワーク アク
セスを許可する前にゲストに追加情報を通知します。
• [ゲスト デバイスのコンプライアンス設定（Guest Device Compliance Settings）]：ゲストを [ク
ライアント プロビジョニング（Client Provisioning）] ページにルーティングし、最初にポス
チャ エージェントをダウンロードするように要求します。
• [VLAN DHCP リリース ページの設定（VLAN DHCP Release Page Settings）]：ゲスト デバイ
スの IP アドレスをゲスト VLAN から解放し、ネットワークの他の VLAN にアクセスするよ
うに更新します。
• [認証成功の設定（Authentication Success Settings）]：認証されたゲストに対する表示内容を
指定します。
• [サポート情報ページの設定（Support Information Page Settings）]：ネットワーク アクセスの
問題のトラブルシューティングのために Help Desk によって使用される情報をゲストが提供
するのを支援します。
ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。 システム生成の URL がポータル テスト URL として表示され
ます。この URL を使用して、ポータルにアクセスし、テストすることができます。

次の作業
ポータルを使用するには、そのポータルを許可する必要があります。 ポータルを使用できるよう
に許可する前または後に、ポータルをカスタマイズすることもできます。

ポータルの許可
ポータルを許可するときは、ネットワーク アクセス用のネットワーク許可プロファイルおよび
ルールを設定します。

はじめる前に
ポータルを許可する前にポータルを作成する必要があります。
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手順
ステップ 1

ポータルの特別な許可プロファイルを設定します。

ステップ 2

プロファイルの許可ポリシー ルールを作成します。

許可プロファイルの作成
各ポータルには、特別な許可プロファイルを設定する必要があります。

はじめる前に
デフォルトのポータルを使用しない場合は、許可プロファイルとポータル名を関連付けることが
できるように、最初にポータルを作成する必要があります。

手順
ステップ 1

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

ステップ 2

使用を許可するポータル名を使用して許可プロファイルを作成します。

次の作業
新しく作成される許可プロファイルを使用するポータル許可ポリシー ルールを作成する必要があ
ります。

許可ポリシー ルールの作成
ユーザ（ゲスト、スポンサー、従業員）のアクセス要求への応答に使用するポータルのリダイレ
クション URL を設定するには、そのポータル用の許可ポリシー ルールを定義する必要がありま
す。
url-redirect は、ポータル タイプに基づいて次の形式になります。
ip:port = IP アドレスとポート番号
PortalID = 一意のポータル名
ホットスポット ゲスト ポータル：
https://ip:port/guestportal/gateway?sessionID=SessionIdValue&portal=PortalID&action=cwa&type=drw
モバイル デバイス管理（MDM）ポータル：
https://ip:port/mdmportal/gateway?sessionID=SessionIdValue&portal=PortalID&action=mdm
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手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [許可（Authorization）] を選択して、[標準（Standard）] ポリシーで新しい
許可ポリシー ルールを作成します。

ステップ 2

[条件（Conditions）] には、ポータルの検証に使用するエンドポイント ID グループを選択します。
たとえば、ホットスポット ゲスト ポータルの場合は、デフォルトの [GuestEndpoints] エンドポイ
ント ID グループを選択し、MDM、ポータルの場合は、デフォルトの [RegisteredDevices] エンド
ポイント ID グループを選択します。
（注）
ホットスポット ゲスト ポータルは、Termination CoA だけを発行するため、ゲスト ポリ
シー セットの検証条件の 1 つとして [Network Access:UseCase EQUALS Guest Flow] を使
用しないでください。
[権限（Permissions）] には、作成したポータル許可プロファイルを選択します。

ステップ 3

ゲスト ポータルのカスタマイズ
ポータルの外観およびユーザ（必要に応じてゲスト、スポンサー、または従業員）エクスペリエ
ンスをカスタマイズするには、ポータル テーマをカスタマイズし、ポータル ページの UI 要素を
変更して、ユーザに表示されるエラー メッセージと通知を編集します。

スポンサー ポータル
スポンサー ポータルは、Cisco ISE ゲスト サービスの主要コンポーネントの 1 つです。 スポンサー
ポータルを使用して、スポンサーは承認ユーザ用の一時アカウントを作成および管理し、企業ネッ
トワークまたはインターネットにセキュアにアクセスできるようにします。ゲストアカウントを
作成した後、スポンサーは、スポンサー ポータルを使用して、印刷、電子メール送信、または携
帯電話による送信を行ってゲストにアカウントの詳細を提供することもできます。 アカウント登
録ゲストに企業ネットワークへのアクセス権を提供する前に、スポンサーはゲスト アカウントを
承認するように電子メールで要求されることがあります。

スポンサー ポータルの設定
デフォルト ポータルと、証明書、エンドポイント ID グループ、ID ソース順序、ポータル テー
マ、イメージ、および Cisco ISE によって提供されるその他の詳細などのデフォルト設定を使用で
きます。 デフォルト設定を使用しない場合は、新しいポータルを作成するか、必要性に合うよう
に既存の設定を編集する必要があります。 同じ設定で複数のポータルを作成する場合は、ポータ
ルを複製できます。
会社の営業所やその小売の場所にさまざまなブランディングがある場合、会社にさまざまな製品
ブランドがある場合、または市役所が火災、警察、およびその他の部門で異なるテーマのポータ
ルを必要とする場合は、複数のスポンサー ポータルを作成することもできます。
これらは、スポンサー ポータルの設定に関連するタスクです。
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手順
ステップ 1

ポリシー サービスの有効化, （354 ページ）。

ステップ 2

証明書の追加, （354 ページ）。

ステップ 3

外部 ID ソースの作成, （355 ページ）。

ステップ 4

ID ソース順序の作成, （355 ページ）。

ステップ 5

スポンサー ポータルの作成, （356 ページ）。

ステップ 6

（任意） スポンサー ポータルのカスタマイズ, （358 ページ）。
ポータルの外観を変更する場合は、ポータルをカスタマイズできます。

ポリシー サービスの有効化
Cisco ISE エンドユーザ Web ポータルをサポートするには、ホストするノードでポータル ポリシー
サービスを有効にする必要があります。

手順
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

ノードをクリックして、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[全般設定（General Settings）] タブで、[ポリシー サービス（Policy Service）] をオンにします。

ステップ 4

[セッション サービスの有効化（Enable Session Services）] オプションをオンにします。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

証明書の追加
デフォルトの証明書を使用しない場合は、有効な証明書を追加して、証明書グループ タグに割り
当てることができます。 すべてのエンドユーザ Web ポータルに使用されるデフォルトの証明書グ
ループ タグは [デフォルト ポータル証明書グループ（Default Portal Certificate Group）] です。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [システム証明書（System
Certificates）] を選択します。

ステップ 2

システム証明書を追加し、ポータルに使用する証明書グループ タグに割り当てます。
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この証明書グループ タグは、ポータルを作成または編集するときに選択できるようになります。
ステップ 3

[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー ポータル（Sponsor Portals）]
> [作成または編集（Create or Edit）] > [ポータル設定（Portal Settings）] を選択します。

ステップ 4

新しく追加された証明書に関連付けられた [証明書グループ タグ（Certificate Group Tag）] ドロッ
プダウン リストから特定の証明書グループ タグを選択します。

外部 ID ソースの作成
Cisco ISE では、Active Directory、LDAP、RADIUS トークン、RSA SecurID サーバなどの外部 ID
ソースに接続して、認証/許可のユーザ情報を取得できます。 外部 ID ソースには、証明書ベース
の認証に必要な証明書認証プロファイルも含まれています。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] を選択します。

ステップ 2

次のオプションのいずれかを選択します。
• [証明書認証プロファイル（Certificate Authentication Profile）]：証明書ベースの認証の場合。
• [Active Directory]：外部 ID ソースとして Active Directory に接続する場合。
• [LDAP]：LDAP ID ソースを追加する場合。
• [RADIUS トークン（RADIUS Token）]：RADIUS トークン サーバを追加する場合。
• [RSA SecurID]：RSA SecurID サーバを追加する場合。

ID ソース順序の作成
はじめる前に
Cisco ISE に外部 ID ソースを設定していることを確認します。
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
ゲスト ユーザがローカル WebAuth を使用して認証できるようにするには、ゲスト ポータル認証
ソースと ID ソース順序に同じ ID ストアが含まれるように設定する必要があります。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [ID ソース順序（Identity Source
Sequences）] > [追加（Add）] を選択します。

ステップ 2

ID ソース順序の名前を入力します。 また、任意で説明を入力できます。

ステップ 3

[証明書認証プロファイル（Certificate Authentication Profile）] チェックボックスをオンにし、証明
書ベースの認証のための証明書認証プロファイルを選択します。

ステップ 4

[選択済み（Selected）] リスト ボックスの ID ソース順序に含めるデータベースを選択します。

ステップ 5

Cisco ISE がデータ ベースを検索する順序に [選択済み（Selected）] リストのデータベースを並べ
替えます。

ステップ 6

[高度な検索リスト（Advanced Search List）] 領域で、次のいずれかのオプションを選択します。
• [順序内の他のストアにアクセスせず、AuthenticationStatus 属性を ProcessError に設定（Do not
access other stores in the sequence and set the AuthenticationStatus attribute to ProcessError）]：最初
に選択された ID ソースでユーザが見つからないとき、Cisco ISE が検索を中止する場合。
• [ユーザが見つからなかったとして処理し、順序内の次のストアに進む（Treat as if the user was
not found and proceed to the next store in the sequence）]：最初に選択された ID ソースでユーザ
が見つからないとき、Cisco ISE が順序内の他の選択された ID ソースの検索を続行する場合。
Cisco ISE では、要求の処理中にこれらの ID ソースが順番に検索されます。 [選択済み
（Selected）] リストに、Cisco ISE が ID ソースを検索する順序で ID ソースが表示されている
ことを確認します。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックして ID ソース順序を作成すると、その後この ID ソース順序をポリ
シーで使用できます。

スポンサー ポータルの作成
スポンサー ポータルを提供して、ネットワークに接続してインターネットと内部リソースおよび
サービスにアクセスするゲストのアカウントをスポンサーが作成、管理、および承認できるよう
にすることができます。
Cisco ISE では、別のポータルを作成する必要なく使用できるデフォルトのスポンサー ポータルが
用意されています。ただし、新しいスポンサーポータルを作成するか、既存のものを編集または
複製できます。 デフォルトのスポンサー ポータル以外のすべてのポータルを削除できます。
[ポータルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] タブの [ページ設定（Page
Settings）] で行った変更は、スポンサー フロー図のグラフィカル フローに反映されます。 [AUP]
ページなどのページを有効にすると、そのページがフローに表示され、スポンサーはポータルで
それを確認します。 無効にした場合は、そのページがフローから削除され、次に有効にされた
ページがスポンサーに表示されます。
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はじめる前に
このポータルで使用するために、必要な証明書、外部 ID ソース、および ID ソース順序が設定さ
れていることを確認します。

手順
ステップ 1

[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー ポータル（Sponsor Portals）]
> [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）] を選択します。

ステップ 2

ポータルの一意の [ポータル名（Portal Name）] および [説明（Description）] を指定します。
ここで使用するポータル名が他のエンドユーザ ポータルに使用されていないことを確認します。

ステップ 3

[言語ファイル（Language File）] ドロップダウン メニューを使用して、ポータルで使用する言語
ファイルをエクスポートおよびインポートします。

ステップ 4

[ポータルの設定（Portal Settings）] でポート、イーサネット インターフェイス、証明書グループ
タグ、ID ソース順序などのデフォルト値を更新し、ポータル全体に適用する動作を定義します。

ステップ 5

特定のページのそれぞれに適用される次の設定を更新してください。
• [ログイン ページの設定（Login Page Settings）]：スポンサー クレデンシャルおよびログイン
ガイドラインを指定します。
• [利用規定（AUP）ページ設定（Acceptable Use Policy (AUP) Page Settings）]：利用規定に同意
することをスポンサーに要求します。
• [スポンサーのパスワード変更設定（Sponsor Change Password Settings）]：スポンサーに、ロ
グインした後にパスワードを変更するように指示します。
• [ポストログイン バナーページの設定（Post-Login Banner Page Settings）]：ネットワーク アク
セスを許可する前にスポンサーに追加情報を通知します。
• [スポンサー ポータル アプリケーションの設定（Sponsor Portal Application Settings）]：[ポー
タル ページのカスタマイズ（Portal Page Customization）] タブに、アカウントの作成、管理、
承認、ゲストへの通知、ポータルおよびアカウント アクション メッセージに関連した追加
のポータル ページがリスト表示されます。 これらのページのカスタマイズ以外に、使用可
能な場合は、設定を指定できます。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。 システム生成の URL がポータル テスト URL として表示され
ます。この URL を使用して、ポータルにアクセスし、テストすることができます。

次の作業
ポータルの外観を変更する場合は、ポータルをカスタマイズできます。
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スポンサー ポータルのカスタマイズ
ポータルの外観およびユーザ（必要に応じてゲスト、スポンサー、または従業員）エクスペリエ
ンスをカスタマイズするには、ポータル テーマをカスタマイズし、ポータル ページの UI 要素を
変更して、ユーザに表示されるエラー メッセージと通知を編集します。

スポンサーがスポンサー ポータルにログインできない
問題
次のエラーメッセージは、スポンサーがスポンサーポータルにログインしようとしたときに表示
されます。
“Invalid username or password. Please try again.”

原因
• スポンサーが無効なクレデンシャルを入力しました。
• スポンサーは、ユーザ レコードがデータベース（内部ユーザまたは Active Directory）にない
ため無効です。
• スポンサーが属するスポンサー グループは無効です。
• スポンサーの内部ユーザ アカウントは無効（一時停止中）です。
ソリューション
• ユーザのクレデンシャルを確認します。
• スポンサー グループを有効にします。
• ユーザ アカウントが無効になっている場合は復元します。

ゲストとスポンサーのアクティビティのモニタ
Cisco ISE は、エンドポイントおよびユーザ管理情報、およびゲストとスポンサーのアクティビ
ティを参照できるさまざまなレポートとログを提供します。 Cisco ISE 1.2 レポートの一部は廃止
されましたが、情報は他のレポートで表示できます。
オン デマンドまたはスケジュール ベースでこれらのレポートを実行できます。
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手順
ステップ 1

[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] を選択します。

ステップ 2

レポート セレクタで、[ゲスト アクセス レポート（Guest Access Reports）] および [エンドポイン
トとユーザ（Endpoints and Users）] 選択を展開し、さまざまなゲスト、スポンサー、およびエン
ドポイントに関するレポートを表示します。

ステップ 3

レポートを選択し、[フィルタ（Filters）] ドロップダウン リストを使用して、検索するデータを
選択します。
ユーザ名、ポータル名、デバイス名、エンドポイント ID グループ、および他のデータについて
フィルタを使用できます。

ステップ 4

データを表示する [時間範囲（Time Range）] を選択します。

ステップ 5

[実行（Run）] をクリックします。

メトリック ダッシュボード
Cisco ISE では、Cisco ISE ホーム ページに表示されるメトリック ダッシュボードで、ネットワー
クの [認証されたゲスト（Authenticated Guests）] と [アクティブ エンドポイント（Active Endpoints）]
を一目で確認できます。

AUP 受け入れステータス レポート
AUP 受け入れステータス レポートには、すべてのゲスト ポータルからの、ゲストによる利用規
定（AUP）の受け入れのステータスが示されます。 このレポートは、[操作（Operations）] > [レ
ポート（Reports）] > [ゲスト アクセス レポート（Guest Access Reports）] > [AUP 受け入れステー
タス（AUP Acceptance Status）] から使用できます。
レポートを使用して、特定の期間のすべての許可および拒否された AUP 接続を追跡できます。

ゲスト アカウンティング レポート
ゲスト アカウンティング レポートは、指定された期間のゲスト ログイン履歴を表示します。 こ
のレポートは、[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [ゲスト アクセス レポート（Guest
Access Reports）] > [ゲスト アカウンティング（Guest Accounting）] で利用できます。

マスター ゲスト レポート
マスターゲストレポートは、さまざまなレポートからのデータを単一のビューへ結合して、複数
の異なるレポート ソースからデータをエクスポートできるようにします。 データ カラムをさら
に追加したり、表示またはエクスポートしないデータカラムを削除したりできます。このレポー
トは、[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [ゲスト アクセス レポート（Guest Access
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Reports）] > [マスター ゲスト（Master Guest）] で利用できます。 このレポートには、非推奨のゲ
スト アクティビティ レポートに含まれていた情報も含まれるようになりました。
このレポートはすべてのゲスト アクティビティを収集し、ゲスト ユーザがアクセスした Web サ
イトに関する詳細を提供します。 このレポートをセキュリティ監査の目的で使用して、ゲスト
ユーザがいつネットワークにアクセスして、何を行ったかを確認できます。 アクセスした Web サ
イトの URL などのゲストのインターネット アクティビティを表示するには、初めに次の操作を
行う必要があります。
• 成功した認証のロギング カテゴリを有効にします。 [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
て、[成功した認証（Passed authentications）] を選択します。
• ゲスト トラフィックで使用するファイアウォールで次のオプションを有効にします。
◦ HTTP トラフィックを検査し、Cisco ISE モニタリング ノードにデータを送信します。
Cisco ISE はゲスト アクティビティ レポートに対して IP アドレスおよびアクセスした
URL だけを必要とするため、可能な場合は、この情報だけが含まれるようにデータを制
限します。
◦ Cisco ISE モニタリング ノードに syslog を送信します。

スポンサーのログインおよび監査レポート
スポンサー ログインおよび監査レポートは、次を追跡する統合レポートです。
• スポンサー ポータルでのスポンサーによるログイン アクティビティ。
• スポンサー ポータルでスポンサーが実行したゲスト関連の操作。
このレポートは、[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [ゲスト アクセス レポート（Guest
Access Reports）] > [スポンサー ログインおよび監査（Sponsor Login and Audit）] で使用できます。

ゲストおよびスポンサー ポータルの監査ロギング
ゲストポータルおよびスポンサーポータルで特定のアクションが実行されると、基礎となる監査
システムに監査ログ メッセージが送信されます。 デフォルトでは、これらのメッセージ
は、/opt/CSCOcpm/logs/localStore/iseLocalStore.log ファイルに記録されます。
これらのメッセージを syslog によってモニタリング/トラブルシューティング システムおよびログ
コレクタに送信するように設定することができます。モニタリングサブシステムによって、適切
なスポンサー、デバイス監査ログ、およびゲストのアクティビティ ログにこの情報が示されま
す。
ゲスト ログイン フローは、ゲスト ログインが成功したか失敗したかにかかわらず、監査ログに
記録されます。
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ゲスト アクセスの展開シナリオ
Cisco ISE では、Cisco ISE ゲスト サービスと Web 認証サービスを使用したセキュアなゲスト アク
セスを有効にするための複数の展開オプションがサポートされています。 ローカルまたは中央
Web 認証とデバイス登録 Web 認証を使用した有線または無線のゲスト接続を提供することができ
ます。
• [中央 Web 認証（Central WebAuth）]：すべてのゲスト ポータルに適用されます。 Web 認証
は、有線および無線の両方の接続要求に対して、中央 Cisco ISE RADIUS サーバによって実
行されます。 ゲスト デバイスの認証は、ゲストが、ホットスポット ゲスト ポータルで任意
のアクセス コードを入力し、クレデンシャルを持つゲスト ポータルでユーザ名とパスワー
ドを入力した後、実行されます。
• ローカル Web 認証（ローカル WebAuth）：クレデンシャルを持つゲスト ポータルに適用さ
れます。 ゲストへの Web ページの提供は、有線接続の場合にはスイッチなどのネットワー
ク アクセス デバイス（NAD）で、無線接続の場合にはワイヤレス LANコントローラ（WLC）
によって、ローカルに実行されます。 ゲスト デバイスの認証は、ゲストが、クレデンシャ
ルを持つゲスト ポータルでユーザ名とパスワードを入力した後、実行されます。
• デバイス登録 Web 認証（デバイス登録 WebAuth）：ホットスポット ゲスト ポータルにのみ
適用されます。 Web 認証は、Cisco ISE によってデバイスが登録され、使用が許可された後、
実行されます。 ゲストは、有線または無線接続で（ユーザ名またはパスワードを入力しない
で）ネットワークにアクセスできるホットスポット ゲスト ポータルに誘導されます。

中央 WebAuth プロセス対応の NAD
このシナリオでは、ネットワーク アクセス デバイス（NAD）で、不明なエンドポイント接続から
Cisco ISE RADIUS サーバへの新しい認証要求を作成します。 これで、エンドポイントは Cisco ISE
への URL-redirect を受け取ります。
ゲスト デバイスが NAD に接続されている場合、ゲスト サービスのインタラクションは、ゲスト
ポータルの中央 WebAuth のログインにつながる MAC 認証バイパス（MAB）要求の形式を取りま
す。 無線と有線の両方のネットワーク アクセス デバイスに適用される後続の中央 Web 認証（中
央 WebAuth）プロセスの概要は、次のとおりです。
1 ゲスト デバイスは、有線接続によって NAD に接続します。 ゲスト デバイス上に 802.1X サプ
リカントはありません。
2 MAB のサービス タイプを扱う認証ポリシーにより、MAB が引き続き失敗し、中央 WebAuth
ユーザ インターフェイスの URL-redirect を含む制限付きネットワーク プロファイルが返され
ます。
3 MAB 要求を Cisco ISE RADIUS サーバにポストするよう NAD が設定されます。
4 ゲスト デバイスが再接続され、NAD によって MAB 要求が開始されます。
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5 Cisco ISE RADIUS サーバで MAB 要求が処理されますが、ゲスト デバイスのエンドポイントが
見つかりません。 この MAB の失敗により、制限付きネットワーク プロファイルが適用され、
プロファイル内の URL-redirect 値が access-accept で NAD に返されます。
この機能をサポートするには、許可ポリシーが存在し、適切な有線または無線 MAB（複合条
件下で）と、任意で「Session:Posture Status=Unknown」条件が備わっていることを確認します。
NAD では、この値に基づいて、デフォルト ポート 8443 のすべてのゲスト HTTPS トラフィッ
クが URL-redirect 値にリダイレクトされます。
この場合の標準の URL 値は次のとおりです：https://ip:port/guestportal/
gateway?sessionId=NetworkSessionId&portal=<PortalID>&action=cwa。
6 ゲスト デバイスは Web ブラウザを使用して、任意の URL への HTTP 要求を開始します。
7 NAD により、最初の access-accept から返された URL-redirect 値に要求がリダイレクトされま
す。
8 CWA をアクションとしたゲートウェイ URL 値は、ゲスト ポータル ログイン ページにリダイ
レクトされます。
9 ゲストはログイン クレデンシャルを入力してログイン フォームを送信します。
10 ゲスト サーバはログイン クレデンシャルを認証します。
11 フローのタイプに応じて、次の処理が実行されます。
• クライアント プロビジョニングを実行するようにゲスト ポータルが設定されていない非
ポスチャ フロー（これ以上の検証がない認証）の場合、ゲスト サーバは CoA を NAD に
送信します。 この CoA により、NAD は Cisco ISE RADIUS サーバを使用してゲスト デバ
イスを再認証します。 設定されたネットワーク アクセスとともに新しい access-accept が
NAD に返されます。 クライアント プロビジョニングが未設定で、VLAN を変更する必要
がある場合、ゲスト ポータルで VLAN IP の更新が行われます。 ゲストはログイン クレ
デンシャルを再入力する必要はありません。 初回ログイン時に入力したユーザ名とパス
ワードが自動的に使用されます。
• クライアント プロビジョニングを実行するようにゲスト ポータルが設定されているポス
チャ フローの場合、ゲスト デバイスの Web ブラウザに、ポスチャ エージェントのイン
ストールおよびコンプライアンスのための [クライアント プロビジョニング（Client
Provisioning）] ページが表示されます。 （必要に応じて、クライアント プロビジョニン
グ リソース ポリシーに「NetworkAccess:UseCase=GuestFlow」条件を含めることもできま
す）。
Linux 向けのクライアント プロビジョニングやポスチャ エージェントは存在しないため、ゲス
ト ポータルはクライアント プロビジョニング ポータルにリダイレクトされ、クライアント プ
ロビジョニング ポータルは元のゲスト認証サーブレットにリダイレクトされます。この認証
サーブレットで、必要に応じて IP リリース/更新が行われてから、CoA が実行されます。
クライアント プロビジョニング ポータルへのリダイレクションを使用して、クライアント プ
ロビジョニング サービスはゲスト デバイスに非永続的 Web エージェントをダウンロードし、
デバイスのポスチャ チェックを実行します。 （必要に応じて、ポスチャ ポリシーに
「NetworkAccess:UseCase=GuestFlow」条件を含めることもできます）。
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ゲスト デバイスが非準拠の場合、「NetworkAccess:UseCase=GuestFlow」条件および
「Session:Posture Status=NonCompliant」条件を備えた許可ポリシーが設定済みであることを確
認してください。
ゲスト デバイスが準拠している場合は、設定した許可ポリシーに
「NetworkAccess:UseCase=GuestFlow」条件および「Session:Posture Status=Compliant」条件が含
まれていることを確認してください。ここから、クライアント プロビジョニング サービスに
よって NAD に対して CoA が発行されます。 この CoA により、NAD は Cisco ISE RADIUS サー
バを使用してゲストを再認証します。 設定されたネットワーク アクセスとともに新しい
access-accept が NAD に返されます。

（注）

「NetworkAccess: UseCase=GuestFlow」は、Active Directory（AD）およびゲストとしてログイ
ンする LDAP ユーザにも適用できます。

ローカル WebAuth プロセス対応のワイヤレス LAN コントローラ
このシナリオでは、ゲストがログインすると、ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）に転送さ
れます。 その後、WLC はゲストをゲスト ポータルにリダイレクトします。ゲスト ポータルで
は、ログイン クレデンシャルの入力を求められ、必要に応じて利用規定（AUP）の受け入れやパ
スワードの変更を実行することもできます。 完了したら、ゲスト デバイスのブラウザは WLC に
リダイレクトされ、POST 経由でログイン クレデンシャルが提供されます。
WLC は、Cisco ISE RADIUS サーバ経由でゲストのログイン処理を行うことができます。 その処
理が完了したら、WLC はゲスト デバイスのブラウザを元の URL の宛先にリダイレクトします。
ゲスト ポータルの元の URL リダイレクトをサポートするためのワイヤレス LAN コントローラ
（WLC）とネットワーク アクセス デバイス（NAD）の要件は、リリース IOS-XE 3.6.0.E および
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15.2(2)E が動作する WLC 5760 および Cisco Catalyst 3850、2000、3000、4000 シリーズ アクセス
スイッチです。
図 17：ローカル WebAuth 対応 WLC の Non-Posture フロー

ローカル WebAuth プロセス対応の有線 NAD
このシナリオでは、ゲスト ポータルにより、ゲストのログイン要求がスイッチ（有線 NAD）にリ
ダイレクトされます。 ログイン要求は、スイッチにポストされる HTTPS URL の形式になり、ロ
グイン クレデンシャルが含まれます。 スイッチにゲスト ログイン要求が届くと、設定済みの Cisco
ISE RADIUS サーバを使用してゲストの認証が行われます。
1 Cisco ISE により、HTML リダイレクトを含む login.html ファイルを NAD にアップロードする
よう要求されます。 HTTPS 要求が発生すると、この login.html ファイルがゲスト デバイスの
ブラウザに返されます。
2 ゲスト デバイスのブラウザがゲスト ポータルにリダイレクトされます。ここで、ゲストのロ
グイン クレデンシャルが入力されます。
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3 利用規定（AUP）とパスワード変更が処理された後（両方ともオプションです）、ゲスト ポー
タルにより、ログイン クレデンシャルをポストするゲスト デバイスのブラウザが NAD にリダ
イレクトされます。
4 NAD により、Cisco ISE RADIUS サーバに対して RADIUS 要求が発行され、ゲストの認証と許
可が行われます。

Login.html ページに必要な IP アドレスおよびポート値
login.html ページの次の HTML コードで、IP アドレスとポートの値を Cisco ISE ポリシー サービス
ノードと同じ値に変更する必要があります。 デフォルト ポートは 8443 ですが、この値を変更で
きます。そのため、スイッチに割り当てた値が Cisco ISE の設定と一致していることを確認してく
ださい。
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<head>
<title>ISE Guest Portal</title>
<meta Http-Equiv="Cache-Control" Content="no-cache">
<meta Http-Equiv="Pragma" Content="no-cache">
<meta Http-Equiv="Expires" Content="0">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<meta http-equiv="REFRESH"
content="0;url=https://ip:port/portal/PortalSetup.action?switch_url=wired">
</HEAD>
<BODY>
<center>
Redirecting ... Login
<br>
<br>
<a href="https://ip:port/portal/PortalSetup.action?switch_url=wired">ISE Guest Portal</a>
</center>
</BODY>
</HTML>

カスタム ログイン ページはパブリック Web フォームであるため、次のガイドラインに従ってく
ださい。
• ログインフォームは、ユーザによるユーザ名とパスワードの入力を受け付け、これらをuname
および pwd として示す必要があります。
• カスタム ログイン ページは、ページ タイムアウト、パスワード非表示、冗長送信の防止な
ど、Web フォームに対するベスト プラクティスに従う必要があります。

NAD での HTTPS サーバの有効化
Web ベース認証を使用するには、ip http secure-server コマンドを使用してスイッチ内で HTTPS
サーバを有効にする必要があります。
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NAD 上でのカスタマイズされた認証プロキシ Web ページのサポート
成功、失効、失敗に関するカスタム ページを NAD にアップロードできます。 Cisco ISE では特定
のカスタマイズは必要ないため、NAD に付属する標準の設定手順を使用して、これらのページを
作成できます。

NAD の Web 認証の設定
デフォルトの HTML ページをカスタム ファイルで置き換えて、NAD における Web 認証を完了す
る必要があります。

はじめる前に
Web ベースの認証中、スイッチのデフォルト HTML ページの代わりに使用する 4 つの代替 HTML
ページを作成します。

手順
ステップ 1

カスタム認証プロキシ Web ページを使用するように指定するには、最初にカスタム HTML ファ
イルをスイッチのフラッシュ メモリに格納します。 スイッチのフラッシュ メモリに HTML ファ
イルをコピーするには、スイッチで次のコマンドを実行します。
copy tftp/ftp flash

ステップ 2

スイッチに HTML ファイルをコピーした後、グローバル コンフィギュレーション モードで次の
コマンドを実行します。
a. ip admission proxy http login page file
device:login-filename

スイッチのメモリ ファイル システム内
で、デフォルトのログイン ページの代
わりに使用するカスタム HTML ファイ
ルの場所を指定します。 device: はフ
ラッシュ メモリです。

b. ip admission proxy http success page file
device:success-filename

デフォルトのログイン成功ページの代
わりに使用するカスタム HTML ファイ
ルの場所を指定します。

c. ip admission proxy http failure page file
device:fail-filename

デフォルトのログイン失敗ページの代
わりに使用するカスタム HTML ファイ
ルの場所を指定します。

d. ip admission proxy http login expired page file
device:expired-filename

デフォルトのログイン失効ページの代
わりに使用するカスタム HTML ファイ
ルの場所を指定します。
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ステップ 3

スイッチによって提供されるガイドラインに従って、カスタマイズされた認証プロキシ Web ペー
ジを設定します。

ステップ 4

次の例に示すように、カスタム認証プロキシ Web ページの設定を確認します。
Switch# show ip admission configuration
Authentication proxy webpage
Login page
: flash:login.htm
Success page
: flash:success.htm
Fail Page
: flash:fail.htm
Login expired Page
: flash:expired.htm
Authentication global cache time is 60 minutes
Authentication global absolute time is 0 minutes
Authentication global init state time is 2 minutes
Authentication Proxy Session ratelimit is 100
Authentication Proxy Watch-list is disabled
Authentication Proxy Auditing is disabled
Max Login attempts per user is 5

デバイス登録 WebAuth プロセス
デバイス登録 Web 認証（デバイス登録 WebAuth）およびホットスポット ゲスト ポータルを使用
すると、ユーザ名とパスワードを要求しないで、プライベートネットワークへの接続をゲストデ
バイスに許可できます。
このシナリオでは、ゲストは無線接続でネットワークに接続します。 デバイス登録 WebAuth プロ
セス フローの例については、図 18：ワイヤレス デバイス登録 Web 認証フロー を参照してくださ
い。 後続のデバイス登録 WebAuth プロセスの概要を次に説明します。無線接続と有線接続の両方
で同様のプロセスとなります。
1 ネットワーク アクセス デバイス（NAD）がホットスポット ゲスト ポータルにリダイレクトを
送信します。
2 ゲスト デバイスの MAC アドレスがいずれのエンドポイント ID グループにも含まれていない
か、利用規定（AUP）accepted 属性が true に設定されていない場合、Cisco ISE は許可プロファ
イルに指定された URL リダイレクションを使用して応答します。
3 ゲストが何らかの URL にアクセスしようとすると、URL リダイレクションによって AUP ペー
ジ（有効な場合）が示されます。
• ゲストが AUP を受け入れると、デバイスの MAC アドレスに関連付けられたエンドポイ
ントが、設定されたエンドポイント ID グループに割り当てられます。 ゲストによる AUP
の受け入れを追跡できるよう、この時点で、このエンドポイントの AUP accepted 属性は
true に設定されます。
• ゲストが AUP を受け入れない場合、または、エンドポイントの作成中や更新中などにエ
ラーが発生した場合、エラー メッセージが表示されます。
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4 ホットスポット ゲスト ポータルの設定に基づいて、追加情報を含むポスト アクセス バナー
ページが表示される場合があります（有効な場合）。
5 エンドポイントが作成または更新された後、許可変更（CoA）終了が NAD に送信されます。
6 CoA の後、NAD は MAC 認証バイパス（MAB）の新しい要求でゲスト接続を再認証します。
新規認証では、エンドポイントとそれに関連付けられているエンドポイント ID グループが検
索され、設定されているアクセスが NAD に返されます。
7 ホットスポット ゲスト ポータルの設定に基づいて、ゲストは、アクセスを要求した URL、管
理者が指定したカスタム URL、または認証の成功ページに誘導されます。
有線とワイヤレスのどちらの場合も、CoA タイプは Termination CoA です。 VLAN DHCP リリー
ス（および更新）を実行するようにホットスポットゲストポータルを設定し、それによって、有
線と無線の両方の CoA タイプを許可変更に再許可できます。
VLAN DHCP リリースのサポートは、デスクトップ デバイスの Mac OS と Windows でのみ使用可
能です。 モバイル デバイスでは利用できません。 登録するデバイスがモバイルで、[VLAN DHCP
リリース（VLAN DHCP Release）] オプションが有効の場合、ゲストは手動で IP アドレスを更新
することを要求されます。 モバイル デバイスのユーザの場合は、VLAN を使用するよりも、WLC
でアクセス コントロール リスト（ACL）を使用することを推奨します。
図 18：ワイヤレス デバイス登録 Web 認証フロー
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企業ネットワークのパーソナル デバイス
企業ネットワーク上のパーソナル デバイスをサポートする場合は、ユーザ（従業員、請負業者、
およびゲスト）とそのデバイスを認証および許可することで、ネットワーク サービスおよび企業
データを保護する必要があります。 Cisco ISE は、従業員が企業ネットワーク上でパーソナル デ
バイスを安全に使用できるようにするために必要なツールを提供します。
ユーザがネットワークにパーソナル デバイスを追加する方法は 2 つあります。ネイティブ サプリ
カント プロビジョニング（個人所有デバイスの持ち込み（BYOD））を使用する方法と、デバイ
スポータルを使用する方法です。ユーザがログインしたときに、そのユーザの許可要件に関連付
けられているプロファイルに基づいて、Cisco ISE でネットワーク アクセス用デバイスを設定する
ために必要なネイティブ サプリカント プロビジョニング ウィザード（BYOD ポータルで）を提
供できるように、ネイティブ サプリカント プロファイルを作成できます。
ネイティブサプリカントプロファイルはすべてのデバイスで使用できるわけではないため、ユー
ザはデバイス ポータルを使用してこれらのデバイスを手動で追加することができます。または、
これらのデバイスを登録するように BYOD ルールを設定できます。
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分散環境のエンドユーザのデバイス ポータル
Cisco ISE のエンドユーザ Web ポータルは、管理ペルソナ、ポリシー サービス ペルソナ、および
モニタリング ペルソナに基づき、設定、セッション サポート、およびレポート機能を提供しま
す。
管理ノード
エンドユーザ ポータルでユーザまたはデバイスに対して行う設定変更は、すべて管理ノードに書
き込まれます。プライマリ管理ノードに障害が発生した場合、エンドユーザポータルにログイン
できますが、プライマリノードが再起動するか、またはセカンダリノードを昇格するまで、ユー
ザまたはデバイスを作成、編集、または削除することはできません。
ポリシー サービス ノード
エンドユーザ ポータルはポリシー サービス ノードで実行する必要があります。ここでは、ネッ
トワーク アクセス、クライアント プロビジョニング、ゲスト サービス、ポスチャ、およびプロ
ファイリングを含むすべてのセッション トラフィックが処理されます。 ポリシー サービス ノー
ドがノード グループに含まれる場合、ノードで障害が発生すると、他のノードが障害を検出し、
保留中のセッションをリセットします。
モニタリング ノード
モニタリング ノードは、デバイス ポータル、スポンサー ポータル、およびゲスト ポータルでの
エンドユーザおよびデバイスのアクティビティについて、データを収集、集約、およびレポート
します。 プライマリ モニタリング ノードで障害が発生した場合は、セカンダリ モニタリング
ノードが自動的にプライマリ モニタリング ノードになります。

従業員が登録するパーソナル デバイス数の制限
従業員が 1 ～ 100 のパーソナル デバイスを登録できるようにすることができます。 従業員がパー
ソナル デバイスの登録に使用したポータルに関係なく、この設定では、すべてのポータルにわ
たって登録されるデバイスの最大数を定義します。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal Management）] > [設定（Settings）]
> [従業員が登録するデバイス（Employee Registered Devices）] を選択します。

ステップ 2

[従業員を制限（Restrict employees to）] に、従業員が登録できるデバイスの最大数を入力します。
デフォルトでは、この値は 5 デバイスに設定されています。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。 設定の更新を保存しない場合は、[リセット（Reset）] をク
リックして、最後に保存した値に戻します。
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従業員アカウント
外部 ID ストアを使用するか、内部ユーザを作成することによって、従業員や請負業者などのユー
ザを Cisco ISE に追加するときに、そのユーザに対して、ネットワーク上でパーソナル デバイス
を使用することを許可できます。
Cisco ISE では、ローカル データベースあるいは外部の Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）
または Microsoft Active Directory（AD）ID ストアによりこれらのユーザを認証します。

パーソナル デバイス ポータル
Cisco ISE では、従業員が所有するパーソナル デバイスをサポートするために複数の Web ベース
ポータルが提供されています。 これらのデバイス ポータルは、ゲスト ポータル フローまたはス
ポンサー ポータル フローには関与しません。
次のポータルを使用します。
• ブラックリスト ポータル：「ブラックリスト」に掲載されているためネットワーク アクセ
スには使用できないパーソナル デバイスに関する情報を提供します。
• BYOD ポータル：従業員がネイティブ サプリカント プロビジョニング機能を使用して自分
のパーソナル デバイスを登録できるようにします。
• クライアント プロビジョニング ポータル：コンプライアンスをチェックするポスチャ エー
ジェントを自分のデバイスにダウンロードするよう従業員に強制します。
• MDM ポータル：従業員が外部のモバイル デバイス管理（MDM）システムに自分のモバイ
ル デバイスを登録できるようにします。
• デバイス ポータル：従業員がパーソナル デバイス（ネイティブ サプリカント プロビジョニ
ングをサポートしないデバイスを含む）を追加および登録し、管理できるようにします。
Cisco ISE には、事前定義済みのデフォルト ポータルのセットを含む複数のデバイス ポータルを
Cisco ISE サーバでホストする機能が用意されています。 デフォルトのポータル テーマには、管
理者ポータルからカスタマイズできる標準のシスコブランドが適用されています。組織に固有の
イメージ、ロゴ、およびカスケーディング スタイル シート（CSS）ファイルをアップロードし
て、ポータルをさらにカスタマイズすることもできます。

デバイス ポータルへのアクセス
手順
ステップ 1

デバイス ポータルへのアクセスには、次のいずれかを実行します。
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• [管理（Administration）] をクリックし、[デバイス ポータル管理（Device Portal Management）]
をクリックします。 [デバイス ポータルの設定およびカスタマイズ（Configure and Customize
Device Portals）] ページには、サポートされるデバイス ポータルのリストが表示されます。
• [管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal Management）] を選択しま
す。 ドロップダウン メニューにサポートされるデバイス ポータルが表示されます。
ステップ 2

設定する特定のデバイス ポータルを選択します。

ブラックリスト ポータル
従業員は、このポータルに直接アクセスするのではなく、このポータルにリダイレクトされます。
従業員が自分のパーソナルデバイスを紛失したり盗まれたりした場合、デバイスポータルでデバ
イスのステータスを更新して、ブラックリスト エンドポイント ID グループにデバイスを追加で
きます。 これにより、不正なネットワーク アクセスにデバイスが使用されることを防ぎます。
誰かがこれらのデバイスの 1 つを使用してネットワークに接続しようとすると、ブラックリスト
ポータルにリダイレクトされ、デバイスがネットワークへのアクセスを拒否することが通知され
ます。デバイスが見つかった場合、従業員はデバイスポータルでデバイスを復元し、デバイスを
再登録せずにネットワークアクセスを回復できます。デバイスの盗難か紛失かによっては、デバ
イスをネットワークに接続する前に、追加のプロビジョニングが必要になる場合があります。
ブラックリスト ポータルのポート設定（デフォルトはポート 8444）を設定できます。 ポート番
号を変更する場合は、別のエンドユーザ ポータルで使用されていないことを確認してください。

個人所有デバイスの持ち込みポータル
従業員は、このポータルに直接アクセスしません。
従業員は、ネイティブサプリカントを使用してパーソナルデバイスを登録すると、個人所有デバ
イスの持ち込み（BYOD）ポータルにリダイレクトされます。 従業員がパーソナル デバイスを使
用して初めてネットワークにアクセスを試みると、手動で Network Setup Assistant（NSA）ウィザー
ドをダウンロードして起動するように求められ、ネイティブ サプリカントの登録およびインス
トールに進む場合があります。デバイスを登録すると、デバイスポータルを使用して、それを管
理できます。

クライアント プロビジョニング ポータル
従業員は、このポータルに直接アクセスするのではなく、このポータルにリダイレクトされます。
クライアントプロビジョニングシステムでは、企業ネットワークにアクセスしようとしているデ
バイスのポスチャ評価および修復を行います。従業員がデバイスを使用してネットワークアクセ
スを要求したときに、クライアントプロビジョニングポータルにルーティングして、最初にポス
チャ エージェントをダウンロードするように要求できます。 ポスチャ エージェントは、デバイ
スにアンチウイルスソフトウェアがインストールされていることや、オペレーティングシステム
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がサポートされていることの確認など、コンプライアンスに関するデバイスのスキャンを行いま
す。

モバイル デバイス管理ポータル
従業員は、このポータルに直接アクセスするのではなく、このポータルにリダイレクトされます。
数多くの会社で、従業員のモバイル デバイスを管理するために、モバイル デバイス管理（MDM）
システムを使用しています。
Cisco ISE では外部 MDM システムとの統合が許可されており、従業員はこれを使用して、モバイ
ルデバイスを登録し、企業ネットワークにアクセスすることができます。シスコでは、従業員が
デバイスを登録し、ネットワークに接続するために使用できる外部 MDM インターフェイスを提
供しています。
MDM ポータルを使用することで、従業員は外部 MDM システムに登録できます。
従業員は、デバイス ポータルを使用して、PIN コードでのデバイスのロック、工場出荷時のデフォ
ルト設定へのデバイスのリセット、デバイス登録時にインストールされていたアプリケーション
および設定の削除など、モバイル デバイスの管理を行うことができます。

デバイス ポータル
従業員は、デバイス ポータルに直接アクセスできます。
ネットワーク アクセスが必要な一部のネットワーク デバイスは、ネイティブ サプリカント プロ
ビジョニングでサポートされていないため、BYOD ポータルを使用して登録することができませ
ん。 ただし、従業員は、オペレーティング システムがサポートされていないか、Web ブラウザが
搭載されていないパーソナルデバイス（プリンタ、インターネットラジオ、その他のデバイスな
ど）を、デバイス ポータルを使用して追加および登録することができます。
従業員は、デバイスの MAC アドレスを入力して、新しいデバイスを追加および管理できます。
従業員が、デバイス ポータルを使用してデバイスを追加すると、Cisco ISE はそのデバイスを
RegisteredDevices エンドポイント ID グループのメンバーとして、[エンドポイント（Endpoints）]
ページに追加します（別のエンドポイント ID グループに、すでに静的に割り当てられている場合
を除く）。 デバイスは、Cisco ISE の他のエンドポイントと同様にプロファイリングされ、ネット
ワーク アクセスのための登録プロセスが行われます。
従業員がデバイス ポータルを使用するか、ネイティブ サプリカント プロビジョニングでデバイ
スを登録すると、[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [ID（Identities）]
> [エンドポイント（Endpoints）] のデバイス登録状態属性と BYOD 登録状態属性が、それぞれ [未
登録（NotRegistered）] および [不明（Unknown）] から [登録済み（Registered）] および [はい
（Yes）] に更新されます。 登録済みデバイスがポータルから削除されると、デバイス登録状態属
性と BYOD 登録状態属性は、それぞれ [未登録（NotRegistered）] および [いいえ（No）] に変更さ
れます。 ただし、これらの属性は、従業員のデバイス登録時にのみ使用される BYOD 属性である
ため、ゲスト（従業員以外）がクレデンシャルを持つゲスト ポータルの [ゲスト デバイス登録
（Guest Device Registration）] ページを使用してデバイスを登録した場合は、変更されずそのまま
になります。
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従業員は、BYOD またはデバイス ポータルを使用して自分のデバイスを登録しているかどうかに
関係なく、デバイス ポータルを使用してそれらを管理できます。

ネイティブ サプリカントを使用したデバイス登録のサポート
ネイティブ サプリカント プロファイルを作成して、Cisco ISE ネットワークでパーソナル デバイ
スをサポートできます。 ユーザの許可要件に関連付けるプロファイルに基づいて、Cisco ISE は
ネットワークにアクセスするユーザのパーソナル デバイスをセットアップ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ます。
従業員がパーソナル デバイスを使用して初めてネットワークへのアクセスを試みると、登録およ
びサプリカントの設定の手順が自動的に示されます。デバイスを登録した後、デバイスポータル
を使用してデバイスを管理できます。

ネイティブ サプリカントを使用したパーソナル デバイスの BYOD 展開シナリオ
ネイティブ サプリカントを使用してパーソナル デバイスをサポートする BYOD 展開フローは、
次の要因によって若干異なります。
• シングルまたはデュアル SSID：シングル SSID の場合は、証明書の登録、プロビジョニン
グ、およびネットワーク アクセスに同じ WLAN が使用されます。 デュアル SSID 展開では、
2 つの SSID があります。1 つは登録およびプロビジョニングを提供し、もう 1 つはセキュア
なネットワーク アクセスを提供します。
• Windows、MacOS、iOS、または Android デバイス：ネイティブ サプリカントのフローは、
サポートされているパーソナル デバイスを利用する従業員を BYOD ポータルにリダイレク
トしてこれらのデバイス情報を確認することによって、デバイスのタイプに関係なく、同様
に開始します。 この時点で、プロセスはデバイス タイプに応じて分岐します。
従業員がネットワークに接続する
• シングル SSID：従業員は、会社のユーザ名とパスワードを入力して、802.1X SSID にデバイ
スを接続します。
• デュアル SSID：従業員は、オープン ゲスト プロビジョニング SSID に接続し、クレデンシャ
ルを持つゲスト ポータルにリダイレクトされます。 この機能を有効にするには、クレデン
シャルを持つゲスト ポータルの [BYOD 設定（BYOD Settings）] で [従業員にネットワークで
のパーソナル デバイスの使用を許可（Allow employees to use personal devices on the network）]
をオンにする必要があります。
従業員のクレデンシャルを認証する
Cisco ISE は、会社の Active Directory または会社の他の ID ストアに対して従業員を認証し、許可
ポリシーを提供します。
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デバイスを BYOD ポータルにリダイレクトする
デバイスが BYOD ポータルにリダイレクトされます。 デバイスの MAC アドレスは自動で事前に
設定されますが、従業員が説明を確認して追加できます。
ネイティブ サプリカントを設定する（MacOS Windows、iOS、Android）
ネイティブ サプリカントが設定されますが、プロセスはデバイスによって異なります。
• MacOS および Windows デバイス：従業員は BYOD ポータルで [登録（Register）] をクリック
して、サプリカント プロビジョニング ウィザードをダウンロードしてインストールします。
このウィザードは、サプリカントを設定し、証明書を提供します（必要な場合）。
• iOS デバイス：Cisco ISE ポリシー サーバは、Apple iOS の Over The Air を使用して、次のも
のを含む新しいプロファイルを iOS デバイスに送信します。
◦ iOS デバイスの MAC アドレスと従業員のユーザ名が組み込まれた発行済み証明書（設
定されている場合）。
◦ 802.1X 認証の MSCHAPv2 または EAP-TLS の使用を強制できる Wi-Fi サプリカント プ
ロファイル。
• Android デバイス：Cisco ISE は、従業員に Google Play から Cisco Network Setup Assistant
（NSA）をダウンロードするように要求し、ルーティングします。 アプリケーションをイン
ストールしたら、従業員は、NSA を開いてセットアップ ウィザードを開始し、認証パラメー
タを生成して、デバイス証明書の証明書要求を開始できます（必要な場合）。
許可変更を発行する
Cisco ISE は、許可変更（CoA）を開始し、セキュアな 802.1X ネットワークに Mac OS X、Windows、
Android デバイスを接続します。 シングル SSID の場合、iOS デバイスも自動的に接続されます
が、デュアル SSID の場合、ウィザードは iOS ユーザに手動で新しいネットワークに接続するよ
うに要求します。

ネイティブ サプリカントがサポートするオペレーティング システム
ネイティブ サプリカントは、次のオペレーティング システムでサポートされます。
• Android（Amazon Kindle、B&N Nook を除く）
• Mac OS X（Apple Mac コンピュータの場合）
• Apple iOS デバイス（Apple iPod、iPhone、および iPad）
• Microsoft Windows 7 および 8（RT を除く）、Vista、XP
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クレデンシャルを持つゲストポータルを使用したパーソナルデバイスの登録を従業
員に許可
クレデンシャルを持つゲストポータルを利用している従業員は、自分のパーソナルデバイスを登
録できます。 BYOD ポータルによって提供されるセルフ プロビジョニング フローにより、従業
員は Windows、MacOS、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デバイスを直接接続できます。

はじめる前に
ネイティブ サプリカント プロファイルを作成する必要があります。

手順
ステップ 1

[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータル（Guest Portals）] を選
択します。

ステップ 2

従業員がネイティブ サプリカントを使用して自分のデバイスを登録するために使用できるクレデ
ンシャルを持つゲスト ポータルを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[ポータルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] タブおよび [BYOD 設定
（BYOD Settings）] で、[従業員にネットワークでのパーソナル デバイスの使用を許可する（Allow
employees to use personal devices on the network）] をオンにします。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックし、[閉じる（Close）] をクリックします。

BYOD 登録に再接続する URL の提供
BYOD ポータルを使用してパーソナル デバイスを登録中に問題が発生した従業員に、登録プロセ
スへの再接続を可能にする情報を提供できます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal Management）] > [設定（Settings）]
> [再試行 URL（Retry URL）] を選択します。

ステップ 2

IP アドレスを変更するか、またはデバイスを Cisco ISE にリダイレクトするために使用できる URL
を [オンボードのための再試行 URL（Retry URL for onboarding）] に入力します。
登録プロセス中に従業員のデバイスに問題が発生した場合、デバイスはインターネットに自動的
に再接続しようとします。 この時点で、ここに入力する IP アドレスまたはドメイン名がデバイス
を Cisco ISE にリダイレクトし、オンボーディング プロセスが再開されます。 デフォルト値は
1.1.1.1 です。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。 設定の更新を保存しない場合は、[リセット（Reset）] をク
リックして、最後に保存した値に戻します。
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デバイス ポータルの設定タスク
デフォルト ポータルと、証明書、エンドポイント ID グループ、ID ソース順序、ポータル テー
マ、イメージ、および Cisco ISE によって提供されるその他の詳細などのデフォルト設定を使用で
きます。 デフォルト設定を使用しない場合は、新しいポータルを作成するか、必要性に合うよう
に既存の設定を編集する必要があります。 同じ設定で複数のポータルを作成する場合は、ポータ
ルを複製できます。
新しいポータルを作成したり、デフォルト ポータルを編集した後は、ポータルの使用を承認する
必要があります。 いったんポータルの使用を承認すると、後続の設定変更はただちに有効になり
ます。
デバイス ポータルを使用するための許可は必要ありません。
ポータルを削除する場合は、関連付けられている許可ポリシー ルールおよび許可プロファイルを
先に削除するか、別のポータルを使用するように変更する必要があります。
この表を使用して、異なるデバイス ポータルの設定に関連するタスクを確認できます。
タスク

ブラックリス BYOD ポータ
ト ポータル ル

クライアント MDM ポータル
プロビジョニ
ング ポータ
ル

デバイス ポー
タル

ポリシー サービ 必須
スの有効化, （
378 ページ）

必須

必須

必須

必須

証明書の追加,
（379 ページ）

必須

必須

必須

必須

必須

外部 ID ソースの 不要
作成, （379 ペー
ジ）

不要

不要

不要

必須

ID ソース順序の 不要
作成, （380 ペー
ジ）

不要

不要

不要

必須

エンドポイント 不要
ID グループの作
成, （381 ペー
ジ）

必須

不要

必須

必須
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タスク

ブラックリス BYOD ポータ
ト ポータル ル

クライアント MDM ポータル
プロビジョニ
ング ポータ
ル

デバイス ポー
タル

ブラックリスト 必須
ポータルの編集,
（381 ページ）

N/A

N/A

N/A

N/A

BYOD ポータル N/A
の作成, （382
ページ）

必須

N/A

N/A

N/A

クライアント プ N/A
ロビジョニング
ポータルの作成,
（384 ページ）

N/A

必須

N/A

N/A

MDM ポータル
の作成, （385
ページ）

N/A

N/A

N/A

必須

N/A

デバイス ポータ N/A
ルの作成, （387
ページ）

N/A

N/A

N/A

必須

ポータルの許可, N/A
（388 ページ）

必須

必須

必須

不要

デバイス ポータ オプション
ルのカスタマイ
ズ, （389 ペー
ジ）

オプション

オプション

オプション

オプション

ポリシー サービスの有効化
Cisco ISE エンドユーザ Web ポータルをサポートするには、ホストするノードでポータル ポリシー
サービスを有効にする必要があります。
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手順
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

ノードをクリックして、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[全般設定（General Settings）] タブで、[ポリシー サービス（Policy Service）] をオンにします。

ステップ 4

[セッション サービスの有効化（Enable Session Services）] オプションをオンにします。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

証明書の追加
デフォルトの証明書を使用しない場合は、有効な証明書を追加して、証明書グループ タグに割り
当てることができます。 すべてのエンドユーザ Web ポータルに使用されるデフォルトの証明書グ
ループ タグは [デフォルト ポータル証明書グループ（Default Portal Certificate Group）] です。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [システム証明書（System
Certificates）] を選択します。

ステップ 2

システム証明書を追加し、ポータルに使用する証明書グループ タグに割り当てます。
この証明書グループ タグは、ポータルを作成または編集するときに選択できるようになります。

ステップ 3

[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal Management）] > （任意のポータ
ル） > [作成または編集（Create or Edit）] > [ポータル設定（Portal Settings）] を選択します。

ステップ 4

新しく追加された証明書に関連付けられた [証明書グループ タグ（Certificate Group Tag）] ドロッ
プダウン リストから特定の証明書グループ タグを選択します。

外部 ID ソースの作成
Cisco ISE では、Active Directory、LDAP、RADIUS トークン、RSA SecurID サーバなどの外部 ID
ソースに接続して、認証/許可のユーザ情報を取得できます。 外部 ID ソースには、証明書ベース
の認証に必要な証明書認証プロファイルも含まれています。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity
Sources）] を選択します。

ステップ 2

次のオプションのいずれかを選択します。
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• [証明書認証プロファイル（Certificate Authentication Profile）]：証明書ベースの認証の場合。
• [Active Directory]：外部 ID ソースとして Active Directory に接続する場合。
• [LDAP]：LDAP ID ソースを追加する場合。
• [RADIUS トークン（RADIUS Token）]：RADIUS トークン サーバを追加する場合。
• [RSA SecurID]：RSA SecurID サーバを追加する場合。

ID ソース順序の作成
はじめる前に
Cisco ISE に外部 ID ソースを設定していることを確認します。
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
ゲスト ユーザがローカル WebAuth を使用して認証できるようにするには、ゲスト ポータル認証
ソースと ID ソース順序に同じ ID ストアが含まれるように設定する必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [ID ソース順序（Identity Source
Sequences）] > [追加（Add）] を選択します。

ステップ 2

ID ソース順序の名前を入力します。 また、任意で説明を入力できます。

ステップ 3

[証明書認証プロファイル（Certificate Authentication Profile）] チェックボックスをオンにし、証明
書ベースの認証のための証明書認証プロファイルを選択します。

ステップ 4

[選択済み（Selected）] リスト ボックスの ID ソース順序に含めるデータベースを選択します。

ステップ 5

Cisco ISE がデータ ベースを検索する順序に [選択済み（Selected）] リストのデータベースを並べ
替えます。

ステップ 6

[高度な検索リスト（Advanced Search List）] 領域で、次のいずれかのオプションを選択します。
• [順序内の他のストアにアクセスせず、AuthenticationStatus 属性を ProcessError に設定（Do not
access other stores in the sequence and set the AuthenticationStatus attribute to ProcessError）]：最初
に選択された ID ソースでユーザが見つからないとき、Cisco ISE が検索を中止する場合。
• [ユーザが見つからなかったとして処理し、順序内の次のストアに進む（Treat as if the user was
not found and proceed to the next store in the sequence）]：最初に選択された ID ソースでユーザ
が見つからないとき、Cisco ISE が順序内の他の選択された ID ソースの検索を続行する場合。
Cisco ISE では、要求の処理中にこれらの ID ソースが順番に検索されます。 [選択済み
（Selected）] リストに、Cisco ISE が ID ソースを検索する順序で ID ソースが表示されている
ことを確認します。
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ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックして ID ソース順序を作成すると、その後この ID ソース順序をポリ
シーで使用できます。

エンドポイント ID グループの作成
Cisco ISE では、検出したエンドポイントを、対応するエンドポイント ID グループにグループ化
します。 Cisco ISE では、システム定義された複数のエンドポイントの ID グループが事前に用意
されています。 [エンドポイント ID グループ（Endpoint Identity Groups）] ページで追加のエンド
ポイント ID グループを作成することもできます。 作成したエンドポイント ID グループを編集ま
たは削除できます。 システム定義されたエンドポイント ID グループの説明のみを編集できます。
これらのグループの名前を編集したり、これらのグループを削除したりすることはできません。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [グループ（Groups）] > [エンドポ
イント ID グループ（Endpoint Identity Groups）] 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

作成するエンドポイント ID グループの名前を入力します（エンドポイント ID グループの名前に
スペースを入れないでください）。

ステップ 4

作成するエンドポイント ID グループの説明を入力します。

ステップ 5

[親グループ（Parent Group）] ドロップダウン リストをクリックして、新しく作成したエンドポイ
ント ID グループを関連付けるエンドポイント ID グループを選択します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

ブラックリスト ポータルの編集
Cisco ISE では、Cisco ISE でブラックリストに登録されている紛失したり、盗難にあったりしたデ
バイスが企業ネットワークへのアクセスを試行した場合に、情報が表示される単一のブラックリ
スト ポータルが提供されます。
デフォルトのポータル設定を編集し、ポータルについて表示されるデフォルトのメッセージをカ
スタマイズすることのみができます。新しいブラックリストポータルを作成することはできず、
デフォルト ポータルを複製または削除することもできません。

はじめる前に
このポータルで使用するために、必要な証明書が設定されていることを確認します。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal Management）] > [ブラックリス
ト ポータル（Blacklist Portal）] > [編集（Edit）] を選択します。

ステップ 2

ポータルの一意の [ポータル名（Portal Name）] および [説明（Description）] を指定します。
ここで使用するポータル名が他のエンドユーザ ポータルに使用されていないことを確認します。

ステップ 3

ポータルで使用する言語ファイルをエクスポートおよびインポートするには、[言語（Languages）]
メニューを使用します。

ステップ 4

[ポータルの設定（Portal Settings）] で証明書グループ タグ、言語などのデフォルト値を更新し、
ポータル全体に適用する動作を定義します。

ステップ 5

[ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page Customization）] タブで、許可されていないデバイ
スがネットワークへのアクセスの取得を試行した場合にポータルに表示されるパージ タイトルお
よびメッセージ テキストをカスタマイズします。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックし、[閉じる（Close）] をクリックします。

BYOD ポータルの作成
個人所有デバイスの持ち込み（BYOD）ポータルを提供して、ネットワークへのアクセスの許可
の前に登録とサプリカント設定を行うことができるように、従業員がパーソナル デバイスを登録
できるようにすることができます。
新しい BYOD ポータルを作成するか、既存のものを編集または複製できます。 Cisco ISE によっ
て提供されているデフォルトのポータルを含むすべての BYOD ポータルを削除できます。
[ポータルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] タブのページ設定に加え
た変更は、デバイス ポータル フロー図のグラフィカル フローに反映されます。 [サポート情報
（Support Information）] ページなどのページを有効にすると、そのページがフローに表示され、
従業員はポータルで使用できるようになります。 無効にすると、フローから削除されます。

はじめる前に
このポータルで使用するために、必要な証明書とエンドポイント ID グループが設定されているこ
とを確認します。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal Management）] > [BYOD ポータ
ル（BYOD Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）] を選択します。

ステップ 2

ポータルの一意の [ポータル名（Portal Name）] および [説明（Description）] を指定します。
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ここで使用するポータル名が他のエンドユーザ ポータルに使用されていないことを確認します。
ステップ 3

[言語ファイル（Language File）] ドロップダウン メニューを使用して、ポータルで使用する言語
ファイルをエクスポートおよびインポートします。

ステップ 4

[ポータルの設定（Portal Settings）] でポート、証明書グループ タグ、エンドポイント ID グループ
などのデフォルト値を更新し、ポータル全体に適用する動作を定義します。

ステップ 5

ネットワークアクセスの問題のトラブルシューティングのためにヘルプデスクが使用する情報を
従業員が提供するのに役立つように、[サポート情報ページの設定（Support Information Page
Settings）] を更新します。

ステップ 6

[ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page Customization）] タブで、プロビジョニング プロセ
ス時に次のページに表示される [コンテンツ領域（Content Area）] メッセージ テキストをカスタ
マイズします。
• [BYOD ウェルカム（BYOD Welcome）] ページ：
◦ [デバイス設定が必要（Device Configuration Required）]：デバイスが BYOD ポータルに
初めてリダイレクトされ、証明書のプロビジョニングが必要な場合。
◦ [証明書の更新が必要（Certificate Needs Renewal）]：前の証明書が更新される必要があ
る場合。
• [BYOD デバイス情報（BYOD Device Information）] ページ：
◦ [最大デバイス数に到達（Maximum Devices Reached）]：従業員が登録できるデバイスの
最大数に到達した場合。
◦ [必要なデバイス情報（Required Device Information）]：従業員がデバイスを登録できる
ようにするために必要なデバイス情報を要求している場合。
• [BYOD インストール（BYOD Installation）] ページ：
◦ [デスクトップ インストール（Desktop Installation）]：デスクトップ デバイス用のインス
トール情報を提供する場合。
◦ [iOS インストール（iOS Installation）]：iOS モバイル デバイス用のインストールの指示
を提供する場合。
◦ [Android インストール（Android Installation）]：Android モバイル デバイス用のインス
トールの指示を提供する場合。
• [BYOD 成功（BYOD Success）] ページ：
◦ [成功（Success）]：デバイスが設定され、自動的にネットワークに接続される場合。
◦ [成功：手動手順（Success: Manual Instructions）]：デバイスが正常に設定され、従業員
がネットワークに手動で接続する必要がある場合。
◦ [成功：サポート対象外のデバイス（Success: Unsupported Device）]：サポート対象外の
デバイスがネットワークに接続できる場合。
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ステップ 7

[保存（Save）] をクリックし、[閉じる（Close）] をクリックします。

次の作業
ポータルを使用するには、そのポータルを許可する必要があります。 ポータルを使用できるよう
に許可する前または後に、ポータルをカスタマイズすることもできます。

クライアント プロビジョニング ポータルの作成
クライアント プロビジョニング ポータルを提供して、ネットワークへのアクセスを許可する前
に、デバイスのポスチャ コンプライアンスを確認する Cisco AnyConnect ポスチャ コンポーネント
または Cisco NAC Agent を従業員がダウンロードできるようにすることができます。
新しいクライアントプロビジョニングポータルを作成するか、既存のものを編集または複製でき
ます。 Cisco ISE によって提供されているデフォルトのポータルを含むすべてのクライアント プ
ロビジョニング ポータルを削除できます。
[ポータルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] タブのページ設定に加え
た変更は、デバイス ポータル フロー図のグラフィカル フローに反映されます。 [サポート情報
（Support Information）] ページなどのページを有効にすると、そのページがフローに表示され、
従業員はポータルで使用できるようになります。 無効にすると、フローから削除されます。

はじめる前に
このポータルで使用するために設定されている必要な証明書とクライアントプロビジョニングポ
リシーがあることを確認します。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal Management）] > [クライアント
プロビジョニング ポータル（Client Provisioning Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit
or Duplicate）] を選択します。

ステップ 2

ポータルの一意の [ポータル名（Portal Name）] および [説明（Description）] を指定します。
ここで使用するポータル名が他のエンドユーザ ポータルに使用されていないことを確認します。

ステップ 3

[言語ファイル（Language File）] ドロップダウン メニューを使用して、ポータルで使用する言語
ファイルをエクスポートおよびインポートします。

ステップ 4

[ポータルの設定（Portal Settings）] でポート、証明書グループ タグ、エンドポイント ID グループ
などのデフォルト値を更新し、ポータル全体に適用する動作を定義します。

ステップ 5

ネットワークアクセスの問題のトラブルシューティングのためにヘルプデスクが使用する情報を
従業員が提供するのに役立つように、[サポート情報ページの設定（Support Information Page
Settings）] を更新します。

ステップ 6

[ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page Customization）] タブで、プロビジョニング プロセ
ス時にクライアント プロビジョニング ポータルに表示される [コンテンツ領域（Content Area）]
メッセージ テキストをカスタマイズします。
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a) [クライアント プロビジョニング（Client Provisioning）] ページ：
• [確認、スキャン、および準拠（Checking, Scanning and Compliant）]：ポスチャ エージェ
ントが正常にインストールされ、デバイスがポスチャ要件に準拠していることを確認、ス
キャン、および検証する場合。
• [非準拠（Non-compliant）]：ポスチャ エージェントが、デバイスがポスチャ要件に準拠し
ていないと判断した場合。
b) [クライアント プロビジョニング（エージェントが見つかりませんでいた）（Client Provisioning
(Agent Not Found)）] ページ：
• [エージェントが見つかりませんでした（Agent Not Found）]：ポスチャ エージェントがデ
バイスで検出されない場合。
• [手動インストールの手順（Manual Installation Instructions）]：デバイスに Java または Active
X ソフトウェアがインストールされていない場合の、ポスチャ エージェントを手動でダ
ウンロードし、インストールする方法の手順。
• [インストール、Java/ActiveX なし（Install, No Java/ActiveX）]：デバイスに Java または
Active X ソフトウェアがインストールされていない場合の、手動で Java プラグインをダ
ウンロードし、インストールする方法の手順。
• [エージェント インストール済み（Agent Installed）]：ポスチャ エージェントがデバイス
で検出された場合の、ポスチャ エージェントを開始する方法の手順。これにより、デバ
イスがポスチャ要件に準拠するかどうかが確認される。
ステップ 7

[保存（Save）] をクリックし、[閉じる（Close）] をクリックします。

次の作業
ポータルを使用するには、そのポータルを許可する必要があります。 ポータルを使用できるよう
に許可する前または後に、ポータルをカスタマイズすることもできます。

MDM ポータルの作成
モバイル デバイス管理（MDM）ポータルを提供して、従業員が、企業ネットワークでの使用の
ために登録されたモバイル デバイスを管理できるようにすることができます。
新しい MDM ポータルを作成するか、既存のものを編集または複製できます。 Cisco ISE によって
提供されているデフォルトのポータルを含むすべての MDM ポータルを削除できます。 デフォル
トのポータルは、サードパーティの MDM プロバイダー用です。
[ポータルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] タブのページ設定に加え
た変更は、デバイス ポータル フロー図のグラフィカル フローに反映されます。 [サポート情報
（Support Information）] ページなどのページを有効にすると、そのページがフローに表示され、
従業員はポータルで使用できるようになります。 無効にすると、フローから削除されます。
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はじめる前に
このポータルで使用するために、必要な証明書とエンドポイント ID グループが設定されているこ
とを確認します。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal Management）] > [MDM ポータ
ル（MDM Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）] を選択します。

ステップ 2

ポータルの一意の [ポータル名（Portal Name）] および [説明（Description）] を指定します。
ここで使用するポータル名が他のエンドユーザ ポータルに使用されていないことを確認します。

ステップ 3

[言語ファイル（Language File）] ドロップダウン メニューを使用して、ポータルで使用する言語
ファイルをエクスポートおよびインポートします。

ステップ 4

[ポータルの設定（Portal Settings）] でポート、証明書グループ タグ、エンドポイント ID グループ
などのデフォルト値を更新し、ポータル全体に適用する動作を定義します。

ステップ 5

特定のページのそれぞれに適用される次の設定を更新してください。
• [従業員のモバイル デバイス管理の設定（Employee Mobile Device Management Settings）] で
は、サードパーティの MDM プロバイダーを設定するために提供されているリンクにアクセ
スし、MDM ポータルを使用して従業員の受信ポリシーによる動作を定義します。
• ネットワーク アクセスの問題のトラブルシューティングのために Help Desk によって使用さ
れる情報をゲストが提供するのに役立つように、[サポート情報ページの設定（Support
Information Page Settings）] を更新します。

ステップ 6

[ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page Customization）] タブで、デバイス登録プロセス時
に MDM ポータルに表示される [コンテンツ領域（Content Area）] メッセージをカスタマイズしま
す。
• [到達不能（Unreachable）]：選択された MDM システムにアクセスできない場合。
• [非準拠（Non-compliant）]：登録されるデバイスが MDM システムの要件に準拠していない
場合。
• [続行（Continue）]：接続に問題がある場合にデバイスがネットワークへの接続を試行する必
要がある場合。
• [登録（Enroll）]：デバイスが MDM エージェントを必要とし、かつそのデバイスを MDM シ
ステムに登録する必要がある場合。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックし、[閉じる（Close）] をクリックします。

次の作業
ポータルを使用するには、そのポータルを許可する必要があります。 ポータルを使用できるよう
に許可する前または後に、ポータルをカスタマイズすることもできます。
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デバイス ポータルの作成
デバイスポータルを提供して、従業員が、ネイティブサプリカントをサポートせず、個人所有デ
バイスの持ち込み（BYOD）を使用して追加できないパーソナル デバイスを追加および登録でき
るようにすることができます。デバイスポータルを使用して、いずれかのポータルを使用して追
加されたすべてのデバイスを管理できます。
新しいデバイス ポータルを作成するか、既存のものを編集または複製できます。 Cisco ISE によっ
て提供されているデフォルトのポータルを含むすべてのデバイス ポータルを削除できます。
[ポータルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] タブのページ設定に加え
た変更は、デバイス ポータル フロー図のグラフィカル フローに反映されます。 [サポート情報
（Support Information）] ページなどのページを有効にすると、そのページがフローに表示され、
従業員はポータルで使用できるようになります。 無効にすると、フローから削除されます。

はじめる前に
このポータルで使用するために、必要な証明書、外部 ID ストア、ID ソース順序、およびエンド
ポイント ID グループが設定されていることを確認します。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal Management）] > [デバイス ポー
タル（My Devices Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）] を選択します。

ステップ 2

ポータルの一意の [ポータル名（Portal Name）] および [説明（Description）] を指定します。
ここで使用するポータル名が他のエンドユーザ ポータルに使用されていないことを確認します。

ステップ 3

[言語ファイル（Language File）] ドロップダウン メニューを使用して、ポータルで使用する言語
ファイルをエクスポートおよびインポートします。

ステップ 4

[ポータルの設定（Portal Settings）] でポート、証明書グループ タグ、ID ソース順序、エンドポイ
ント ID グループなどのデフォルト値を更新し、ポータル全体に適用する動作を定義します。

ステップ 5

特定のページのそれぞれに適用される次の設定を更新してください。
• [ログイン ページの設定（Login Page Settings）]：従業員クレデンシャルおよびログイン ガイ
ドラインを指定します。
• [利用規定（AUP）ページ設定（Acceptable Use Policy (AUP) Page Settings）]：別の AUP ペー
ジを追加し、従業員の利用規定の動作を定義します。
• [ポストログイン バナーページの設定（Post-Login Banner Page Settings）]：ポータルへのログ
イン後に、従業員に追加情報を通知します。
• [従業員のパスワード変更の設定（Employee Change Password Settings）]：従業員の自身のパ
スワードの変更を許可します。 このオプションは、従業員が内部ユーザ データベースの一
部である場合にのみ有効になります。

ステップ 6

[ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page Customization）] タブで、登録および管理時にデバ
イス ポータルに表示される次の情報をカスタマイズします。
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• タイトル、コンテンツ、フィールド、およびボタン ラベル
• エラー メッセージおよび通知メッセージ
ステップ 7

[保存（Save）] をクリックし、[閉じる（Close）] をクリックします。

次の作業
ポータルの外観を変更する場合は、ポータルをカスタマイズできます。

ポータルの許可
ポータルを許可するときは、ネットワーク アクセス用のネットワーク許可プロファイルおよび
ルールを設定します。

はじめる前に
ポータルを許可する前にポータルを作成する必要があります。

手順
ステップ 1

ポータルの特別な許可プロファイルを設定します。

ステップ 2

プロファイルの許可ポリシー ルールを作成します。

許可プロファイルの作成
各ポータルには、特別な許可プロファイルを設定する必要があります。

はじめる前に
デフォルトのポータルを使用しない場合は、許可プロファイルとポータル名を関連付けることが
できるように、最初にポータルを作成する必要があります。

手順
ステップ 1

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

ステップ 2

使用を許可するポータル名を使用して許可プロファイルを作成します。

次の作業
新しく作成される許可プロファイルを使用するポータル許可ポリシー ルールを作成する必要があ
ります。
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許可ポリシー ルールの作成
ユーザ（ゲスト、スポンサー、従業員）のアクセス要求への応答に使用するポータルのリダイレ
クション URL を設定するには、そのポータル用の許可ポリシー ルールを定義する必要がありま
す。
url-redirect は、ポータル タイプに基づいて次の形式になります。
ip:port = IP アドレスとポート番号
PortalID = 一意のポータル名
ホットスポット ゲスト ポータル：
https://ip:port/guestportal/gateway?sessionID=SessionIdValue&portal=PortalID&action=cwa&type=drw
モバイル デバイス管理（MDM）ポータル：
https://ip:port/mdmportal/gateway?sessionID=SessionIdValue&portal=PortalID&action=mdm

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [許可（Authorization）] を選択して、[標準（Standard）] ポリシーで新しい
許可ポリシー ルールを作成します。

ステップ 2

[条件（Conditions）] には、ポータルの検証に使用するエンドポイント ID グループを選択します。
たとえば、ホットスポット ゲスト ポータルの場合は、デフォルトの [GuestEndpoints] エンドポイ
ント ID グループを選択し、MDM、ポータルの場合は、デフォルトの [RegisteredDevices] エンド
ポイント ID グループを選択します。
（注）
ホットスポット ゲスト ポータルは、Termination CoA だけを発行するため、ゲスト ポリ
シー セットの検証条件の 1 つとして [Network Access:UseCase EQUALS Guest Flow] を使
用しないでください。
[権限（Permissions）] には、作成したポータル許可プロファイルを選択します。

ステップ 3

デバイス ポータルのカスタマイズ
ポータルの外観およびユーザ（必要に応じてゲスト、スポンサー、または従業員）エクスペリエ
ンスをカスタマイズするには、ポータル テーマをカスタマイズし、ポータル ページの UI 要素を
変更して、ユーザに表示されるエラー メッセージと通知を編集します。

従業員が追加するパーソナル デバイスの管理
従業員が個人所有デバイスの持ち込み（BYOD）またはデバイス ポータルを使用してデバイスを
登録すると、デバイスはエンドポイントリストに表示されます。従業員はデバイスを削除して自
分のアカウントからデバイスを切り離すことができますが、デバイスは Cisco ISE データベースに
残ります。 この結果、従業員は、デバイスの使用時に発生するエラーの解決に管理者の支援を必
要とする場合があります。
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従業員が追加したデバイスの表示
[エンドポイント（Endpoints）] リスト ページに表示される [ポータル ユーザ（Portal User）] フィー
ルドを使用して、特定の従業員が追加したデバイスを特定できます。 これは、特定のユーザが登
録したデバイスを削除する必要がある場合に役立つことがあります。デフォルトでは、このフィー
ルドは表示されないため、検索する前に最初に有効にする必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [ID（Identities）] > [エンドポイン
ト（Endpoints）] を選択します。

ステップ 2

[設定（Settings）] アイコンをクリックし、[カラム（Columns）] を選択します。

ステップ 3

[ポータル ユーザ（Portal User）] を選択して、[エンドポイント（Endpoints）] リストに情報を表示
します。

ステップ 4

[表示（Show）] ドロップダウン リストをクリックし、[クイック フィルタ（Quick Filter）] を選択
します。

ステップ 5

[ポータル ユーザ（Portal User）] フィールドにユーザの名前を入力して、その特定のユーザに割り
当てられたエンドポイントのみを表示します。

デバイスをデバイス ポータルに追加するときのエラー
別の従業員が以前にデバイスを追加していて、デバイスが Cisco ISE エンドポイント データベー
スにすでに存在する場合、従業員はそのデバイスを追加できません。
Cisco ISE データベースにすでに存在しているデバイスを従業員が追加しようとした場合:
• さらに、デバイスがネイティブ サプリカント プロビジョニングをサポートしている場合、
BYOD ポータルからデバイスを追加することを推奨します。 この場合、デバイスがネット
ワークに最初に追加されたときに作成された登録詳細がすべて上書きされます。
• デバイスがプリンタなどの MAC 認証バイパス（MAB）デバイスである場合、デバイスの所
有権を最初に解決する必要があります。 必要に応じて、管理者ポータルを使用してエンドポ
イント データベースからデバイスを削除できます。これにより、新しい所有者は、デバイス
ポータルを使用して正常にデバイスを追加できます。

デバイスポータルから削除されたデバイスはエンドポイントデータベースに残って
いる
従業員がデバイス ポータルからデバイスを削除すると、そのデバイスは従業員の登録済みデバイ
スのリストから削除されますが、Cisco ISE エンドポイント データベースに残っており、エンドポ
イント リストに表示されます。
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[エンドポイント（Endpoints）] ページからデバイスを完全に削除するには、[管理（Administration）]
> [ID の管理（Identity Management）] > [ID（Identities）] > [エンドポイント（Endpoints）] を選択
します。

デバイス ポータルおよびエンドポイント アクティビティのモニタ
Cisco ISE は、エンドポイントおよびユーザ管理情報、およびゲストとスポンサーのアクティビ
ティを参照できるさまざまなレポートとログを提供します。 Cisco ISE 1.2 レポートの一部は廃止
されましたが、情報は他のレポートで表示できます。
オン デマンドまたはスケジュール ベースでこれらのレポートを実行できます。

手順
ステップ 1

[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] を選択します。

ステップ 2

レポート セレクタで、[ゲスト アクセス レポート（Guest Access Reports）] および [エンドポイン
トとユーザ（Endpoints and Users）] 選択を展開し、さまざまなゲスト、スポンサー、およびエン
ドポイントに関するレポートを表示します。

ステップ 3

レポートを選択し、[フィルタ（Filters）] ドロップダウン リストを使用して、検索するデータを
選択します。
ユーザ名、ポータル名、デバイス名、エンドポイント ID グループ、および他のデータについて
フィルタを使用できます。

ステップ 4

データを表示する [時間範囲（Time Range）] を選択します。

ステップ 5

[実行（Run）] をクリックします。

デバイス ログインおよび監査レポート
デバイス ログインおよび監査レポートは、次のものを追跡する統合レポートです。
• デバイス ポータルでの従業員によるログイン アクティビティ。
• デバイス ポータルで従業員が実行したデバイス関連の操作。
このレポートは、[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [ゲスト アクセス レポート（Guest
Access Reports）] > [デバイス ログインおよび監査レポート（My Devices Login and Audit）] で使用
できます。

登録済みエンドポイント レポート
[登録済みエンドポイント レポート（Registered Endpoints report）] には、従業員によって登録され
たすべてのエンドポイントに関する情報が表示されます。 このレポートは、[操作（Operations）]
> [レポート（Reports）] > [エンドポイントとユーザ（Endpoints and Users）] > [登録済みエンドポ
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イント（Registered Endpoints）] で使用できます。 ID、エンドポイント ID、アイデンティティ プ
ロファイルなどに対してクエリーを実行し、レポートを生成できます。サプリカントプロビジョ
ニング統計情報および関連データの詳細については、クライアントプロビジョニングレポートの
表示に関する説明を参照してください。
エンドポイント データベースに対するクエリーを実行して、RegisteredDevices エンドポイント ID
グループに割り当て済みのエンドポイントの情報を取得することができます。 また、[ポータル
ユーザ（Portal User）] 属性がヌル以外の値に設定されている特定のユーザについてレポートを生
成することもできます。
[登録済みエンドポイント レポート（Registered Endpoints Report）] には、特定のユーザによって
指定の期間内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表
示されます。
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エンドユーザ Web ポータルのカスタマイズ
• エンドユーザ ポータル , 393 ページ
• エンドユーザ Web ポータルのカスタマイズ , 394 ページ
• ポータルのテーマ、イメージ、およびバナー, 396 ページ
• ポータル ページのタイトル、コンテンツ、およびラベル, 397 ページ
• ポータルの基本的なカスタマイズ, 397 ページ
• ポータルの高度なカスタマイズ , 403 ページ
• ポータル言語ファイルのカスタマイズ, 422 ページ
• ゲスト通知、承認、およびエラー メッセージのカスタマイズ, 425 ページ

エンドユーザ ポータル
Cisco ISE では、Web ベースのポータルをエンドユーザの 3 つのプライマリ セットに対して提供し
ています。
• ゲスト ポータル（ホットスポットとクレデンシャルを持つゲスト ポータル）を使用して企
業ネットワークに一時的にアクセスする必要があるゲスト。
• スポンサー ポータルを使用してゲスト アカウントを作成および管理できるスポンサーとし
て指定されている従業員。
• 個人所有デバイスの持ち込み（BYOD）、モバイル デバイス管理（MDM）、デバイス ポー
タルなどのさまざまな非ゲスト ポータルを使用して、企業ネットワークでパーソナル デバ
イスを使用している従業員。
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エンドユーザ Web ポータルのカスタマイズ
シスコでは、複数のデフォルト ポータルを提供しており、これらを編集および複製したり、追加
ポータルを作成したりすることができます。 ポータルの外観を完全にカスタマイズし、その結果
として、ポータルのエクスペリエンスをカスタマイズすることもできます。 他のポータルへの影
響なく、各ポータルを個別にカスタマイズできます。
ポータル全体またはポータルの特定のページに適用される、次のようなポータル インターフェイ
スのさまざまな側面をカスタマイズできます。
• テーマ、イメージ、色、バナー、およびフッター
• ポータル テキスト、エラー メッセージ、および通知の表示に使用される言語
• タイトル、コンテンツ、手順、およびフィールドとボタンのラベル
• 電子メール、SMS、およびプリンタでゲストに送信される通知（アカウント登録ゲスト ポー
タルとスポンサー ポータルにのみ該当）
• ユーザに表示されるエラー メッセージと情報メッセージ
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• 特定の必要によってゲスト情報を収集するカスタム フィールド（アカウント登録ゲスト ポー
タルとスポンサー ポータルにのみ該当）
図 19：カスタマイズ用のポータル ページのレイアウト
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カスタマイズ方法
エンドユーザのポータル ページをカスタマイズする方法は複数あり、それぞれ異なるレベルの知
識が必要です。
• 基本：すべての変更はポータルのカスタマイズ ページで行い、次のことができます。
•

◦ バナーとロゴのアップロード。
◦ 一部の色の変更（ボタンを除く）。
◦ 画面のテキスト、およびポータル全体で使用される言語の変更。

• 中間
•

◦ ミニ エディタを使用した HTML および Javascript の追加。
◦ jquery mobile theme roller を使用したすべてのページ要素の色の変更。

• 詳細設定
•

◦ プロパティおよび CSS ファイルの手動による変更。

ポータルをカスタマイズした後、それを複製して（同じタイプの）複数のポータルを作成できま
す。 たとえば、1 つの業務エンティティのホットスポット ゲスト ポータルをカスタマイズした場
合、それを複製し、少し変更して他の業務エンティティのカスタム ホットスポット ゲスト ポー
タルを作成することができます。

ポータルのテーマ、イメージ、およびバナー
Cisco ISE では、「そのまま」使用するか、または新しいカスタム ファイルを作成するためのモデ
ルとして既存の CSS ファイルを使用することでカスタマイズできる、ポータル テーマのデフォル
ト セットが提供されます。 ただし、カスタマイズされた CSS ファイルを使用しないでポータル
の外観を変更することもできます。
たとえば、独自の企業ロゴやバナー イメージを使用する場合は、単にこれらの新しいイメージ
ファイルをアップロードして使用することができます。 ポータルのさまざまな要素および領域の
色を変更することによって、デフォルトのカラースキームをカスタマイズできます。カスタム変
更時に、カスタム変更を表示する言語を選択することもできます。
ページ レイアウトの変更やポータル ページへのビデオ クリップまたは広告の追加など、高度な
カスタマイズを実行する場合は、代わりに独自のカスタム CSS ファイルを使用できます。
特定のポータルでのこのようなタイプの変更は、そのポータルのすべてのページにグローバルに
適用されます。 ページ レイアウトの変更は、ポータル内にグローバルに、または特定の 1 ページ
のみに適用することができます。
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ポータル ページのタイトル、コンテンツ、およびラベル
エンドユーザ Web ポータル ページでゲストに表示されるタイトル、テキスト ボックス、手順、
フィールドとボタンのラベル、その他の視覚要素をカスタマイズすることができます。 ページを
カスタマイズしているときに、随時ページ設定を編集することもできます。
これらの変更は、カスタマイズしている特定のページにのみ適用されます。

ポータルの基本的なカスタマイズ
ニーズに最適な事前定義済みテーマを選択し、デフォルト設定のほとんどを使用します。 その
後、次のような基本的なカスタマイズが可能です。
• ポータルのテーマ カラーの変更, （398 ページ）
• ポータルのアイコン、イメージ、およびロゴの変更, （399 ページ）
• ポータルのバナーおよびフッター要素の更新, （400 ページ）
• ポータルの表示言語の変更, （399 ページ）
• タイトル、手順、ボタン、およびラベル テキストの変更, （401 ページ）
• テキスト ボックスの内容のフォーマットおよびスタイル, （402 ページ）

ヒント

更新するときに、カスタマイズの参照, （397 ページ）を行うことができます。

カスタマイズの参照
カスタマイズがポータル ユーザ（ゲスト、スポンサー、従業員）にどのように表示されるかを確
認できます。
• [ポータル テスト URL（Portal test URL）] をクリックして、「ライブ」ポータルに変更を表
示します。
• 変更がさまざまなデバイスでどのように表示されるかを動的に確認するには、[プレビュー
（Preview）] をクリックします。
◦ モバイル デバイス：[プレビュー（Preview）] で変更を確認します。
◦ デスクトップ デバイス：[プレビュー（Preview）] をクリックし、[デスクトップ プレ
ビュー（Desktop Preview）] をクリックします。 新しいタブが開いて、すべての変更が
このタブに表示されます。
変更が表示されない場合は、[プレビューのリフレッシュ（Refresh Preview）] をクリックし
ます。 表示されるポータルは、変更を確認するためだけのものです。ボタンをクリックした
り、データを入力したりすることはできません。
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ポータルのテーマ カラーの変更
デフォルト ポータル テーマのデフォルト カラー スキームをカスタマイズして、ポータルのさま
ざまな要素と領域の色を変更できます。 これらの変更は、カスタマイズしているポータル全体に
適用されます。
ポータルの色を変更する場合は、次のことに注意してください。
• このオプションを使用して、このポータルで使用するためにインポートしたカスタム ポータ
ル テーマのカラー スキームを変更することはできません。 その色の設定を変更するには、
カスタム テーマ CSS ファイルを編集する必要があります。
• ポータルのテーマ カラーを変更した後で、[ポータル テーマ（Portal Theme）] ドロップダウ
ン メニューから別のポータルのテーマを選択した場合、元のポータル テーマの変更は失わ
れ、デフォルト カラーに戻ります。
• 変更済みのカラー スキームを使用してポータルのテーマ カラーを調整し、保存する前に色
をリセットした場合、カラー スキームはデフォルト カラーに戻り、前の変更はすべて失わ
れます。

手順
ステップ 1

次のポータルに移動します。
• ゲスト ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータ
ル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• スポンサー ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー
ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• デバイス ポータル。[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > （任意のポータル） > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ
（Portal Page Customization）] を選択します。

ステップ 2

[ポータル テーマ（Portal Theme）] ドロップダウン リストからデフォルト テーマの 1 つを選択し
ます。

ステップ 3

[調整（Tweaks）] をクリックして、選択したデフォルト ポータル テーマの色の設定の一部を上書
きします。
a) バナーとページ背景、テキスト、およびラベルの色の設定を変更します。
b) テーマのデフォルト カラー スキームに戻す場合は、[色のリセット（Reset Colors）] をクリッ
クします。
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c) [プレビュー（Preview）] で色の変更を確認する場合は、[OK] をクリックします。
ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

ポータルの表示言語の変更
カスタム変更を加えるときに、変更内容を表示する言語を選択できます。 この変更は、カスタマ
イズしているポータル全体に適用されます。

手順
ステップ 1

次のポータルに移動します。
• ゲスト ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータ
ル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] > [グローバルなカスタマイズ（Global Customization）] を選択します。
• スポンサー ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー
ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] > [グローバルなカスタマイズ（Global Customization）] を選択します。
• デバイス ポータル。[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > （任意のポータル） > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ
（Portal Page Customization）] > [グローバルなカスタマイズ（Global Customization）] を選択
します。

ステップ 2

[表示（View In）] ドロップダウン リストから、ページをカスタマイズするときにテキストを表示
する言語を選択します。
ドロップダウン リストには、特定のポータルに関連付けられた言語ファイルにあるすべての言語
が含まれています。

次の作業
ポータル ページをカスタマイズするときに選択した言語に加えた変更が、サポート対象のすべて
の言語プロパティ ファイルで更新されていることを確認します。

ポータルのアイコン、イメージ、およびロゴの変更
独自の企業ロゴ、アイコン、およびバナーイメージを使用する場合は、カスタムイメージをアッ
プロードするだけで既存のイメージを置き換えることができます。 サポートされている画像形式
は、.gif、.jpg、.jpeg、.png です。 これらの変更は、カスタマイズしているポータル全体に適用さ
れます。
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はじめる前に
ポータルのフッター（たとえば、アドバタイズメント）にイメージを含めるには、そのイメージ
がある外部サーバにアクセスできる必要があります。

手順
ステップ 1

次のポータルに移動します。
• ゲスト ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータ
ル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• スポンサー ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー
ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• デバイス ポータル。[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > （任意のポータル） > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ
（Portal Page Customization）] を選択します。

ステップ 2

[イメージ（Images）] で、ロゴ、アイコン、イメージのボタンをクリックし、カスタム イメージ
をアップロードします。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。

ポータルのバナーおよびフッター要素の更新
ポータルの各ページのバナーおよびフッター セクションに表示される情報をカスタマイズできま
す。 これらの変更は、カスタマイズしているポータル全体に適用されます。

手順
ステップ 1

次のポータルに移動します。
• ゲスト ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータ
ル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• スポンサー ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー
ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
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• デバイス ポータル。[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > （任意のポータル） > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ
（Portal Page Customization）] を選択します。
ステップ 2

各ポータル ページに表示される [バナー タイトル（Banner title）] を変更します。

ステップ 3

ポータルを使用するゲスト用に次のリンクを含めます。
• [ヘルプ（Help）]：オンライン ヘルプ（スポンサーおよびデバイス ポータルにのみ提供しま
す）。
• [連絡先（Contact）]：テクニカル サポート（このことができるようにするには、[サポート情
報（Support Information）] ページを設定します）。

ステップ 4

各ポータル ページの下部に表示される [フッター要素（Footer Elements）] に利用規約または著作
権表示を追加します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

タイトル、手順、ボタン、およびラベル テキストの変更
ポータルに表示されるすべてのテキストを更新できます。 カスタマイズするページの各 UI 要素
に、入力できる文字数の最小範囲および最大範囲があります。テキストブロックの一部が使用可
能な場合、ミニエディタを使用して表示スタイルをテキストに適用できます。これらの変更は、
カスタマイズしている特定のポータルページにだけ適用されます。これらのページ要素は、電子
メール、SMS、印刷通知ごとに異なります。

手順
ステップ 1

次のポータルに移動します。
• ゲスト ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータ
ル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• スポンサー ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー
ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• デバイス ポータル。[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > （任意のポータル） > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ
（Portal Page Customization）] を選択します。

ステップ 2

[ページ（Pages）] で、変更するページを選択します。

ステップ 3

[ページのカスタマイズ（Page Customizations）] で、表示された UI 要素を更新します。 すべての
ページに [ブラウザ ページ タイトル（Browser Page Title）]、[コンテンツ タイトル（Content
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Title）]、[説明テキスト（Instructional Text）]、[コンテンツ（Content）]、および 2 つの [任意のコ
ンテンツ（Optional Content）] の各テキスト ブロックが含まれています。 [コンテンツ（Content）]
領域のフィールドはすべてのページに固有です。

テキスト ボックスの内容のフォーマットおよびスタイル
テキストの基本的な書式設定を行うには、[説明テキスト（Instructional Text）]、[オプションの内
容 1（Optional Content 1）]、および [オプションの内容 2（Optional Content 2）] テキスト ボックス
にあるミニ エディタを使用します。 これらの変更は、カスタマイズしている特定のポータル ペー
ジにだけ適用されます。
[全画面表示の切り替え（Toggle Full Screen）] ボタンを使用して、作業しているテキスト ボック
スのサイズを拡大および縮小します。

手順
ステップ 1

次のポータルに移動します。
• ゲスト ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータ
ル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• スポンサー ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー
ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• デバイス ポータル。[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > （任意のポータル） > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ
（Portal Page Customization）] を選択します。

ステップ 2

[ページ（Pages）] で、変更するページを選択します。

ステップ 3

[ページのカスタマイズ（Page Customizations）] の、[説明テキスト（Instructional Text）] および
[オプションの内容（Optional Content）] テキスト ボックスで、次の操作を実行できます。
• テキストのフォント、色、サイズを変更します。
• テキストに太字、イタリック体、下線のスタイルを設定します。
• 箇条書きおよび番号付きリストを作成します。
ミニエディタを使用してフォーマットしたテキストに適用された HTML タグを見るために [HTML
ソースの切り替え（Toggle HTML Source）] ボタンを使用することもできます。
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ポータルの高度なカスタマイズ
Cisco ISE から提供されるデフォルトのポータル テーマの 1 つを使用しない場合、ニーズに合わせ
てポータルをカスタマイズできます。 そのためには、CSS および Javascript ファイルと jQuery
Mobile ThemeRoller アプリケーションの使用経験が必要です。
デフォルトのポータル テーマを変更することはできませんが、次の操作を実行できます。
• ポータルのデフォルト テーマ CSS ファイルのエクスポート, （407 ページ）、およびカスタ
ム ポータル テーマを作成する基本として使用できます。
• カスタム ポータル テーマ CSS ファイルの作成, （407 ページ）、デフォルトのポータル テー
マを編集し、新規ファイルとして保存することによって可能になります。
• カスタム ポータル テーマ CSS ファイルのインポート, （421 ページ）、ポータルに適用でき
ます。
専門知識と要件の範囲に基づいて、事前定義済み変数の使用など、さまざまなタイプの高度なカ
スタマイズを実行できます。これにより、表示される情報の整合性の実現、ポータル ページへの
アドバタイズメントの追加、HTML、CSS、および Javascript コードを使用した内容のカスタマイ
ズ、ポータル ページのレイアウト変更が可能になります。

カスタマイズの参照
カスタマイズがポータル ユーザ（ゲスト、スポンサー、従業員）にどのように表示されるかを確
認できます。
• [ポータル テスト URL（Portal test URL）] をクリックして、「ライブ」ポータルに変更を表
示します。
• 変更がさまざまなデバイスでどのように表示されるかを動的に確認するには、[プレビュー
（Preview）] をクリックします。
◦ モバイル デバイス：[プレビュー（Preview）] で変更を確認します。
◦ デスクトップ デバイス：[プレビュー（Preview）] をクリックし、[デスクトップ プレ
ビュー（Desktop Preview）] をクリックします。 新しいタブが開いて、すべての変更が
このタブに表示されます。
変更が表示されない場合は、[プレビューのリフレッシュ（Refresh Preview）] をクリックし
ます。 表示されるポータルは、変更を確認するためだけのものです。ボタンをクリックした
り、データを入力したりすることはできません。
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ポータルのカスタマイズの設定
Cisco ISE では、[ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page Customization）] に表示されている
さまざまなページのテキスト ボックスで HTML および Javascript コードを使用して、エンドユー
ザ ポータルに表示される内容をカスタマイズすることができます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin Access）] > [設定
（Settings）] > [ポータルのカスタマイズ（Portal Customization）] を選択します。

ステップ 2

[HTML を使用したポータルのカスタマイズの有効化（Enable portal customization with HTML）] が
デフォルトでオンになっていることを確認します。 この設定によって、[説明テキスト（Instructional
Text）]、[オプションの内容 1（Optional Content 1）]、および [オプションの内容 2（Optional Content
2）] テキストボックスに HTML タグを含めることができます。

ステップ 3

[説明テキスト（Instructional Text）]、[オプションの内容 1（Optional Content 1）]、および [オプ
ションの内容 2（Optional Content 2）] テキストボックスに <script> タグを含めることによって、
高度な JavaScript カスタマイゼーションを行う場合は、[HTML と Javascript を使用したポータルの
カスタマイズの有効化（Enable portal customization with HTML and Javascript）] をオンにします。

次の作業
さまざまなポータルにアクセスし、ここで有効にしたオプションに基づいてテキスト ボックスに
HTML および JavaScript コードを入力できます。

ポータル テーマと構造 CSS ファイル
CSS ファイルの使用に関する経験がある場合、デフォルトのポータル テーマ CSS ファイルをカス
タマイズして、ポータルプレゼンテーションを変更し、ページレイアウト、色、フォントなどの
要素を操作できます。 CSS ファイルをカスタマイズすると、プレゼンテーションの特性の指定に
おける柔軟性と制御が向上し、複数のページでフォーマットを共有することが可能になり、構造
化されたコンテンツの複雑さと繰り返しが削減されます。
Cisco ISE エンドユーザ ポータルは、種類が異なる 2 つの CSS ファイル（structure.css および
theme.css）を使用します。 ポータル テーマごとに独自の theme.css ファイルがありますが、ポー
タル タイプにつき structure.css ファイルは 1 つのみです（例：ゲスト ポータルの場合は
guest.structure.css、スポンサー ポータルの場合は sponsor.structure.css、デバイス ポータルの場合は
mydevices.structure.css）。
structure.css では、ページ レイアウトと構造のスタイルを指定しています。 これには各ページの
要素の位置が定義され、jQuery Mobile 構造のスタイルも含まれています。 structure.css ファイルは
表示のみ可能で、編集することはできません。 ただし、theme.css ファイル内のページ レイアウト
を変更し、これらのファイルをポータルにインポートして適用すると、最新の変更が structure.css
のスタイルよりも優先されます。
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theme.css ファイルは、フォント、ボタンの色、ヘッダーの背景などのスタイルを指定します。
theme.css ファイルをエクスポートし、テーマ設定を変更してインポートし、ポータルのカスタム
テーマとして使用できます。 theme.css ファイルに対するページ レイアウト スタイルの変更は、
structure.css ファイルで定義されるスタイルよりも優先されます。
シスコが提供するデフォルトのポータル theme.css ファイルは変更できません。 ただし、ファイル
内の設定を編集して、新しいカスタム theme.css ファイルに保存できます。 カスタム theme.css ファ
イルをさらに編集することはできますが、Cisco ISE に再度インポートする場合は、最初に使用さ
れていたのと同じテーマ名にしてください。 同じ theme.css ファイルに 2 つの異なるテーマ名を使
用することはできません。
たとえば、デフォルトの green theme.css ファイルを使用して新しいカスタム blue theme.css ファイ
ルを作成し、Blue と名付けることができます。 その後、blue theme.css ファイルを編集できます
が、これを再度インポートする場合は、同じテーマ名の Blue を再利用する必要があります。 Cisco
ISE はファイル名やその名前とテーマ名の一意性の関係を確認するため、そのファイルを Red と
いう名前にすることはできません。 ただし、blue theme.css ファイルを編集し、red theme.css とし
て保存し、新規ファイルをインポートして Red と名付けることは可能です。

jQuery Mobile ThemeRoller リリース 1.3.2 の基本情報
jQuery Mobile のテーマには、フォント ファミリ、ボタンとボックスの角丸の値、アイコンの丸囲
みの色、オーバーレイの影効果を定義するグローバル設定が含まれます。
アプリケーションでは、A から Z までの文字が付いた、それぞれ一意のカラー スキームを持つ 26
個の色の「スウォッチ」を作成できますが、Cisco ISE ポータル ページでは 3 つのスウォッチ（A、
B、および C）のみを使用します。 それぞれのスウォッチは、ツールバー、コンテンツ ブロック、
ボタン、リスト項目、影付きテキスト フォントなど、テーマに含まれるプライマリ要素の色、テ
クスチャ、およびフォント設定を定義します。 さらに、ボタンのさまざまな相互作用状態（通
常、マウスオーバー時、および押された時）の設定を定義できます。
たとえば、ゲストに表示する AUP ページに次のようにスウォッチを使用できます。
• スウォッチ A：[拒否（Reject）] ボタンなどの非強調要素の背景を変更します。
• スウォッチ B：[承認（Accept）] ボタンなどの強調要素を定義します。
• スウォッチ C：アラートやエラー メッセージなどのコントロール要素を定義します。
4 つ以上のスウォッチがあるカスタム テーマを使用する場合、新たに追加されたスウォッチを使
用する要素を含む HTML コードを（オプション コンテンツなどに）追加しない限り、追加のス
ウォッチを適用することはできません。
シスコ提供のデフォルトの CSS ファイルを編集するか、またはデフォルトのテーマに定義されて
いる CSS クラスおよび構造に基づいて新しいファイルを作成するには、jQuery Mobile ThemeRoller
（リリース 1.3.2）の必要なバージョンを使用してください。
jQuery Mobile ThemeRoller のスウォッチおよびテーマの詳細情報については、『Creating a Custom
Theme with ThemeRoller』の「Theming Overview」を参照してください。 jQuery Mobile ThemeRoller
のオンラインヘルプを使用して、カスタムテーマをダウンロード、インポート、および共有する
方法を学習します。
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HTML、CSS、および Javascript コードを使用して、ポータル ページに表示されるテキストおよび
コンテンツをカスタマイズする方法のチュートリアルについては、Code Academy にアクセスして
ください。

ロケーションに基づくカスタマイズ
ゲスト アカウントが作成されるときに、それらをロケーションに関連付けて Service Set Identifier
（SSID）属性を指定することできます。 ロケーションと SSID のどちらも、CSS クラスとして使
用することができます。これを使用すると、ゲストのロケーションと SSID に基づいて、それぞれ
異なる CSS スタイルをポータル ページに適用できます。

（注）

この情報は、クレデンシャルを持つゲスト ポータルにのみ、ゲストがログインした後に適用
されます。
次に例を示します。
• ゲスト ロケーション：ロケーションとして San Jose または Boston を持つアカウント付きゲ
ストがクレデンシャルを持つゲスト ポータルにログインした場合、guest-location-san-jose ま
たは guest-location-boston のいずれかのクラスをすべてのポータル ページで使用できます。
• ゲスト SSID：Coffee Shop Wireless という名前の SSID の場合、すべてのポータル ページで
guest-ssid-coffee-shop-wireless という CSS クラスを使用できます。 この SSID は、ゲスト アカ
ウントに指定した SSID であり、ログイン時にゲストが接続した SSID ではありません。
スイッチやワイヤレス LAN コントローラ（WLC）などのデバイスをネットワークに追加すると
きに、ロケーションも指定できます。 このロケーションも CSS クラスとして使用することがで
き、これを使用すると、ネットワーク デバイスのロケーションに応じて、それぞれ異なる CSS ス
タイルをポータル ページに適用できます。
たとえば、WLC が Seattle に割り当てられ、ゲストが Seattle-WLC から Cisco ISE にリダイレクト
された場合、すべてのポータル ページで device-location-my-locations-usa-seattle という CSS クラス
を使用できます。

ユーザ デバイス タイプに基づくカスタマイズ
Cisco ISE は、ユーザ（ゲスト、スポンサー、または従業員）が使用するクライアント デバイスの
タイプを検出し、企業のネットワークまたはエンドユーザ Web ポータル（ゲスト、スポンサーお
よびデバイス）にアクセスします。 タイプは、モバイル デバイス（Android、iOS など）またはデ
スクトップ デバイス（Windows、MacOS など）のいずれかとして検出されます。 デバイス タイ
プは、CSS クラスとして利用できます。このクラスは、ユーザのデバイス タイプに基づいてポー
タル ページに異なる CSS スタイルを適用するために使用できます。
ユーザは Cisco ISE のエンドユーザ Web ポータルにログインすると、それらのポータル ページで
cisco-ise-mobile クラスまたは cisco-ise-desktop クラスを使用できます。
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ポータルのデフォルト テーマ CSS ファイルのエクスポート
シスコが提供するデフォルトのポータル テーマをダウンロードし、ニーズに合わせてカスタマイ
ズできます。 それを高度なカスタマイズを実行するための基本として使用できます。

手順
ステップ 1

次のポータルに移動します。
• ゲスト ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータ
ル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] > [ページ（Pages）] を選択します。
• スポンサー ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー
ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] > [ページ（Pages）] を選択します。
• デバイス ポータル。[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > （任意のポータル） > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ
（Portal Page Customization）] > [ページ（Pages）] を選択します。

ステップ 2

[高度なカスタマイズ（Advanced Customization）] ドロップダウン リストから [テーマのエクスポー
ト/インポート（Export/Import Themes）] を選択します。

ステップ 3

[カスタム テーマ（Custom Theming）] ダイアログボックスで、ドロップダウン リストを使用して
カスタマイズするテーマを選択します。

ステップ 4

[テーマ CSS のエクスポート（Export Theme CSS）] をクリックして、カスタマイズするデフォル
トの theme.css ファイルをダウンロードします。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックしてファイルをデスクトップに保存します。

カスタム ポータル テーマ CSS ファイルの作成
カスタム ポータル テーマを作成するには、既存のデフォルト ポータル テーマをカスタマイズし
て、新規ポータルの theme.css ファイルに変更を保存します。 デフォルト テーマの設定および見
本を変更して、選択したポータルへのグローバルな変更を行うことができます。

はじめる前に
• カスタマイズするポータルから theme.css ファイルをデスクトップにダウンロードする必要が
あります。
• HTML、CSS、および Javascript コードの使用経験が必要です。
• jQuery Mobile ThemeRoller リリース 1.3.2 にアクセスできる必要があります。
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手順
ステップ 1

ダウンロードしたポータルの theme.css ファイルのコンテンツを jQuery Mobile ThemeRoller ツール
にインポートします。
ヒント
変更時に、カスタマイズの参照, （403 ページ）することができま
す。

ステップ 2

（任意） ポータル コンテンツに組み込まれたリンク, （408 ページ）

ステップ 3

（任意） 動的なテキスト更新の変数の挿入, （409 ページ）

ステップ 4

（任意） テキストをフォーマットし、リンクを含めるソース コードの使用, （410 ページ）

ステップ 5

（任意） アドバタイズメントとしてのイメージの追加, （411 ページ）

ステップ 6

（任意） ゲスト ロケーションに基づいたグリーティングのカスタマイズ, （416 ページ）

ステップ 7

（任意） ユーザ デバイス タイプに基づいたグリーティングのカスタマイズ, （417 ページ）

ステップ 8

（任意） カルーセル アドバタイジングの設定, （413 ページ）

ステップ 9

（任意） ポータル ページのレイアウトの変更, （418 ページ）

ステップ 10

カスタマイズされたファイルを新しい theme.css ファイルとして保存します。
（注）
デフォルト CSS テーマ ファイルに編集内容を保存することはできません。 編集を使用
して新しいカスタム ファイルを作成することのみができます。

ステップ 11

新しい theme.css ファイルは、準備を整えた後、Cisco ISE にインポートできます。

ポータル コンテンツに組み込まれたリンク
リンクを追加して、ゲストがポータル ページからさまざまな Web サイトにアクセスできるように
することができます。これらの変更は、カスタマイズしている特定のポータルページにだけ適用
されます。
[全画面表示の切り替え（Toggle Full Screen）] ボタンを使用して、作業しているテキスト ボック
スのサイズを拡大および縮小します。

手順
ステップ 1

次のポータルに移動します。
• ゲスト ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータ
ル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• スポンサー ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー
ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
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• デバイス ポータル。[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > （任意のポータル） > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ
（Portal Page Customization）] を選択します。
ステップ 2

[ページ（Pages）] で、更新するページを選択します。

ステップ 3

[ページのカスタマイズ（Page Customizations）] で、[オプションの内容（Optional Content）] テキ
ストブロックで提供されるミニエディタを使用して、ポータルページへのリンクを追加します。

ステップ 4

[リンクの作成（Create Link）] ボタンをクリックします。
[リンク プロパティ（Link Properties）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5

[URL] の [説明（Description）] ウィンドウに、ハイパーリンクする URL およびテキストを入力し
ます。

ステップ 6

[設定（Set）] をクリックし、[保存（Save）] をクリックします。
ミニエディタを使用してフォーマットしたテキストに適用された HTML タグを見るために [HTML
ソースの切り替え（Toggle HTML Source）] ボタンを使用できます。

動的なテキスト更新の変数の挿入
内容を動的に更新する事前定義済みの変数（$variable$）を代わりに使用することによって、ポー
タルに表示されるテキストのテンプレートを作成することもできます。 これにより、ゲストに表
示するテキストと情報の一貫性が維持されます。 これらの変更は、カスタマイズしている特定の
ポータル ページにだけ適用されます。
[全画面表示の切り替え（Toggle Full Screen）] ボタンを使用して、作業しているテキスト ボック
スのサイズを拡大および縮小します。

手順
ステップ 1

次のポータルに移動します。
• ゲスト ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータ
ル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• スポンサー ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー
ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
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• デバイス ポータル。[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > （任意のポータル） > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ
（Portal Page Customization）] を選択します。
ステップ 2

[ページ（Pages）] で、更新するページを選択します。

ステップ 3

[ページのカスタマイズ（Page Customizations）] で、[説明テキスト（Instructional Text）]、[オプ
ションの内容 1（Optional Content 1）]、および [オプションの内容 2（Optional Content 2）] テキス
ト ボックスで提供されるミニエディタを使用して、ポータル ページのテキスト テンプレートを
作成します。
たとえば、複数のゲスト用に単一の初期メッセージ テンプレートを作成し、正常にログインして
ネットワークに接続した後にゲストに表示するメッセージをカスタマイズできます。

ステップ 4

通常どおりにテキスト ボックスに情報を入力します。
たとえば、ポータル用の初期メッセージを入力することができます。
Welcome to our company’s Guest portal,

ステップ 5

テキストの代わりに変数を使用するポイントで、[変数の挿入（Insert Variable）] ボタンをクリッ
クします。
変数のリストがポップアップ メニューに表示されます。

ステップ 6

テキストの代わりに使用する変数を選択します。
この例では、初期メッセージに各ゲストの名を表示する [名（First name）] を選択します。 変数
$ui_first_name$ がカーソル位置に挿入されます。
Welcome to our company’s Guest portal,$ui_first_name$.

これは John という名のゲストのポータルの初期ページに表示される初期メッセージです。当社の
ゲスト ポータルへようこそ、John。
ステップ 7

テキスト ボックスに情報を入力し終えるまで、必要に応じて続けて変数のリストを使用します。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。
ミニエディタを使用してフォーマットしたテキストに適用された HTML タグを見るために [HTML
ソースの切り替え（Toggle HTML Source）] ボタンを使用できます。

テキストをフォーマットし、リンクを含めるソース コードの使用
ミニ エディタのフォーマットとプレーン テキスト付きリンク アイコンの使用に加えて、HTML、
CSS、および Javascript コードを使用して、ポータル ページに表示されるテキストをカスタマイズ
することもできます。これらの変更は、カスタマイズしている特定のポータルページにだけ適用
されます。
[全画面表示の切り替え（Toggle Full Screen）] ボタンを使用して、作業しているテキスト ボック
スのサイズを拡大および縮小します。
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はじめる前に
[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin Access）] > [設定
（Settings）] > [ポータルのカスタマイズ（Portal Customization）] で [HTML を使用したポータルの
カスタマイズの有効化（Enable portal customization with HTML）] がデフォルトで有効になってい
ることを確認します。

手順
ステップ 1

次のポータルに移動します。
• ゲスト ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータ
ル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• スポンサー ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー
ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• デバイス ポータル。[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > （任意のポータル） > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ
（Portal Page Customization）] を選択します。

ステップ 2

[ページ（Pages）] で、更新するページを選択します。

ステップ 3

[ページのカスタマイズ（Page Customizations）] で、[説明テキスト（Instructional Text）]、[任意の
コンテンツ 1（Optional Content 1）]、および [任意のコンテンツ 2（Optional Content 2）] テキスト
ボックスで提供されるミニエディタを使用して、ソース コードを入力および表示します。

ステップ 4

[HTML ソースの切り替え（Toggle HTML Source）] ボタンをクリックします。

ステップ 5

ソース コードを入力します。
たとえば、テキストに下線を引くには、次のように入力します。
<p style="text-decoration:underline;">Welcome to Cisco!</p>

たとえば、HTML コードを使用してリンクを含めるには、次のように入力します。
<a href="http://www.cisco.com">Cisco</a>

重要

ステップ 6

外部 URL を HTML コードで挿入する場合は、「http」または「https」を含む絶対（全体
的な）URL パスを入力することを確認します。

[保存（Save）] をクリックします。

アドバタイズメントとしてのイメージの追加
ポータル ページの特定の領域に表示されるイメージおよびアドバタイズメントを含めることがで
きます。
[全画面表示の切り替え（Toggle Full Screen）] ボタンを使用して、作業しているテキスト ボック
スのサイズを拡大および縮小します。
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はじめる前に
[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理アクセス（Admin Access）] > [設定
（Settings）] > [ポータルのカスタマイズ（Portal Customization）] で [HTML を使用したポータルの
カスタマイズの有効化（Enable portal customization with HTML）] が有効になっていることを確認
します。

手順
ステップ 1

次のポータルに移動します。
• ゲスト ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータ
ル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• スポンサー ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー
ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• デバイス ポータル。[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > （任意のポータル） > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ
（Portal Page Customization）] を選択します。

ステップ 2

[ページ（Pages）] で、更新するページを選択します。

ステップ 3

[ページのカスタマイズ（Page Customizations）] で、[説明テキスト（Instructional Text）]、[任意の
コンテンツ 1（Optional Content 1）]、および [任意のコンテンツ 2（Optional Content 2）] テキスト
ボックスで提供されるミニエディタを使用して、ソース コードを入力および表示します。

ステップ 4

[HTML ソースの切り替え（Toggle HTML Source）] ボタンをクリックします。

ステップ 5

ソース コードを入力します。
たとえば、ホットスポット ゲスト ポータル ポスト アクセス バナーに HTML コードを使用して製
品アドバタイズメントおよびそのイメージを含めるには、このコードを [ポスト アクセス バナー
（Post-Access Banner）] ページの [任意のコンテンツ 1（Optional Content 1）] テキスト ボックスに
入力します。
<p style="text-decoration:underline;">Optimized for 10/40/100 Campus Services!</p>
<img src="http://www.static-cisco.com/assets/prod/root/catalyst_6800.jpg" width="100%" />
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（注）

外部 URL を HTML コードで挿入する場合は、「http」または「https」を含む絶対（全
体的な）URL パスを入力することを確認します。

図 20：アドバタイズメントのサンプル イメージ

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

カルーセル アドバタイジングの設定
カルーセル アドバタイジングは、複数の製品イメージまたは説明テキストが表示され、バナー内
で循環して繰り返されるアドバタイズメントの形式です。 ゲスト ポータルでカルーセル アドバ
タイジングを使用して、複数の関連製品や、会社が提供するさまざまな製品を宣伝します。
[全画面表示の切り替え（Toggle Full Screen）] ボタンを使用して、作業しているテキスト ボック
スのサイズを拡大および縮小します。

はじめる前に
[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin Access）] > [設定
（Settings）] > [ポータルのカスタマイズ（Portal Customization）] を選択し、[HTML と Javascript
を使用したポータルのカスタマイズの有効化（Enable portal customization with HTML and Javascript）]
をオンにします。

手順
ステップ 1

次のポータルに移動します。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
413

ポータルの高度なカスタマイズ

• ゲスト ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータ
ル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• スポンサー ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー
ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• デバイス ポータル。[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > （任意のポータル） > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ
（Portal Page Customization）] を選択します。
ステップ 2

[ページ（Pages）] で、更新するページを選択します。

ステップ 3

[ページのカスタマイズ（Page Customizations）] で、[説明テキスト（Instructional Text）]、[任意の
コンテンツ 1（Optional Content 1）]、および [任意のコンテンツ 2（Optional Content 2）] テキスト
ボックスで提供されるミニエディタを使用して、ソース コードを入力および表示します。

ステップ 4

[HTML ソースの切り替え（Toggle HTML Source）] ボタンをクリックします。

ステップ 5

ソース コードを入力します。
たとえば、ゲストポータルで製品イメージを使用してカルーセルアドバタイジングを実装するに
は、[ポスト アクセス バナー（Post-Access Banner）]（ホットスポット ポータルの場合）または
[ポスト ログイン バナー（Post Login Banner）]（クレデンシャルを持つゲスト ポータルの場合）
ページの [オプションの内容 1（Optional Content 1）] テキスト ボックスに次の HTML および
Javascript コードを入力します。
<script>
var currentIndex = 0;
setInterval(changeBanner, 5000);
function changeBanner(){
var bannersArray = ["<img
src='http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/index/_jcr_content/
content_parsys/overview/layout-overview/gd12v2/gd12v2-left/n21v1_cq/
n21v1DrawerContainer.img.jpg/1379452035953.jpg' width='100%'/>",
"<img src='http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/index/_jcr_content/
content_parsys/overview/layout-overview/gd12v2/gd12v2-left/n21v1_cq_0/
n21v1DrawerContainer.img.jpg/1400748629549.jpg' width='100%' />",
"<img src='http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/index/_jcr_content/
content_parsys/overview/layout-overview/gd12v2/gd12v2-left/n21v1_cq_1/
n21v1DrawerContainer.img.jpg/1376556883237.jpg' width='100%'/>"
];
var div = document.getElementById("image-ads");
if(div){
currentIndex = (currentIndex<2) ? (currentIndex+1) : 0;
div.innerHTML = bannersArray[currentIndex];
}
}
</script>
<style>
.grey{
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color: black;
background-color: lightgrey;
}
</style>
<div class="grey" id="image-ads">
<img src='http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/index/_jcr_content/
content_parsys/overview/layout- overview/gd12v2/gd12v2-left/n21v1_cq/
n21v1DrawerContainer.img.jpg/1379452035953.jpg'/>
</div>

たとえば、ゲストポータルで製品の説明テキストを使用してカルーセルアドバタイジングを実装
するには、[ポスト アクセス バナー（Post-Access Banner）]（ホットスポット ポータルの場合）ま
たは [ポスト ログイン バナー（Post Login Banner）]（クレデンシャルを持つゲスト ポータルの場
合）ページの [オプションの内容 2（Optional Content 2）] テキスト ボックスに次の HTML および
Javascript コードを入力します。
<script>
var currentIndex = 0;
setInterval(changeBanner, 2000);
function changeBanner(){
var bannersArray = ["Optimize branch services on a single platform while delivering an
optimal
application experience across branch and WAN infrastructure", "Transform your Network Edge
to
deliver high-performance, highly secure, and reliable services to unite campus, data center,
and branch networks", "Differentiate your service portfolio and increase revenues by
delivering
end-to-end scalable solutions and subscriber-aware services"];
var colorsArray = ["grey", "blue", "green"];
var div = document.getElementById("text-ads");
if(div){
currentIndex = (currentIndex<2) ? (currentIndex+1) : 0;
div.innerHTML = bannersArray[currentIndex];
div.className = colorsArray[currentIndex];
}
}
</script>
<style>
.grey{
color: black;
background-color: lightgrey;
}
.blue{
color: black;
background-color: lightblue;
}
.green{
color: black;
background-color: lightgreen;
}
</style>
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<div class="grey" id="text-ads">
Optimize branch services on a single platform while delivering an optimal application
experience across branch and WAN infrastructure
</div>

（注）

ステップ 6

外部 URL を HTML コードで挿入する場合は、「http」または「https」を含む絶対（全
体的な）URL パスを入力する必要があります。

[保存（Save）] をクリックします。

ゲスト ロケーションに基づいたグリーティングのカスタマイズ
ゲストがクレデンシャルを持つゲスト ポータルにログインした後に送信するグリーティングを、
ゲスト アカウントに関連付けられているロケーションおよび SSID に基づいてカスタマイズでき
ます。 ゲストは、ネットワークへのログイン時にこの SSID に接続しない可能性があります。
[全画面表示の切り替え（Toggle Full Screen）] ボタンを使用して、作業しているテキスト ボック
スのサイズを拡大および縮小します。

手順
ステップ 1

次のポータルに移動します。
• ゲスト ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータ
ル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• スポンサー ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー
ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• デバイス ポータル。[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > （任意のポータル） > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ
（Portal Page Customization）] を選択します。

ステップ 2

[ページ（Pages）] で、更新するページを選択します。

ステップ 3

[ページのカスタマイズ（Page Customizations）] で、[オプションの内容 1（Optional Content 1）] テ
キスト ボックスで提供されるミニエディタを使用して、HTML ソース コードを入力および表示し
ます。

ステップ 4

[HTML ソースの切り替え（Toggle HTML Source）] ボタンをクリックします。

ステップ 5

ソース コードを入力します。
たとえば、[AUP] ページにロケーションベースのメッセージを含めるには、[AUP] ページの [オプ
ションの内容 1（Optional Content 1）] テキスト ボックスに次のコードを入力します。
<style>
.custom-greeting {
display: none;
}
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.guest-location-san-jose .custom-san-jose-greeting {
display: block;
}
.guest-location-boston .custom-boston-greeting {
display: block;
}
</style>
<div class="custom-greeting custom-san-jose-greeting">
Welcome to The Golden State!
</div>
<div class="custom-greeting custom-boston-greeting">
Welcome to The Bay State!
</div>

[AUP] ページで、特定のロケーションに応じた異なるグリーティングがゲストに対して表示され
ます。

ユーザ デバイス タイプに基づいたグリーティングのカスタマイズ
ユーザが Cisco ISE エンドユーザ Web ポータル（ゲスト、スポンサーおよびデバイス）のいずれ
かにログインした後に、ユーザに送信するグリーティングを、クライアントデバイスタイプ（モ
バイルまたはデスクトップ）に基づいてカスタマイズできます。
[全画面表示の切り替え（Toggle Full Screen）] ボタンを使用して、作業しているテキスト ボック
スのサイズを拡大および縮小します。

手順
ステップ 1

次のポータルに移動します。
• ゲスト ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータ
ル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• スポンサー ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー
ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
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• デバイス ポータル。[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > （任意のポータル） > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ
（Portal Page Customization）] を選択します。
ステップ 2

[ページ（Pages）] で、更新するページを選択します。

ステップ 3

[ページのカスタマイズ（Page Customizations）] で、[オプションの内容 1（Optional Content 1）] テ
キスト ボックスで提供されるミニエディタを使用して、HTML ソース コードを入力および表示し
ます。

ステップ 4

[HTML ソースの切り替え（Toggle HTML Source）] ボタンをクリックします。

ステップ 5

ソース コードを入力します。
たとえば、AUP ページにデバイス タイプベースのメッセージを含めるには、[AUP] ページの [オ
プションの内容 1（Optional Content 1）] テキスト ボックスに次のコードを入力します。
<style>
.custom-greeting {
display: none;
}
.cisco-ise-desktop .custom-desktop-greeting {
display: block;
}
.cisco-ise-mobile .custom-mobile-greeting {
display: block;
}
</style>
<div class="custom-greeting custom-mobile-greeting">
Try our New Dark French Roast! Perfect on the Go!
</div>
<div class="custom-greeting custom-desktop-greeting">
We brough back our Triple Chocolate Muffin!
Grab a seat and dig in!
</div>

ユーザがネットワークまたはポータルへのアクセスを取得するために使用したデバイスに応じて、
[AUP] ページに異なるグリーティングが表示されます。

ポータル ページのレイアウトの変更
ページの全体的なレイアウトを操作できます。たとえば、追加情報や情報へのリンクを提供する
サイドバーを AUP ページに追加できます。

手順
ステップ 1

作成し、ポータルに適用するカスタム theme.css ファイルの末尾に次の CSS コードを追加します。
これにより、[オプションの内容 1（Optional Content 1）] テキスト ボックスが次のように表示され
るように AUP ページのレイアウトが変更されます。
• デスクトップ デバイス モードのサイド バー
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• モバイル デバイス モードのサイド バー
#page-aup .cisco-ise-optional-content-1 {
margin-bottom: 5px;
}
@media all and ( min-width: 60em ) {
#page-aup .cisco-ise-optional-content-1 {
float: left;
margin-right: 5px;
width: 150px;
}
#page-aup .cisco-ise-main-content {
float: left;
width: 800px;
}
#page-aup .cisco-ise-main-content h1,
#page-aup .cisco-ise-main-content p {
margin-right: auto;
margin-left: -200px;
}
}

次に、ポータルの AUP ページの [オプションの内容 1（Optional Content 1）] テキスト ボックスで
HTML コードを使用して、リンクを追加できます。
ステップ 2

次のポータルに移動します。
• ゲスト ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータ
ル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• スポンサー ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー
ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• デバイス ポータル。[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > （任意のポータル） > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ
（Portal Page Customization）] を選択します。

ステップ 3

[ページ（Pages）] で、サイド バーを追加するページを選択します。

ステップ 4

[ページのカスタマイズ（Page Customizations）] で、[オプションの内容 1（Optional Content 1）] テ
キストボックスで提供されるミニエディタを使用して、ソースコードを入力および表示します。

ステップ 5

[HTML ソースの切り替え（Toggle HTML Source）] ボタンをクリックします。

ステップ 6

ソース コードを入力します。
たとえば、AUP ページにサイド バーを含めるには、AUP ページの [オプションの内容 1（Optional
Content 1）] テキスト ボックスにこのコードを入力します。
<ul data-role="listview">
<li>Rent a Car</li>
<li>Top 10 Hotels</li>
<li>Free Massage</li>
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<li>Zumba Classes</li>
</ul>

図 21：サンプル AUP ページのサイド バーのビュー（デスクトップ デバイス）

図 22：サンプル AUP ページのサイド バーのビュー（モバイル デバイス）

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。
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次の作業
[オプションの内容（Optional Content）] テキスト ボックスに別のテキストまたは HTML コードを
入力して、他のページをカスタマイズできます。

カスタム ポータル テーマ CSS ファイルのインポート
作成したカスタム theme.css ファイルをアップロードし、エンドユーザ ポータルに適用できます。
これらの変更は、カスタマイズしているポータル全体に適用されます。
カスタム theme.css ファイルを編集し、Cisco ISE に再度インポートする場合は、最初に使用した
テーマ名を使用するように注意してください。 同じ theme.css ファイルに 2 つの異なるテーマ名を
使用することはできません。

手順
ステップ 1

次のポータルに移動します。
• ゲスト ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータ
ル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• スポンサー ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー
ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• デバイス ポータル。[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > （任意のポータル） > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ
（Portal Page Customization）] を選択します。

ステップ 2

[高度なカスタマイズ（Advanced Customization）] ドロップダウン リストから [テーマのエクスポー
ト/インポート（Export/Import Themes）] を選択します。

ステップ 3

[カスタム テーマ（Custom Theming）] ダイアログボックスで、新しい theme.css ファイルを検索す
るには、[参照（Browse）] をクリックします。

ステップ 4

新しいファイルの [テーマ名（Theme Name）] を入力します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

次の作業
カスタマイズするポータルにこのカスタム ポータル テーマを適用できます。
1 ポータル全体に適用する更新されたテーマを [ポータル テーマ（Portal Themes）] ドロップダウ
ン リストから選択します。
2 [保存（Save）] をクリックします。
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カスタム ポータル テーマの削除
Cisco ISE にインポートしたカスタム ポータル テーマは、いずれかのポータルで使用されていな
い場合に削除できます。 Cisco ISE によって提供されているデフォルトのテーマを削除することは
できません。

はじめる前に
他のポータルで使用されているポータル テーマを削除することはできません。

手順
ステップ 1

次のポータルに移動します。
• ゲスト ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータ
ル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• スポンサー ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー
ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] を選択します。
• デバイス ポータル。[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > （任意のポータル） > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ
（Portal Page Customization）] を選択します。

ステップ 2

[高度なカスタマイズ（Advanced Customization）] ドロップダウン リストから [テーマの削除（Delete
Themes）] を選択します。

ステップ 3

[テーマ名（Theme Name）] ドロップダウン リストから削除するポータル テーマを選択します。

ステップ 4

[削除（Delete）] をクリックし、[保存（Save）] をクリックします。

ポータル言語ファイルのカスタマイズ
デフォルトでは、各ポータル タイプで 15 の言語がサポートされます。これらの言語を使用して、
ポータルを使用するゲストにテキストを表示できます。 これらの言語は、単一の zip 形式の言語
ファイルにバンドルされた個々のプロパティ ファイルとして使用できます。 1 つの言語ファイル
にすべてのサポート対象言語が含まれているため、このファイルを使用してカスタマイズ、翻訳、
およびローカリゼーションを容易に行うことができます。
言語ファイルには、その言語のポータル全体に対するすべての文字列設定一緒に、特定のブラウ
ザ ロケール設定へのマッピングも含まれています（フランス語の場合：fr, fr-fr, fr-ca）。 1 つの言
語用のブラウザ ロケール設定を変更した場合、変更内容は他のすべてのエンドユーザ Web ポータ
ルに適用されます。 たとえば、ホットスポット ゲスト ポータルの French.properties ブラウザ ロ

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
422

ポータル言語ファイルのカスタマイズ

ケールを fr,fr-fr,fr-ca から fr,fr-fr に変更すると、この変更内容がデバイス ポータルにも適用されま
す。
zip 形式の言語ファイルをエクスポートし、新規言語の追加や不要な既存言語の削除などを行って
更新することができます。

言語ファイルのエクスポート
各ポータル タイプに使用できる言語ファイルをエクスポートして、そのファイルで指定された既
存の値を編集およびカスタマイズし、言語を追加または削除できます。

（注）

言語プロパティ ファイル内の一部のディクショナリ キーだけが値（テキスト）で HTML をサ
ポートしています。

手順
ステップ 1

次のポータルに移動します。
• ゲスト ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータ
ル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] を選択します。
• スポンサー ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー
ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] を選択します。
• デバイス ポータル。[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > （任意のポータル） > [編集（Edit）] を選択します。

ステップ 2

[言語ファイル（Language File）] をクリックし、ドロップダウン リストから [エクスポート
（Export）] を選択します。

ステップ 3

デスクトップに zip 形式の言語ファイルを保存します。例：Hotspot.zip、Self-Registered.zip など。

言語ファイルでの言語の追加または削除
ポータルタイプに使用したい言語が言語ファイルにない場合は、新しい言語プロパティファイル
を作成し、zip 形式の言語ファイルに追加できます。 不要な言語がある場合、その言語プロパティ
ファイルを削除できます。

はじめる前に
言語プロパティ ファイルを追加または削除するには、各ポータル タイプで使用可能な zip 形式の
言語ファイルをエクスポートする必要があります。
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手順
ステップ 1

UTF-8 を表示するエディタ（Notepad ++ など）を使用して、言語を追加または削除するポータル
タイプ用の定義済み言語ファイルを開きます。
複数のポータルタイプの言語を追加または削除するには、該当するすべてのポータルプロパティ
ファイルを使用する必要があります。

ステップ 2

新しい言語を追加するには、既存の言語プロパティ ファイルを他のファイルと同じ命名規則を使
用する新しい言語プロパティ ファイルとして zip 形式の言語ファイルに保存します。 たとえば、
新しい日本語の言語プロパティ ファイルを作成するには、ファイルを Japanese.properties
（LanguageName.properties）として保存します。

ステップ 3

新しい言語プロパティ ファイルの最初の行にブラウザ ロケール値を指定して、ブラウザ ロケー
ルに新しい言語を関連付けます。 たとえば、LocaleKeys= ja,ja-jp（LocaleKeys=browser locale value）
を Japanese.properties ファイルの最初の行に入力する必要があります。

ステップ 4

新しい言語プロパティファイルでディクショナリキーのすべての値（テキスト）を更新します。
ディクショナリ キーは変更できません。キーの値だけを変更できます。
（注）

一部のディクショナリキーだけが、値にHTMLをサポートしています（テキスト）。

次の作業
1 すべてのプロパティ ファイル（新規および既存）を zip 形式で圧縮し、新しい zip 形式の言語
ファイルを作成します。 フォルダやディレクトリは含めないでください。
2 zip 形式の言語ファイルには新しい名前または元の名前を使用します。
3 エクスポート元の特定のポータルに zip 形式の言語ファイルをインポートします。

更新された言語ファイルのインポート
言語プロパティファイルを追加または削除したり、既存のプロパティファイルのテキストを更新
してカスタマイズした編集済み言語ファイルをインポートできます。

手順
ステップ 1

次のポータルに移動します。
• ゲスト ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータ
ル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] を選択します。
• スポンサー ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー
ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] を選択します。
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• デバイス ポータル。[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > （任意のポータル） > [編集（Edit）] を選択します。
ステップ 2

[言語ファイル（Language）] をクリックし、ドロップダウン リストから [インポート（Import）]
を選択します。

ステップ 3

デスクトップを参照して新しい zip 形式の言語ファイルを見つけます。

ステップ 4

エクスポートしたポータル タイプに再度インポートします。

次の作業
変更したテキストまたは追加した新しい言語を表示するには、[表示（View In）] ドロップダウン
リストから特定の言語を選択します。

ゲスト通知、承認、およびエラー メッセージのカスタマイズ
各ポータルで内で、ゲストが電子メール、SMSテキストメッセージ、および印刷物で通知を受け
取る方法をカスタマイズできます。これらの通知を使用して、次の場合にログインクレデンシャ
ルを電子メール送信、テキスト送信、または印刷します。
• ゲストがアカウント登録ゲスト ポータルを使用し、自分自身の登録に成功した場合。
• スポンサーがゲスト アカウントを作成し、ゲストに詳細を提供する場合。 スポンサー グルー
プ作成時にスポンサーによる SMS 通知の使用を許可するかどうかを指定できます。 これら
の機能を利用できる場合は、常に電子メール通知および印刷通知を使用できます。
ネットワークにアクセスしようとするアカウント登録ゲストを承認するよう要求するスポンサー
宛電子メール通知をカスタマイズすることもできます。 また、ゲストとスポンサーに表示される
デフォルトのエラー メッセージをカスタマイズできます。

電子メールでの通知のカスタマイズ
電子メールでゲストに送信される情報をカスタマイズできます。

はじめる前に
• 電子メールでの通知を有効にするように SMTP サーバを設定します。 [管理（Administration）]
> [システム（System）] > [設定（Settings）] > [SMTP サーバ（SMTP Server）] を選択します。
• ゲストへの電子メールでの通知のサポートを設定します。 [ゲスト アクセス（Guest Access）]
> [設定（Settings）] > [ゲスト電子メールの設定（Guest Email Settings）] を選択します。 [ゲ
ストへの電子メール通知を有効にする（Enable email notifications to guests）] をオンにします。
• [管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin Access）] > [設定
（Settings）] > [ポータルのカスタマイズ（Portal Customization）] で [HTML を使用したポー
タルのカスタマイズの有効化（Enable portal customization with HTML）] がデフォルトで有効
になっていることを確認します。
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手順
ステップ 1

アカウント登録ゲスト ポータルまたはスポンサー ポータルの場合は、[ゲスト アクセス（Guest
Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータルまたはスポンサー ポータル（Guest or Sponsor
Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page Customization）] > [電子
メール受信または電子メール通知（Email Receipt or Email Notification）] を選択します。

ステップ 2

[グローバル ページのカスタマイズ（Global Page Customizations）] で指定されたデフォルトの [ロ
ゴ（電子メール）（Logo (Email)）] を変更できます。

ステップ 3

[件名（Subject）] および [電子メール本文（Email body）] を指定します。 電子メール メッセージ
に含まれる、ゲストアカウント情報を指定するには、事前定義済みの変数を使用します。テキス
トをカスタマイズするには、ミニエディタと HTML タグを使用します。

ステップ 4

[設定（Settings）] では、次のことが可能です。
• 異なる電子メールで [ユーザ名とパスワードを個別に送信する（Send username and password
separately）]。 このオプションを選択すると、ユーザ名電子メール通知とパスワード電子メー
ル通知をカスタマイズするための 2 つのタブが [ページのカスタマイズ（Page Customizations）]
に表示されます。
• 電子メール アドレスへの [テスト電子メールの送信（Send Test Email）]。すべてのデバイス
でカスタマイズをプレビューし、適切に表示されることを確認します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックし、[閉じる（Close）] をクリックします。

SMS テキスト メッセージ通知のカスタマイズ
SMS テキスト メッセージでゲストに送信される情報をカスタマイズできます。

はじめる前に
• SMS ゲートウェイに電子メールを送信して、SMS テキスト メッセージを配信するために使
用される SMTP サーバを設定します。 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設
定（Settings）] > [SMTP サーバ（SMTP Server）] を選択します。
• SMS テキスト通知をサポートするようにスポンサー グループを設定します。
• サードパーティ SMS ゲートウェイでアカウントを設定します。 [管理（Administration）] >
[システム（Systems）] > [設定（Settings）] > [SMS ゲートウェイ（SMS Gateway）] を選択し
ます。 Cisco ISE では、テキスト メッセージが電子メールとしてゲートウェイに送信され、
SMS プロバイダー経由で指定したユーザにメッセージが転送されます。
• [管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin Access）] > [設定
（Settings）] > [ポータルのカスタマイズ（Portal Customization）] で [HTML を使用したポー
タルのカスタマイズの有効化（Enable portal customization with HTML）] がデフォルトで有効
になっていることを確認します。
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手順
ステップ 1

アカウント登録ゲスト ポータルまたはスポンサー ポータルの場合は、[ゲスト アクセス（Guest
Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータルまたはスポンサー ポータル（Guest or Sponsor
Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page Customization）] > [SMS
受信または SMS 通知（SMS Receipt or SMS Notification）] を選択します。

ステップ 2

[メッセージ テキスト（Message Text）] をカスタマイズするには、ミニエディタと HTML タグを
使用します。 SMS テキスト メッセージに含まれる、ゲスト アカウント情報を指定するには、事
前定義済みの変数を使用します。

ステップ 3

[設定（Settings）] では、次のことが可能です。
• 異なるテキスト メッセージで [ユーザ名とパスワードを個別に送信する（Send username and
password separately）]。 このオプションを選択すると、ユーザ名メッセージとパスワード メッ
セージをカスタマイズするための 2 つのタブが [ページのカスタマイズ（Page Customizations）]
に表示されます。
• 携帯電話への [テスト メッセージの送信（Send Test Message）]。カスタマイズをプレビュー
し、情報が適切に表示されることを確認します。 サポートされる電話番号の形式には、+1
### ### ####、###-###-####、(###) ### ####、##########、1########## などがあります。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックし、[閉じる（Close）] をクリックします。

印刷通知のカスタマイズ
ゲスト用に印刷される情報をカスタマイズできます。

（注）

各ポータル内では、印刷通知ロゴは、電子メール通知ロゴの設定から継承されます。

はじめる前に
[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin Access）] > [設定
（Settings）] > [ポータルのカスタマイズ（Portal Customization）] で [HTML を使用したポータルの
カスタマイズの有効化（Enable portal customization with HTML）] がデフォルトで有効になってい
ることを確認します。

手順
ステップ 1

アカウント登録ゲスト ポータルおよびスポンサー ポータルの場合は、[ゲスト アクセス（Guest
Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータルまたはスポンサー ポータル（Guest or Sponsor
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Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page Customization）] > [印刷
受け取りまたは印刷通知（Print Receipt or Print Notification）] を選択します。
ステップ 2

[印刷説明テキスト（Print Introduction Text）] を指定します。 電子メール メッセージに含まれる、
ゲストアカウント情報を指定するには、事前定義済みの変数を使用します。テキストをカスタマ
イズするには、ミニエディタと HTML タグを使用します。

ステップ 3

サムネールで、または [印刷プレビュー（Print Preview）] をクリックして、カスタマイズをプレ
ビューします。 サムネールでは、HTML のカスタマイズを表示できません。
[印刷プレビュー（Print Preview）] オプションを選択した場合、アカウントの詳細を印刷できる
ウィンドウが表示され、そこで適切に表示されることを確認します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックし、[閉じる（Close）] をクリックします。

承認要求の電子メールでの通知のカスタマイズ
アカウント登録ゲストのアカウントが作成され、そのゲストがログイン クレデンシャルを取得す
る前に、アカウント登録ゲストを承認するようスポンサーに要求できます。 電子メールでスポン
サーに送信される、承認を要求する情報をカスタマイズできます。この通知は、ネットワークア
クセスを許可する前にアカウント登録ゲスト ポータルを使用するアカウント登録ゲストを承認す
る必要があると指定した場合にのみ表示されます。

はじめる前に
• 電子メールでの通知を有効にするように SMTP サーバを設定します。 [管理（Administration）]
> [システム（Systems）] > [設定（Settings）] > [SMTP サーバ（SMTP Server）] を選択しま
す。
• ゲストへの電子メールでの通知のサポートを設定します。 [ゲスト アクセス（Guest Access）]
> [設定（Settings）] > [ゲスト電子メールの設定（Guest Email Settings）] を選択します。 [ゲ
ストへの電子メール通知を有効にする（Enable email notifications to guests）] をオンにします。
• [管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin Access）] > [設定
（Settings）] > [ポータルのカスタマイズ（Portal Customization）] で [HTML を使用したポー
タルのカスタマイズの有効化（Enable portal customization with HTML）] がデフォルトで有効
になっていることを確認します。
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手順
ステップ 1

[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [アカウント登録ゲスト ポータル
（Self-Registered Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] > [承認要求電子メール（Approval Request Email）] を選択します。

ステップ 2

[グローバル ページのカスタマイズ（Global Page Customizations）] で指定されたデフォルトの [ロ
ゴ（Logo）] を変更します。

ステップ 3

[件名（Subject）] および [電子メール本文（Email body）] を指定します。 電子メール メッセージ
に含まれる、ゲストアカウント情報を指定するには、事前定義済みの変数を使用します。テキス
トをカスタマイズするには、ミニエディタと HTML タグを使用します。

ステップ 4

[テスト電子メールの送信（Send Test Email）] を使用してすべてのデバイスでカスタマイズをプレ
ビューし、適切に表示されることを確認します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックし、[閉じる（Close）] をクリックします。

エラー メッセージの編集
ゲスト、スポンサー、および従業員に表示される [失敗（Failure）] ページに表示されるエラー
メッセージを完全にカスタマイズできます。 [失敗（Failure）] ページは、ブラックリスト ポータ
ルを除くすべてのエンドユーザ Web ポータルで利用可能です。

手順
ステップ 1

次のいずれかを実行します。
• ゲスト ポータルの場合は、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲス
ト ポータル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] > [メッセージ（Messages）] > [エラー メッセージ（Error Messages）] を選択
します。
• スポンサー ポータルの場合は、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] >
[スポンサー ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ
（Portal Page Customization）] > [メッセージ（Messages）] > [エラー メッセージ（Error
Messages）] を選択します。
• デバイス ポータルの場合は、[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > （任意のポータル） > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ
（Portal Page Customization）] > [メッセージ（Messages）] > [エラー メッセージ（Error
Messages）] を選択します。

ステップ 2

[表示言語（View In）] ドロップダウンから、メッセージのカスタマイズ時にテキストを表示する
言語を選択します。
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ゲスト通知、承認、およびエラー メッセージのカスタマイズ

このドロップダウン リストには、特定のポータルに関連付けられた言語ファイルのすべての言語
が含まれています。ポータルページのカスタマイズ時に行った変更でサポート対象の言語プロパ
ティ ファイルを更新します。
ステップ 3

エラー メッセージ テキストを更新します。 特定のエラー メッセージを検索するには、エラー
メッセージに関連付けられた AUP を検索する aup などのキーワードを入力します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックし、[閉じる（Close）] をクリックします。
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ポリシー条件
Cisco ISE はポリシー ベースのネットワーク アクセス制御ソリューションで、ネットワーク アク
セス、ゲスト、ポスチャ、クライアント プロビジョニング、プロファイラの各種サービスを提供
します。 Cisco ISE の設定時に、認証、許可、ゲスト、ポスチャ、およびプロファイラのポリシー
を作成します。ポリシー条件は、ポリシーの基本的な構成要素です。ポリシー条件には、単純条
件と複合条件の 2 種類のポリシー条件があります。
この章では、ポリシー条件と、Cisco ISE が提供するさまざまなサービス用にこれらを作成する方
法について説明します。

単純条件と複合条件
Cisco ISE は、ネットワーク アクセス、プロファイラ、ポスチャ、ゲスト サービスを提供するた
めに、ルールベースのポリシーを使用します。 これらのルールベースのポリシーは、条件で構成
されたルールで構成されます。 Cisco ISE では、個別の再利用可能なポリシー要素として条件を作
成でき、これらの条件は別のルールベースのポリシーから参照することが可能です。 条件には次
の 2 種類があります。
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• 単純条件：単純条件は、オペランド（属性）、演算子（equal to、not equal to、greater than な
ど）、および値で構成されています。 単純条件を保存して、他のルールベースのポリシーで
使用できます。
単純条件は、A オペランド B の形式をとります。ここで、A は Cisco ISE ディクショナリ内
の任意の属性とすることができ、B は属性 A がとり得るいずれかの値とすることができま
す。 デバイス タイプは、すべてのネットワーク デバイスの属性として使用され、値として
すべてのデバイス タイプを含めることができます。次の形式で、A Equals B を意味します。
DEVICE:Device Type Equals All Device Types
• 複合条件：複合条件は、1 つ以上の単純条件で構成され、AND または OR 演算子で接続され
ます。 複合条件は、単純条件に基づいて構成されます。 複合条件を保存して、他のルール
ベースのポリシーで再利用できます。
複合条件は、次のいずれかの形式にできます。
◦ （X オペランド Y）AND（A オペランド B）AND（X オペランド Z）AND（以下同様）
◦ （X オペランド Y）OR（A オペランド B）OR（X オペランド Z）OR（以下同様）
ここで、X および A はユーザ名やデバイス タイプなどの Cisco ISE ディクショナリの属
性です。
次に、複合条件の例を示します。
DEVICE:Model Name Matches Catalyst6K AND Network Access:Use Case Equals Host Lookup
ポリシーで使用されているか、または複合条件の一部である条件を削除できません。

ポリシー評価
通常、ポリシーはルールで構成され、各ルールは満たされるべき条件で構成され、この条件によっ
て、ネットワークリソースへのアクセスなどのアクションの実行が許可されます。ルールベース
の条件は、ポリシーの基盤、つまり要求を評価するときに使用するルールのセットを形成します。
実行時に、Cisco ISE はポリシー条件を評価し、ポリシー評価が true または false 値のどちらを返
すかに応じて、定義されている結果を適用します。
ポリシー条件の評価時に、Cisco ISE は属性と値を比較します。 ポリシー条件で指定された属性
に、要求内で割り当てられた値が含まれていない場合があります。 このとき、比較に使用されて
いる演算子が「not equal to」である場合、この条件は true と評価されます。 その他の場合、この
条件は false と評価されます。
たとえば、「Radius.Calling_Station_ID Not Equal to 1.1.1.1」という条件で RADIUS 要求に Calling
Station ID が存在しない場合、この条件は true と評価されます。 この評価は RADIUS ディクショ
ナリに特有なものではなく、「Not Equal to」演算子の使用に起因して発生します。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
434

単純条件の作成

単純条件の作成
単純条件を作成し、認証ポリシー、許可ポリシー、またはゲスト ポリシーの定義時に再利用でき
ます。

はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはポリシー管理者である必要があります。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] を選択します。

ステップ 2

[認証（Authentication）]、[許可（Authorization）]、または [ゲスト（Guest）] の隣の矢印をクリッ
クして、[単純条件（Simple Conditions）] をクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[名前（Name）]、[説明（Description）]、[属性（Attribute）]、[演算子（Operator）]、および [値
（Value）] フィールドに適切な値を入力します。
単純条件で ID グループを指定した場合、これらを次のように FQDN 形式で表記していることを
確認してください。
(InternalUser:IdentityGroup) : Equal : (UserIdentityGroups: Identity Group Name)

Cisco ISE では、(InternalUser:IdentityGroup) : Equal : (Identity Group Name) 形式の ID グループ エン
トリを正確に解決できません。
ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックして、条件を保存します。

複合条件の作成
複合条件を作成し、認証ポリシーの定義時に再利用できます。

はじめる前に
• Cisco ISE には、最も一般的な使用例の一部に関する事前定義された複合条件が含まれていま
す。 これらの事前定義された条件を要件に合わせて編集できます。
• 次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはポリシー管理者である必要があります。
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手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] を選択します。

ステップ 2

[認証（Authentication）]、[許可（Authorization）]、または [ゲスト（Guest）] の隣の矢印をクリッ
クして、[複合条件（Compound Conditions）] をクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

複合条件の名前を入力します。 任意で説明を入力できます。

ステップ 5

[既存の条件をライブラリから選択（Select Existing Condition from Library）] をクリックして既存の
単純条件を選択するか、[新しい条件の作成（Create New Condition）] をクリックして、式ビルダー
から属性、演算子、および値を選択します。

ステップ 6

条件をさらに追加するには、この行の末尾の [操作（action）] アイコンをクリックします。

ステップ 7

[属性/値の追加（Add Attribute/Value）] をクリックして新しい条件を作成するか、[条件をライブ
ラリから追加（Add Condition from Library）] をクリックして既存の単純条件を追加します。

ステップ 8

ドロップダウン リストから、オペランドを選択します。 [AND] または [OR] を選択できます。こ
の複合条件のすべての条件間で同じオペランドが使用されます。

ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックして複合条件を作成します。

プロファイラ条件
プロファイラ条件はポリシー要素であり、他の条件とほとんど同じです。 ただし、認証、許可、
およびゲスト条件とは異なり、プロファイリング条件は限られた数の属性に基づいています。 [プ
ロファイラ条件（Profiler Conditions）] ページに Cisco ISE で使用できる属性とその説明が表示さ
れます。
プロファイラ条件は次のとおりです。
• シスコ提供：Cisco ISE には展開時に事前定義されたプロファイリング条件が含まれており、
[プロファイラ条件（Profiler Conditions）] ページでシスコ提供の条件として識別されます。
シスコ提供のプロファイリング条件を削除することはできません。
[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [ディクショナリ（Dictionaries）]
> [システム（System）] からアクセスできる場所にあるシステム プロファイラ ディクショナ
リにもシスコ提供条件があります。
たとえば、MAC ディクショナリです。 一部の製品では、OUI（固有識別子情報）がデバイ
スの製造組織を識別するために最初に使用できる固有属性です。 これはデバイスの MAC ア
ドレスのコンポーネントです。 MAC ディクショナリには、MACAddress および OUI 属性が
含まれています。
• 管理者作成：ユーザが Cisco ISE の管理者として作成するプロファイラ条件、複製された事
前定義済みのプロファイリング条件は管理者作成として識別されます。 [プロファイラ条件
（Profiler Conditions）] ページでプロファイラ ディクショナリを使用して、DHCP、MAC、
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SNMP、IP、RADIUS、NetFlow、CDP、LLDP、および NMAP タイプのプロファイラ条件を
作成できます。

プロファイラ条件の作成
Cisco ISE のエンドポイント プロファイリング ポリシーを使用すると、ネットワーク上で検出さ
れたエンドポイントを分類し、特定のエンドポイント ID グループに割り当てることができます。
これらのエンドポイントプロファイリングポリシーは、エンドポイントを分類し、グループ化す
るために Cisco ISE が評価するプロファイリング条件から構成されます。

はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはポリシー管理者である必要があります。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] > [プロファイリ
ング（Profiling）] > [追加（Add）] を選択します。

ステップ 2

エンドポイント プロファイリング ポリシーの設定, （902 ページ）の説明に従って、フィールド
に値を入力します。

ステップ 3

[送信（Submit）] をクリックして、プロファイラ条件を保存します。

ステップ 4

さらに多くの条件を作成するには、この手順を繰り返します。

ポスチャ条件
ポスチャ条件は次の単純条件のいずれかになります。ファイル、レジストリ、アプリケーション、
サービス、またはディクショナリ条件。 これらの単純条件のうちの 1 つ以上の条件によって複合
条件が形成され、複合条件はポスチャ要件と関連付けることができます。
ネットワークに Cisco ISE を初めて展開する場合は、Web からポスチャ更新をダウンロードできま
す。 このプロセスは、初期ポスチャ更新と呼ばれます。
初期ポスチャ更新の後、Cisco ISE はシスコ定義の単純および複合条件も作成します。 シスコ定義
の単純条件はプレフィクスとして pc_ が付けられ、複合条件はプレフィクスとして pr_ が付けら
れています。
ダイナミック ポスチャ更新の結果としてシスコ定義の条件を Web を介してダウンロードするよう
に Cisco ISE を設定することもできます。 シスコ定義のポスチャ条件を削除または編集すること
はできません。
ユーザ定義の条件やシスコ定義の条件には、単純条件と複合条件の両方が含まれます。
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単純ポスチャ条件
ポスチャ ナビゲーション ペインを使用して、次の単純条件を管理できます。
• ファイル条件：ファイルの存在、ファイルの日付、およびクライアントのファイル バージョ
ンを確認する条件。
• レジストリ条件：レジストリ キーの存在またはクライアントのレジストリ キーの値を確認
する条件。
• アプリケーション条件：アプリケーション（プロセス）がクライアント上で実行されている
かまたは実行されていないかを確認する条件。
• サービス条件：サービスがクライアント上で実行されているかまたは実行されていないかを
確認する条件。
• ディクショナリ条件：ディクショナリ属性と値を確認する条件。

単純ポスチャ条件の作成
ポスチャ ポリシーまたは他の複合条件で使用できる、ファイル、レジストリ、アプリケーショ
ン、サービス、およびディクショナリ単純条件を作成できます。

はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはポリシー管理者である必要があります。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] > [ポスチャ
（Posture）] を選択します。

ステップ 2

[ファイル（File）]、[レジストリ（Registry）]、[アプリケーション（Application）]、[サービス
（Service）]、または [ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple Condition）] のいずれかを選択
します。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

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）] をクリックします。

複合ポスチャ条件
複合条件は、1 つ以上の単純条件、または複合条件で構成されます。 ポスチャ ポリシーを定義す
る場合、次の複合条件を使用できます。
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• 複合条件：1 つ以上の単純条件、またはタイプがファイル、レジストリ、アプリケーション、
またはサービス条件の複合条件が含まれます
• アンチウイルス複合条件：1 つ以上の AV 条件、または AV 複合条件が含まれます
• アンチスパイウェア複合条件：1 つ以上の AS 条件、または AS 複合条件が含まれます
• ディクショナリ複合条件：1 つ以上のディクショナリ単純条件またはディクショナリ複合条
件が含まれます

Windows クライアントでの自動アップデートを有効にするためのシスコ事前定義の条件
pr_AutoUpdateCheck_Rule はシスコによって事前定義された条件であり、[複合条件（Compound
Conditions）] ページにダウンロードされます。 この条件を使用すると、Windows クライアント上
で自動アップデート機能が有効になっているかどうかを確認することができます。 Windows クラ
イアントがこの要件を満たさない場合、ネットワーク アクセス コントロール（NAC）エージェン
トによって、Windows クライアントの自動アップデート機能が強制的に有効になります（修復）。
この修復後、Windows クライアントはポスチャ準拠になります。 自動アップデート機能が Windows
クライアント上で有効になっていない場合は、ポスチャ ポリシーで関連付けた Windows Update
修復で Windows 管理者設定を上書きします。

シスコ事前設定済みアンチウイルスおよびアンチスパイウェア条件
Cisco ISE の [AV 複合条件（AV Compound Condition）] および [AS 複合条件（AS Compound
Condition）] ページには、アンチウイルスとアンチスパイウェアの事前設定済みの複合条件がロー
ドされます。これらの条件は、Windows および Macintosh オペレーティング システムのアンチウ
イルスおよびアンチスパイウェアサポート表で定義されます。これらの複合条件では、指定され
たアンチウイルスとアンチスパイウェア製品がすべてのクライアント上に存在するかどうかを確
認できます。 Cisco ISE で新しいアンチウイルスとアンチスパイウェアの複合条件を作成すること
もできます。

アンチウイルスとアンチスパイウェア サポート表
Cisco ISE は、各ベンダー製品の最新バージョンおよび定義ファイルの日付を提供するアンチウイ
ルスとアンチスパイウェアサポート表を使用します。ユーザは頻繁にアンチウイルスとアンチス
パイウェアサポート表をポーリングする必要があります。アンチウイルスとアンチスパイウェア
のベンダーはアンチウイルスとアンチスパイウェア定義ファイルを頻繁に更新するため、各ベン
ダー製品の最新バージョンおよび定義ファイルの日付を検索します。
新しいアンチウイルスとアンチスパイウェアのベンダー、製品、リリースのサポートを反映する
ようにアンチウイルスとアンチスパイウェア サポート表が更新されるたびに、NAC Agent は新し
いアンチウイルスとアンチスパイウェア ライブラリを受け取ります。 これは、NAC Agent がより
新しい追加機能をサポートするのに役立ちます。 NAC Agent がこのサポート情報を取得すると、
定期的に更新される se-checks.xml ファイル（se-templates.tar.gz アーカイブで se-rules.xml ファイル
とともに公開される）で最新の定義情報をチェックし、クライアントがポスチャ ポリシーに準拠
しているかどうかを決定します。 特定のアンチウイルスまたはアンチスパイウェア製品のアンチ
ウイルスとアンチスパイウェア ライブラリによってサポートされている機能に応じて、適切な要
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件が NAC Agent に送信され、ポスチャ検証中にクライアント上でそれらの存在、および特定のア
ンチウイルスおよびアンチスパイウェア製品のステータスが検証されます。
アンチウイルスとアンチスパイウェア サポート表は、次の Cisco.com で参照できます。
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/ise/1.1/release_notes/win-avas-3-4-27-1.pdf

複合ポスチャ条件の作成
ポスチャ評価と検証のポスチャ ポリシーで使用できる複合条件を作成できます。

はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはポリシー管理者である必要があります。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] > [ポスチャ
（Posture）] > [複合条件（Compound Conditions）] > [追加（Add）] を選択します。

ステップ 2

フィールドに適切な値を入力します。

ステップ 3

条件を検証するために [式の確認（Validate Expression）] をクリックします。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

時刻と日付の条件の作成
時刻と日付の条件によって、Cisco ISE システム リソースにアクセスするための権限を制限または
拡張することができます。

はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはポリシー管理者である必要があります。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] > [時刻と日付
（Time and Date）] > [追加（Add）] を選択します。

ステップ 2

フィールドに適切な値を入力します。
• [標準設定（Standard Settings）] 領域で、アクセスを提供する日時を指定します。
• [例外（Exceptions）] 領域で、アクセスを制限する日時の範囲を指定します。

ステップ 3

[送信（Submit）] をクリックします。
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認証ポリシーの管理
• Cisco ISE 認証ポリシー, 441 ページ
• 簡易認証ポリシー, 444 ページ
• ルールベースの認証ポリシー, 446 ページ
• 認証のプロトコル設定, 451 ページ
• ネットワーク アクセス サービス, 454 ページ
• RADIUS プロキシ サーバとして機能する CIsco ISE, 457 ページ
• ポリシー モード, 458 ページ
• 簡易認証ポリシーの設定, 460 ページ
• ルールベースの認証ポリシーの設定, 460 ページ
• ポリシー セット, 462 ページ
• 認証ポリシーの組み込み設定, 465 ページ
• 認証結果の表示, 467 ページ

Cisco ISE 認証ポリシー
認証ポリシーは、Cisco ISE がネットワーク デバイスと通信するために使用するプロトコルを定義
します。また、認証に使用するソースを特定します。 ポリシーは、一連の条件と結果で構成され
ています。 ポリシー条件は、オペランド（属性）、演算子（equal to、not equal to、greater than な
ど）、および値で構成されています。 複合条件は、1 つ以上の単純条件で構成され、それぞれの
条件が AND または OR 演算子で結合されています。 実行時に、Cisco ISE はポリシー条件を評価
し、ポリシー評価が true または false 値のどちらを返すかに応じて、定義された結果を適用しま
す。
認証ポリシーは次の要素で構成されています。
• ネットワーク アクセス サービス：このサービスは次のいずれかとなります。
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◦ 許可されるプロトコル サービス。初期要求およびプロトコル ネゴシエーションを処理
するためのプロトコルを選択します。
◦ プロキシ サービス。外部 RADIUS サーバが処理を行うように要求をプロキシします。
• ID ソース：認証に使用する ID ソースまたは ID ソース順序。
インストール後に、認証に使用される Cisco ISE でデフォルトの ID 認証ポリシーが使用できます。
認証ポリシーを更新すると、デフォルトの設定が上書きされます。

ポリシー条件の評価
ポリシー条件の評価時に、Cisco ISE は属性と値を比較します。 ポリシー条件で指定された属性
に、要求内で割り当てられた値が含まれていない場合があります。 このとき、比較に使用されて
いる演算子が「not equal to」である場合、この条件は true と評価されます。 その他の場合、この
条件は false と評価されます。
たとえば、「Radius.Calling_Station_ID Not Equal to 1.1.1.1」という条件の場合に、RADIUS 要求に
発信側ステーション ID が存在しない場合、この条件は true と評価されます。 この評価は RADIUS
ディクショナリに特有なものではなく、「Not Equal to」演算子の使用に起因して発生します。

サポートされる認証プロトコル
認証ポリシーの定義時に選択可能なプロトコルを次に示します。
• パスワード認証プロトコル（PAP）
• 保護拡張認証プロトコル（PEAP）
• Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2（MS-CHAPv2）
• Extensible Authentication Protocol-Message Digest 5（EAP-MD5）
• Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security（EAP-TLS）
• Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling（EAP-FAST）
• Protected Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security（PEAP-TLS）

サポートされる認証タイプおよびデータベース
認証タイプは、選択されたプロトコルに基づきます。認証タイプはパスワードベースです。認証
は、要求内に存在するユーザ名とパスワードを使用してデータベースに対して実行されます。
認証ポリシーの結果である ID 特定方法は、次のいずれかになります。
• アクセスを拒否：ユーザへのアクセスは拒否され、認証は実行されません。
• ID データベース：次のいずれかの単一の ID データベース。
◦ 内部ユーザ
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◦ ゲスト ユーザ
◦ 内部エンドポイント
◦ Active Directory
◦ Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）データベース
◦ RADIUS トークン サーバ（RSA または SafeWord サーバ）
◦ 証明書認証プロファイル
• ID ソース順序：認証に使用する ID データベースの順序。
デフォルトでは、Cisco ISE がユーザ情報の検索に使用する ID ソースは、内部ユーザ データベー
スです。

認証失敗のタイプ
識別方法としてアクセス拒否を選択した場合、要求への応答として拒否メッセージが送信されま
す。 ID データベースまたは ID ソース順序を選択して、認証が成功した場合、許可ポリシーの処
理が続行されます。 一部の認証は失敗し、その場合次のように分類されます。
• 認証の失敗：クレデンシャルが正しくない、無効なユーザであることなどが原因で認証が失
敗したことを示す明確な応答を受信します。 アクションのデフォルト コースは拒否です。
• ユーザが見つからない：どの ID データベースでもこのユーザが見つかりませんでした。 ア
クションのデフォルト コースは拒否です。
• プロセスの失敗：ID データベース（複数の場合もある）にアクセスできません。 アクショ
ンのデフォルト コースはドロップです。
Cisco ISE では、認証失敗に対して次のアクションのコースのいずれかを設定することができま
す。
• [拒否（Reject）]：拒否応答が送信されます。
• [ドロップ（Drop）]：応答は送信されません。
• [続行（Continue）]：許可ポリシーに従って Cisco ISE を継続します。
[続行（Continue）] オプションを選択した場合でも、使用されているプロトコルの制限により Cisco
ISE が要求の処理を実行できない場合があります。 認証に失敗した場合、PAP/ASCII、EAP-TLS、
または MAC 認証バイパス（MAB またはホスト ルックアップ）の許可ポリシーの処理を続行でき
ます。
その他のすべての認証プロトコルの場合、認証に失敗すると、次のいずれかの状態となります。
• 認証の失敗：拒否応答が送信されます。
• ユーザまたはホストが見つからない：拒否応答が送信されます。
• プロセス障害：応答は送信されず、要求はドロップされます。
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認証ポリシーの用語
以下は認証ポリシー ページの一般用語の一部です。
• 許可されるプロトコル：許可されるプロトコルは、ネットワーク リソースへのアクセスを要
求するデバイスとの通信に Cisco ISE が使用できるプロトコルのセットを定義します。
• アイデンティティ ソース：Cisco ISE データベースがユーザ情報に使用する ID ソースを定義
します。 データベースは内部データベースの場合や、Active Directory または LDAP などの外
部 ID ソースの場合もあります。 一連のデータベースを ID ソース順序に加えて、この順序を
ポリシー内で ID ソースとしてリストできます。 Cisco ISE は、リストされている順序でデー
タベース内のクレデンシャルを検索します。
• フェールオーバー オプション：認証に失敗した、ユーザが見つからない、または処理に失敗
した場合に Cisco ISE が取るべきアクションのコースを指定できます。

簡易認証ポリシー
簡易認証ポリシーでは、Cisco ISE が通信に使用する、許可されるプロトコルおよび ID ソースま
たは ID ソース順序を静的に定義できます。 簡易ポリシーでは条件を定義できません。 Cisco ISE
ではすべての条件が満たされていると想定され、次の定義を使用して結果が決まります。
• 常に使用する必要がある許可されるプロトコルおよび ID ソースを静的に定義でき、条件の
チェックが必要ない環境では、簡易ポリシーを作成できます。
• プロキシ サービスベースの簡易ポリシーを作成することもできます。 Cisco ISE は、ポリシー
サーバに要求をプロキシして、ユーザ認証に使用する ID ソースを決定します。 要求が別の
ポリシー サーバにプロキシされた場合、プロトコル ネゴシエーションは発生しません。 ポ
リシー サーバはどの ID ソースを認証に使用するべきかを評価し、応答を Cisco ISE に返しま
す。
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簡易認証ポリシーのフロー
図 23：簡易認証ポリシーのフロー

簡易ポリシーの結果は、次のいずれかとなります。
• 認証に成功しました
• 認証に失敗しました
認証は次のいずれかの原因で失敗することがあります。
• 正しくないクレデンシャルまたは無効なユーザです。
• ユーザが見つかりません。
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• 認証プロセスが失敗しました。

簡易認証ポリシー設定のガイドライン
簡易認証ポリシーを設定するときは、次のガイドラインに従ってください。
• RADIUS サーバ順序を使用する場合は、このアクセス サービスを定義してからポリシーを定
義する必要があります。
• ユーザが外部 ID ソースで定義されている場合、ポリシーを定義する前に Cisco ISE でこれら
の ID ソースが設定されていることを確認してください。
• ID ソース順序を使用してユーザを認証する場合、ポリシーを定義する前に、ID ソース順序
が作成済みであることを確認してください。
• 簡易認証ポリシーとルールベースの認証ポリシーを切り替える場合、最初に設定したポリ
シーは失われます。 たとえば、簡易認証ポリシーを設定した後でルールベースの認証ポリ
シーに移動すると、簡易認証ポリシーは失われます。 また、ルールベースの認証ポリシーか
ら簡易認証ポリシーに移動した場合は、ルールベースの認証ポリシーは失われます。
• ホスト認証は、MAC アドレスのみを使用して実行されます（MAB）。

ルールベースの認証ポリシー
ルールベースの認証ポリシーは、属性ベースの条件で構成されています。この条件により、要求
の処理に使用できるプロトコルおよび ID ソースまたは ID ソース順序が決定されます。 簡易認証
ポリシーでは、許可されるプロトコルおよび ID ソースを静的に定義できます。 ルールベースの
ポリシーでは、条件を定義することによって、Cisco ISE は許可されるプロトコルおよび ID ソー
スを動的に選択できるようになります。 複数の条件を、Cisco ISE ディクショナリ内の任意の属性
を使用して定義できます。
Cisco ISE では、個別の再利用可能なポリシー要素として条件を作成でき、これらの条件は別の
ルールベースのポリシーから参照することが可能です。 ポリシー作成ページ内で条件を作成する
ことも可能です。 条件には 2 種類あります。
• 単純条件
• 複合条件

ルールベースの認証ポリシーのフロー
ルールベースのポリシーでは、複数のルールを定義できます。 ID データベースは、基準に一致す
る最初のルールに基づいて選択されます。
異なるデータベースで構成される ID ソース順序を定義することもできます。 Cisco ISE がデータ
ベースを検索する順序を定義できます。 Cisco ISE は、認証が成功するまで指定された順序でこれ
らのデータベースにアクセスします。 1 つの外部データベースに同一ユーザの複数のインスタン
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スが存在する場合、認証は失敗します。 1 つの ID ソース内で、ユーザ レコードは重複できませ
ん。
ID ソース順序には、3 つのデータベース、または多くとも 4 つのデータベースを使用することを
推奨します。
図 24：ルールベースの認証ポリシーのフロー

ルールベースの認証ポリシーのサポート ディクショナリ
Cisco ISE は次のディクショナリをサポートします。
• システム定義されたディクショナリ
◦ CERTIFICATE
◦ DEVICE
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◦ RADIUS
• RADIUS ベンダー ディクショナリ
◦ Airespace
◦ Cisco
◦ Cisco-BBSM
◦ Cisco-VPN3000
◦ Microsoft
◦ Network Access

ディクショナリによってサポートされる属性
表に、ディクショナリでサポートされる固定属性を示します。これらの属性をポリシー条件内で
使用できます。 作成する条件のタイプによっては、使用できない属性もあります。
たとえば、認証ポリシー内でアクセス サービスを選択する条件を作成する場合、使用できるネッ
トワーク アクセス属性は、Device IP Address、ISE Host Name、Network Device Name、Protocol、お
よび Use Case のみです。
次の表に示す属性をポリシー条件に使用できます。
ディクショナリ

属性

許可されるプロトコル ID ルール
のルールおよびプロキ
シ

Device

Device Type（定義済みのネットワーク デバ
イス グループ）

Yes

Yes

Yes

Yes

Device Location（定義済みのネットワーク デ
バイス グループ）
Other Custom Network Device Group
Software Version
Model Name
RADIUS

すべての属性
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ディクショナリ

属性

許可されるプロトコル ID ルール
のルールおよびプロキ
シ

Network Access

ISE Host Name

Yes

Yes

AuthenticationMethod

No

Yes

AuthenticationStatus

No

No

CTSDeviceID

No

No

Device IP Address

Yes

Yes

EapAuthentication（マシンのユーザの認証時 No
に使用される EAP 方式）

Yes

EapTunnel（トンネルの確立に使用されるEAP No
方式）

Yes

Protocol

Yes

Yes

UseCase

Yes

Yes

UserName

No

Yes

WasMachineAuthenticated

No

No
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ディクショナリ

属性

許可されるプロトコル ID ルール
のルールおよびプロキ
シ

Certificate

Common Name

No

Country
E-mail
LocationSubject
Organization
Organization Unit
Serial Number
State or Province
Subject
Subject Alternative Name
Subject Alternative Name - DNS
Subject Alternative Name - E-mail
Subject Alternative Name - Other Name
Subject Serial Number
Issuer
Issuer - Common Name
Issuer - Organization
Issuer - Organization Unit
Issuer - Location
Issuer - Country
Issuer - Email
Issuer - Serial Number
Issuer - State or Province
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ディクショナリ

属性

許可されるプロトコル ID ルール
のルールおよびプロキ
シ

Issuer - Street Address
Issuer - Domain Component
Issuer - User ID

認証のプロトコル設定
プロトコルを使用して認証要求を処理するには、初めに Cisco ISE でグローバル プロトコル設定
を定義する必要があります。 [プロトコル設定（Protocol Settings）] ページを使用して、ネットワー
ク内の他のデバイスと通信する Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure
Tunneling（EAP-FAST）、Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security（EAP-TLS）、
および保護拡張認証プロトコル（PEAP）の各プロトコルのグローバル オプションを定義できま
す。

認証プロトコルとして EAP-FAST を使用するためのガイドライン
EAP-FAST を認証プロトコルとして使用する場合は、次のガイドラインに従ってください。
• EAP-FAST 受信クライアント証明書が認証されたプロビジョニングで有効な場合は、EAP-TLS
内部方式を有効にすることを強く推奨します。 認証されたプロビジョニングの EAP-FAST 受
信クライアント証明書は別の認証方式ではなく、ユーザを認証するのと同じ証明書のクレデ
ンシャルのタイプを使用した略式のクライアント証明書認証ですが、内部方式を実行する必
要がありません。
• PAC なしの完全なハンドシェイクおよび認定 PAC プロビジョニングとの認証プロビジョニ
ング作業に対するクライアント証明書を受け入れます。 PAC なしのセッション再開、匿名
PAC プロビジョニング、PAC ベース認証には動作しません。
• EAP 属性は、認証の順序とは関係なく、ID ごとにモニタリング ツールの認証詳細に、まず
ユーザ順、次にマシン順に表示されます（したがって EAP チェーニングは 2 回表示されま
す）。
• EAP-FAST 認可 PAC が使用される場合、ライブ ログに表示される EAP 認証方式は完全認証
に使用される認証方式と同じ（PEAP でのように）であり、参照としてではありません。
• EAP チェーン モードでは、トンネル PAC が期限切れになると、ISE がプロビジョニングに
フォールバックし、AC 要求ユーザおよびマシン認可 PAC（マシン許可 PAC）はプロビジョ
ニングできません。 後続の PAC ベースの認証通信で AC が要求したときにプロビジョニン
グされます。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
451

認証のプロトコル設定

• Cisco ISE がチェーンに、AC がシングル モードに設定されている場合は、AC は IdentityType
TLV で ISE に応答します ただし、2 番目の ID 認証は失敗します。 この通信から、クライア
ントのチェーニング実行は適切であるが、現在はシングル モードで構成されていることがわ
かります。
• Cisco ISE は AD にのみチェーンしている EAP-FAST のマシンとユーザの両方の属性およびグ
ループをサポートします。 LDAP および内部 DB ISE に対しては、最新の ID 属性のみを使用
します。

EAP-FAST の設定
はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

手順
ステップ 1

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

ステップ 2

EAP-FAST プロトコルの定義に必要な詳細を入力します。

ステップ 3

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

ステップ 4

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

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

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

手順
ステップ 1

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

ステップ 2

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

ステップ 3

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

ステップ 4

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

ステップ 5

[PAC の生成（Generate PAC）] をクリックします。
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EAP-TLS の設定
はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

手順
ステップ 1

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

ステップ 2

EAP-TLS プロトコルの定義に必要な詳細を入力します。

ステップ 3

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

PEAP の設定
はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

手順
ステップ 1

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

ステップ 2

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

ステップ 3

[PEAP] を選択します。

ステップ 4

PEAP プロトコルの定義に必要な詳細を入力します。

ステップ 5

PEAP 設定を保存するには、[保存（Save）] をクリックします。

RADIUS の設定
認証に失敗、または認証成功のレポートの繰り返しの抑制に失敗したクライアントを検出するよ
うに RADIUS 設定を設定することができます。
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手順
ステップ 1

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

ステップ 2

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

ステップ 3

[RADIUS] を選択します。

ステップ 4

RADIUS 設定の定義に必要な詳細を入力します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックして、設定を保存します。

ネットワーク アクセス サービス
ネットワーク アクセス サービスには、要求に対する認証ポリシー条件が含まれています。 たと
えば有線 802.1X や有線 MAB など、さまざまな用途向けに個別のネットワーク アクセス サービ
スを作成することができます。

ネットワーク アクセスの許可されるプロトコルの定義
許可されるプロトコルは、ネットワーク リソースへのアクセスを要求するデバイスとの通信に
Cisco ISE が使用できるプロトコルのセットを定義します。 許可されるプロトコル アクセス サー
ビスは、認証ポリシーを設定する前に作成する必要がある独立したエントリです。 許可されるプ
ロトコルアクセスサービスは、特定の使用例に対して選択されたプロトコルが含まれているオブ
ジェクトです。
[許可されるプロトコル サービス（Allowed Protocols Services）] ページには、作成した許可される
プロトコル サービスがすべて表示されます。 Cisco ISE で事前に定義されたデフォルトのネット
ワーク アクセス サービスが存在します。

はじめる前に
この手順を開始する前に、認証に使用するプロトコル サービスの基本を理解している必要があり
ます。
• この章の「Cisco ISE 認証ポリシー」の項を参照して、さまざまなデータベースでサポートさ
れる認証タイプおよびプロトコルについて理解します。
• 「PAC オプション」を確認して、各プロトコル サービスの機能とオプションを理解し、使用
しているネットワークに最適な選択ができるようにしてください。
• 手順を進める前に、グローバル プロトコル設定を必ず定義してください。
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
454

ネットワーク アクセス サービス

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [認証
（Authentication）] > [許可されるプロトコル（Allowed Protocols）] を選択します。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

必要な情報を入力します。

ステップ 4

ネットワークに適切な認証プロトコルとオプションを選択します。

ステップ 5

PAC の使用を選択した場合、適切な選択を行います。
匿名 PAC プロビジョニングを有効にするには、内部方式として EAP-MSCHAPv2 と Extensible
Authentication Protocol-Generic Token Card（EAP-GTC）の両方を選択する必要があります。 また
Cisco ISE では、マシン認証の外部 ID ソースとしては Active Directory だけがサポートされる点に
注意してください。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックして、許可されるプロトコル サービスを保存します。
許可されるプロトコル サービスは、単純な認証ポリシーおよびルールベースの認証ポリシーの
ページで独立したオブジェクトとして表示されます。 このオブジェクトは異なるルールに使用で
きます。
これで、単純な認証ポリシーおよびルールベースの認証ポリシーを作成できるようになります。
内部方式として EAP-MSCHAP を無効にし、PEAP または EAP-FAST の EAP-GTC と EAP-TLS 内
部方式を有効にすると、ISE は内部方式のネゴシエーション中に EAP-GTC 内部方式を開始しま
す。 最初の EAP-GTC メッセージがクライアントに送信される前に、ISE は ID 選択のポリシーを
実行して、ID ストアから GTC パスワードを取得します。 このポリシーの実行中、EAP 認証は
EAP-GTC と同じです。 EAP-GTC 内部方式がクライアントによって拒否され、EAP-TLS がネゴシ
エートされても、ID ストア ポリシーが再び実行されることはありません。 ID ストア ポリシーが
EAP 認証属性に基づいている場合、本当の EAP 認証は EAP-TLS でありながら ID ポリシー評価後
に設定されたため、予期しない結果になることがあります。

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

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 認証されたエンドポイントの MAC アドレス
が、エンドポイント データベースで使用可
能なことを確認します。 プロファイラ サー
ビスによって、これらのエンドポイントを
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コマンドまたはアクション

目的

追加したり、自動的にプロファイリングし
たりできます。
ステップ 2 シスコ以外のデバイス（PAP、CHAP、
EAP-MD5）で使用される MAC 認証のタイ
プに基づいて許可されるプロトコル サービ
スを作成します。
ステップ 3 シスコ以外のデバイスから MAB を有効にす 1 [ポリシー（Policy）] > [認証
（Authentication）] を選択します。
る認証ポリシー ルールを設定します。
2 ルールベースの認証ポリシーを選択
します。
3 MAB の新しいルールを挿入します。
4 このルールのステップ 2 で作成した
許可されたプロトコル サービス（シ
スコ以外のデバイス用の MAB）を選
択します。
5 このルールの ID ソースとしての内部
エンドポイント データベースを選択
します。
6 認証ポリシーを保存します。

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

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

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

ステップ 2

シスコ デバイス（PAP、CHAP、EAP-MD5）で使用される MAC 認証
のタイプに基づいて許可されるプロトコル サービスを作成します。

ステップ 3

シスコ デバイスから MAB を有効にする認証ポリシー ルールを設定し
ます。
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RADIUS プロキシ サーバとして機能する CIsco ISE
Cisco ISE は、RADIUS サーバおよび RADIUS プロキシ サーバとして機能できます。 プロキシ
サーバとして機能する場合、Cisco ISE はネットワーク アクセス サーバ（NAS）から認証要求お
よびアカウンティング要求を受信し、これらの要求を外部 RADIUS サーバに転送します。 Cisco
ISE は要求の結果を受け取り、NAS に返します。
Cisco ISE は、同時に複数の外部 RADIUS サーバへのプロキシ サーバとして動作できます。 RADIUS
サーバ順序で設定した外部 RADIUS サーバを使用できます。 次に説明する [外部 RADIUS サーバ
（External RADIUS Server）] ページには、Cisco ISE で定義した外部 RADIUS サーバがすべて表示
されます。フィルタオプションを使用して、名前または説明、またはその両方に基づいて特定の
RADIUS サーバを検索することができます。 単純な認証ポリシーとルールベースの認証ポリシー
の両方で、RADIUS サーバ順序を使用して要求を RADIUS サーバにプロキシできます。
RADIUS サーバ順序は、RADIUS-Username 属性からドメイン名を抜き取り（ストリッピング）、
RADIUS 認証に使用します。 このドメイン ストリッピングは EAP 認証には使用できません。EAP
認証では EAP-Identity 属性が使用されます。 RADIUS プロキシ サーバは RADIUS-Username 属性
からユーザ名を取得し、RADIUS サーバ順序の設定時に指定した文字列からユーザ名を抜き取り
ます。 EAP 認証の場合は、RADIUS プロキシ サーバはユーザ名を EAP-Identity 属性から取得しま
す。 RADIUS サーバ順序を使用する EAP 認証は、EAP-Identity 値と RADIUS-Username 値が同一
である場合のみ成功します。

外部 RADIUS サーバの設定
Cisco ISE で外部 RADIUS サーバを設定して、要求を外部 RADIUS サーバに送信できるようにす
る必要があります。 タイムアウト時間および接続試行回数を定義できます。

はじめる前に
• この項で作成した外部 RADIUS サーバは、それだけでは使用できません。 RADIUS サーバ順
序を作成して、この項で作成した RADIUS サーバを使用するように設定する必要がありま
す。 これにより、RADIUS サーバ順序を認証ポリシーで使用できるようになります。
• 次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [外部 RADIUS サーバ
（External RADIUS Servers）] を選択します。
[RADIUS サーバ（RADIUS Servers）] ページが表示され、Cisco ISE で定義された外部 RADIUS
サーバのリストが示されます。
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ステップ 2

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

ステップ 3

必要に応じて値を入力します。

ステップ 4

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

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

はじめる前に
• この手順を開始する前に、プロキシ サービスの基本を理解し、関連リンクの最初のエントリ
のタスクを正常に完了している必要があります。
• 次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [RADIUS サーバ順序
（RADIUS Server Sequences）] を選択します。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

必要に応じて値を入力します。

ステップ 4

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

ポリシー モード
Cisco ISE には、簡易モードとポリシー セット モードの 2 種類のポリシー モードがあります。 2
種類のうちのどちらかのモードを選択して、認証ポリシーと許可ポリシーを設定します。 ポリ
シー モードを変更すると、Cisco ISE インターフェイスに再度ログインするように促されます。
ポリシー セット モードから簡易モードに切り替えた場合、すべてのポリシー セットのデータが
デフォルト ポリシーを除いて削除されます。 [ポリシー（Policy）] メニュー オプションはポリ
シー モードの選択に基づいて変化します。
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• 簡易モード：簡易モードを選択した場合は、[ポリシー（Policy）] メニューで認証ポリシーと
許可ポリシーを別々に定義できます。
図 25：簡易モードの [ポリシー（Policy）] メニュー

• ポリシー セット モード：ポリシー セット モードを選択した場合は、ポリシー セットを作成
して、認証と許可を論理的に同一グループにグループ化できます。 必要に応じて複数のグ
ループを作成できます。
図 26：ポリシー セット モードの [ポリシー（Policy）] メニュー

ポリシー モードの変更
ポリシー モード変更のためのガイドラインは、次のとおりです。
• Cisco ISE、リリース 1.1 から新たにインストールまたは更新すると、簡易モード ポリシー モ
デルがデフォルトで選択されます。
• 簡易モードからポリシー セット モードに切り替えると、認証および許可ポリシーはデフォ
ルト ポリシー セットに移行されます。
• ポリシー セット モードから簡易モードに切り替えると、デフォルト ポリシー セットの認証
および許可が認証および認可ポリシーに移行されます。 その他のすべてのポリシー セット
ポリシーは削除されます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [ポリシー セット（Policy
Sets）] を選択します。

ステップ 2

ポリシー セット モードを有効または無効にします。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。
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新しいポリシー モードを有効にするために、もう一度ログインするよう促されます。

簡易認証ポリシーの設定
簡易認証ポリシーの設定手順には、許可されるプロトコル サービスの定義および簡易認証ポリ
シーの設定が含まれます。

はじめる前に
• RADIUS サーバを使用して簡易認証ポリシーを設定するには、さまざまなデータベースがサ
ポートする認証タイプとプロトコルの理解のために、Cisco ISE 認証ポリシーおよびプロキシ
サービスの基本を理解している必要があります。
• 許可されるプロトコル アクセス サービスや RADIUS サーバ順序を定義する必要があります。
• 次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
このプロセスにより、RADIUS サーバ順序を使用した簡易ポリシーの設定も可能です。

手順
ステップ 1

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

ステップ 2

メッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。

ステップ 3

必要に応じて値を入力します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックして、設定した簡易認証ポリシーを保存します。

ルールベースの認証ポリシーの設定
ルールベースのポリシーでは、条件を定義することによって、Cisco ISE は許可されるプロトコル
および ID ソースを動的に選択できるようになります。 複数の条件を、Cisco ISE ディクショナリ
内の任意の属性を使用して定義できます。

ヒント

ルールベースの認証ポリシーを作成する前に、許可されるプロトコル アクセス サービス、条
件、および ID ソース順序を作成することを推奨します。 RADIUS サーバ順序を使用する場
合、ポリシーを作成する前に RADIUS サーバ順序を定義できます。
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はじめる前に
• ルールベースの認証ポリシー、ネットワーク アクセスに許可される定義済みのプロトコル、
作成された ID ソース順序、および RADIUS サーバ順序（許可されるプロトコル アクセス
サービスの代わりに RADIUS サーバ順序を使用する場合）の基本的な理解が必要です。
• Cisco ISE では、有線 802.1X、無線 802.1X、および有線 MAB を使用する場合の標準的なルー
ルベースの認証ポリシーが事前に用意されています。
• 次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
• ユーザが外部の ID ソースで定義されている場合、Cisco ISE でこれらの ID ソースが設定され
ていることを確認してください。

（注）

簡易ポリシーとルールベースのポリシーを切り替えると、最初に設定したポ
リシーは失われます。たとえば、簡易認証ポリシーを設定した後でルールベー
スの認証ポリシーに移動すると、簡易認証ポリシーは失われます。また、ルー
ルベースの認証ポリシーから簡易認証ポリシーに移動した場合は、ルールベー
スの認証ポリシーは失われます。

手順
ステップ 1

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

ステップ 2

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

ステップ 3

メッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。

ステップ 4

アクション アイコンをクリックして、新しいポリシーを表示するリスト上の位置に応じて [新し
い行を上に挿入（Insert new row above）] または [新しい行を下に挿入（Insert new row above）] を
クリックします。 ポリシーは、順序に従って評価されます。
このルールベースのポリシーのページ内の各行は、簡易認証ポリシーと同等です。 各行には、許
可されるプロトコルおよび ID ソースを決定する一連の条件が含まれています。

ステップ 5

必要に応じて新しい認証ポリシーを作成するための値を入力します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックして、作成したルールベースの認証ポリシーを保存します。
EAP-FAST クライアント証明書が外部の TLS ネゴシエーションで送信される場合の認証ポリシー
を設定するときに、「Username」属性は指定できません。 「CN」や「SAN」などの証明書フィー
ルドを使用することをお勧めします。
Active Directory のアカウントが logon hours、locked-out、workstations のいずれかの属性を使用して
ユーザまたはマシンを拒否するように設定されている場合、ISE は Active Directory に対してユー
ザまたはマシンの EAP-TLS 認証を制限しません。 これらの属性を使用して、EAP-TLS 認証のユー
ザまたはマシンを制限しないでください。
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デフォルトの認証ポリシー
認証ポリシー ページの最後の行は、どのルールも要求と一致しない場合に適用されるデフォルト
ポリシーです。 このデフォルトのポリシーの許可されるプロトコルおよび ID ソースを編集でき
ます。
他のいかなる作成済みポリシーにも要求が一致しない場合のデフォルトのポリシーで、ID ソース
として [アクセスを拒否（Deny Access）] を選択することを推奨します。

ポリシー セット
ポリシー セットでは、論理的に同じセット内の認証および許可ポリシーをグループ化することが
できます。 ロケーション、アクセス タイプ、類似パラメータに基づくポリシー セットなどの領
域に基づいて、複数のポリシー セットを作成できます。
ポリシーセットは最初に一致したポリシーです。各ポリシーには簡易または複合条件のどちらか
があり、次のサポート ディクショナリがあります。
• Airspace
• Cisco
• Cisco-BBSM
• Cisco-VPN3000
• Device、Microsoft
• NetworkAccess
• RADIUS
ポリシーセットが一致し選択されたら、認証および許可ポリシーが評価されます。さらに、ポリ
シー セット モデルの一部として、グローバル許可例外ポリシーを利用できます。
常時 1 つのポリシー セットが定義されています。それがデフォルト ポリシー セットです。
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ポリシー セットの評価フロー
図 27：ポリシー セットの認証および許可の評価フロー

ポリシー セットの順序および認証と許可の評価フローは、次のとおりです。
1 ポリシー セットを評価します（ポリシー セットの条件を評価する）。 その結果、ポリシー
セットが 1 つ選択されます。
2 選択したポリシー セットの許可されたプロトコル ルールを評価します。
3 選択したポリシー セットの ID ストア ルールを評価します。
4 次のパラダイムに基づいて、選択したポリシー セットの許可ルールを評価します。
ローカル例外ポリシーが定義されている場合は、これを評価する
上記手順 1 で一致がない場合、定義されていればグローバル例外ポリシーを評価する
上記手順 2 で一致がない場合、許可ルールを評価する
どのポリシー セットにも一致しない場合は、デフォルトのポリシー セットが選択されます。

ポリシー セット作成のガイドライン
ポリシー セット作成のためのガイドラインは、次のとおりです。
• ルールは、名前、条件、結果で指定する必要があります。 すべての認証および許可のルール
が定義されていない限り、ポリシー セットを保存できません。
• 同じルール タイプ（認証または許可）と同じポリシー セットからのみであれば、ルールを
複製できます。
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• 異なるポリシー セットはルールを共有できません。各ポリシー セットには独自のルールが
あります。ただし、条件ライブラリを使用している場合は、条件を共有することができま
す。

グローバル許可例外ポリシー
グローバル許可例外ポリシーにより、すべてのポリシー セットに適用するルールを定義できま
す。グローバル許可例外ポリシーは、すべてのポリシーセットのすべての許可ポリシーに追加さ
れます。グローバル許可例外ポリシーは、ポリシーセットのリストからグローバル例外オプショ
ンを選択することによって更新できます。
各許可ポリシーには、ローカル例外規則、グローバル例外規則、通常ルールがあります。 ローカ
ル許可例外ルールを設定すると、（ある許可ポリシー用の）グローバル例外許可ルールが、ロー
カル許可例外ルールと並んで読み取り専用モードで表示されます。 ローカル許可例外ルールは、
グローバル例外ルールに優先します。 許可ルールは、許可ポリシーのローカル例外規則、グロー
バル例外規則、通常ルールの順番で処理されます。

ポリシー セットの設定
このページを使用して、ポリシー セットを設定できます。

はじめる前に
ポリシー セットが設定できるように、ポリシー モードをポリシー セットとして選択しておくす
る必要があります。 これを行うには、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定
（Settings）] > [ポリシー セット（Policy Sets）] に移動します。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー セット（Policy Sets）] を選択します。

ステップ 2

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

ステップ 3

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

ステップ 4

このグループ ポリシーの名前、説明、条件を入力します。

ステップ 5

認証ポリシーを定義します。

ステップ 6

許可ポリシーを定義します。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。 ポリシー セットの設定後、Cisco ISE からログアウトされま
す。 管理者ポータルにアクセスするために再度ログインする必要があります。
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認証ポリシーの組み込み設定
Cisco ISE には、一部の一般的な用途に対応した、さまざまなデフォルト設定が含まれています。
表 18：認証ポリシー設定のデフォルト

名前

ユーザ インターフェイ 説明
スのパス

ネットワーク ア
クセスのデフォ
ルトの許可され
るプロトコル ア
クセス サービス

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

このデフォルトは、認証
ポリシーに使用される
ネットワーク アクセスの
組み込みの許可されるプ
ロトコル サービスです。

その他の情報
このアクセス サービス
は、有線および無線の
802.1X、および有線
MAB の認証ポリシーに
使用できます。

有線 802.1X 複合 [ポリシー（Policy）] > この複合条件は次の属性
条件
[ポリシー要素（Policy と値をチェックします。
Elements）] > [認証
• RADIUS:Service-Type
（Authentication）] > [ゲ
equals Framed
スト（Guest）] > [複合
• RADIUS:NAS-Port-Type
条件（Compound
equals Ethernet
Conditions）] を選択し
ます。

この複合条件は、有線
802.1X 認証ポリシーに使
用できます。 このポリ
シーに指定された基準に
一致するすべての要求
は、有線 802.1X 認証ポ
リシーに基づいて評価さ
れます。

無線 802.1X 複合 [ポリシー（Policy）] > この複合条件は次の属性
条件
[ポリシー要素（Policy と値をチェックします。
Elements）] > [認証
• RADIUS:Service-Type
（Authentication）] > [ゲ
equals Framed
スト（Guest）] > [複合
• RADIUS:NAS-Port-Type
条件（Compound
equals
Conditions）] を選択し
Wireless-IEEE802.11
ます。

この複合条件は、無線
802.1X 認証ポリシーに使
用できます。 このポリ
シーに指定された基準に
一致するすべての要求
は、無線 802.1X 認証ポ
リシーに基づいて評価さ
れます。

有線 MAB 複合条 [ポリシー（Policy）] > この複合条件は次の属性
件
[ポリシー要素（Policy と値をチェックします。
Elements）] > [認証
• RADIUS:Service-Type
（Authentication）] > [ゲ
は Call-Check
スト（Guest）] > [複合
• RADIUS:NAS-Port-Type
条件（Compound
equals Ethernet
Conditions）] を選択し
ます。

この複合条件は、有線
MAB 認証ポリシーに使
用できます。 このポリ
シーに指定された基準に
一致するすべての要求
は、有線 MAB 認証ポリ
シーに基づいて評価され
ます。
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名前

ユーザ インターフェイ 説明
スのパス

Catalyst スイッチ [ポリシー（Policy）] > この複合条件は次の属性
のローカル Web [ポリシー要素（Policy と値をチェックします。
認証複合条件
Elements）] > [認証
• RADIUS:Service-Type
（Authentication）] > [ゲ
equals Outbound
スト（Guest）] > [複合
• RADIUS:NAS-Port-Type
条件（Compound
equals Ethernet
Conditions）] を選択し
ます。

この複合条件を使用する
には、この条件を確認す
る認証ポリシーを作成す
る必要があります。 ま
た、要件に基づいてアク
セス サービスを定義する
か、このポリシーのデ
フォルト ネットワーク
アクセス許可プロトコル
サービスを利用できま
す。

ワイヤレス LAN
コントローラ
（WLC）ローカ
ル Web 認証複合
条件（Wireless
Lan Controller
(WLC) Local Web
Authentication
Compound
Condition）

この複合条件を使用する
には、この条件を確認す
る認証ポリシーを作成す
る必要があります。 ま
た、要件に基づいてアク
セス サービスを定義する
か、このポリシーのデ
フォルト ネットワーク
アクセス許可プロトコル
サービスを利用できま
す。

[ポリシー（Policy）] > この複合条件は次の属性
[ポリシー要素（Policy と値をチェックします。
Elements）] > [認証
• RADIUS:Service-Type
（Authentication）] > [ゲ
equals Outbound
スト（Guest）] > [複合
• RADIUS:NAS-Port-Type
条件（Compound
equals
Conditions）] を選択し
Wireless-IEEE802.11
ます。

有線 802.1X 認証 [ポリシー（Policy）] >
ポリシー
[認証（Authentication）]
> [ルールベース
（Rule-Based）]
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その他の情報

このポリシーは、有線
802.1X 複合条件およびデ
フォルトのネットワーク
アクセスの許可されるプ
ロトコル サービスを使用
します。 このポリシー
は、有線 802.1X 複合条件
で指定された基準に一致
する要求を評価します。

このデフォルト ポリシー
は ID ソースとして内部
エンドポイント データ
ベースを使用します。 こ
のポリシーを編集して、
あらゆる ID ソース順序
やアイデンティティ ソー
スを必要に応じて設定で
きます。

認証結果の表示

名前

ユーザ インターフェイ 説明
スのパス

その他の情報

無線 802.1X 認証 [ポリシー（Policy）] >
ポリシー
[認証（Authentication）]
> [ルールベース
（Rule-Based）]

このポリシーは、無線
802.1X 複合条件およびデ
フォルトのネットワーク
アクセスの許可されるプ
ロトコル サービスを使用
します。 このポリシー
は、無線 802.1X 複合条件
で指定された基準に一致
する要求を評価します。

このデフォルト ポリシー
は ID ソースとして内部
エンドポイント データ
ベースを使用します。 こ
のポリシーを編集して、
あらゆる ID ソース順序
やアイデンティティ ソー
スを必要に応じて設定で
きます。

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

このポリシーは、有線
MAB 複合条件およびデ
フォルトのネットワーク
アクセスの許可されるプ
ロトコル サービスを使用
します。 このポリシー
は、有線 MAB 複合条件で
指定された基準に一致す
る要求を評価します。

このデフォルト ポリシー
は ID ソースとして内部
エンドポイント データ
ベースを使用します。

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

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

手順
ステップ 1

[操作（Operations）] > [認証（Authentications）] を選択して、リアルタイムで認証の概要を表示し
ます。

ステップ 2

認証の概要を表示するには、次のような方法があります。
• [ステータス（Status）] アイコンの上にマウス カーソルを移動すると、認証の結果と概要を
表示できます。 図に示すようなポップアップが表示されます。
• 結果をフィルタリングするには、リストの最上部に表示される 1 つ以上の任意のテキスト
ボックスに検索条件を入力して Enter を押します。
• 詳細レポートを表示するには、[詳細（Details）] カラムにある虫眼鏡アイコンをクリックし
ます。
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（注）

認証概要レポートまたはダッシュボードが失敗または成功した認証に対応する最新
のデータを収集して表示するため、レポートの内容は数分の遅延の後に表示されま
す。

認証ダッシュレット
Cisco ISE のダッシュボードには、ネットワークで行われたすべての認証の概要が表示されます。
これには、認証ダッシュレットにある認証および許可の失敗についての概要情報が表示されます。
認証ダッシュレットには、Cisco ISE が処理した RADIUS 認証に関する次の統計情報が表示されま
す。
• 認証成功、認証失敗、同一ユーザによる同時ログインなど、Cisco ISE が処理した RADIUS
認証要求の総数。
• Cisco ISE が処理した、失敗した RADIUS 認証要求の総数。

認証レポートおよびトラブルシューティング ツール
認証の詳細の他に、Cisco ISE では、ネットワークの効率的な管理に使用できるさまざまなレポー
トおよびトラブルシューティング ツールが提供されます。
ネットワーク内の認証の傾向およびトラフィックを把握するために実行できるさまざまなレポー
トがあります。現在のデータに加えて履歴のレポートを生成できます。認証レポートのリストは
次のとおりです。
• AAA の診断
• RADIUS アカウンティング
• RADIUS 認証
• 認証概要
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第

20

章

許可ポリシーおよびプロファイルの管理
• Cisco ISE の許可ポリシー, 469 ページ
• Cisco ISE の許可プロファイル, 469 ページ
• デフォルトの許可ポリシー、ルール、プロファイルの設定, 473 ページ
• 許可ポリシーの設定, 478 ページ
• 許可プロファイルの権限, 479 ページ
• ダウンロード可能 ACL, 480 ページ
• Active Directory ユーザ許可のためのマシン アクセス制限, 483 ページ

Cisco ISE の許可ポリシー
許可ポリシーは、Cisco ISE ネットワーク許可サービスのコンポーネントです。 このサービスを使
用して、ネットワーク リソースにアクセスする特定のユーザおよびグループの許可ポリシーを定
義し、許可プロファイルを設定することができます。
許可ポリシーには条件付きの要件を含めることができ、この要件では、1 つ以上の許可プロファ
イルを返すことができる許可チェックを含む複合条件を使用して、1 つ以上の ID グループを組み
合わせます。 また、特定の ID グループを使用しない条件付きの要件が存在する場合もあります
（デフォルトの「Any」の使用など）。
許可ポリシーは、Cisco Identity Services Engine（Cisco ISE）で許可プロファイルを作成する場合に
使用されます。許可ポリシーは許可ルールで構成されます。許可ルールには、名前、属性、およ
び権限の 3 つの要素があります。 権限要素は、許可プロファイルにマッピングする要素です。

Cisco ISE の許可プロファイル
ネットワーク許可ポリシーは、特定のユーザおよびグループの ID にルールを関連付け、対応する
プロファイルを作成します。 これらのルールが設定された属性と一致する場合は、常に、権限を
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付与する、対応する許可プロファイルがポリシーによって返され、ネットワーク アクセスがこれ
に応じて許可されます。
たとえば、許可プロファイルには、次のタイプに含まれるさまざまな権限を含めることができま
す。
• 標準プロファイル
• 例外プロファイル
• デバイスベースのプロファイル
プロファイルは、ディクショナリに保存されているリソース セットから選択された属性で構成さ
れ、特定の許可ポリシーの複合条件が一致したときに返されます。 許可ポリシーには単一のネッ
トワークサービスルールにマッピングする複合条件を含めることができるため、許可チェックの
リストを含めることもできます。
単純なシナリオでは、すべての許可チェックがルール内で AND ブール演算子を使用して作成され
ます。 高度なシナリオでは、任意のタイプの許可確認式を使用できますが、これらのすべての許
可確認は、返される許可プロファイルに準拠する必要があります。 許可確認は、通常、ライブラ
リに追加できるユーザ定義名を含む 1 つ以上の条件から構成され、他の許可ポリシーで再利用で
きます。

許可ポリシーの用語
Cisco ISE ネットワークやリソースにアクセスするユーザの、ネットワーク許可用の許可プロファ
イルおよびポリシーを定義できます。 Cisco ISE は、ダウンロード可能 ACL（DACL）も使用しま
す。

ネットワーク許可
許可は、いずれのユーザが Cisco ISE ネットワークおよびそのリソースにアクセスできるかを保証
するための重要な要件です。 ネットワーク許可は、ネットワークおよびそのリソースへのユーザ
アクセスならびに各ユーザがシステム上でこれらのリソースに対して実行できることを制御しま
す。 Cisco ISE ネットワークは、読み取り、書き込み、および実行の権限を許可する権限セットを
定義します。 Cisco ISE では、ネットワークのニーズに合わせて、多数のさまざまな許可ポリシー
を作成できます。 このリリースでは、Cisco ISE ネットワークとリソースへの RADIUS アクセス
だけをサポートします。

ポリシー要素
ポリシー要素は許可ポリシーを定義するコンポーネントであり、次のものがあります。
• ルール名
• ID グループ
• 条件
• 権限
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これらのポリシー要素は、ポリシー ルールを作成したときに参照され、条件および属性の選択に
よって、特定のタイプの許可プロファイルを作成できます。

許可プロファイル
許可プロファイルは、多数の特定の権限によって一連のネットワーク サービスへのアクセスが許
可されるコンテナとして機能します。許可プロファイルには、ネットワークアクセス要求に付与
される権限セットを定義し、次のものを含めることができます。
• プロファイル名
• プロファイルの説明
• 関連 DACL
• 関連 VLAN
• 関連 SGACL
• 任意の数の他のディクショナリベースの属性

許可ポリシー
許可ポリシーは、ユーザ定義の単一のルールまたはルールのセットで構成できます。 これらの
ルールは、特定のポリシーを作成するために機能します。 たとえば、標準ポリシーは、ID グルー
プ用に入力した値と特定の条件または属性をリンクする If-Then 表記法を使用するルール名を含
め、一意の許可プロファイルを作成する特定の権限セットを生成できます。 設定できる許可ポリ
シー オプションは 2 つあります。
• 最初に一致したルールの適用（First Matched Rules Apply）
• 複数の一致するルールの適用（Multiple Matched Rule Applies）
これら 2 つのオプションは、ユーザの権限セットと一致したときに、標準ポリシー テーブルにリ
ストされている最初に一致したルールタイプの使用または複数の一致したルールタイプの使用の
いずれかを Cisco ISE に指示します。 設定できる許可ポリシーには、次の 2 つのタイプがありま
す。
• 標準：標準ポリシーは、長期間有効なままにし、ユーザ、デバイス、またはグループの大規
模なグループに適用し、特定またはすべてのネットワーク エンドポイントへのアクセスを許
可するために作成されるポリシーです。 標準ポリシーは変更しないようにし、権限の共通
セットを共有するユーザ、デバイス、グループの大規模なグループに適用します。
標準ポリシーは、特定の条件または権限を使用する特定の ID グループに使用するために変
更したり、新しい事業部門、ユーザ グループ、デバイス、ネットワーク グループのニーズ
を満たすための別のタイプの標準ポリシーを作成したりするためのテンプレートとして使用
できます。
• 例外：これとは対照的に、例外ポリシーは、標準ポリシーの例外として機能するタイプのポ
リシーであるため、適切な名前を付けられます。 例外ポリシーは、短期間のポリシー期間、
特定のタイプのネットワーク デバイス、ネットワーク エンドポイントまたはグループ、特
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別な条件や権限を満たすニーズ、あるいは即時要件などのさまざまな要因に基づく制限され
たアクセスを許可することを目的としています。
例外ポリシーは、制限された数のユーザ、デバイス、またはグループにネットワーク リソー
スへのアクセスを許可するなどの、即時または短期間のニーズを満たすために作成します。
例外ポリシーを使用すると、1 人のユーザまたはユーザのサブセットに合わせて調整された、
ID グループ、条件、または権限に対する、カスタマイズされた値の特定のセットを作成でき
ます。 これにより、さまざまな、またはカスタマイズされたポリシーを作成し、企業、グ
ループ、またはネットワークのニーズを満たすことができます。

アクセス コントロール リスト
Cisco ISE システムのアクセス コントロール リスト（ACL）は、特定のオブジェクトまたはネッ
トワーク リソースに接続する権限のリストです。 ACL は、いずれのユーザまたはグループがオ
ブジェクトへのアクセス権を付与されるか、および指定されたオブジェクトまたはネットワーク
リソースでどの操作が許可されるかを指定します。 一般的な ACL の各エントリは、サブジェク
トおよび操作を指定するか、または状態（許可または拒否など）を提供します。

許可ポリシーとサポートされているディクショナリ
簡易および複合両方の許可ポリシーのタイプで、確認は返される許可プロファイルに準拠する必
要があります。
確認には、通常、ライブラリに追加して他のポリシーで再利用できるユーザ定義名を含む 1 つ以
上の条件が含まれます。 条件は、Cisco ISE ディクショナリからの属性を使用して条件を定義しま
す。ディクショナリには、次の物があります。
• システム定義されたディクショナリ：
◦ RADIUS
• RADIUS ベンダー ディクショナリ
◦ Airespace
◦ Cisco
◦ Cisco-BBSM
◦ Cisco-VPN3000
◦ Microsoft

許可ポリシーおよびプロファイルの設定のガイドライン
許可ポリシーおよびプロファイルを管理または運用する場合、次のガイドラインに従ってくださ
い。
• 作成するルール名は、サポートされている次の文字のみを使用する必要があります。
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◦ 記号：プラス（+）、ハイフン（-）、アンダースコア（_）、ピリオド（.）、およびス
ペース（ ）。
◦ アルファベット文字：A ～ Z、a ～ z。
◦ 数字：0 ～ 9。
• ID グループのデフォルトは「Any」です（このグローバル デフォルトを使用してすべての
ユーザに適用できます）。
• 条件では、1 つ以上のポリシー値を設定することが許可されています。 ただし、条件はオプ
ションであり、許可ポリシーを作成する場合に必須ではありません。 次に、条件を作成する
2 つの方法を示します。
◦ 選択肢の対応するディクショナリから既存の条件または属性を選択します。
◦ 推奨値を選択またはテキスト ボックスを使用してカスタム値を入力できるカスタム条件
を作成します。
• 作成する条件名は、サポートされている次の文字のみを使用する必要があります。
◦ 記号：ハイフン（-）、アンダースコア（_）、およびピリオド（.）。
◦ アルファベット文字：A ～ Z、a ～ z。
◦ 数字：0 ～ 9。
• 権限は、ポリシーに使用する許可プロファイルを選択するときに重要です。 権限は、特定の
リソースへのアクセス権を付与したり、特定のタスクの実行を可能にしたりできます。 たと
えば、あるユーザが特定の ID グループ（デバイス管理者など）に属しており、そのユーザ
が定義済みの条件（サイトがボストンにあるなど）を満たしている場合、このユーザは、そ
のグループに関連付けられた権限（特定のネットワーク リソースのセットへのアクセス権、
デバイスへの特定の操作を実行する権限など）を付与されます。
• 必ず [保存（Save）] をクリックして、新規または変更したポリシーやプロファイルを Cisco
ISE データベースに保存します。

デフォルトの許可ポリシー、ルール、プロファイルの設定
Cisco ISE ソフトウェアには、共通設定を提供する多数のデフォルトの条件、ルール、プロファイ
ルが事前インストールされているため、Cisco ISE の許可ポリシーおよびプロファイルで必要な
ルールおよびポリシーを容易に作成できます。
表に、Cisco ISE で指定された値が含まれている組み込み設定のデフォルトを示します。
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表 19：許可ポリシー、プロファイル、およびルールの設定のデフォルト

名前

ユーザ インターフェイ 説明
スのパス

その他の情報

許可ポリシーのデフォルト
許可ポリシーの
デフォルトの複
合条件

[ポリシー（Policy）] >
[ポリシー要素（Policy
Elements）] > [条件
（Conditions）] > [許可
（Authorization）]

これらは、許可ポリシー
で使用される条件、ルー
ル、およびプロファイル
の事前インストールされ
た設定のデフォルトで
す。

許可ポリシーを作成する
ために、次の関連属性を
使用できます。
• 有線 802.1x
• 有線 MAB
• 無線 802.1x
• Catalyst スイッチ
ローカル Web 認証
• WLC Web 認証

有線 MAB 複合条 [ポリシー（Policy）] > この複合条件は次の属性
件
[ポリシー要素（Policy と値をチェックします。
Elements）] > [条件
• RADIUS:Service-Type
（Conditions）] > [許可
= Call-Check
（Authorization）] > [複
• RADIUS:NAS-Port-Type
合条件（Compound
= Ethernet
Conditions）]

この複合条件は、有線
MAB 許可ポリシーで使
用されます。

無線 802.1X 複合 [ポリシー（Policy）] > この複合条件は次の属性
条件
[ポリシー要素（Policy と値をチェックします。
Elements）] > [条件
• RADIUS:Service-Type
（Conditions）] > [許可
= Framed
（Authorization）] > [複
• RADIUS:NAS-Port-Type
合条件（Compound
= Wireless-IEEE802.11
Conditions）]

この複合条件は、無線
802.1X 許可ポリシーで使
用されます。

許可プロファイル設定のデフォルト
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た基準に一致する要求
は、有線 MAB 許可ポリ
シーに基づいて評価され
ます。

このポリシーで指定され
た基準に一致する要求
は、無線 802.1X 許可ポ
リシーに基づいて評価さ
れます。
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名前

ユーザ インターフェイ 説明
スのパス

Blacklist_Access

[ポリシー（Policy）] >
[ポリシー要素（Policy
Elements）] > [結果
（Results）] > [許可プロ
ファイル（Authorization
Profiles）] >
[Blacklist_Access]

この許可プロファイル
は、ブラックリストに登
録されているデバイスへ
のアクセスを拒否しま
す。 ブラックリストに登
録されているデバイスは
すべて、次の URL にリダ
イレクトされます。
url-redirect=https:/ip:port/mydevices/blackhole.jsp

このデフォルトの許可プ
ロファイルは、デバイス
ポータルで「失われた」
として宣言されているす
べてのエンドポイントに
適用されます。

Cisco_IP_Phones

[ポリシー（Policy）] >
[ポリシー要素（Policy
Elements）] > [結果
（Results）] > [許可プロ
ファイル（Authorization
Profiles）] >
[Cisco_IP_Phones]

この許可プロファイルで
は、次の値の設定デフォ
ルト プロファイルを使用
します。

このデフォルトの許可プ
ロファイルは、DACL お
よびベンダー固有属性
（VSA）を使用して、す
べての「音声」トラ
フィックを許可します
（PERMIT_ALL_TRAFFIC）。

• [名前（Name）]：
[Cisco IP Phone]

その他の情報

• [DACL]：
[PERMIT_ALL_TRAFFIC]
• [VSA]：
[cisco:av-pair:device-traffic-class=voice]
このプロファイルは、こ
のプロファイルで指定さ
れた基準に一致する要求
を評価します。
許可ポリシーのデフォルト
有線 802.1X 複合 [ポリシー（Policy）] > この複合条件は次の属性
条件
[ポリシー要素（Policy と値をチェックします。
Elements）] > [条件
• RADIUS:Service-Type
（Conditions）] > [許可
= Framed
（Authorization）] > [複
• RADIUS:NAS-Port-Type
合条件（Compound
= Ethernet
Conditions）]

この複合条件は、有線
802.1X 許可ポリシーで使
用されます。
このポリシーで指定され
た基準に一致する要求
は、有線 802.1X 許可ポ
リシーに基づいて評価さ
れます。
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名前

ユーザ インターフェイ 説明
スのパス

その他の情報

Catalyst スイッチ [ポリシー（Policy）] > この複合条件は次の属性
のローカル Web [ポリシー要素（Policy と値をチェックします。
認証複合条件
Elements）] > [条件
• RADIUS:Service-Type
（Conditions）] > [許可
= Outbound
（Authorization）] > [複
• RADIUS:NAS-Port-Type
合条件（Compound
= Ethernet
Conditions）]

この複合条件を使用する
には、この条件を確認す
る許可ポリシーを作成す
る必要があります。

ワイヤレス LAN
コントローラ
（WLC）ローカ
ル Web 認証複合
条件（Wireless
Lan Controller
(WLC) Local Web
Authentication
Compound
Condition）

[ポリシー（Policy）] > この複合条件は次の属性
[ポリシー要素（Policy と値をチェックします。
Elements）] > [条件
• RADIUS:Service-Type
（Conditions）] > [許可
= Outbound
（Authorization）] > [複
• RADIUS:NAS-Port-Type
合条件（Compound
= Wireless-IEEE802.11
Conditions）]

この複合条件を使用する
には、この条件を確認す
る許可ポリシーを作成す
る必要があります。

ブラックリスト
のデフォルトの
許可ルール

[ポリシー（Policy）] > この許可ポリシーでは、
[許可ポリシー
次の値の設定デフォルト
（Authorization Policy）] ルールを使用します。

このデフォルト ルール
は、「失われた」ユーザ
デバイスがシステムから
削除されるか、または
• [ルール名（Rule
「復元される」まで、こ
Name）]：[ブラック
のようなデバイスを適切
リストのデフォルト
にプロビジョニングする
（Black List
ように設計されていま
Default）]
す。
• [エンドポイント ID
グループ（Endpoint
Identity Group）]：[ブ
ラックリスト
（Blacklist）]
• 条件：すべて
• 権限/許可プロファイ
ル：Blacklist_Access
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名前

ユーザ インターフェイ 説明
スのパス

その他の情報

プロファイリン [ポリシー（Policy）] > この許可ポリシーでは、
グされた Cisco IP [許可ポリシー
次の値の設定デフォルト
Phone 許可ルール （Authorization Policy）] ルールを使用します。

このデフォルト ルール
は、デフォルトのエンド
ポイント ID グループと
して Cisco IP Phone を使
• [ルール名（Rule
用し、このテーブルにリ
Name）]：[プロファ
ストされている値を使用
イリングされた Cisco
します。
IP Phone（Profiled
Cisco IP Phones）]
• [エンドポイント ID
グループ（Endpoint
Identity Group）]：
[Cisco-IP-Phones]
• 条件：すべて
• [権限/許可プロファイ
ル
（Permissions/Authorization
Profile）]：
[Cisco_IP_Phones]

許可ルール設定のデフォルト
デフォルトの許
可ルール

[ポリシー（Policy）] > この許可ポリシーでは、
[許可ポリシー
次の値の設定デフォルト
（Authorization Policy）] ルールを使用します。

このデフォルト ルール
は、デフォルトのエンド
ポイント ID グループと
して [任意（Any）] を使
• [ルール名（Rule
用し、このテーブルにリ
Name）]：[デフォル
ストされている値を使用
ト（Default）]
します。
• [エンドポイント ID
グループ（Endpoint
Identity Group）]：[任
意（Any）]
• 条件：すべて
• [許可プロファイル
（Authorization
Profile）]：
[PermitAccess]
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許可ポリシーの設定
[許可ポリシー（Authorization Policy）] ページでは、許可ポリシーを表示、作成、複製/変更、削除
できます。次の許可ポリシープロファイルの各項には、標準許可ポリシーで指示されるアクショ
ンの例が示されています。 同じプロセスに従って例外許可ポリシーを管理できます。

はじめる前に
この手順を開始する前に、管理者ポータルで使用される管理およびルールベース条件、ID グルー
プ、状態、権限の基本構成要素と利用方法の基本を理解している必要があります。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [許可（Authorization）] > [標準（Standard）] を選択します。

ステップ 2

右端にある下矢印をクリックし、[新規ルールを上に挿入（Insert New Rule Above）] または [新規
ルールを下に挿入（Insert New Rule Below）] のどちらかを選択します。

ステップ 3

ルール名を入力し、許可ポリシーの ID グループ、条件、属性、および権限を選択します。
選択するすべての属性に「Equals」、「Not Equals」、「Matches」、「Starts With」、「Not Starts
With」の演算子オプションが含まれているわけではありません。
「Matches」演算子は、ワイルドカードなしの正規表現（REGEX）をサポートし、使用します。

ステップ 4

[完了（Done）] をクリックします。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックして、変更を Cisco ISE システム データベースに保存し、この新しい許
可ポリシーを作成します。

許可ポリシーの属性および条件
許可ポリシー条件を作成するときに、有効な属性を再利用するには、サポートされている属性を
含むディクショナリから選択します。 たとえば、Cisco ISE は、AuthenticationIdentityStore という
属性を提供しています。これは NetworkAccess ディクショナリにあります。 この属性は、ユーザ
の認証中にアクセスされた最後の ID ソースを識別します。
• 認証中に単一の ID ソースが使用されると、この属性には認証が成功した ID ストアの名前が
含まれます。
• 認証中に ID ソース順序を使用する場合、この属性にはアクセスされた最後の ID ソースの名
前が含まれます。
AuthenticationStatus 属性を AuthenticationIdentityStore 属性と組み合わせて使用し、ユーザが正常に
認証された ID ソースを識別する条件を定義できます。 たとえば、許可ポリシーで LDAP ディレ
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クトリ（LDAP13）を使用してユーザが認証された条件をチェックするために、次の再利用可能な
条件を定義できます。
If NetworkAccess.AuthenticationStatus EQUALS AuthenticationPassed AND
NetworkAccess.AuthenticationIdentityStore EQUALS LDAP13

（注）

AuthenticationIdentityStore は、条件にデータを入力できるテキストフィールドを表します。 こ
のフィールドには、名前を必ず正しく入力またはコピーします。 ID ソースの名前が変更され
た場合は、ID ソースの変更と一致するように、この条件を変更する必要があります。
以前認証されたエンドポイント ID グループに基づく許可条件を定義するために、Cisco ISE では、
エンドポイント ID グループ 802.1X 認証ステータスの間に定義された許可をサポートしています。
Cisco ISE では、802.1X 認証を実行するとき、RADIUS 要求の「Calling-Station-ID」フィールドか
ら MAC アドレスを抽出し、この値を使用して、デバイスのエンドポイント ID グループ
（endpointIDgroup 属性として定義）のセッション キャッシュを検索して読み込みます。
このプロセスによって、許可ポリシー条件の作成に endpointIDgroup 属性を使用できるようにな
り、ユーザ情報に加えてこの属性を使用して、エンドポイント ID グループ情報に基づく許可ポリ
シーを定義できます。
エンドポイント ID グループの条件は、[許可ポリシー設定（authorization policy configuration）] ペー
ジの [ID グループ（ID Groups）] カラムで定義できます。 ユーザ関連情報に基づく条件は、許可
ポリシーの [その他の条件（Other Conditions）] のセクションで定義する必要があります。 ユーザ
情報が内部ユーザ属性に基づいている場合は、内部ユーザ ディクショナリの ID グループ属性を
使用します。 たとえば、「User Identity Group:Employee:US」のような値を使用して、ID グループ
に完全な値のパスを入力できます。

時刻と日付の条件
[ポリシー要素条件（Policy Elements Conditions）] ページを使用して、時刻と日付のポリシー要素
条件を表示、作成、変更、削除、複製、および検索します。 ポリシー要素は、設定した特定の時
刻と日付の属性設定に基づく条件を定義する共有オブジェクトです。
時刻と日付の条件を使用すると、Cisco ISE システム リソースにアクセスする権限を、作成した属
性設定で指定された特定の時刻と日付に設定または制限できます。

許可プロファイルの権限
許可プロファイルの権限設定を開始する前に、以下を確認します。
• 許可ポリシーおよび許可プロファイル間の関係を理解している
• [許可プロファイル（Authorization Profile）] ページをよく理解している
• ポリシーおよびプロファイルを設定する場合に必要な基本ガイドラインを知っている
• 許可プロファイルの権限の構成を理解している
• 関連リンクに示される設定のデフォルト値を認識している
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ネットワークでさまざまなタイプの許可プロファイルのポリシー要素権限を表示、作成、変更、
削除、複製、または検索するプロセスの開始点として [結果（Results）] ナビゲーション ペインを
使用します。 [結果（Results）] ペインには、最初 [認証（Authentication）]、[許可（Authorization）]、
[プロファイリング（Profiling）]、[ポスチャ（Posture）]、[クライアント プロビジョニング（Client
Provisioning）]、および [TrustSec] のオプションが表示されています。
許可プロファイルでは、RADIUS 要求が受け入れられたときに返される属性を選択できます。
Cisco ISE では、[共通タスク（Common Tasks）] 設定を指定して共通で使用される属性をサポート
できるメカニズムが提供されます。 Cisco ISE によって基本となる RADIUS 値に変換される [共通
タスク（Common Tasks）] 属性の値を入力する必要があります。

新しい標準許可プロファイルの権限の設定
手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [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

必要に応じて値を入力して、新しい許可プロファイルを設定します。 [名前（name）] フィールド
でサポートされる文字は次のとおりです：スペース、! # $ % & ‘ ( ) * + , - . / ; = ? @ _ {。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックして変更を Cisco ISE システム データベースに保存し、許可プロファ
イルを作成します。

ダウンロード可能 ACL
DACL を定義して、Access-Accept メッセージを返すことができます。 ACL を使用して、ネット
ワークに不要なトラフィックが発生することを防止します。 ACL では、RADIUS プロトコルを使
用して、送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレス、トランスポート プロトコルなどをフィルタリン
グできます。
名前付き権限オブジェクトとして作成した DACL は、許可プロファイルに追加できます。その
後、これらの許可プロファイルを許可ポリシーの結果として指定できます。
既存の DACL と同じか、または類似する新しい DACL を作成する場合は、ダウンロード可能 ACL
を複製できます。
複製の完了後、各 DACL（元の DACL および複製された DACL）に個別にアクセスして、編集ま
たは削除します。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
480

ダウンロード可能 ACL

（注）

DACL 作成中は、キーワード Any が DACL のすべての ACE のソースである必要があります。
DACL がプッシュされると、ソースの Any がスイッチに接続されているクライアントの IP ア
ドレスで置き換えられます。

ダウンロード可能 ACL に対する権限の設定
手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [許可
（Authorization）] > [ダウンロード可能 ACL（Downloadable ACLs）] を選択します。

ステップ 2

[操作（Action）] アイコンをクリックし、[DACL の作成（Create DACL）] を選択するか、[DACL
管理ページ（DACL Management）] ページにある [追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

DACL に値を入力します。 [名前（name）] フィールドでサポートされる文字は次のとおりです：
スペース、! # $ % & ‘ ( ) * + , - . / ; = ? @ _ {。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

インライン ポスチャ ノードでサポートされるダウンロード可能 ACL フォーマット
DACL では、次の形式がサポートされます。
ACTION PROTOCOL SOURCE_SUBNET WILDCARD_MASK [OPERATOR [ PORT ]] DEST_SUBNET
WILDCARD_MASK [OPERATOR [ PORT ]] [ICMP_TYPE_CODE]
表 20：DACL 形式のオプション

オプション

説明

ACTION

ポリシー要素の権限が、アクセスを許可または拒
否するべきかどうかを指定します。

PROTOCOL

次のプロトコルのどれかを指定します。
• ICMP
• UDP
• TCP
• IP

SOURCE_SUBNET

[任意（any）] として送信元サブネット形式を指定
します。
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オプション

説明

DEST_SUBNET

次の宛先サブネット形式のどれかを指定します。
• 任意
• host x.x.x.x
• <subnet>

WILDCARD_MASK

サブネット マスクのリバースを指定します。 たと
えば、0.0.0.255 と指定します。

OPERATOR

次の演算子のどれかを指定します。
• eq
• lt
• gt
• neq
• range

PORT

ポートを指定します。 有効な範囲は 1 ～ 65535 で
す。

ICMP_TYPE_CODE

次の ICMP タイプ コードのどれかを指定します。
• 0：エコー応答
• 8：エコー要求
• 3：[0 ～ 15]：宛先到達不能
• 5：[0 ～ 3]：ICMP リダイレクト

許容可能な ACL 形式の例
permit tcp any host 192.168.1.100 eq 80：ホスト 192.168.1.100 へのすべての場所からの www トラ
フィックを許可します
permit udp any eq 68 any eq 67：DHCP トラフィックを許可します
permit icmp any any 8, permit icmp any any 0：ICMP エコー要求とエコー応答を許可します
deny icmp any any 5:0：ICMP ネットワーク リダイレクトを拒否します
permit ip any 67.2.2.0 0.0.0.255：そのホストから 67.2.2.0 サブネットへのすべてのトラフィックを許
可します。
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permit udp any any range 16384 32767：UDP ポートの範囲を使用する音声トラフィックを許可しま
す。
正しくない構文の例
permit ip 192.168.2.100 192.168.1.100：ホスト/ワイルドカード キーワードが欠落しています
permit tcp host 192.168.2.100 host 192.168.1.100 eq 88 389 636 454 3268 3269 1025 1026（eq 演算子を
使用して複数のポートをまとめて指定することはできないため、この ACLは、宛先ポートごとに
1 つずつ、複数行に分ける必要があります）

（注）

すべての ACE の送信元アドレスは ANY として定義する必要があります。

Active Directory ユーザ許可のためのマシン アクセス制限
Cisco ISE には、Microsoft Active Directory 認証ユーザの許可を制御する追加の方法を提供する、マ
シン アクセス制限（MAR）コンポーネントが含まれています。 この形式の許可は、Cisco ISE ネッ
トワークにアクセスするために使用されるコンピュータのマシン認証に基づきます。 成功したマ
シン認証ごとに、Cisco ISE は、RADIUS Calling-Station-ID 属性（属性 31）で受信した値を、成功
したマシン認証の証拠としてキャッシュします。
Cisco ISE は、[Active Directory の設定（Active Directory Settings）] ページの [存続可能時間（Time
to Live）] パラメータで設定された時間が失効になるまで各 Calling-Station-ID 属性値をキャッシュ
に保持します。 失効したパラメータは、Cisco ISE によってキャッシュから削除されます。
ユーザをエンドユーザ クライアントから認証する場合、Cisco ISE は、成功したマシン認証の
Calling-Station-ID 値のキャッシュを検索して、ユーザ認証要求で受信した Calling-Station-ID 値を
見つけようとします。 Cisco ISE が一致するユーザ認証 Calling-Station-ID 値をキャッシュで見つけ
た場合、これは、次の方法で、認証を要求するユーザに Cisco ISE が権限を割り当てる方法に影響
します。
• Calling-Station-ID 値が Cisco ISE キャッシュで見つかった値と一致する場合、成功した許可の
許可プロファイルを割り当てます。
• Calling-Station-ID 値が Cisco ISE キャッシュの値と一致しないことがわかった場合、マシン認
証のない成功したユーザ認証の許可プロファイルを割り当てます。
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Cisco ISE プロファイリング サービス
Cisco Identity Services Engine（ISE）のプロファイリング サービスは、ネットワークに接続されて
いるデバイスおよびその場所を識別します。 エンドポイントは Cisco ISE に設定されたエンドポ
イント プロファイリング ポリシーに基づいてプロファイリングされます。 次に、Cisco ISE では、
ポリシー評価の結果に基づいてネットワークのリソースにアクセスする権限がエンドポイントに
付与されます。
プロファイリング サービス：
• IEEE 規格 802.1X ポートベースの認証アクセス コントロール、MAC 認証バイパス（MAB）
認証、およびネットワーク アドミッション コントロール（NAC）をさまざまな規模および
複雑度の企業ネットワークに使用して、認証の効率的かつ効果的な展開および継続的な管理
を容易にします。
• デバイス タイプにかかわらず、接続されたすべてのネットワーク エンドポイントの機能を
特定、検索、および決定します。
• 一部のエンドポイントへのアクセスを誤って拒否しないようにします。

プロファイリング サービスを使用したエンドポイント インベントリ
プロファイリング サービスを使用して、ネットワークに接続されたすべてのエンドポイントの機
能を検出、特定、および決定することができます。 デバイスのタイプに関係なく、エンドポイン
トの企業ネットワークへの適切なアクセスを、保障し、保持できます。
プロファイリングサービスでは、エンドポイントの属性をネットワークデバイスとネットワーク
から収集し、エンドポイントをそのプロファイルに従って特定のグループに分類します。一致し
たプロファイルを持つエンドポイントが Cisco ISE データベースに保存されます。 プロファイリ
ングサービスで処理されるすべての属性は、プロファイラディクショナリに定義されている必要
があります。
プロファイリング サービスは、ネットワークの各エンドポイントを識別し、そのプロファイルに
従ってシステム内の既存のエンドポイントの ID グループ、またはシステム内で作成できる新しい
グループにそれらのエンドポイントをグループ化します。 エンドポイントをグループ化して既存
の ID グループにエンドポイント プロファイリング ポリシーを適用することで、エンドポイント
と対応するエンドポイント プロファイリング ポリシーのマッピングを決定できます。

Cisco ISE プロファイラ キュー制限の設定
Cisco ISE プロファイラは、ネットワークから大量のエンドポイント データを短時間で収集しま
す。 それにより、一部の遅い Cisco ISE コンポーネントがプロファイラによって生成されるデー
タを処理するときにバックログが蓄積されるため、Java 仮想マシン（JVM）のメモリ使用率が増
大し、パフォーマンスの低下および安定性の問題が生じます。
プロファイラが JVM メモリ使用率を増やさず、また、JVM がメモリ不足になり、再起動しない
ように、プロファイラの次の内部コンポーネントに制限が適用されます。
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• エンドポイント キャッシュ：内部キャッシュのサイズは制限され、サイズが制限を超えると
定期的に消去する必要があります（最長時間未使用方式に基づく）。
• フォワーダ：プロファイラによって収集されたエンドポイント情報のメイン入力キュー。
• イベント ハンドラ：高速コンポーネントを接続解除する内部キューで、（通常、データベー
ス クエリーに関連する）低速処理コンポーネントにデータを提供します。
エンドポイント キャッシュ
• maxEndPointsInLocalDb = 100000（キャッシュ内のエンドポイント オブジェクト）
• endPointsPurgeIntervalSec = 300（秒単位のエンドポイント キャッシュ消去スレッド間隔）
• numberOfProfilingThreads = 8（スレッド数）
制限は、すべてのプロファイラ内部イベント ハンドラに適用されます。 キュー サイズ制限に達
すると、モニタリング アラームがトリガーされます。
Cisco ISE プロファイラのキュー サイズの制限
• forwarderQueueSize = 5000（エンドポイント収集イベント）
• eventHandlerQueueSize = 10000（イベント）
イベント ハンドラ
• NetworkDeviceEventHandler：すでにキャッシュされているネットワーク アクセス デバイス
（NAD）の重複 IP アドレスのフィルタリングのほか、ネットワーク デバイスのイベント用。
• ARPCacheEventHandler：ARP キャッシュのイベント用。
CoA ハンドラ
• CoAHandler：処理のキューにまだ残っている重複 MAC アドレスのフィルタリングのほか、
CoA イベント用。
platform.properties ファイルで以下に示すようにプロファイラ キュー制限などを設定できます。 こ
のファイルは、Cisco ISE インストール中に含められ、次の場所にあります。/opt/CSCOcpm/config/
# --------------------------------------------------------# Profiler Settings
# --------------------------------------------------------profiler.maxEndPointsInLocalDb=100000
profiler.endPointsPurgeIntervalSec=300
profiler.numberOfProfilingThreads=8
<ucsSmall>.profiler.forwarderQueueSize=5000
<ucsLarge>.profiler.forwarderQueueSize=5000
<ibmSmallMedium>.profiler.forwarderQueueSize=5000
<ibmLarge>.profiler.forwarderQueueSize=5000
<ucsSmall>.profiler.eventHandlerQueueSize=10000
<ucsLarge>.profiler.eventHandlerQueueSize=10000
<ibmSmallMedium>.profiler.eventHandlerQueueSize=10000
<ibmLarge>.profiler.eventHandlerQueueSize=10000
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Cisco ISE ノードでのプロファイリング サービスの設定
Cisco ISE 対応のネットワークでネットワーク リソースを使用しているすべてのエンドポイントの
コンテキスト インベントリを提供するプロファイリング サービスを設定できます。
デフォルトですべての管理、モニタリング、およびポリシー サービスのペルソナを担当する単一
の Cisco ISE ノードで実行されるようにプロファイリング サービスを設定できます。
分散展開では、プロファイリング サービスは、ポリシー サービス ペルソナを担当する Cisco ISE
ノードでのみ実行され、管理ペルソナとモニタリング ペルソナを担当する他の Cisco ISE ノード
では実行されません。

手順
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

ポリシー サービス ペルソナを担当する Cisco ISE ノードを選択します。

ステップ 3

[展開ノード（Deployment Nodes）] ページで [編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 4

[全般設定（General Settings）] タブで [ポリシー サービス（Policy Service）] チェックボックスを
オンにします。 [ポリシー サービス（Policy Service）] チェックボックスがオフになっている場合
は、セッションサービスとプロファイリングサービスの両方のチェックボックスが無効になりま
す。

ステップ 5

次の作業を実行します。
a) [セッション サービスの有効化（Enable Session Services）] チェックボックスをオンにして、
ネットワーク アクセス セッション サービス、ポスチャ セッション サービス、ゲスト セッショ
ン サービス、およびクライアント プロビジョニング セッション サービスを実行します。
b) [プロファイリング サービスの有効化（Enable Profiling Service）] チェックボックスをオンにし
て、プロファイリング サービスを実行します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックしてノード設定を保存します。

プロファイリング サービスによって使用されるネットワーク プロー
ブ
ネットワーク プローブは、ネットワーク上のエンドポイントから属性を収集するために使用され
る方法です。 プローブを使用して、エンドポイントを Cisco ISE データベース内の一致するプロ
ファイルで作成または更新できます。
Cisco ISE では、ネットワーク デバイスの動作を分析してデバイス タイプを決定する多数のネッ
トワークプローブを使用して、デバイスをプロファイリングすることができます。ネットワーク
プローブは、ネットワーク可視性の向上に役立ちます。
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NetFlow プローブ
Cisco ISE プロファイラは Cisco IOS NetFlow Version 9 を実装しています。 NetFlow Version 9 には、
Cisco ISE プロファイリング サービスをサポートするためのプロファイラの拡張に必要な追加機能
があるため、これを使用することを推奨します。
NetFlow 対応のネットワーク アクセス デバイスから NetFlow Version 9 の属性を収集してエンドポ
イントを作成したり、Cisco ISE データベース内の既存のエンドポイントを更新したりできます。
NetFlow Version 9 は、エンドポイントの送信元 MAC アドレスと宛先 MAC アドレスを割り当て
て、更新するように設定できます。 NetFlow 属性のディクショナリを作成して NetFlow ベースの
プロファイリングに対応することもできます。
NetFlow Version 9 レコード フォーマットの詳細については、『NetFlow Version 9 Flow-Record
Format』マニュアルの表 6「NetFlow Version 9 Field Type Definitions」を参照してください。
さらに、Cisco ISE は Version 5 以前の NetFlow バージョンをサポートします。 ネットワークで
NetFlow Version 5 を使用する場合は、Version 5 をアクセス レイヤのプライマリ ネットワーク ア
クセス デバイス（NAD）でのみ使用できます。他のデバイスでは動作しません。
Cisco IOS NetFlow Version 5 パケットには、エンドポイントの MAC アドレスが含まれません。
NetFlow Version 5 から収集された属性は、Cisco ISE データベースに直接追加できません。 IP アド
レスを使用してエンドポイントを検出し、エンドポイントに NetFlow Version 5 の属性を付加でき
ます。このことは、ネットワーク アクセス デバイスの IP アドレスと NetFlow Version 5 属性から
抽出される IP アドレスを組み合わせることによって実行できます。 ただし、これらのエンドポイ
ントを RADIUS または SNMP プローブで事前に検出しておく必要があります。
NetFlow Version 5 以前のバージョンでは、MAC アドレスは IP フローの一部ではありません。こ
のため、エンドポイントのキャッシュにあるネットワークアクセスデバイスから収集された属性
情報を関連付けることにより、エンドポイントの IP アドレスをプロファイリングすることが必要
となります。
NetFlow Version 5 レコード フォーマットの詳細については、『NetFlow Services Solutions Guide』
の表 2「Cisco IOS NetFlow Flow Record and Export Format Content Information」を参照してくださ
い。

DHCP プローブ
Cisco ISE 展開のダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル プローブを有効にする
と、Cisco ISE プロファイリング サービスで INIT-REBOOT および SELECTING メッセージ タイプ
の新しい要求だけに基づいてエンドポイントを再プロファイリングできます。 RENEWING や
REBINDING などの他の DHCP メッセージ タイプは処理されますが、エンドポイントのプロファ
イリングには使用されません。 DHCP パケットから解析された属性は、エンドポイント属性にマッ
ピングされます。
INIT-REBOOT 状態中に生成された DHCPREQUEST メッセージ
DHCP クライアントが前に割り当てられてキャッシュされた設定を確認する場合、クライアント
はサーバ識別子（server-ip）オプションを入力できません。 代わりに、前に割り当てられた IP ア
ドレスを要求された IP アドレス（requested-ip）オプションに入力する必要があります。また、
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DHCPREQUEST メッセージの Client IP Address（ciaddr）フィールドをゼロで埋める必要がありま
す。 要求された IP アドレスが正しくない場合、またはクライアントが誤ったネットワークに配置
されている場合、DHCP サーバは DHCPNAK メッセージをクライアントに送信します。
SELECTING 状態中に生成された DHCPREQUEST メッセージ
DHCP クライアントは、サーバ識別子（server-ip）オプションで選択された DHCP サーバの IP ア
ドレスを挿入し、要求された IP アドレス（requested-ip）オプションにクライアントによって選択
された DHCPOFFER の Your IP Address（yiaddr）フィールドの値を入力します。また、「ciaddr」
フィールドをゼロで埋めます。
表 21：さまざまな状態からの DHCP クライアント メッセージ

—

INIT-REBOOT

SELECTING

RENEWING

REBINDING

ブロードキャスト/ ブロードキャスト ブロードキャスト ユニキャスト
ユニキャスト

ブロードキャスト

server-ip

MUST NOT

MUST

MUST NOT

MUST NOT

requested-ip

MUST

MUST

MUST NOT

MUST NOT

ciaddr

ゼロ

ゼロ

IP アドレス

IP アドレス

DHCP ブリッジ モードのワイヤレス LAN コントローラ設定
ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル（DHCP）ブリッジ モードでワイヤレス
LAN コントローラ（WLC）を設定することを推奨します。このモードでは、ワイヤレス クライ
アントから Cisco ISE にすべての DHCP パケットを転送できます。 WLC Web インターフェイスの
[コントローラ（Controller）] > [詳細設定（Advanced）] > [DHCP マスター コントローラ モード
（DHCP Master Controller Mode）] > [DHCP パラメータ（DHCP Parameters）] で使用可能な [DHCP
プロキシの有効化（Enable DHCP Proxy）] チェックボックスをオフにする必要があります。 DHCP
IP ヘルパー コマンドが Cisco ISE ポリシー サービス ノードを指していることも確認する必要があ
ります。

DHCP SPAN プローブ
DHCP スイッチド ポート アナライザ（SPAN）プローブは、Cisco ISE ノードで初期化されると、
特定インターフェイス上のネットワーク アクセス デバイスからのネットワーク トラフィックを
リッスンします。 DHCP SPAN パケットを DHCP サーバから Cisco ISE プロファイラに転送するよ
うにネットワーク アクセス デバイスを設定する必要があります。 プロファイラはこれらの DHCP
SPAN パケットを受信して解析し、エンドポイントのプロファイリングに使用できるエンドポイ
ント属性を取得します。
For example,
switch(config)# monitor session 1 source interface Gi1/0/4
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switch(config)# monitor session 1 destination interface Gi1/0/2

HTTP プローブ
HTTP プローブでは、識別文字列が HTTP 要求ヘッダー フィールド User-Agent を使って転送され
ます。このフィールドは、IP タイプのプロファイリング条件の作成、および Web ブラウザ情報の
確認に使用される属性です。 プロファイラは Web ブラウザ情報を User-Agent 属性および要求メッ
セージの他の HTTP 属性から取得し、エンドポイント属性のリストに追加します。
Cisco ISE はポート 80 およびポート 8080 で Web ブラウザからの通信をリッスンします。 Cisco ISE
には、多くのデフォルト プロファイルが用意されています。これらのプロファイルはシステムに
組み込まれ、User-Agent 属性に基づいてエンドポイントを識別します。

HTTP SPAN プローブ
Cisco ISE 展開の HTTP プローブをスイッチド ポート アナライザ（SPAN）プローブとともに有効
にすると、プロファイラは指定されたインターフェイスからの HTTP パケットをキャプチャでき
ます。 SPAN 機能は、Cisco ISE サーバが Web ブラウザからの通信をリッスンするポート 80 で使
用できます。
HTTP SPAN は、HTTP 要求ヘッダー メッセージの HTTP 属性を IP ヘッダー（L3 ヘッダー）の IP
アドレスとともに収集し、L2 ヘッダーのエンドポイントの MAC アドレスに基づいてエンドポイ
ントに関連付けることができます。 この情報は、Apple デバイスやさまざまなオペレーティング
システムのコンピュータなどの各種モバイルおよびポータブル IP 対応デバイスを識別するのに役
立ちます。 ゲスト ログインまたはクライアント プロビジョニング ダウンロード時に Cisco ISE
サーバでキャプチャをリダイレクトするため、各種モバイルおよびポータブル IP 対応デバイスの
識別の信頼性が向上しました。 これにより、プロファイラは User-Agent 属性とその他の HTTP 属
性を要求メッセージから取得し、Apple デバイスなどのデバイスを識別できます。

VMware で実行中の Cisco ISE の HTTP 属性の収集の無効化
Cisco ISE を ESX サーバ（VMware）に展開している場合、Cisco ISE プロファイラはダイナミック
ホスト コンフィギュレーション プロトコル トラフィックを収集しますが、vSphere クライアント
上の設定の問題により HTTP トラフィックを収集しません。 VMware セットアップで HTTP トラ
フィックを収集するには、Cisco ISE プロファイラのために作成する仮想スイッチの無差別モード
を Accept から Reject（デフォルト）に変更して、セキュリティを設定します。 DHCP および HTTP
のスイッチド ポート アナライザ（SPAN）プローブが有効になっている場合は、Cisco ISE プロ
ファイラによって DHCP トラフィックと HTTP トラフィックの両方が収集されます。

RADIUS プローブ
Cisco ISE で認証に RADIUS を使用するように設定し、クライアントサーバ トランザクションで
使用できる共有秘密鍵を定義できます。 RADIUS サーバから RADIUS 要求および応答メッセージ
を受信すると、プロファイラはエンドポイントのプロファイリングに使用できる RADIUS 属性を
収集できます。
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Cisco ISE は RADIUS サーバおよび他の RADIUS サーバに対する RADIUS プロキシ クライアント
として動作できます。 プロキシ クライアントとして動作する場合は、外部の RADIUS サーバを
使用して RADIUS 要求および応答メッセージを処理します。

ネットワーク スキャン プローブ
Cisco ISE では、NMAP の手動サブネット スキャンを使用して、サブネット内のデバイスを検出で
きます。 展開内の管理者ポータルからポリシー サービス ノードを選択し、プロファイリング サー
ビスの実行が可能なポリシー サービス ノードから、手動でサブネット スキャンを実行する必要
があります。
NMAP の各手動サブネット スキャンには、エンドポイント ソース情報をそのスキャン ID で更新
するために使用される一意の数値 ID があります。 エンドポイント検出時に、エンドポイント ソー
ス情報を更新して、ネットワーク スキャン プローブで検出されたことを示すこともできます。
NMAP の手動サブネット スキャンは、静的な IP アドレスが割り当てられたプリンタなど、常に
Cisco ISE ネットワークに接続されているために、他のプローブで検出できないデバイスを検出す
る場合に便利です。

NMAP の手動サブネット スキャンの制限
NMAP の手動サブネット スキャンの制限を次に示します。
NMAP の手動サブネット スキャンの制限
サブネットのスキャンには非常に多くのリソースを消費します。 サブネットのスキャンは時間の
かかるプロセスです。これは、サブネットのサイズや密度によって異なります。 アクティブなス
キャンの数は常に 1 つに制限されるため、同時にスキャンできるサブネットは 1 つだけです。 ま
た、サブネット スキャンの進行中にいつでもサブネット スキャンをキャンセルできます。 [クリッ
ク（Click）] を使用して、最新のスキャン結果のリンクを表示できます。これにより、[管理
（Administration）] > [ID（Identities）] > [最新のネットワーク スキャン結果（Latest Network Scan
Results）] に保存されている最新のネットワークスキャン結果を表示できます。

NMAP の手動サブネット スキャン コマンド
nmap -O -sU -p U:161,162 -oN /opt/CSCOcpm/logs/nmapSubnet.log --append-output -oX - <subnet>
表 22：手動サブネット スキャンの NMAP コマンド

-O

OS 検出の有効化

-sU

UDP スキャン

-p <port ranges> 特定のポートのみスキャンします。 たとえば、U:161, 162 と指定します。
oN

通常の出力

oX

XML 出力
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Cisco ISE と Network Mapper の統合
Network Mapper（NMAP）は、エンドポイント分類、特に iDevice やその他のモバイル デバイスを
強化するためのプロファイリング サービス機能を強化するために Cisco ISE プロファイラと統合
されています。 ネットワーク スキャン プローブを使用して特定のサブネットに対して手動サブ
ネット スキャンを実行するか、ネットワーク スキャン アクションをエンドポイント プロファイ
ル（特定のプロファイル）に関連付けてエンドポイントに対してスキャンを実行できます。

NMAP の手動サブネット スキャンの SNMP 読み取り専用コミュニティ ストリング
NMAP の手動サブネット スキャンは、エンドポイントで UDP ポート 161 が開かれ、その結果、
より多くの属性が収集されることを検出したときには、SNMP クエリーで拡張されます。 NMAP
手動サブネット スキャン中は、ネットワーク スキャン プローブによって、デバイスで SNMP ポー
ト 161 が開いているかどうかが検出されます。 ポートが開いている場合は、デフォルトのコミュ
ニティ ストリング（public）を使用して SNMP クエリーがトリガーされます。 デバイスで SNMP
がサポートされ、デフォルトの読み取り専用コミュニティ ストリングが public に設定されている
場合は、デバイスの MAC アドレスを MIB 値「ifPhysAddress」から取得できます。 さらに、[プロ
ファイラ設定（Profiler Configuration）] ページでは、NMAP の手動でのネットワーク スキャンの
ために、カンマで区切られた追加の SNMP 読み取り専用コミュニティ ストリングを設定できま
す。 また、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [プロファイリ
ング（Profiling）] では、SNMP バージョン 1 および 2c の SNMP MIB ウォーク用に新しい読み取
り専用コミュニティ ストリングを指定できます。

IP アドレスと MAC アドレスのバインディング
エンドポイントを作成または更新するには、企業ネットワークの MAC アドレスのみを使用でき
ます。 ARP キャッシュにエントリが見つからない場合は、Cisco ISE で HTTP パケットの L2 MAC
アドレスと NetFlow パケットの IN_SRC_MAC を使用してエンドポイントを作成または更新でき
ます。 エンドポイントが 1 ホップだけ離れている場合、プロファイリング サービスは L2 隣接関
係に依存します。 エンドポイントに L2 隣接関係がある場合、エンドポイントの IP アドレスと
MAC アドレスはすでにマッピングされているため、IP-MAC キャッシュ マッピングは必要ありま
せん。 エンドポイントに L2 隣接関係が存在せず、エンドポイントが複数ホップ離れている場合、
マッピングは信頼できない場合があります。 収集する NetFlow パケットの既知の属性には、
PROTOCOL、L4_SRC_PORT、IPV4_SRC_ADDR、L4_DST_PORT、IPV4_DST_ADDR、
IN_SRC_MAC、OUT_DST_MAC、IN_SRC_MAC、OUT_SRC_MAC などがあります。 エンドポイ
ントに L2 隣接関係が存在せず、L3 ホップに関して複数ホップ離れている場合は、IN_SRC_MAC
属性で L3 ネットワーク デバイスの MAC アドレスのみが伝送されます。 Cisco ISE で HTTP プロー
ブが有効になっている場合は、HTTP 要求メッセージによってペイロード データでエンドポイン
トの IP アドレスと MAC アドレスが伝送されないため、HTTP パケットの MAC アドレスを使用し
てのみエンドポイントを作成できます。 Cisco ISE では、プロファイリング サービスで ARP キャッ
シュが実装されるため、エンドポイントの IP アドレスと MAC アドレスを確実にマッピングでき
ます。 ARP キャッシュを機能させるには、DHCP プローブまたは RADIUS プローブを有効にする
必要があります。 DHCP プローブと RADIUS プローブは、ペイロード データでエンドポイントの
IP アドレスと MAC アドレスを伝送します。 DHCP プローブの dhcp-requested address 属性と RADIUS
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プローブの Framed-IP-address 属性によって、エンドポイントの IP アドレスがその MAC アドレス
とともに伝送されます。これらのアドレスは、マッピングして ARP キャッシュに格納できます。

最新のネットワーク スキャン結果
最新のネットワーク スキャン結果は、[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）]
> [ID（Identities）] > [最新のネットワーク スキャン結果（Latest network Scan Results）] に保存さ
れています。
[最新のネットワーク スキャン結果エンドポイント（Latest network Scan Results Endpoints）] ペー
ジには、任意のサブネットに対して手動でのネットワーク スキャンを実行し、その結果として検
出された最新のエンドポイントのみが、関連付けられたエンドポイント プロファイル、MAC ア
ドレス、およびスタティック割り当てステータスとともに表示されます。 このページでは、必要
に応じて、エンドポイント サブネットで検出されたポイントをより適切に分類するために編集で
きます。
Cisco ISE を使用すると、プロファイリング サービスの実行が有効になっているポリシー サービ
ス ノードで手動でのネットワーク スキャンを実行できます。 展開内のプライマリ管理 ISE ノー
ド ユーザ インターフェイスでポリシー サービス ノードを選択し、そのポリシー サービス ノード
で手動でのネットワークスキャンを実行する必要があります。任意のサブネットに対する手動で
のネットワーク スキャン時に、ネットワーク スキャン プローブにより、指定されたサブネット
上のエンドポイントとそのオペレーティング システムが検出され、SNMP サービス用の UDP ポー
ト 161 および 162 がチェックされます。

DNS プローブ
Cisco ISE 展開のドメイン ネーム サーバ（DNS）プローブを使用すると、プロファイラはエンド
ポイントを検索し、完全修飾名（FQDN）を取得できます。 Cisco ISE 対応のネットワークでエン
ドポイントが検出されたら、エンドポイント属性のリストが NetFlow、DHCP、DHCP SPAN、
HTTP、RADIUS、または SNMP プローブから収集されます。
Cisco ISE をスタンドアロンで展開する場合、または初めて分散環境に展開する場合は、セット
アップ ユーティリティを実行して Cisco ISE アプライアンスを設定するように求められます。 セッ
トアップ ユーティリティを実行するときに、ドメイン ネーム システム（DNS）ドメインとプラ
イマリ ネームサーバ（プライマリ DNS サーバ）を設定します。設定時には、1 つ以上のネーム
サーバを設定できます。 Cisco ISE の展開後に、CLI コマンドを使用して DNS ネームサーバを変
更または追加することもできます。

DNS FQDN ルックアップ
DNS ルックアップを実行する前に、DHCP、DHCP SPAN、HTTP、RADIUS、または SNMP のい
ずれかのプローブを DNS プローブとともに起動する必要があります。 これにより、プロファイ
ラの DNS プローブは、Cisco ISE 展開に定義されている、指定されたネームサーバに対して逆引
き DNS ルックアップ（FQDN ルックアップ）を実行できます。 新しい属性がエンドポイントの
属性リストに追加され、エンドポイントプロファイリングポリシーの評価に使用できます。FQDN
は、システム IP ディクショナリに存在する新しい属性です。 エンドポイント プロファイリング
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条件を作成して、FQDN 属性およびそのプロファイリング用の値を検証できます。 次は、DNS
ルックアップ、およびこれらの属性を収集するプローブに必要な特定のエンドポイント属性です。
• dhcp-requested-address 属性：DHCP プローブと DHCP SPAN プローブによって収集される属
性
• SourceIP 属性：HTTP プローブによって収集される属性
• Framed-IP-Address 属性：RADIUS プローブによって収集される属性
• cdpCacheAddress 属性：SNMP プローブによって収集される属性

ブリッジ モードのインライン ポスチャ ノード展開での DNS ルックアップ
ドメイン ネーム サービス プローブをブリッジ モードのインライン ポスチャ展開で使用するに
は、ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）に RADIUS メッセージで送信される callStationIdType
情報を設定する必要があります。RADIUS メッセージの Framed-IP-Address 属性には、MAC アド
レス形式の呼出端末 ID タイプは含まれません。 したがって、RADIUS メッセージをエンドポイ
ントの MAC アドレスに関連付けることも、DNS プローブで逆引き DNS ルックアップを実行する
こともできません。 エンドポイントをプロファイリングするには、Cisco ISE で RADIUS プロー
ブと DNS プローブを有効にし、現在の IP アドレス形式ではなく MAC アドレス形式の発信側ス
テーション ID を RADIUS メッセージで送信するように WLC を設定します。 WLC は、現在の IP
アドレス形式ではなく MAC アドレス形式の発信側ステーション ID を RADIUS メッセージで送信
するように設定する必要があります。 callStationIdType を WLC で設定すると、選択した発信側ス
テーション ID が RADIUS サーバおよびその他のアプリケーションとの通信に使用されます。 こ
れにより、エンドポイントが認証され、DNS プローブは指定されているネームサーバに対して逆
引き DNS ルックアップ（FQDN ルックアップ）を実行し、エンドポイントの FQDN を更新しま
す。

WLC Web インターフェイスでの呼出端末 ID タイプの設定
WLC Web インターフェイスを使用して、呼出端末 ID タイプ情報を設定できます。 WLC Web イ
ンターフェイスの [セキュリティ（Security）] タブに移動すると、[RADIUS RADIUS 認証サーバ
（Authentication Servers）] ページで発信側ステーション ID を設定できます。 [MAC デリミタ（MAC
Delimiter）] フィールドは、WLC ユーザ インターフェイスのデフォルトでは、[コロン（Colon）]
に設定されます。
WLC Web インターフェイスで設定する方法の詳細については、『Cisco Wireless LAN Controller
Configuration Guide, Release 7.2』の第 6 章「Configuring Security Solutions」を参照してください。
config radius callStationIdType コマンドを使用して WLC CLI で設定する方法の詳細については、
『Cisco Wireless LAN Controller Command Reference Guide, Release 7.2』の第 2 章「Controller
Commands」を参照してください。
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手順
ステップ 1

ワイヤレス LAN コントローラのユーザ インターフェイスにログインします。

ステップ 2

[セキュリティ（Security）] をクリックします。

ステップ 3

[AAA] を展開して、[RADIUS] > [認証（Authentication）] を選択します。

ステップ 4

[呼出端末 ID タイプ（Call Station ID Type）] ドロップダウン リストから [システム MAC アドレス
（System MAC Address）] を選択します。

ステップ 5

[MAC 区切り文字（MAC Delimiter）] ドロップダウン リストから [コロン（Colon）] を選択しま
す。

SNMP クエリー プローブ
[ノードの編集（Edit Node）] ページでの SNMP クエリー プローブの設定に加えて、[管理
（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] でその他の Simple Management Protocol 設定を行う必要があります。
[ネットワーク デバイス（Network Devices）] リスト ページで新しいネットワーク アクセス デバ
イス（NAD）の SNMP 設定を行うことができます。 ネットワーク アクセス デバイスの SNMP ク
エリー プローブまたは SNMP 設定に指定したポーリング間隔で、NAD に定期的にクエリーを実
行します。
次の設定に基づいて、特定の NAD の SNMP クエリーをオンおよびオフにすることができます。
• [リンクアップ時に SNMP クエリー（SNMP Query on Link up）] および [新しい MAC の通知
（New MAC notification）] のオンまたはオフ
• Cisco Discovery Protocol 情報の [リンクアップ時に SNMP クエリー（SNMP Query on Link up）]
および [新しい MAC の通知（New MAC notification）] のオンまたはオフ
• SNMP クエリー タイマーをデフォルトでスイッチごとに 1 時間に 1 回
iDevice および SNMP をサポートしないその他のモバイル デバイスでは、ARP テーブルによって
MAC アドレスを検出でき、SNMP クエリー プローブによってネットワーク アクセス デバイスか
らクエリーを実行できます。

SNMP クエリーに関する Cisco Discovery Protocol のサポート
ネットワーク デバイスで SNMP 設定を行う場合は、ネットワーク デバイスのすべてのポートで
Cisco Discovery Protocol を有効（デフォルト）にする必要があります。 ネットワーク デバイスの
いずれかのポートで Cisco Discovery Protocol を無効にすると、接続されているすべてのエンドポ
イントの Cisco Discovery Protocol 情報が失われるため、正しくプロファイリングを実行できなく
なる可能性があります。 ネットワーク デバイスで cdp run コマンドを使用して Cisco Discovery
Protocol をグローバルに有効にし、ネットワーク アクセス デバイスのインターフェイスで cdp
enable コマンドを使用して Cisco Discovery Protocol を有効にします。 ネットワーク デバイスとイ
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ンターフェイスで Cisco Discovery Protocol を無効にするには、コマンドの先頭に no キーワードを
使用します。

SNMP クエリーに関する Link Layer Discovery Protocol のサポート
Cisco ISE プロファイラは LLDP の属性を収集するために SNMP クエリーを使用します。 RADIUS
プローブを使用して、ネットワーク デバイスに組み込まれている Cisco IOS センサーから LLDP
属性を収集することもできます。 ネットワーク アクセス デバイスで LLDP グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドおよび LLDP インターフェイス コンフィギュレーション コマンドの設
定に使用できるデフォルトの LLDP 構成設定を確認してください。
表 23：デフォルトの LLDP 設定

機能

機能

LLDP グローバル ステート

無効

LLDP ホールドタイム（廃棄までの時間）

120 秒

LLDP タイマー（パケット更新頻度）

30 秒

LLDP 再初期化遅延

2秒

LLDP tlv-select

有効（すべての TLV の送受信が可能）

LLDP インターフェイス ステート

有効

LLDP 受信

有効

LLDP 転送

有効

LLDP med-tlv-select

有効（すべての LLDP-MED TLV の送信が可能）

単一文字で表示される CDP および LLDP の機能コード
エンドポイントの属性リストには、lldpCacheCapabilities 属性と lldpCapabilitiesMapSupported 属性
の 1 文字の値が表示されます。 値は、CDP と LLDP を実行するネットワーク アクセス デバイス
に対して表示される機能コードです。
例1
lldpCacheCapabilities S
lldpCapabilitiesMapSupported S

例2
lldpCacheCapabilities B;T
lldpCapabilitiesMapSupported B;T
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例3
Switch#show cdp neighbors
Capability Codes:
R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP,
r - Repeater, P - Phone, D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay
...
Switch#
Switch#show lldp neighbors
Capability codes:
(R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
(W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
...
Switch#

SNMP トラップ プローブ
SNMP トラップは、MAC 通知、linkup、linkdown、および informs をサポートする特定のネット
ワーク アクセス デバイスから情報を受信します。 SNMP トラップ プローブは、ポートがアップ
またはダウンし、エンドポイントがネットワークから切断するか、またはネットワークに接続し
たときに、特定のネットワークアクセスデバイスから情報を受信します。そのため、受信した情
報は Cisco ISE にエンドポイントを作成するのに十分ではありません。
SNMP トラップを完全に機能させ、エンドポイントを作成するには、トラップを受信したときに
SNMP クエリー プローブがネットワーク アクセス デバイスの特定のポートでポーリング イベン
トをトリガーするように SNMP クエリーを有効にする必要があります。 この機能を完全に動作さ
せるには、ネットワーク アクセス デバイスと SNMP トラップを設定する必要があります。

（注）

Cisco ISE では、ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）とアクセス ポイント（AP）から受信
した SNMP トラップはサポートされません。

Cisco ISE ノードごとのプローブの設定
ポリシー サービス ペルソナを担当する展開の Cisco ISE ノードごとに、[プロファイリング設定
（Profiling Configuration）] タブで次のプローブを 1 つ以上設定できます。
• [スタンドアロン ノード（A standalone node）]：デフォルトですべての管理、モニタリング、
およびポリシー サービスのペルソナを担当する単一のノードに Cisco ISE を展開した場合。
• [複数ノード（Multiple nodes）]：展開でポリシー サービス ペルソナを担当するノードを複数
登録した場合。

はじめる前に
Cisco ISE ノードごとのプローブは、管理ノードからのみ設定できます。管理ノードは、分散展開
のセカンダリ管理ノードで使用できません。
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手順
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

ポリシー サービス ペルソナを担当する Cisco ISE ノードを選択します。

ステップ 3

[展開ノード（Deployment Nodes）] ページで [編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 4

[全般設定（General Settings）] タブで [ポリシー サービス（Policy Service）] チェックボックスを
オンにします。 [ポリシー サービス（Policy Service）] チェックボックスがオフになっている場合
は、セッションサービスとプロファイリングサービスの両方のチェックボックスが無効になりま
す。

ステップ 5

[プロファイリング サービスの有効化（Enable Profiling Service）] チェックボックスをオンにしま
す。

ステップ 6

[プロファイリング設定（Profiling Configuration）] タブをクリックします。

ステップ 7

各プローブの値を設定します。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックしてプローブ設定を保存します。

CoA、SNMP RO コミュニティおよびエンドポイント属性フィルタの設
定
Cisco ISE では、グローバル コンフィギュレーションで、[プロファイラ設定（Profiler Configuration）]
ページで許可変更（CoA）を発行し、プロファイリング サービスを有効にしてすでに認証されて
いるエンドポイントに対する制御を拡張することができます。
さらに、[プロファイラ設定（Profiler Configuration）] ページでは、NMAP の手動でのネットワー
ク スキャンのために、カンマで区切られた追加の SNMP 読み取り専用コミュニティ ストリング
を設定できます。 SNMP RO コミュニティ ストリングは、[現在のカスタム SNMP コミュニティ
ストリング（Current custom SNMP community strings）] フィールドに表示されるのと同じ順序で使
用されます。
[プロファイラ設定（Profiler Configuration）] ページでは、エンドポイント属性のフィルタリング
を設定することもできます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [プロファイリング
（Profiling）] を選択します。

ステップ 2

次のいずれかの設定を選択して、CoA タイプを設定します。
• [CoA なし（No CoA）]（デフォルト）：このオプションを使用して、CoA のグローバル コ
ンフィギュレーションを無効にできます。 この設定は、エンドポイント プロファイリング
ポリシーごとに設定された CoA を上書きします。
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• [ポート バウンス（Port Bounce）]：スイッチ ポートのセッションが 1 つだけである場合は、
このオプションを使用できます。ポートに複数のセッションがある場合は、[再認証（Reauth）]
オプションを使用します。
• [再認証（Reauth）]：このオプションを使用して、すでに認証されているエンドポイントを
プロファイリング時に再認証できます。
1 つのポートに複数のアクティブなセッションがある場合は、CoA に [ポート バウンス（Port
Bounce）] オプションを設定しても、プロファイリング サービスによって [再認証（Reauth）]
オプションが指定された CoA が発行されます。 この機能を使用すると、[ポート バウンス
（Port Bounce）] オプションの場合のように他のセッションが切断されるのを回避できます。
ステップ 3

NMAP の手動でのネットワーク スキャンのために、カンマで区切られた新しい SNMP コミュニ
ティ ストリングを [カスタム SNMP コミュニティ ストリングの変更（Change custom SNMP community
strings）] フィールドに入力し、[カスタム SNMP コミュニティ ストリングの確認（Confirm custom
SNMP community strings）] フィールドに文字列を再入力します。

ステップ 4

[エンドポイント属性フィルタ（Endpoint Attribute Filter）] チェックボックスをオンにして、エン
ドポイント属性のフィルタリングを有効にします。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

認証されたエンドポイントに対する許可変更のグローバル設定
デフォルトの [CoA なし（No CoA）] オプションを使用して許可変更（CoA）を無効にするか、
ポート バウンスと再認証オプションを使用して CoA を有効にするグローバル コンフィギュレー
ション オプションを使用できます。 Cisco ISE の CoA でポート バウンスを設定している場合は、
「CoA 免除」の項で説明されているように、プロファイリング サービスにより他の CoA が発行
されることがあります。
RADIUS プローブまたはモニタリング ペルソナの REST API を使用して、エンドポイントの認証
できます。 RADIUS プローブを有効にして、パフォーマンスを向上させることができます。 CoA
を有効にした場合は、Cisco ISE アプリケーションで CoA 設定と合わせて RADIUS プローブを有
効にしてパフォーマンスを向上させることを推奨します。これにより、プロファイリングサービ
スは収集された RADIUS 属性を使用して、エンドポイントに適切な CoA を発行できます。
Cisco ISE アプリケーションで RADIUS プローブを無効にした場合は、モニタリング ペルソナの
REST API を使用して CoA を発行できます。 これにより、プロファイリング サービスは幅広いエ
ンドポイントをサポートできます。 分散展開では、モニタリング ペルソナの REST API を使用し
て CoA を発行するために、モニタリング ペルソナを担当する Cisco ISE ノードがネットワークに
少なくとも 1 つ存在している必要があります。
プライマリおよびセカンダリ モニタリング ノードは同一のセッション ディレクトリ情報を持つ
ため、Cisco ISE は、分散展開内の REST クエリーのデフォルトの宛先としてプライマリおよびセ
カンダリ モニタリング ノードを適宜指定します。
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許可変更の発行の使用例
次の場合に、プロファイリング サービスによって許可変更が発行されます。
• エンドポイントが削除される：エンドポイントが [エンドポイント（Endpoints）] ページから
削除され、そのエンドポイントがネットワークから接続解除または排除された場合。
• 例外アクションが設定される：エンドポイントに異常または許容できないイベントをもたら
す例外アクションがプロファイルごとに設定されている場合。 プロファイリング サービス
は、CoA を発行して対応するスタティック プロファイルにエンドポイントを移動します。
• エンドポイントが初めてプロファイリングされる：エンドポイントがスタティックに割り当
てられておらず、初めてプロファイリングされる場合（たとえば、プロファイルが不明プロ
ファイルから既知のプロファイルに変更された場合）。
◦ エンドポイント ID グループが変更される：エンドポイントが許可ポリシーで使用され
るエンドポイント ID グループに対して追加または削除された場合。
エンドポイント ID グループが変更され、エンドポイント ID グループが次のために許可
ポリシーで使用されている場合、プロファイリング サービスは CoA を発行します。
◦ スタティックにプロファイリングされる場合のエンドポイントに対するエンドポイ
ント ID グループの変更
◦ ダイナミック エンドポイントに対してスタティック割り当てフラグが true に設定
されている場合のエンドポイント ID グループの変更
• エンドポイント プロファイリングのポリシーが変更され、ポリシーが許可ポリシーで使用さ
れる：エンドポイント プロファイリング ポリシーが変更され、許可ポリシーで使用される
論理的なプロファイルにそのポリシーが含まれる場合。 エンドポイント プロファイリング
ポリシーは、プロファイリング ポリシーの一致のため、または、エンドポイントが論理的な
プロファイルに関連付けられたエンドポイント プロファイリング ポリシーにスタティック
に割り当てられるときに、変更される場合があります。 両方の場合で、エンドポイント プ
ロファイリング ポリシーが許可ポリシーで使用される場合のみ、プロファイリング サービ
スは CoA を発行します。

許可変更の発行の免除
エンドポイント ID グループが変更され、スタティック割り当てがすでに true の場合、プロファイ
リング サービスは CoA を発行しません。
Cisco ISE は次の理由で CoA を発行しません。
• エンドポイントがネットワークから切断されている：ネットワークから切断されているエン
ドポイントが検出された場合。
• 有線（Extensible Authentication Protocol）EAP 対応エンドポイントが認証された：認証された
有線 EAP 対応エンドポイントが検出された場合。
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• ポートごとに複数のアクティブ セッション：1 つのポートに複数のアクティブなセッション
がある場合は、CoA に [ポート バウンス（Port Bounce）] オプションを設定しても、プロファ
イリング サービスによって [再認証（Reauth）] オプションが指定された CoA が発行されま
す。
• ワイヤレス エンドポイント検出時のパケット オブ ディスコネクト CoA（セッションの終
了）：エンドポイントがワイヤレスとして検出されて、パケット オブ ディスコネクト CoA
（セッション終了）がポート バウンス CoA の代わりに送信された場合。 この変更の利点は、
ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）CoA がサポートされていることです。
• エンドポイントがゲスト デバイス登録フローによって作成された：エンドポイントがゲスト
のデバイス登録によって作成された場合。 CoA が Cisco ISE でグローバルに有効になってい
ても、プロファイリング サービスは、デバイス登録のフローに影響を与えないように CoA
を発行しません。 特に、ポートバウンス CoA のグローバル設定は、エンドポイント接続の
フローを中断します。
• グローバルな [CoA なし（No CoA）] 設定がポリシー CoA を上書きする：グローバルな [CoA
なし（No CoA）] は、エンドポイント プロファイリング ポリシーのすべての構成設定を上書
きします。エンドポイント プロファイリングポリシーごとに設定された CoA に関係なく、
Cisco ISE で CoA が発行されないためです。

（注）

[CoA なし（No CoA）] および [再認証（Reauth）] CoA 設定は影響を受けませ
ん。また、プロファイラ サービスは有線およびワイヤレス エンドポイントに
同じ CoA の設定を適用します。

CoA 設定の各タイプに発行される許可変更
表 24：CoA 設定の各タイプに発行される許可変更

シナリオ

CoA なし設定

Cisco ISE におけ CoA なし（No
る CoA グローバ CoA）
ル コンフィギュ
レーション（一
般的な設定）

ポート バウンス
（Port Bounce）

エンドポイント
がネットワーク
で検出された場
合

CoA なし（No CoA） CoA なし（No
CoA）

CoA なし（No
CoA）
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ポート バウンス設定 再認証設定

その他の情報

—
再認証
（Reauthentication）

許可変更は、
RADIUS 属性の
Acct -Status -Type
値 Stop で判別さ
れます。
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シナリオ

CoA なし設定

ポート バウンス設定 再認証設定

その他の情報

同じスイッチ
ポートで複数の
アクティブ セッ
ションと有線接
続

CoA なし（No
CoA）

再認証
（Reauthentication）

ワイヤレス エン
ドポイント

CoA なし（No
CoA）

切断パケット CoA
再認証
ワイヤレス LAN
（セッション終了） （Reauthentication） コントローラに
対するサポー
ト。

不完全な CoA
データ

CoA なし（No
CoA）

CoA なし（No CoA） CoA なし（No
CoA）

再認証
再認証は、他の
（Reauthentication） セッションの切
断を回避しま
す。

原因は RADIUS
属性の欠落。

ISE データベースの持続性とパフォーマンスの属性フィルタ
Cisco ISE は、ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル（DHCP ヘルパーと DHCP
SPAN の両方）、HTTP、RADIUS、およびシンプル ネットワーク管理プロトコルの各プローブの
フィルタを実装しています。ただし、パフォーマンスの低下に対処するために NetFlow は除外さ
れています。 各プローブ フィルタには、一時的でエンドポイント プロファイルとは関係のない
属性のリストが含まれ、これらの属性はプローブによって収集された属性から削除されます。
isebootstrap ログ（isebootstrap-yyyymmdd-xxxxxx.log）には、辞書からの属性がフィルタリングされ
た状態で、辞書の作成を処理するメッセージが含まれます。 エンドポイントがフィルタリング
フェーズを通過するときに、フィルタリングが行われたことを示すデバッグ メッセージをログに
記録するように設定することもできます。
Cisco ISE プロファイラは、次のエンドポイント属性フィルタを呼び出します。
• DHCP ヘルパーと DHCP SPAN の両方の DHCP フィルタには、不要なすべての属性が含ま
れ、これらの属性は DHCP パケットの解析後に削除されます。 フィルタリング後の属性は、
エンドポイントのエンドポイント キャッシュ内にある既存の属性とマージされます。
• HTTP フィルタは、HTTP パケットからの属性のフィルタリングに使用され、フィルタリン
グ後の属性セットに大幅な変更はありません。
• RADIUS フィルタは、syslog 解析が完了すると使用され、エンドポイント属性がプロファイ
リングのためにエンドポイント キャッシュにマージされます。
• SNMP クエリー用の SNMP フィルタには、CDP および LLDP フィルタが含まれています。こ
れらのフィルタはすべて SNMP クエリー プローブに使用されます。
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ホワイトリストを使用してエンドポイント属性をフィルタリングするグローバル設
定
収集ポイントで頻繁には変わらないエンドポイント属性の数を減らして、永続性イベントおよび
複製イベントの数を減らすことができます。 エンドポイント属性フィルタを有効にすると、Cisco
ISE プロファイラは、重要な属性のみを保持し、その他の属性をすべて廃棄します。 重要な属性
とは、Cisco ISE システムによって使用される属性またはエンドポイント プロファイリング ポリ
シーやルールで明確に使用される属性です。
ホワイトリストは、カスタム エンドポイント プロファイリング ポリシー内でエンドポイントの
プロファイリングに使用される属性のセットであり、許可変更（CoA）、個人所有デバイスの持
ち込み（BYOD）、デバイス登録 WebAuth（DRW）などが Cisco ISE で期待どおりに機能するた
めに不可欠な属性のセットです。 ホワイトリストは、無効になっている場合でも、エンドポイン
トの所有権が変わった場合に（属性が複数のポリシーのサービス ノードによって収集されている
場合）、常に基準として使用されます。
デフォルトではホワイトリストは無効で、属性は、属性フィルタが有効になっている場合にのみ
ドロップされます。 ホワイト リストは、フィードからの変更など、エンドポイント プロファイ
リングポリシーが変更されると、プロファイリングポリシーに新しい属性を含めるように、動的
に更新されます。 ホワイトリストにない属性は収集時に即座にドロップされ、属性をプロファイ
リングエンドポイントに加えることはできません。バッファリングと組み合わせると、永続性イ
ベントの数を減らすことができます。
ホワイトリストに次の 2 つのソースから決定された属性のセットが含まれていることを確認する
必要があります。
• エンドポイントをプロファイルに適合させるためにデフォルト プロファイルで使用される属
性のセット。
• 許可変更（CoA）、個人所有デバイスの持ち込み（BYOD）、デバイス登録 WebAuth（DRW）
などが Cisco ISE で期待どおりに機能するために不可欠な属性のセット。
表 25：ホワイトリストの属性

AAA-Server

BYODRegistration

Calling-Station-ID

Certificate Expiration Date

Certificate Issue Date

Certificate Issuer Name

Certificate Serial Number

Description

DestinationIPAddress

Device Identifier

Device Name

DeviceRegistrationStatus

EndPointPolicy

EndPointPolicyID
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EndPointProfilerServer

EndPointSource

FQDN

FirstCollection

Framed-IP-Address

IdentityGroup

IdentityGroupID

IdentityStoreGUID

IdentityStoreName

L4_DST_PORT

LastNmapScanTime

MACAddress

MatchedPolicy

MatchedPolicyID

NADAddress

NAS-IP-Address

NAS-Port-Id

NAS-Port-Type

NmapScanCount

NmapSubnetScanID

OS Version

OUI

PolicyVersion

PortalUser

PostureApplicable

Product

RegistrationTimeStamp

—

StaticAssignment

StaticGroupAssignment

TimeToProfile

Total Certainty Factor

User-Agent

cdpCacheAddress

cdpCacheCapabilities

cdpCacheDeviceId

cdpCachePlatform

cdpCacheVersion

ciaddr

dhcp-class-identifier

dhcp-requested-address

host-name

hrDeviceDescr

ifIndex

ip

lldpCacheCapabilities

lldpCapabilitiesMapSupported

lldpSystemDescription

operating-system

sysDescr
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161-udp

—

IOS センサー組み込みスイッチからの属性の収集
IOS センサーの統合によって、Cisco ISE ランタイムと Cisco ISE プロファイラでスイッチから送信
された任意またはすべての属性を収集できるようになりました。 RADIUS プロトコルを使用し
て、DHCP、CDP、および LLDP 属性をスイッチから直接収集できます。 DHCP、CDP、および
LLDP について収集された属性は、解析され、次の場所のプロファイラ ディクショナリの属性に
マッピングされます（[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [ディクショナ
リ（Dictionaries）]）。

IOS センサー組み込みネットワーク アクセス デバイス
IOS センサー組み込みネットワーク アクセス デバイスと Cisco ISE の統合では、次のコンポーネ
ントが含まれます。
• IOS センサー
• DHCP、CDP および LLDP のデータを収集するためにネットワーク アクセス デバイス（ス
イッチ）に組み込まれているデータ コレクタ
• データを処理し、エンドポイントのデバイス タイプを決定するアナライザ
アナライザを展開するには次の 2 つの方法がありますが、2 つを組み合わせて使用すること
は想定されていません。
◦ アナライザを Cisco ISE に展開する
◦ アナライザをセンサーとしてスイッチに組み込む

IOS センサー組み込みネットワーク アクセス デバイスの設定チェックリスト
ここでは、スイッチから直接 DHCP、CDP、および LLDP の属性を収集するために、IOS センサー
対応スイッチと Cisco ISE で設定する必要のある作業のリストの概要を説明します。
• RADIUS プローブが Cisco ISE で有効になっていることを確認します。
• ネットワーク アクセス デバイスで DHCP、CDP、および LLDP 情報を収集するための IOS セ
ンサーがサポートされていることを確認します。
• ネットワーク アクセス デバイスで、エンドポイントから CDP 情報と LLDP 情報を取得する
ために次の CDP コマンドと LLDP コマンドが実行されていることを確認します。
cdp enable
lldp run
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• 標準の AAA コマンドと RADIUS コマンドを使用して、セッション アカウンティングが個別
に有効になっていることを確認します。
コマンドの使用例を示します。
aaa new-model
aaa accounting dot1x default start-stop group radius
radius-server host <ip> auth-port <port> acct-port <port> key <shared-secret>
radius-server vsa send accounting

• IOS センサー固有のコマンドを実行していることを確認します。
◦ アカウンティング拡張の有効化
ネットワーク アクセス デバイスで IOS センサー プロトコル データを RADIUS アカウ
ンティング メッセージに追加したり、新しいセンサー プロトコル データの検出時に追
加のアカウンティング イベントを生成したりできるようにする必要があります。 つま
り、RADIUS アカウンティング メッセージには、すべての CDP、LLDP、および DHCP
属性が含まれている必要があります。
次のグローバル コマンドを入力します。
device-sensor accounting
◦ アカウンティング拡張の無効化
（アカウンティング機能がグローバルに有効になっている場合、）（アカウンティン
グ）ネットワーク アクセス デバイスで、特定のポートでホストされているセッション
について IOS センサー プロトコル データを RADIUS アカウンティング メッセージに追
加できないようにするには、適切なポートで次のコマンドを入力します。
no device-sensor accounting
◦ TLV 変更のトラッキング
デフォルトでは、サポートされている各ピア プロトコルでクライアント通知とアカウン
ティング イベントが生成されるのは、特定のセッションのコンテキストで前に受信した
ことのないタイプ、長さ、値（TLV）が着信パケットに含まれている場合だけです。
新しい TLV が存在するか、または前に受信した TLV の値が異なる場合は、すべての
TLV 変更に対するクライアント通知とアカウンティング イベントを有効にする必要が
あります。 次のコマンドを入力します。
device-sensor notify all-changes
• ネットワーク アクセス デバイスで IOS Device Classifier（ローカル アナライザ）が無効になっ
ていることを確認します。
次のコマンドを入力します。
no macro auto monitor

（注）

このコマンドにより、ネットワーク アクセス デバイスは変更ごとに 2 つの同
じ RADIUS アカウンティング メッセージを送信できなくなります。
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エンドポイント プロファイリング ポリシー ルール
ルールを定義すると、すでにポリシー要素ライブラリに作成および保存されているライブラリか
ら 1 つ以上のプロファイリング条件を選択し、確実度係数の整数値を各条件に関連付けるか、例
外アクションまたはネットワークスキャンアクションをその条件に関連付けることができます。
例外アクションまたはネットワーク スキャン アクションは、Cisco ISE がエンドポイントの分類
全体に関するプロファイリング ポリシーを評価しているときに、設定可能なアクションをトリ
ガーするために使用します。
特定のポリシー内のルールが OR 演算子で個別に評価されると、各ルールの確実度メトリックは、
エンドポイントプロファイルからエンドポイントカテゴリを決定するための全体的な照合の計算
に使用されます。 エンドポイント プロファイリング ポリシーのルールが一致した場合、そのプ
ロファイリング ポリシーおよび一致するポリシーは、それらがネットワーク上で動的に検出され
た場合のエンドポイントと同じです。
ルール内で論理的にグループ化される条件
エンドポイント プロファイリング ポリシー（プロファイル）には、単一の条件または AND 演算
子や OR 演算子を使用して論理的に結合された複数の単一条件の組み合わせが含まれ、これらの
条件と照合して、ポリシー内の特定のルールについてエンドポイントをチェック、分類、および
グループ化することができます。
条件は、収集されたエンドポイント属性値をエンドポイントの条件に指定されている値と照合す
るために使用されます。 複数の属性をマッピングする場合は、条件を論理的にグループ化して、
ネットワーク上のエンドポイントの分類に使用できます。 ルールで対応する確実度メトリック
（定義済みの整数値）が関連付けられている 1 つ以上の条件とエンドポイントを照合するか、ま
たは、条件に関連付けられた例外アクション、または条件に関連付けられたネットワーク スキャ
ン アクションをトリガーすることができます。
確実度係数
プロファイリング ポリシーの最小確実度メトリックは、エンドポイントの一致するプロファイル
を評価します。 エンドポイント プロファイリング ポリシーの各ルールには、プロファイリング
条件に関連付けられた最小確実度メトリック（整数値）があります。 確実度メトリックは、エン
ドポイントプロファイリングポリシー内のすべての有効ルールに対して追加される尺度で、エン
ドポイントプロファイリングポリシー内の各条件がエンドポイントの全体的な分類の改善にどの
程度役立つかを測定します。
各ルールの確実度メトリックは、エンドポイントプロファイルからエンドポイントカテゴリを決
定するための全体的な照合の計算に使用されます。 すべての有効なルールの確実度メトリックが
合計され、照合の確実度が求められます。 この値は、エンドポイント プロファイリング ポリシー
に定義されている最小の確実度係数を超えている必要があります。 デフォルトでは、すべての新
しいプロファイリング ポリシー ルールおよび事前に定義されたプロファイリング ポリシーで、
最小の確実度係数は 10 です。
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エンドポイント プロファイリング ポリシーの作成
[プロファイリング ポリシー（Profiling Policies）] ページを使用して、Cisco ISE の管理者として作
成したエンドポイント プロファイリング ポリシーおよび展開時に Cisco ISE によって提供される
エンドポイント プロファイリング ポリシーを管理できます。
新しいプロファイリング ポリシーを作成して、エンドポイントをプロファイリングするには、[新
しいプロファイラ ポリシー（New Profiler Policy）] ページで次のオプションを使用します。
• ポリシー有効（Policy Enabled）
• [ID グループの作成（Create an Identity Group）]：一致するエンドポイント ID グループを作
成するか、またはエンドポイント ID グループ階層を使用するポリシーの場合
• 親ポリシー（Parent Policy）
• 関連 CoA タイプ（Associated CoA Type）

（注）

[プロファイリング ポリシー（Profiling Policies）] ページでエンドポイント ポ
リシーを作成する場合は、Web ブラウザの停止ボタンを使用しないでくださ
い。 このアクションによって、[新しいプロファイラ ポリシー（New Profiler
Policy）] ページでのロードが停止され、アクセス時にリスト ページ内のその
他のリスト ページおよびメニューがロードされ、リスト ページ内のフィルタ
メニュー以外のすべてのメニューでの操作を実行できなくなります。 リスト
ページ内ですべてのメニューの操作を実行するには、Cisco ISE からログアウ
トし、再度ログインする必要がある場合があります。

類似した特性のプロファイリング ポリシーを作成するには、すべての条件を再定義して新しいプ
ロファイリング ポリシーを作成するのではなく、エンドポイント プロファイリング ポリシーを
複製して変更することができます。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [プロファイリング（Profiling）] > [プロファイリング ポリシー（Profiling
Policies）] 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

作成する新しいエンドポイント ポリシーの名前と説明を入力します。 [ポリシー有効（Policy
Enabled）] チェックボックスはデフォルトでオンになっており、エンドポイントのプロファイリ
ング時に検証するエンドポイント プロファイリング ポリシーが含まれます。

ステップ 4

有効範囲 1 ～ 65535 の最小の確実度係数の値を入力します。

ステップ 5

[例外アクション（Exception Action）] ドロップダウン リストの隣にある矢印をクリックして、例
外アクションを関連付けるか、[ネットワーク スキャン（NMAP）アクション（NetworkScan(NMAP)
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Actions）] ドロップダウン リストの隣にある矢印をクリックして、ネットワーク スキャン アク
ションを関連付けます。
ステップ 6

[ポリシーの ID グループの作成（Create an Identity Group for the policy）] で次のオプションのいず
れか 1 つを選択します。
• はい、一致する ID グループを作成します（Yes, create matching Identity Group）
• いいえ、既存の ID グループ階層を使用します（No, use existing Identity Group hierarchy）

ステップ 7

[親ポリシー（Parent Policy）] ドロップダウン リストの隣の矢印をクリックして、新しいエンドポ
イント ポリシーに親ポリシーを関連付けます。

ステップ 8

[関連付ける CoA タイプ（Associated CoA Type）] ドロップダウン リストで、関連付ける CoA タ
イプを選択します。

ステップ 9

ルールをクリックし、条件を追加して、各条件の確実度係数の整数値を関連付けるか、エンドポ
イントの全体的な分類のその条件の例外アクションまたはネットワークスキャンアクションを関
連付けます。

ステップ 10

[送信（Submit）] をクリックしてエンドポイント ポリシーを追加するか、または [新しいプロファ
イラ ポリシー（New Profiler Policy）] ページの [プロファイラ ポリシー リスト（Profiler Policy
List）] リンクをクリックして [プロファイリング ポリシー（Profiling Policies）] ページに戻りま
す。

エンドポイント プロファイリング ポリシーごとの許可変更の設定
Cisco ISE の許可変更（CoA）タイプのグローバル コンフィギュレーションに加えて、各エンドポ
イント プロファイリング ポリシーに関連付けられた特定のタイプの CoA も発行するように設定
できます。
グローバル CoA なしタイプの設定は、エンドポイント プロファイリング ポリシーで設定された
各 CoA タイプを上書きします。 グローバル CoA タイプが CoA なしタイプ以外に設定されている
場合、各エンドポイント プロファイリング ポリシーはグローバル CoA の設定を上書きできます。
CoA がトリガーされると、各エンドポイント プロファイリング ポリシーは、次のように実際の
CoA タイプを決定できます。
• [全般設定（General Settings）]：これは、グローバル コンフィギュレーションごとに CoA を
発行するすべてのエンドポイント プロファイリング ポリシーのデフォルトの設定です。
• [CoA なし（No CoA）]：この設定はグローバル コンフィギュレーションを上書きし、そのプ
ロファイルの CoA を無効にします。
• [ポート バウンス（Port Bounce）]：この設定は、グローバル ポート バウンスおよび再認証設
定タイプを上書きし、ポート バウンス CoA を発行します。
• [再認証（Reauth）]：この設定は、グローバル ポート バウンスおよび再認証設定タイプを上
書きし、再認証 CoA を排出します。
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（注）

プロファイラ グローバル CoA 設定がポート バウンス（または再認証）に設定
されている場合は、モバイル デバイスの BYOD フローが切断されないよう
に、対応するエンドポイント プロファイリング ポリシーを [CoA なし（No
CoA）]、[ポリシーごとの CoA（per-policy CoA）] オプションを指定して設定
していることを確認します。

グローバルおよびエンドポイントプロファイリングポリシー設定に基づいて各場合に発行された
すべての CoA タイプと実際の CoA タイプが組み合わされた設定については、次の概要を参照し
てください。
表 26：設定のさまざまな組み合わせに発行された CoA タイプ

グローバル CoA タ ポリシーごとに設 ポリシーごとの
イプ
定されたデフォル CoA なしタイプ
トの CoA タイプ

ポリシーごとの
ポート バウンス
タイプ

ポリシーごとの再
認証タイプ

CoA なし（No
CoA）

CoA なし（No
CoA）

CoA なし（No
CoA）

CoA なし（No
CoA）

CoA なし（No
CoA）

ポート バウンス
（Port Bounce）

ポート バウンス
（Port Bounce）

CoA なし（No
CoA）

ポート バウンス
（Port Bounce）

再認証
（Re-Auth）

再認証（Reauth） 再認証（Reauth） CoA なし（No
CoA）

ポート バウンス
（Port Bounce）

再認証
（Re-Auth）

エンドポイント プロファイリング ポリシーのインポート
エクスポート機能で作成できる同じ形式を使用して、XML ファイルからエンドポイント プロファ
イリングポリシーをインポートできます。親ポリシーが関連付けられている、新しく作成された
プロファイリング ポリシーをインポートする場合は、子ポリシーを定義する前に親ポリシーを定
義しておく必要があります。
インポート ファイルでは、エンドポイント プロファイリング ポリシーが階層構造になっており、
最初に親ポリシー、次にポリシーに定義されているルールとチェックとともにインポートしたプ
ロファイルが含まれます。
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手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [プロファイリング（Profiling）] > [プロファイリング（Profiling）] > [プロ
ファイリング ポリシー（Profiling Policies）] を選択します。

ステップ 2

[インポート（Import）] をクリックします。

ステップ 3

[参照（Browse）] をクリックして、前にエクスポートしてこれからインポートするファイルを特
定します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

[プロファイリング ポリシー（Profiling Policies）] ページに戻るには、[プロファイラ ポリシー リ
スト（Profiler Policy List）] リンクをクリックします。

エンドポイント プロファイリング ポリシーのエクスポート
他の Cisco ISE 展開にエンドポイント プロファイリング ポリシーをエクスポートできます。 また
は、XML ファイルを独自のポリシーを作成するためのテンプレートとして使用してインポートで
きます。 ファイルをシステムのデフォルトの場所にダウンロードして、後でインポートに使用す
ることもできます。
エンドポイントプロファイリングポリシーをエクスポートする際にダイアログが表示され、適切
なアプリケーションで profiler_policies.xml を開くか、保存するように要求されます。 これは XML
形式のファイルで、Web ブラウザまたは他の適切なアプリケーションで開くことができます。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [プロファイリング（Profiling）] > [プロファイリング（Profiling）] > [プロ
ファイリング（Profiling Policies）] を選択します。

ステップ 2

[エクスポート（Export）] を選択し、次のいずれかを選択します。
• [選択済みをエクスポート（Export Selected）]：[プロファイリング ポリシー（Profiling Policies）]
ページで選択済みのエンドポイント プロファイリングのポリシーだけをエクスポートできま
す。
• [選択済みとエンドポイントをエクスポート（Export Selected with Endpoints）]：選択済みのエ
ンドポイント プロファイリング ポリシーと、選択済みのエンドポイント プロファイリング
ポリシーでプロファイリングされたエンドポイントをエクスポートできます。
• [すべてエクスポート（Export All）]：デフォルトでは、[プロファイリング ポリシー（Profiling
Policies）] ページのすべてのプロファイリング ポリシーをエクスポートできます。

ステップ 3

[OK] をクリックして、profiler_policies.xml ファイルのエンドポイント プロファイリング ポリシー
をエクスポートします。
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事前定義されたエンドポイント プロファイリング ポリシー
Cisco ISE を展開するとき、Cisco ISE には事前定義されたデフォルトのプロファイリング ポリシー
が含められます。その階層構造を使用して、ネットワーク上の識別されたエンドポイントを分類
し、それらを一致するエンドポイント ID グループに割り当てることができます。 エンドポイン
ト プロファイリング ポリシーは階層的であるため、[プロファイリング ポリシー（Profiling
Policies）] ページにはデバイスの一般的な（親）ポリシーと、親ポリシーが [プロファイリング ポ
リシー（Profiling Policies）] リスト ページに関連付けられている子ポリシーが表示されます。
[プロファイリング ポリシー（Profiling Policies）] ページには、エンドポイント プロファイリング
ポリシーとともに、その名前、タイプ、説明、およびステータス（検証が有効になっているかど
うか）が表示されます。
エンドポイント プロファイリング ポリシー タイプは、次のように分類されます。
• シスコ提供：Cisco ISE で事前定義されたエンドポイント プロファイリング ポリシーはシス
コ提供タイプとして識別されます。
◦ 管理者による変更：事前定義されたエンドポイント プロファイリング ポリシーを変更
したときに、エンドポイント プロファイリング ポリシーは管理者による変更タイプと
して識別されます。 Cisco ISE では、事前定義されたエンドポイント プロファイリング
ポリシーに行った変更がアップグレード時に上書きされます。
管理者によって変更されたポリシーは削除できますが、Cisco ISE によりシスコ提供の
ポリシーの最新バージョンで置き換えられます。
• 管理者作成：作成したエンドポイント プロファイリング ポリシー、またはシスコ提供のエ
ンドポイント プロファイリング ポリシーを複製したときのエンドポイント プロファイリン
グ ポリシーは、管理者作成タイプとして識別されます。
一連のエンドポイントの一般的なポリシー（親）を作成して、その子がルールと条件を継承でき
るようにすることを推奨します。 エンドポイントを分類する必要がある場合は、エンドポイント
をプロファイリングするときに、まずエンドポイント プロファイルを親ポリシーと、次にその子
孫（子）ポリシーと照合する必要があります。
たとえば、Cisco-Device は、すべてのシスコ デバイスの一般的なエンドポイント プロファイリン
グのポリシーであり、シスコ デバイスの他のポリシーは、Cisco-Device の子です。 エンドポイン
トを Cisco-IP-Phone 7960 として分類する必要がある場合は、まずこのエンドポイントのエンドポ
イント プロファイルを親の Cisco-Device ポリシー、その子の Cisco-IP-Phone ポリシーと照合する
必要があり、その後さらに分類するために Cisco-IP-Phone 7960 プロファイリング ポリシーと照合
します。
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アップグレード中に上書きされる事前定義されたエンドポイントプロファイリング
ポリシー
[プロファイリング ポリシー（Profiling Policies）] ページで既存のエンドポイント プロファイリン
グ ポリシーを編集できます。 また、事前定義されたエンドポイント プロファイリング ポリシー
を変更するときは、事前定義されたエンドポイント プロファイルのコピーにすべての設定を保存
する必要があります。
アップグレード時に、事前定義されたエンドポイント プロファイルに保存した設定が上書きされ
ます。

エンドポイント プロファイリング ポリシーを削除できない
[プロファイリング ポリシー（Profiling Policies）] ページで選択したエンドポイント プロファイリ
ング ポリシーまたはすべてのエンドポイント プロファイリング ポリシーを削除できます。 デフォ
ルトでは、[プロファイリング ポリシー（Profiling Policies）] ページからすべてのエンドポイント
プロファイリング ポリシーを削除できます。 [プロファイリング ポリシー（Profiling Policies）]
ページですべてのエンドポイントプロファイリングポリシーを選択して削除しようとしても、エ
ンドポイント プロファイリング ポリシーが他のエンドポイント プロファイリング ポリシーにマッ
ピングされた親ポリシーであるか、または許可ポリシーにマッピングされ、かつ他のエンドポイ
ント プロファイリング ポリシーの親ポリシーである場合、そのエンドポイント プロファイリン
グ ポリシーは削除できません。
次に例を示します。
• シスコ提供のエンドポイント プロファイリング ポリシーは削除できません。
• エンドポイント プロファイルが他のエンドポイント プロファイルの親として定義されてい
る場合は、[プロファイリング ポリシー（Profiling Policies）] ページで親プロファイルを削除
できません。 たとえば、Cisco-Device は、シスコ デバイスの他のエンドポイント プロファイ
リング ポリシーの親です。
• 許可ポリシーにマッピングされているエンドポイント プロファイルは削除できません。 た
とえば、Cisco-IP-Phone は Profiled Cisco IP Phones 許可ポリシーにマッピングされ、Cisco IP
Phone の他のエンドポイント プロファイリング ポリシーの親です。

Draeger 医療機器用の事前定義済みプロファイリング ポリシー
Cisco ISE のデフォルトのエンドポイント プロファイルには、Draeger 医療機器用の一般的なポリ
シー、Draeger-Delta 医療機器用のポリシー、および Draeger-M300 医療機器用のポリシーが含まれ
ます。 両方の医療機器にポート 2050 と 2150 があるため、デフォルトの Draeger エンドポイント
プロファイリング ポリシーを使用しても、Draeger-Delta 医療機器と Draeger-M300 医療機器を分類
できません。
使用中の環境では、これらの Draeger デバイスにポート 2050 と 2150 があるため、デフォルトの
Draeger-Delta and Draeger-M300 エンドポイント プロファイリング ポリシーでデバイスの宛先 IP
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アドレスのチェックに加えて、これらの医療機器を区別できるようにルールを追加する必要があ
ります。
Cisco ISE には、Draeger 医療機器用のエンドポイント プロファイリング ポリシーで使用される次
のプロファイリング条件があります。
• ポート 2000 が含まれる Draeger-Delta-PortCheck1
• ポート 2050 が含まれる Draeger-Delta-PortCheck2
• ポート 2100 が含まれる Draeger-Delta-PortCheck3
• ポート 2150 が含まれる Draeger-Delta-PortCheck4
• ポート 1950 が含まれる Draeger-M300PortCheck1
• ポート 2050 が含まれる Draeger-M300PortCheck2
• ポート 2150 が含まれる Draeger-M300PortCheck3

不明なエンドポイントのエンドポイント プロファイリング ポリシー
既存のプロファイルに一致せず、Cisco ISE でプロファイリングできないエンドポイントは、不明
なエンドポイントです。 不明プロファイルは、エンドポイントについて収集された属性が Cisco
ISE の既存のプロファイルと一致しない場合にそのエンドポイントに割り当てられるデフォルト
のシステム プロファイリング ポリシーです。
不明プロファイルは次のシナリオで割り当てられます。
• エンドポイントが Cisco ISE で動的に検出され、そのエンドポイントに一致するエンドポイ
ント プロファイリング ポリシーがない場合、エンドポイントは不明プロファイルに割り当
てられます。
• エンドポイントが Cisco ISE で静的に追加され、静的に追加されたエンドポイントに一致す
るエンドポイント プロファイリング ポリシーがない場合、エンドポイントは不明プロファ
イルに割り当てられます。
ネットワークにエンドポイントを静的に追加した場合、そのエンドポイントは Cisco ISE の
プロファイリング サービスによってプロファイリングされません。 不明プロファイルを適
切なプロファイルに後で変更できます。割り当てたプロファイリング ポリシーは、Cisco ISE
によって再プロファイリングされることはありません。

静的に追加されたエンドポイントのエンドポイント プロファイリング ポリシー
静的に追加されたエンドポイントをプロファイリングするために、プロファイリング サービス
は、新しい MATCHEDPROFILE 属性をエンドポイントに追加することによって、エンドポイント
のプロファイルを計算します。 計算されたプロファイルは、そのエンドポイントが動的にプロ
ファイリングされるときのエンドポイントの実際のプロファイルです。 これにより、静的に追加
されたエンドポイントの計算されたプロファイルと動的にプロファイリングされたエンドポイン
トに一致するプロファイルの間の不一致を見つけることができます。
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スタティック IP デバイスのエンドポイント プロファイリング ポリシー
静的に割り当てられた IP アドレスを持つエンドポイントがある場合、そのスタティック IP デバ
イスのプロファイルを作成できます。
スタティック IP アドレスが割り当てられているエンドポイントをプロファイリングするには、
RADIUS プローブまたは SNMP クエリー プローブと SNMP トラップ プローブを有効にする必要
があります。

エンドポイント プロファイリング ポリシーの一致
1 つ以上のルールで定義されているプロファイリング条件がプロファイリング ポリシーに一致す
る場合、Cisco ISE は、エンドポイント用に選択されたポリシーを、評価されたポリシーではな
く、一致したポリシーであると常に見なします。 ここで、そのエンドポイントのスタティック割
り当てのステータスがシステムで false に設定されます。 ただし、エンドポイントの編集時にスタ
ティック割り当て機能を使用して、システム内の既存のプロファイリング ポリシーに静的に再割
り当てした後は、true に設定されることがあります。
次は、エンドポイントの一致したポリシーに適用されます。
• スタティックに割り当てられたエンドポイントでは、プロファイリング サービスは
MATCHEDPROFILE を計算します。
• 動的に割り当てられたエンドポイントでは、MATCHEDPROFILE は一致するエンドポイント
プロファイルと同じです。
ダイナミック エンドポイントに一致するプロファイリング ポリシーは、プロファイリング ポリ
シーで定義された 1 つ以上のルールを使用して特定できます。また、分類のために、必要に応じ
てエンドポイント ID グループを割り当てることができます。
エンドポイントが既存のポリシーにマッピングされる場合、プロファイリング サービスは、一連
のポリシーが一致する最も近い親プロファイルをプロファイリング ポリシーの階層で検索し、エ
ンドポイントを適切なエンドポイント ポリシーに割り当てます。

許可に使用するエンドポイント プロファイリング ポリシー
許可ルールにエンドポイントプロファイリングポリシーを使用できます。このとき、エンドポイ
ント プロファイリング ポリシーのチェックを含めるように属性として新しい条件を作成できま
す。属性値は、エンドポイント プロファイリング ポリシーの名前になります。 エンドポイント
プロファイリングポリシーを、エンドポイント辞書から選択できます。エンドポイントプロファ
イリング ポリシーには、属性 PostureApplicable、EndPointPolicy、LogicalProfile および
BYODRegistration が含まれています。
EndPointPolicy、BYODRegistration および ID グループの組み合わせを含む許可ルールを定義でき
ます。
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エンドポイント プロファイリング ポリシーの論理プロファイルによ
るグループ化
論理プロファイルは、エンドポイントプロファイリングポリシーがシスコ提供か、管理者作成か
に関係なく、プロファイルまたは関連付けられているプロファイルのカテゴリのコンテナです。
エンドポイントプロファイリングポリシーは、複数の論理プロファイルに関連付けることができ
ます。
許可ポリシー条件で論理プロファイルを使用して、プロファイルのカテゴリでネットワーク全体
のアクセスポリシーの作成に役立てることができます。許可の単純条件を作成して、許可ルール
に含めることができます。 許可条件で使用できる属性と値のペアは、論理プロファイル（属性）
および論理プロファイルの名前（値）であり、エンドポイントシステムディクショナリ内にあり
ます。
たとえば、カテゴリに一致するエンドポイントプロファイリングポリシーを論理プロファイルに
割り当てることによって、Android、Apple iPhone、Blackberry などのすべてのモバイル デバイス
の論理プロファイルを作成できます。 Cisco ISE には、すべての IP フォンのデフォルトの論理プ
ロファイルである IP-Phone が含まれ、IP-Phone には、IP-Phone、Cisco IP-Phone、
Nortel-IP-Phone-2000-Series、および Avaya-IP-Phone プロファイルが含まれます。

論理プロファイルの作成
エンドポイントプロファイリングポリシーのカテゴリをグループ化するために使用できる論理プ
ロファイルを作成でき、それにより、プロファイルまたは関連付けられているプロファイルのカ
テゴリ全体を作成できます。 エンドポイント プロファイリング ポリシーを割り当てられたセッ
トから削除して、使用可能なセットに戻すこともできます。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [プロファイリング（Profiling）] > [プロファイリング（Profiling）] > [論理
プロファイル（Logical 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

[名前（Name）] と [説明（Description）] のテキスト ボックスに新しい論理プロファイルの名前と
説明を入力します。

ステップ 4

[使用可能なポリシー（Available Policies）] からエンドポイント プロファイリング ポリシーを選
択して、論理プロファイルに割り当てます。

ステップ 5

右矢印をクリックして、選択したエンドポイント プロファイリング ポリシーを [割り当てられた
ポリシー（Assigned Policies）] に移動します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。
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プロファイリング例外アクション
例外アクションは、エンドポイントプロファイリングポリシーで参照できる単一の設定可能なア
クションであり、アクションに関連付けられている例外条件が満たされるとトリガーされます。
例外アクションのタイプは次のいずれかになります。
• シスコ提供：シスコ提供の例外アクションは削除できません。 Cisco ISE では、Cisco ISE の
エンドポイントをプロファイリングするときに、次の編集不能なプロファイリング例外アク
ションがトリガーされます。
◦ 許可変更：エンドポイントが許可ポリシーで使用されるエンドポイント ID グループに
対して追加または削除される場合、プロファイリング サービスは許可変更を発行しま
す。
◦ エンドポイント削除：エンドポイントが [エンドポイント（Endpoints）] ページでシステ
ムから削除されるか、Cisco ISE ネットワーク上で編集ページから不明プロファイルに
再割り当てされると、Cisco ISE で例外アクションがトリガーされ、CoA が発行されま
す。
◦ FirstTimeProfiled：エンドポイントが Cisco ISE で初めてプロファイリングされ、そのエ
ンドポイントのプロファイルが不明プロファイルから既存のプロファイルに変更され
て、そのエンドポイントが Cisco ISE ネットワーク上で認証に失敗すると、Cisco ISE で
例外アクションがトリガーされ、CoA が発行されます。
• 管理者作成：Cisco ISE では、作成したプロファイリング例外アクションがトリガーされま
す。

例外アクションの作成
1 つ以上の例外ルールを定義し、1 つのプロファイリング ポリシーに関連付けることができます。
この関連付けにより、Cisco ISE でエンドポイントをプロファイリングする際にプロファイリング
ポリシーが一致し、少なくとも 1 つの例外ルールが一致する場合、例外アクション（単一の設定
可能なアクション）がトリガーされます。
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手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [プロファイリング
（Profiling）] > [例外アクション（Exception Actions）] 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

[名前（Name）] と [説明（Description）] のテキスト ボックスに例外アクションの名前と説明を入
力します。

ステップ 4

[CoA アクション（CoA Action）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[ポリシー割り当て（Policy Assignment）] ドロップダウン リストをクリックしてエンドポイント
ポリシーを選択します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

プロファイリング ネットワーク スキャン アクション
エンドポイント スキャン アクションは、エンドポイント プロファイリング ポリシーで参照でき
る設定可能なアクションであり、ネットワークスキャンアクションに関連付けられている条件が
満たされるとトリガーされます。
Cisco ISE システムにおけるリソース使用量を制限するために、エンドポイントをスキャンする場
合はエンドポイント スキャンが使用されます。 ネットワーク スキャン アクションでは、リソー
スを大量に消費するネットワーク スキャンとは異なり、1 つのエンドポイントをスキャンします。
これにより、エンドポイントの全体的な分類が向上し、エンドポイントのエンドポイント プロ
ファイルが再定義されます。 エンドポイント スキャンは、一度に 1 つずつしか処理できません。
1 つのネットワーク スキャン アクションをエンドポイント プロファイリング ポリシーに関連付
けることができます。 Cisco ISE には、ネットワーク スキャン アクションに 3 つの走査方式が事
前定義されています。たとえば、OS-scan、SNMPPortsAndOS-scan、および CommonPortsAndOS-scan
といった 3 つの走査方式のいずれか、またはすべてを含めることができます。 OS-scan、
SNMPPortsAndOS-scan、および CommonPortsAndOS-scans を編集または削除できません。これら
は、Cisco ISE の事前定義済みネットワーク スキャン アクションです。 独自の新しいネットワー
ク スキャン アクションを作成することもできます。
エンドポイントを適切にプロファイリングすると、設定済みのネットワークスキャンアクション
をそのエンドポイントに対して使用できなくなります。 たとえば、Apple-Device をスキャンする
と、スキャンされたエンドポイントを Apple デバイスに分類できます。 OS-scan によってエンド
ポイントで実行されているオペレーティング システムが特定されたら、Apple-Device プロファイ
ルに一致しなくなりますが、Apple デバイスの適切なプロファイルに一致します。
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ネットワーク スキャン アクションの作成
エンドポイント プロファイリング ポリシーに関連付けられたネットワーク スキャン アクション
では、エンドポイントのオペレーティング システム、簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）
ポート、および一般ポートがスキャンされます。
1 つ以上のネットワーク スキャン ルールを定義し、1 つのエンドポイント プロファイリング ポリ
シーに関連付けることができます。 各ネットワーク スキャン アクションのスキャン タイプを定
義することもできます。 この関連付けにより、Cisco ISE でエンドポイントをプロファイリングす
る際にプロファイリング ポリシーが一致し、少なくとも 1 つのネットワーク スキャン ルールが
一致する場合、ネットワーク スキャン アクションがトリガーされます。

はじめる前に
ルールで定義するネットワーク スキャン アクションをトリガーする、ネットワーク スキャン
（NMAP）プローブが有効になっていることを確認する必要があります。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [プロファイリング
（Profiling）] > [ネットワーク スキャン（NMAP）アクション（Network Scan (NMAP) Actions）]
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

作成するネットワーク スキャン アクションの名前と説明を入力します。

ステップ 4

次のエンドポイントをスキャンする場合、1 つ以上のチェックボックスをオンにします。
• [OS のスキャン（Scan OS）]：オペレーティング システムをスキャンする場合
• [SNMP ポートのスキャン（Scan SNMP Port）]：SNMP ポート（161、162）をスキャンする場
合
• [一般ポートのスキャン（Scan Common Port）]：一般ポートをスキャンする場合

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

オペレーティング システム スキャン
オペレーティング システム スキャン（OS-scan）タイプでは、エンドポイントで実行されている
オペレーティング システム（および OS バージョン）がスキャンされます。 これはリソースを大
量に消費するスキャンです。
OS スキャンに使用する NMAP ツールの制限により、エンドポイントのオペレーティング システ
ムのスキャンで信頼できない結果が得られる場合があります。 たとえば、スイッチやルータなど
のネットワーク デバイスのオペレーティング システムをスキャンすると、NMAP OS-scan から、
それらのデバイスについて正しくない operating-system 属性が返されることがあります。 Cisco ISE
は精度が 100% ではない場合、operating-system 属性を表示します。
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これらのデバイスについては、ルールで NMAP operating-system 属性を使用するエンドポイント
プロファイリング ポリシーに低い確実度値の条件（確実度係数の値）を設定できます。
NMAP:operating-system 属性に基づいてエンドポイント プロファイリング ポリシーを作成するた
びに、プロファイリング ポリシーに AND 条件を含めることを推奨します。 たとえば、
NMAP:operating-system には 100 が含まれます。

（注）

精度が 100% でなければ、NMAP:operating-system 属性に基づいてエンドポイント プロファイ
リング ポリシーを作成しないでください。
[OS のスキャン（Scan OS）] をエンドポイント プロファイリング ポリシーに関連付けた場合、次
の NMAP コマンドはオペレーティング システムをスキャンします。
nmap -sS -O -F -oN /opt/CSCOcpm/logs/nmap.log -append-output -oX - <IP-address>
表 27：エンドポイントの OS スキャンの NMAP コマンド

-sS

TCP SYN スキャン。 SYN スキャンがデフォルトです。

-O

OS 検出を有効にします。

-F

（高速（限定ポート）スキャン）。 デフォルトよりも少ないポートをス
キャンするように指定します。 通常、Nmap では、スキャン対象のプロト
コルごとに最も一般的な 1000 個のポートをスキャンします。 -F を指定す
ると、これが 100 個に減少します。

oN

通常の出力。

oX

XML 出力。

IP-address

スキャン対象のエンドポイントの IP アドレス。

SNMP ポート スキャン
SNMP ポート（161 および 162）が開いている場合、SNMPPortsAndOS-scan タイプは、エンドポイ
ントが実行中のオペレーティング システム（および OS バージョン）をスキャンし、SNMP クエ
リーをトリガーします。 さらに分類するために、識別されて不明プロファイルと最初に一致した
エンドポイントに使用できます。
[SNMP ポートのスキャン（Scan SNMP Port）] をエンドポイント プロファイリング ポリシーに関
連付けた場合、次の NMAP コマンドは SNMP ポート（UDP 161 と 162）をスキャンします。
nmap -sU -p U:161,162 -oN /opt/CSCOcpm/logs/nmap.log --append-output -oX - <IP-address>
表 28：エンドポイントの SNMP ポート スキャンの NMAP コマンド

-sU

UDP スキャン。
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-p <port-ranges>

特定のポートのみスキャンします。 たとえば、UDP ポート 161 と 16.2 を
スキャンします

oN

通常の出力。

oX

XML 出力。

IP-address

スキャン対象のエンドポイントの IP アドレス。

一般ポート スキャン
CommanPortsAndOS-scan タイプでは、エンドポイントで実行されているオペレーティング システ
ム（および OS バージョン）がスキャンされ、SNMP ポートではなく一般ポート（TCP と UDP）
もスキャンされます。 [一般ポートのスキャン（Scan Common Port）] をエンドポイント プロファ
イリング ポリシーに関連付けると、次の NMAP コマンドが一般ポートをスキャンします。nmap
-sTU -p
T:21,22,23,25,53,80,110,135,139,143,443,445,3306,3389,8080,U:53,67,68,123,135,137,138,139,161,445,500,520,631,1434,1900
-oN /opt/CSCOcpm/logs/nmap.log --append-output -oX - <IP address>
表 29：エンドポイントの一般ポート スキャンの NMAP コマンド

-sTU

TCP 接続スキャンと UDP スキャンの両方。

-p <port
ranges>

TCP ポート 21、22、23、25、53、80、110、135、139、143、443、445、3306、
3389、8080、および UDP ポート 53、67、68、123、135、137、138、139、161、
445、500、520、631、1434、1900 をスキャンします。

oN

通常の出力。

oX

XML 出力。

IP address

スキャン対象のエンドポイントの IP アドレス。

一般ポート
次の表に、NMAP でスキャンに使用される 30 個の一般ポート（15 個の TCP ポートと 15 個の UDP
ポート）を示します。
表 30：一般ポート

TCP ポート

UDP ポート

ポート

サービス

ポート

サービス

21/tcp

ftp

53/udp

domain

22/tcp

ssh

67/udp

dhcps

23/tcp

telnet

68/udp

dhcpc
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TCP ポート

UDP ポート

ポート

サービス

ポート

サービス

25/tcp

smtp

123/udp

ntp

53/tcp

domain

135/udp

msrpc

80/tcp

http

137/udp

netbios-ns

110/tcp

pop3

138/udp

netbios-dgm

135/tcp

msrpc

139/udp

netbios-ssn

139/tcp

netbios-ssn

161/udp

snmp

143/tcp

imap

445/udp

microsoft-ds

443/tcp

https

500/udp

isakmp

445/tcp

microsoft-ds

520/udp

route

3306/tcp

mysql

631/udp

ipp

3389/tcp

ms-term-serv

1434/udp

ms-sql-m

8080/tcp

http-proxy

1900/udp

upnp

Cisco NAC アプライアンスとの Cisco ISE 統合
Cisco ISE は、Cisco Network Admission Control（NAC）アプライアンス リリース 4.9 との統合のみ
をサポートし、Cisco ISE に Advanced ライセンスまたは Wireless ライセンスをインストールした
場合に使用できます。
Cisco ISE プロファイラは Cisco NAC 展開のエンドポイントを管理する Cisco Network Admission
Control（NAC）プロファイラに似ています。 この統合により、Cisco NAC 展開にインストールさ
れている既存の Cisco NAC プロファイラを置き換えることができます。 Cisco ISE プロファイラか
らのプロファイル名およびエンドポイント分類の結果を Cisco Clean Access Manager（CAM）と同
期できます。

管理ノードでの Cisco Clean Access Manager の設定
Cisco ISE では、REST API 通信設定のために分散展開のプライマリ管理ノードで複数の Clean Access
Manager（CAM）を登録できます。 Cisco ISE に登録されている CAM のリストは、すべてのプロ
ファイラ設定変更が通知されるリストです。 プライマリ管理ノードは、Cisco ISE と Cisco NAC ア
プライアンス間のすべての通信を担当します。 Cisco ISE では、CAM をプライマリ管理ノードで
のみ設定できます。 1 つ以上の CAM をプライマリ管理ノードで登録するときに使用されたクレ
デンシャルが CAM との接続の認証に使用されます。
Cisco ISE と Cisco NAC アプライアンス間の通信は、Secure Sockets Layer（SSL）上で安全に行わ
れます。 Cisco ISE はプロファイラ設定の変更を CAM にプッシュし、CAM はエンドポイントの

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
523

Cisco NAC アプライアンスとの Cisco ISE 統合

MAC アドレスと対応するプロファイルのリストおよびすべてのプロファイル名のリストを Cisco
ISE から定期的にプルするため、通信は実際には双方向です。
Cisco ISE と CAM 間でセキュアな通信を適切に行えるように、[管理（Administration）] > [Clean
Access Manager] > [SSL] で X509 証明書の内容を Clean Access Manager からエクスポートし、それ
を [管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] [証明書信頼ストア
（Certificate Trust Store）] で Cisco ISE のプライマリ管理ノードにインポートする必要があります。
ハイ アベイラビリティ用の CAM のペアを設定する方法の詳細については、次のリンクを参照し
てください。

Cisco ISE プロファイラと Cisco Clean Access Manager の通信
Cisco ISE プロファイラは、プロファイラ設定の変更をプライマリ管理ノードからすべての登録済
み Clean Access Manager（CAM）に通知します。 これにより、Cisco ISE 分散展開における通知の
重複が回避されます。 Cisco ISE データベースでエンドポイントの追加や削除、およびエンドポイ
ントプロファイリングポリシーの変更が行われると、プロファイラ設定の変更を通知するために
REST API が使用されます。 エンドポイントのインポート時、Cisco ISE プロファイラはインポー
トの完了後にのみ CAM に通知します。
プロファイラ設定の変更を CAM にプッシュするために、次の REST API フローが実装されます。
Cisco ISE プロファイラ エンドポイント変更のプッシュ：Cisco ISE でエンドポイントがプロファ
イリングされ、エンドポイントのプロファイルに変更がある場合、Cisco ISE プロファイラは、エ
ンドポイント プロファイルの変更をすべての登録済み CAM に通知します。
CAM で Cisco ISE を設定し、CAM の [同期設定（Sync Settings）] に応じて CAM を Cisco ISE と同
期することができます。 ルールを作成し、Cisco ISE プロファイルのリストから 1 つ以上の一致す
るプロファイルを選択し、エンドポイントを CAM のいずれかのアクセス タイプにマッピングで
きます。 CAM はエンドポイントと対応するプロファイル、およびすべてのプロファイル名のリ
ストを Cisco ISE プロファイラから定期的に取得します。
プロファイラ設定の変更を Cisco ISE プロファイラからプルするために、次の REST API フローが
実装されます。
• NAC Manager のエンドポイント プル：エンドポイントの MAC アドレスと既知のエンドポイ
ントの対応するプロファイルのリストをプルします。
• NAC Manager のプロファイル プル：プロファイル名を Cisco ISE プロファイラからプルしま
す。
Cisco ISE プロファイラは、Cisco ISE と Cisco NAC アプライアンス リリース 4.9 との統合のモニタ
とトラブルシューティングに使用できるすべてのイベントを Cisco ISE モニタリング ペルソナに
通知します。
Cisco ISE プロファイラ ログには、統合のモニタリングとトラブルシューティングに関する次のイ
ベントが取り込まれます。
• NAC 設定の変更（情報）
• NAC 通知イベント障害（エラー）
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Cisco Clean Access Manager の追加
Cisco ISE を Cisco NAC アプライアンス リリース 4.9 と統合すると、Cisco NAC 展開で Cisco ISE
プロファイリング サービスを利用できます。 Cisco NAC 展開で Cisco ISE プロファイリング サー
ビスを利用できます。
[NAC Managers] ページでは、複数の Clean Access Manager（CAM）を設定でき、登録した CAM
をフィルタリングするためのオプションを使用できます。 このページには、CAM が名前、説明、
IP アドレス、および CAM でエンドポイント通知が有効になっているかどうかを示すステータス
とともに表示されます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [NAC Managers] 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

Cisco Access Manager の名前を入力します。

ステップ 4

CAM への接続を認証する Cisco ISE プロファイラからの REST API 通信を有効にする場合は、[ス
テータス（Status）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

0.0.0.0 および 255.255.255.255 の IP アドレス以外の CAM の IP アドレスを入力します。

ステップ 6

CAM のユーザ インターフェイスにログインするために使用する CAM 管理者のユーザ名とパス
ワードを入力します。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

ポリシーおよびIDグループのスタティック割り当てによるエンドポイ
ントの作成
[エンドポイント（Endpoints）] ページでエンドポイントの MAC アドレスを使用して、新しいエ
ンドポイントを静的に作成できます。また、スタティック割り当ての[エンドポイント（Endpoints）]
ページで、エンドポイント プロファイリング ポリシーおよび ID グループを選択できます。
通常のモバイル デバイス（MDM）エンドポイントは、[エンドポイント ID（Endpoints Identities）]
リストに表示されます。 リスト ページには、[ホスト名（Hostname）]、[デバイス タイプ（Device
Type）]、[デバイス ID（Device ID）] など、MDM エンドポイントの属性のカラムが表示されま
す。 [スタティック割り当て（Static Assignment）]、[スタティック グループ割り当て（Static Group
Assignment）] などのその他のカラムは、デフォルトでは表示されません。

（注）

このページを使用して、MDM エンドポイントを追加、編集、削除、インポートまたはエクス
ポートすることはできません。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [ID（Identities）] > [エンドポイン
ト（Endpoints）] 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

エンドポイントの MAC アドレスをコロンで区切られた 16 進表記で入力します。

ステップ 4

[ポリシー割り当て（Policy Assignment）] ドロップダウン リストから一致するエンドポイント ポ
リシーを選択して、スタティック割り当てステータスをダイナミックからスタティックに変更し
ます。

ステップ 5

[スタティック割り当て（Static Assignment）] チェックボックスをオンにして、エンドポイントに
割り当てられたスタティック割り当てのステータスをダイナミックからスタティックに変更しま
す。

ステップ 6

[ID グループ割り当て（Identity Group Assignment）] ドロップダウン リストから、新しく作成され
たエンドポイントを割り当てるエンドポイント ID グループを選択します。

ステップ 7

エンドポイント ID グループのダイナミック割り当てをスタティックに変更するには、[スタティッ
ク グループ割り当て（Static Group Assignment）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。

CSV ファイルからのエンドポイントのインポート
Cisco ISE サーバからすでにエンドポイントをエクスポートした CSV ファイル、または Cisco ISE
から作成し、エンドポイントの詳細で更新した CSV ファイルからエンドポイントをインポートで
きます。
ファイル形式はデフォルトのインポート テンプレートで指定されている形式にする必要がありま
す。これにより、エンドポイントのリストは次のようになります。MAC,エンドポイントポリシー,
エンドポイント ID グループ。
CSV ファイルでエンドポイントをインポートする場合、エンドポイント ポリシーとエンドポイン
ト ID グループの両方がオプションです。 エンドポイントのエンドポイント ポリシーなしでエン
ドポイント ID グループをインポートする場合も、値はカンマで区切ります。
次に例を示します。
• MAC1, Endpoint Policy1, Endpoint Identity Group1
• MAC2
• MAC3, Endpoint Policy3
• MAC4, , Endpoint Identity Group4
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [ID（Identities）] > [エンドポイン
ト（Endpoints）] > [インポート（Import）] を選択します。

ステップ 2

[ファイルからインポート（Import from File）] をクリックします。

ステップ 3

[参照（Browse）] をクリックし、Cisco ISE サーバからすでにエクスポートした CSV ファイル、ま
たは指定されたファイル形式で作成し、エンドポイントで更新した CSV ファイルを検索します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

エンドポイントで使用可能なデフォルトのインポート テンプレート
エンドポイントのインポートに使用できるエンドポイントを更新できるテンプレートを生成でき
ます。 デフォルトで、[テンプレートの生成（Generate a Template）] リンクを使用して、Microsoft
Office Excel アプリケーションで CSV ファイルを作成し、このファイルをシステム上にローカル
に保存できます。 ファイルは、[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] >
[ID（Identities）] > [エンドポイント（Endpoints）] > [インポート（Import）] > [ファイルからイン
ポート（Import From File）] にあります。 [テンプレートの生成（Generate a Template）] リンクを
使用してテンプレートを作成でき、Cisco ISE サーバは、[template.csv を開く（Opening template.csv）]
ダイアログを表示します。 このダイアログを使用すると、デフォルトの template.csv ファイルを
開いたり、template.csv ファイルをシステム上にローカルに保存できます。 このダイアログで
template.csv ファイルを開くことを選択した場合、このファイルは Microsoft Office Excel アプリケー
ションで開かれます。 デフォルトの template.csv ファイルには、MAC アドレス、エンドポイント
ポリシー、およびエンドポイント ID グループのカラムが表示されるヘッダー行が含まれていま
す。 エンドポイントの MAC アドレス、エンドポイント プロファイリング ポリシー、およびエン
ドポイント ID グループを更新し、エンドポイントのインポートに使用できる異なるファイル名で
このファイルを保存する必要があります。 [テンプレートの生成（Generate a Template）] リンクを
使用したときに作成される template.csv ファイルのヘッダー行を参照してください。
表 31：CSV テンプレート ファイル

MAC

エンドポイント ポリシー
（Endpoint Policy）

エンドポイント ID グループ
（Endpoint Identity Group）

00:1f:f3:4e:c1:8e

Cisco-Device

RegisteredDevices

インポート中の不明なエンドポイントの再プロファイリング
インポートに使用するファイルに、MAC アドレスを持つエンドポイントがあり、それらに割り当
てられているエンドポイントプロファイリングポリシーが不明プロファイルである場合、これら
のエンドポイントはインポート中に Cisco ISE でただちに一致するエンドポイント プロファイリ
ングポリシーに再プロファイリングされます。ただし、不明プロファイルに静的に割り当てられ
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ることはありません。 エンドポイントに割り当てられているエンドポイント プロファイリング
ポリシーが CSV ファイルにない場合、これらのエンドポイントは不明プロファイルに割り当てら
れ、一致するエンドポイント プロファイリング ポリシーに再プロファイリングされます。 次に、
Cisco ISE が、インポート中に Xerox_Device プロファイルに一致する不明プロファイルをどのよう
に再プロファイリングするか、および割り当てられていないエンドポイントをどのように再プロ
ファイリングするかを示します。
表 32：不明プロファイル：ファイルからのインポート

MAC アドレス

Cisco ISE でのインポート前に割り当て Cisco ISE でのインポート後に割り当
られたエンドポイント プロファイリン てられたエンドポイントプロファイ
グ ポリシー
リング ポリシー

00:00:00:00:01:02

不明。

Xerox-Device

00:00:00:00:01:03

不明。

Xerox-Device

00:00:00:00:01:04

不明。

Xerox-Device

00:00:00:00:01:05

プロファイルがエンドポイントに割り
当てられていない場合、そのエンドポ
イントは不明プロファイルに割り当て
られ、一致するプロファイルに再プロ
ファイリングされます。

Xerox-Device

インポート中に保持されるエンドポイントのポリシーおよび ID グループのスタティック割り当て
インポートに使用するファイルに、MAC アドレスを持つエンドポイントがあり、それらに割り当
てられているエンドポイントプロファイリングポリシーがスタティック割り当てである場合、イ
ンポート時に再プロファイリングされることはありません。 次に、Cisco ISE が、Cisco-Device プ
ロファイル（エンドポイントのスタティック割り当て）をインポート時に保持する仕組みを示し
ます。
表 33：スタティック割り当て：ファイルからのインポート

MAC アドレス

Cisco ISE でのインポート前に割り当て Cisco ISE でのインポート後に割り当
られたエンドポイント プロファイリン てられたエンドポイントプロファイ
グ ポリシー
リング ポリシー

00:00:00:00:01:02

Cisco-Device（スタティック割り当て） Cisco-Device

インポートされない無効なプロファイルを持つエンドポイント
エンドポイントがインポートに使用されるファイル内で無効なプロファイルに割り当てられてい
る場合、それらのエンドポイントは、Cisco ISE には一致するプロファイルがないためインポート
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されません。 エンドポイントが CSV ファイル内の無効なプロファイルに割り当てられている場
合、それらのエンドポイントがインポートされない仕組みを下に示します。
表 34：無効なプロファイル：ファイルからのインポート

MAC アドレス

Cisco ISE でのインポート前に割り当て Cisco ISE でのインポート後に割り当
られたエンドポイント プロファイリン てられたエンドポイントプロファイ
グ ポリシー
リング ポリシー

00:00:00:00:01:02

不明。

00:00:00:00:01:05

00:00:00:00:01:05 などのエンドポイント エンドポイントは、Cisco ISE 内に一
が Cisco ISE 使用可能なプロファイル以 致するプロファイルがないためイン
外の無効なプロファイルに割り当てら ポートされません。
れている場合、Cisco ISE では、ポリ
シー名が無効で、エンドポイントがイ
ンポートされないことを示す警告メッ
セージが表示されます。

Xerox-Device

LDAP サーバからのエンドポイントのインポート
エンドポイントの MAC アドレス、関連するプロファイル、およびエンドポイント ID グループを
LDAP サーバからセキュアにインポートできます。

はじめる前に
エンドポイントをインポートする前に、LDAP サーバがインストールされていることを確認しま
す。
LDAP サーバからインポートするには、接続設定値およびクエリー設定値を設定する必要があり
ます。 接続設定値またはクエリー設定値が Cisco ISE で間違って設定されていると、「LDAP イン
ポートが失敗：（LDAP import failed:）」エラー メッセージが表示されます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [ID（Identities）] > [エンドポイン
ト（Endpoints）] > [インポート（Import）] > [LDAP からインポート（Import From LDAP）] を選択
します。

ステップ 2

接続設定の値を入力します。

ステップ 3

クエリー設定の値を入力します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。
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カンマ区切り形式ファイルを使用したエンドポイントのエクスポート
選択したエンドポイントまたはすべてのエンドポイントを Cisco ISE サーバから異なる Cisco ISE
サーバにカンマ区切り形式（CSV）ファイルでエクスポートできます。このファイルで、エンド
ポイントは割り当てられた MAC アドレス、エンドポイント プロファイリング ポリシー、および
エンドポイント ID グループとともに一覧表示されます。
[すべてエクスポート（Export All）] はデフォルトのオプションです。 エンドポイントが [エンド
ポイント（Endpoints）] ページでフィルタリングされている場合、[すべてエクスポート（Export
All）] オプションを使用すると、フィルタリングされたエンドポイントのみがエクスポートされ
ます。 デフォルトでは、profiler_endpoints.csv が CSV ファイルであり、Microsoft Office Excel が
[profiler_endpoints.csv を開く（Opening profiler_endpoints.csv）] ダイアログボックスから CSV ファ
イルを開くか、または CSV ファイルを保存するデフォルト アプリケーションです。 たとえば、
選択したエンドポイントまたはすべてのエンドポイントを profiler_endpoints.csv ファイルでエクス
ポートし、これを使用してそれらのエンドポイントをインポートできます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [ID（Identities）] > [エンドポイン
ト（Endpoints）] を選択します。

ステップ 2

[エクスポート（Export）] をクリックし、次のいずれかを選択します。
• [選択済みをエクスポート（Export Selected）]：[エンドポイント（Endpoints）] ページで選択
したエンドポイントだけをエクスポートできます。
• [すべてエクスポート（Export All）]：デフォルトで、[エンドポイント（Endpoints）] ページ
のすべてのエンドポイントをエクスポートできます。

ステップ 3

[OK] をクリックして、profiler_endpoints.csv ファイルを保存します。

識別されたエンドポイント
Cisco ISE では、ネットワークに接続してネットワーク リソースを使用する識別されたエンドポイ
ントが、[エンドポイント（Endpoints）] ページに表示されます。 エンドポイントは、通常、有線
および無線のネットワーク アクセス デバイスと VPN を介してネットワークに接続するネットワー
ク対応デバイスです。 エンドポイントとして、パーソナル コンピュータ、ラップトップ、IP
Phone、スマート フォン、ゲーム コンソール、プリンタ、ファクス機などがあります。
16 進数形式で表したエンドポイントの MAC アドレスは、常にエンドポイントの一意の表現です
が、それらに関連付けられた属性と値のさまざまなセット（属性と値のペアと呼ばれる）でエン
ドポイントを識別することもできます。 エンドポイントの属性のさまざまなセットは、エンドポ
イント機能、ネットワークアクセスデバイスの機能と設定、およびこれらの属性の収集に使用す
る方法（プローブ）に基づいて収集できます。
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動的にプロファイリングされるエンドポイント
エンドポイントは、ネットワークで検出されると、設定されているプロファイリング エンドポイ
ントのプロファイリング ポリシーに基づいて動的にプロファイリングされ、プロファイルに応じ
て一致するエンドポイント ID グループに割り当てられます。
静的にプロファイリングされるエンドポイント
MAC アドレスを使用してエンドポイントを作成し、Cisco ISE のエンドポイント ID グループとと
もにプロファイルをそのエンドポイントに割り当てると、エンドポイントを静的にプロファイリ
ングすることができます。 Cisco ISE では、静的に割り当てられたエンドポイントに対して、プロ
ファイリング ポリシーおよび ID グループを再割り当てしません。
不明なエンドポイント
エンドポイントに対して一致するプロファイリング ポリシーがない場合、不明なプロファイリン
グ ポリシー（「不明」）を割り当てることで、エンドポイントを不明としてプロファイリングで
きます。不明なエンドポイントポリシーにプロファイリングされたエンドポイントの場合、その
エンドポイントに対して収集された属性または属性セットを使用してプロファイルを作成する必
要があります。 いずれのプロファイルにも一致しないエンドポイントは、不明なエンドポイント
ID グループにグループ化されます。

識別されたエンドポイントの、ポリシー サービス ノード データベースへのローカ
ル保存
Cisco ISE は識別されたエンドポイントをポリシー サービス ノードのデータベースにローカルに
書き込みます。 エンドポイントをデータベースにローカル保存した後は、それらのエンドポイン
トは、重要な属性がエンドポイントで変更され、他のポリシー サービス ノード データベースに
複製されているときにのみ、管理ノード データベースで使用できる（リモート書き込み）ように
なります。
重要な属性は次のとおりです。
• ip
• EndPointPolicy
• MatchedValue
• StaticAssignment
• StaticGroupAssignment
• MatchedPolicyID
• NmapSubnetScanID
• PortalUser
• DeviceRegistrationStatus
• BYODRegistration
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Cisco ISE でエンドポイント プロファイル定義を変更した場合、すべてのエンドポイントを再プロ
ファイリングする必要があります。 エンドポイント属性を収集するポリシー サービス ノードが、
これらのエンドポイントの再プロファイリングを担当します。
あるポリシー サービス ノードが、最初は別のポリシー サービス ノードによって属性が収集され
ていたエンドポイントに関する属性を収集し始めると、エンドポイントの所有権が現在のポリシー
サービス ノードに移ります。 新しいポリシー サービス ノードは、前のポリシー サービス ノード
から最新の属性を取得して、すでに収集されている属性と調整します。
重要な属性がエンドポイントで変更されると、エンドポイントの属性は管理ノード データベース
に自動的に保存され、エンドポイントの最新の重要な変更を使用できます。 エンドポイントを所
有するポリシー サービス ノードが何らかの理由で使用できない場合、管理 ISE ノードが所有者を
失ったエンドポイントを再プロファイリングします。また、このようなエンドポイントに対して
新しいポリシー サービス ノードを設定する必要があります。

クラスタのポリシー サービス ノード
Cisco ISE では、ポリシー サービス ノード グループをクラスタとして使用するため、クラスタ内
の複数のノードが同じエンドポイントの属性を収集するときに、エンドポイント属性を交換でき
ます。 1 つのロード バランサの背後に存在する、すべてのポリシー サービス ノードに対するク
ラスタを作成することを推奨します。
現在のオーナー以外の別のノードが同じエンドポイントの属性を受信した場合、属性をマージし、
所有権の変更が必要かどうかを決定するために、現在のオーナーから最新の属性を要求するメッ
セージをクラスタ全体に送信します。 Cisco ISE でノード グループを定義していない場合は、す
べてのノードが 1 つのクラスタ内にあると想定されます。
Cisco ISE でエンドポイントの作成と複製への変更は行われません。 エンドポイントの所有権の変
更のみが、プロファイリングに使用される、静的属性と動的属性から作成される属性のリスト（ホ
ワイト リスト）に基づいて決定されます。
次のいずれかの属性が変更された場合、後続の属性の収集時に、エンドポイントは管理ノードで
更新されます。
• ip
• EndPointPolicy
• MatchedValue
• StaticAssignment
• StaticGroupAssignment
• MatchedPolicyID
• NmapSubnetScanID
• PortalUser
• DeviceRegistrationStatus
• BYODRegistration
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エンドポイントが管理ノードで編集および保存されている場合、この属性はエンドポイントの現
在のオーナーから取得されます。

エンドポイント ID グループの作成
Cisco ISE では、検出したエンドポイントを、対応するエンドポイント ID グループにグループ化
します。 Cisco ISE では、システム定義された複数のエンドポイントの ID グループが事前に用意
されています。 [エンドポイント ID グループ（Endpoint Identity Groups）] ページで追加のエンド
ポイント ID グループを作成することもできます。 作成したエンドポイント ID グループを編集ま
たは削除できます。 システム定義されたエンドポイント ID グループの説明のみを編集できます。
これらのグループの名前を編集したり、これらのグループを削除したりすることはできません。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [グループ（Groups）] > [エンドポ
イント ID グループ（Endpoint Identity Groups）] 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

作成するエンドポイント ID グループの名前を入力します（エンドポイント ID グループの名前に
スペースを入れないでください）。

ステップ 4

作成するエンドポイント ID グループの説明を入力します。

ステップ 5

[親グループ（Parent Group）] ドロップダウン リストをクリックして、新しく作成したエンドポイ
ント ID グループを関連付けるエンドポイント ID グループを選択します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

識別されたエンドポイントの、エンドポイント ID グループでのグループ化
Cisco ISE では、エンドポイント プロファイリング ポリシーに基づいて、検出されたエンドポイ
ントを対応するエンドポイント ID グループにグループ化します。 プロファイリング ポリシーは
階層構造になっており、Cisco ISE のエンドポイント ID グループ レベルで適用されます。 エンド
ポイントをエンドポイント ID グループにグループ化し、プロファイリング ポリシーをエンドポ
イント ID グループに適用すると、Cisco ISE により、対応するエンドポイント プロファイリング
ポリシーを確認してエンドポイント プロファイルへのエンドポイントのマッピングを決定できま
す。
Cisco ISE によってエンドポイント ID グループのセットがデフォルトで作成され、これを使用し
て、エンドポイントを動的または静的に割り当てできる独自の ID グループを作成できます。 エ
ンドポイント ID グループを作成し、システムが作成した ID グループの 1 つにその ID グループを
関連付けることができます。 また、自分が作成したエンドポイントをシステム内のいずれかの ID
グループに静的に割り当てることができ、ID グループがプロファイリング サービスで再割り当て
されることはありません。
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エンドポイントに対して作成されるデフォルトのエンドポイント ID グループ
Cisco ISE は次の 5 つのエンドポイント ID グループをデフォルトで作成します。ブラックリスト、
GuestEndpoints、プロファイル済み、RegisteredDevices、不明。 さらに、プロファイル済み（親）
ID グループに関連付けられている Cisco-IP-Phone やワークステーションなどの追加の 2 つの ID グ
ループを作成します。 親グループは、システムに存在するデフォルトの ID グループです。
Cisco ISE は次のエンドポイント ID グループを作成します。
• ブラックリスト：このエンドポイント ID グループには、Cisco ISE でこのグループに静的に
割り当てられたエンドポイントおよびデバイス登録ポータルでブラックリストに記載された
エンドポイントが含まれます。 許可プロファイルを Cisco ISE で定義して、このグループの
エンドポイントへのネットワーク アクセスを許可または拒否できます。
• GuestEndpoints：このエンドポイント ID グループには、ゲスト ユーザが使用するエンドポイ
ントが含まれます。
• プロファイル済み：このエンドポイント ID グループには、Cisco ISE の Cisco IP Phone およ
びワークステーションを除くエンドポイント プロファイリング ポリシーに一致するエンド
ポイントが含まれます。
• RegisteredDevices：このエンドポイント ID グループには、デバイス登録ポータルを介して従
業員が追加した登録済みデバイスであるエンドポイントが含まれます。 プロファイリング
サービスは通常、これらのデバイスがこのグループに割り当てられている場合、これらのデ
バイスを引き続きプロファイリングします。 エンドポイントは Cisco ISE のこのグループに
静的に割り当てられ、プロファイリング サービスがこれらのエンドポイントを他の ID グルー
プに割り当てることはできません。 これらのデバイスは、エンドポイント リストの他のエ
ンドポイントと同様に表示されます。 デバイス登録ポータルを介して追加されたこれらのデ
バイスに対して、Cisco ISE の [エンドポイント（Endpoints）] ページのエンドポイント リス
トで編集、削除およびブラックリストへの記載を実行できます。 デバイス登録ポータルでブ
ラックリストに記載されたデバイスは、ブラックリスト エンドポイント ID グループに割り
当てられ、Cisco ISE に存在する許可プロファイルは、ブラックリストに記載されたデバイス
を URL（「無許可ネットワーク アクセス」と表示される、ブラックリストに記載されたデ
バイスのデフォルト ポータル ページ）にリダイレクトします。
• 不明：このエンドポイント ID グループには、Cisco ISE のプロファイルに一致しないエンド
ポイントが含まれます。
上記のシステムで作成されたエンドポイント ID グループに加えて、Cisco ISE ではプロファイル
済み ID グループに関連付けられる次のエンドポイント ID グループが作成されます。
• Cisco-IP-Phone：ネットワーク上のすべてのプロファイル済み Cisco IP Phone が含まれる ID
グループです。
• ワークステーション：ネットワーク上のすべてのプロファイル済みワークステーションが含
まれる ID グループです。
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一致するエンドポイントプロファイリングポリシーに対して作成されるエンドポイ
ント ID グループ
既存のポリシーと一致するエンドポイントポリシーがある場合、プロファイリングサービスは一
致するエンドポイント ID グループを作成できます。 この ID グループは、プロファイル済みエン
ドポイント ID グループの子になります。 エンドポイント ポリシーを作成する場合、[プロファリ
ング ポリシー（Profiling Policies）] ページの [一致する ID グループの作成（Create Matching Identity
Group）] チェックボックスをオンにして、一致するエンドポイント ID グループを作成できます。
プロファイルのマッピングが削除されない限り、一致する ID グループは削除できません。

エンドポイント ID グループでの静的なエンドポイントの追加
エンドポイント ID グループの静的に追加されたエンドポイントを追加または削除できます。
[エンドポイント（Endpoints）] ウィジェットのエンドポイントのみを特定の ID グループに追加で
きます。 エンドポイントを特定のエンドポイント ID グループに追加した場合、そのエンドポイ
ントは、前に動的にグループ化されたエンドポイント ID グループから移動されます。
エンドポイントを最近追加したエンドポイント ID グループから削除すると、そのエンドポイント
は、適切な ID グループに再プロファイリングされます。 エンドポイントは、システムから削除
されませんが、エンドポイントの ID グループからのみ削除されます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [グループ（Groups）] > [エンドポ
イント ID グループ（Endpoint Identity Groups）] を選択します。

ステップ 2

エンドポイント ID グループを選択して [編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[エンドポイント（Endpoints）] ウィジェットでエンドポイントを選択して、選択したエンドポイ
ントをエンドポイント ID グループに追加します。

ステップ 5

[エンドポイント グループ リスト（Endpoint Group List）] リンクをクリックして、[エンドポイン
ト ID グループ（Endpoint Identity Groups）] ページに戻ります。

ダイナミックエンドポイントの、ID グループへの追加または削除後の再プロファイ
リング
エンドポイント ID グループが静的に割り当てられていない場合、エンドポイント ID グループに
追加した、またはエンドポイント ID グループから削除したエンドポイントは、再プロファイリン
グされます。 ISE プロファイラにより動的に識別されたエンドポイントは、適切なエンドポイン
ト ID グループに表示されます。 動的に追加されたエンドポイントをエンドポイント ID グループ
から削除した場合、Cisco ISE では、エンドポイント ID グループからエンドポイントを正常に削
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除したが、それらのエンドポイントをエンドポイント ID グループに再プロファイリングして戻す
ことを示すメッセージが表示されます。

許可ルールで使用されるエンドポイント ID グループ
エンドポイント ID グループを許可ポリシーで効率的に使用して、検出されたエンドポイントに適
切なネットワーク アクセス権限を付与することができます。 たとえば、すべてのタイプの Cisco
IP Phone 用の許可ルールが、デフォルトで、Cisco ISE の[ポリシー（Policy）] > [許可
（Authorization）] > [標準（Standard）] で使用できます。
エンドポイント プロファイリング ポリシーがスタンドアロン ポリシー（他のエンドポイント プ
ロファイリング ポリシーの親でない）であるか、またはエンドポイント プロファイリング ポリ
シーの親ポリシーが無効でないことを確認する必要があります。

プロファイラ フィード サービス
プロファイラフィードサービスの導入により、プロファイラ条件、例外アクション、およびNMAP
スキャン アクションが、Cisco ISE でシスコ提供または管理者作成（システム タイプ属性を参照）
として分類されます。 また、エンドポイント プロファイリング ポリシーは、シスコ提供、管理
者作成、または管理者による変更（システム タイプ属性を参照）として分類されます。
システム タイプ属性によって、プロファイラ条件、例外アクション、NMAP スキャン アクショ
ン、およびエンドポイント プロファイリング ポリシーに対して異なる操作を実行できます。 シ
スコ提供の条件、例外アクション、NMAP スキャン アクションは編集または削除できません。 シ
スコが提供するエンドポイントポリシーは削除できません。ポリシーを編集すると、管理者によ
る変更と見なされます。 管理者によって変更されたポリシーが削除されると、それが基づいてい
たシスコ提供ポリシーの最新のバージョンに置き換えられます。
新規および更新されたエンドポイント プロファイリング ポリシーや更新された OUI データベー
スを、指定された Cisco フィード サーバからの、サブスクリプションを介した Cisco ISE へのフィー
ドとして取得できます。 また、適用、成功、および失敗メッセージに対して設定した、Cisco ISE
の管理者としての電子メールアドレスに電子メール通知を受信できます。通知を受信するために
追加の加入者情報も提供できます。 レコードを維持するために加入者情報をシスコに送り返すこ
とができ、それらは特権および機密として処理されます。
デフォルトでは、プロファイラフィードサービスは無効になっており、サービスを有効にするに
は Plus ライセンスが必要です。 プロファイラ フィード サービスを有効にすると、Cisco ISE は毎
日ローカル Cisco ISE サーバのタイム ゾーンの午前 1:00 にフィード サービス ポリシーと OUI デー
タベースの更新をダウンロードします。 Cisco ISE は、これらのダウンロードされたフィード サー
バ ポリシーを自動的に適用し、また、これらの変更を以前の状態に復元できるように一連の変更
を保存します。最後に適用した一連の変更から復元すると、新しく追加されたエンドポイントプ
ロファイリング ポリシーは削除され、更新されたエンドポイント プロファイリング ポリシーは
以前の状態に復元されます。 さらに、プロファイラ フィード サービスは自動的に無効になりま
す。
更新が行われるとき、シスコ提供のプロファイリング ポリシーと、以前の更新で変更されたエン
ドポイント プロファイリング ポリシーのみが更新されます。 シスコ提供の無効のプロファイリ
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ング ポリシーも更新されますが、無効のままです。 管理者作成または管理者による変更のプロ
ファイリング ポリシーは、上書きされません。 管理者による変更のエンドポイント プロファイ
リング ポリシーをシスコ提供のエンドポイント プロファイリング ポリシーに復元する場合は、
管理者による変更のエンドポイントプロファイリングポリシーを削除するか、または管理者によ
る変更のエンドポイント プロファイリング ポリシーを以前のシスコ提供のエンドポイント プロ
ファイリング ポリシーに復元する必要があります。

OUI フィード サービス
指定されたシスコ フィード サーバは、次のリンクから更新済みの OUI データベースをダウンロー
ドします。これは、MAC OUI に関連付けられたベンダーのリストです。 更新された OUI データ
ベースは、Cisco ISE が自身のデータベースにダウンロードするフィードとして、ISE 展開で使用
できます。 Cisco ISE はエンドポイントを更新してから、エンドポイントの再プロファイリングを
始めます。
指定されたシスコ フィード サーバは、次に示すリンクにあります。 サービスへのアクセスに問
題がある場合は、（たとえば、ファイアウォールやプロキシ サーバのような）ネットワーク セ
キュリティ コンポーネントで、この URL に対する直接アクセスが許可されていることを確認し
ます。

プロファイラ フィード サービスの設定
新規および更新されたエンドポイント プロファイリング ポリシーや MAC OUI に関するアップ
デートを、指定された Cisco フィード サーバからのフィードとして受信するように Cisco ISE を設
定できます。 フィード サービスを有効にすると、Cisco ISE では、最後のフィード サービス更新
以降に作成された新規プロファイルおよび更新されたプロファイルや MAC OUI を確認すること
ができます。フィードサービスが使用できない場合、およびその他のエラーが発生した場合は、
操作監査レポートで報告されます。
Cisco ISE の管理者としてフィード サービス使用状況レポートをシスコに返送するように設定した
り、代替 Cisco ISE 管理者詳細（任意の属性）を [フィード サービス加入者情報（Feed Service
Subscriber Information）] セクションに指定したりできます。
次のデータをシスコに返送できます。
• Hostname：Cisco ISE ホスト名
• MaxCount：エンドポイントの合計数
• ProfiledCount：プロファイリングされたエンドポイント カウント
• UnknownCount：不明なエンドポイント カウント
• MatchSystemProfilesCount：シスコ提供のプロファイル カウント
• UserCreatedProfiles：ユーザ作成のプロファイル カウント
フィード サーバからダウンロードしたプロファイリング ポリシーの CoA タイプは、ローカルで
設定され、ダウンロードされません。 ダウンロードされたポリシーの CoA タイプを変更した場
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合、状態は更新されません。 それはシステム ポリシーのままで、フィード サーバを介してポリ
シーを更新する必要があります。

はじめる前に
分散展開またはスタンドアロン ISE ノードでは、Cisco ISE 管理者ポータルからのみプロファイラ
フィード サービスを設定できます。
Cisco ISE は、HTTPS を介してフィード サービス プラットフォームと相互作用するフィード サー
ビス クライアントとして通信するために、フィード サーバ証明書を要求します。 証明書は、[管
理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] に移動して証明書ストアか
らダウンロードできます。
管理者ポータルから電子メール通知を送信するには、Simple Mail Transfer Protocol（SMTP）サー
バを設定する必要があります（[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定
（Settings）]）。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [フィード サービス（FeedService）] > [プロファイラ（Profiler）] を選択
します。

ステップ 2

[プロファイラ フィード サービスの有効化（Enable Profiler Feed Service）] チェックボックスをオ
ンにします。

ステップ 3

[フィード サービス スケジューラ（Feed Service Scheduler）] セクションに HH:MM 形式で時刻
（Cisco ISE サーバのローカル タイム ゾーン）を入力します。 デフォルトでは、Cisco ISE フィー
ド サービスは毎日午前 1 時にスケジュールされます。

ステップ 4

[管理者通知オプション（Administrator Notification Options）] セクションで [ダウンロードが行われ
たら管理者に通知（Notify administrator when download occurs）] チェックボックスをオンにして、
[管理者の電子メール アドレス（Administrator email address）] テキスト ボックスに Cisco ISE の管
理者として電子メール アドレス入力します。

ステップ 5

[フィード サービス加入者情報（Feed Service Subscriber Information）] セクションの [加入者情報を
シスコに提供（Provide subscriber information to Cisco）] チェックボックスをオンにし、Cisco ISE
の管理者および代替 Cisco ISE 管理者の詳細を入力します。

ステップ 6

[承認（Accept）] をクリックします。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 8

[今すぐ更新（Update Now）] をクリックします。
最後のフィード サービス更新以降に作成された新規および更新されたプロファイルをチェックす
るために Cisco フィード サーバに連絡するように Cisco ISE に指示します。 これによりシステム
内のすべてのエンドポイントが再プロファイリングされ、システム負荷が増加する可能性があり
ます。 エンドポイント プロファイリング ポリシーの更新のため、現在 Cisco ISE に接続している
一部のエンドポイントの許可ポリシーが変更される場合があります。
最後のフィード サービス以降に作成された新規および更新されたプロファイルを更新すると [今
すぐ更新（Update Now）] ボタンは無効になり、ダウンロードの完了後にのみ有効になります。
[プロファイラ フィード サービス設定（Profiler Feed Service Configuration）] ページから別の場所
に移動し、このページに戻ります。
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ステップ 9

[はい（Yes）] をクリックします。

エンドポイント プロファイリング ポリシーの更新の削除
前回の更新で更新されたエンドポイント プロファイリング ポリシーに戻り、プロファイラ フィー
ド サービスの前回の更新により新しく追加されたが、OUI の更新が変更されていないエンドポイ
ント プロファイリング ポリシーを削除できます。
エンドポイント プロファイリング ポリシーは、フィード サーバからの更新後に変更された場合、
システムで変更されません。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [フィード サービス（FeedService）] > [プロファイラ（Profiler）] を選択
します。

ステップ 2

[プロファイラ フィード サービスの有効化（Enable Profiler Feed Service）] チェックボックスをオ
ンにします。

ステップ 3

[更新レポート ページに移動（Go to Update Report Page）] をクリックして、変更設定監査レポー
トで設定変更を表示します。

ステップ 4

[最新を元に戻す（Undo Latest）] をクリックします。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

プロファイラ レポート
Cisco ISE には、エンドポイント プロファイリングに関するさまざまなレポートと、ネットワーク
の管理に使用できるトラブルシューティングツールが用意されています。現在のデータに加えて
履歴のレポートを生成できます。レポートの一部をドリルダウンして詳細を表示できます。大規
模なレポートの場合、レポートをスケジュールし、さまざまな形式でダウンロードすることもで
きます。
[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [エンドポイントとユーザ（Endpoints and Users）]
からエンドポイントに関する次のレポートを実行できます。
• エンドポイント セッション履歴
• プロファイリングされたエンドポイントの概要
• エンドポイント プロファイルの変更
• エンドポイントによる上位承認
• 登録済みエンドポイント
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• 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, 545
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• ローカル マシンからの AnyConnect 用の顧客作成リソースの追加, 546 ページ
• パーソナル デバイス登録動作の設定, 546 ページ
• ネイティブ サプリカント プロファイルの作成, 547 ページ
• AnyConnect 設定の作成, 548 ページ
• AnyConnect と Cisco NAC のエージェント プロファイルの作成, 549 ページ
• エージェント プロファイル設定のガイドライン, 550 ページ
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• ポスチャ プロトコル設定, 563 ページ
• クライアント ログイン セッションの基準, 568 ページ
• Cisco NAC Agent MSI インストーラを使用したクライアント マシンのプロビジョニング, 569
ページ
• Cisco ISE ポスチャ エージェント, 571 ページ
• AnyConnect, 573 ページ
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• Cisco Web Agent, 576 ページ
• Cisco NAC Agent ログ, 576 ページ
• Cisco NAC Agent のエージェント カスタマイズ ファイルの作成, 577 ページ
• 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, 582 ページ
• クライアント プロビジョニング レポート, 585 ページ
• クライアント プロビジョニング イベント ログ, 586 ページ

Cisco ISE でのクライアント プロビジョニングの有効化
Cisco ISE クライアント プロビジョニング機能では、クライアント プロビジョニング リソースを
ダウンロードして、Windows および MAC OS X クライアントのエージェント プロファイルと独自
のパーソナル デバイスのネイティブ サプリカント プロファイルを設定することができます。 ク
ライアント プロビジョニング リソース ポリシーにより、クライアント デバイスにリソースをダ
ウンロードしてインストールすることが可能になります。
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。 Cisco ISE のこの機能を無効にすることを選
択した場合、ネットワークにアクセスしようとするユーザは、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を受信します。

はじめる前に
クライアント プロビジョニング リソースを Cisco ISE にダウンロードできる適切なリモートの場
所にアクセスできるようにするには、ネットワークにプロキシが正しく設定されていることを確
認する必要がある場合があります。

手順
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）] を選択します。

ステップ 2

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

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。

次の作業
Cisco ISE のポスチャ エージェントのクライアント プロビジョニング リソースを追加し、クライ
アント プロビジョニング ポリシーを設定して、ユーザがクライアント マシンにクライアント プ
ロビジョニング リソースをダウンロードしてインストールできるようにします。
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クライアント プロビジョニング リソースのタイプ
クライアント プロビジョニング リソースは、AnyConnect、Cisco NAC Agent、および Cisco Web
Agent 向けにシスコから提供され、カスタマーが AnyConnect のリソースを作成することもできま
す。
クライアント プロビジョニング リソースには次のタイプのものがあります。
• シスコにより提供されるパッケージ：
◦ AnyConnect バイナリ パッケージ
◦ AnyConnect コンプライアンス モジュール
◦ Windows および Mac OS X クライアント向けの Cisco Network Admission Control（NAC）
Agent
◦ Cisco NAC Agent コンプライアンス モジュール
◦ Cisco NAC Agent カスタマイゼーション パッケージ
◦ Cisco Web Agent
◦ Windows および Mac OS X クライアント向けのサプリカント プロビジョニング ウィザー
ド
• カスタマーによって作成されるパッケージ：
◦ 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 モジュール プロファイル

リモート ソース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 および Cisco NAC Agent、
および Cisco Web Agent 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。 選択するリソースおよび使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秒から数分かかることがありま
す。

はじめる前に
• 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。
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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

手順
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

[保存（Save）] をクリックします。

次の作業
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。

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
自動ダウンロードでは、シスコから入手できるすべてのソフトウェアが Cisco ISE にアップロード
されますが、多くの項目が展開に適していない場合があります。 シスコから自動的にダウンロー
ドせずに、可能な限り手動でリソースをアップロードすることを推奨します。

はじめる前に
Cisco ISE で正しいプロキシ設定を設定しており、クライアント プロビジョニング リソースを Cisco
ISE にダウンロードできる適切なリモート ロケーションにアクセスできることを確認します。

手順
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）] を選択します。

ステップ 2

[自動ダウンロードの有効化（Enable Automatic Download）] ドロップダウン リストから、[有効
（Enable）] を選択します。

ステップ 3

[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
ンロードするデフォルトの URL は、https://www.cisco.com/web/secure/pmbu/provisioning-update.xml
です。
ネットワークで URL リダイレクション機能（プロキシ サーバ経由など）を制限しているために、
デフォルトの URL へのアクセスに問題がある場合は、Cisco ISE で URL
https://www.perfigo.com/ise/provisioning-update.xml を指定してください。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。
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次の作業
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 リソースがあればローカル
ディスクから追加できます。

はじめる前に
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。 古い
サポートされていないリソース（たとえば、Cisco NAC Agent の古いバージョン）を使用すると、
クライアント アクセスで重大な問題が発生する場合があります。
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。

手順
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

[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。
以前に Cisco サイトからローカル マシンにダウンロードした AnyConnect、Cisco NAC Agent、およ
び Cisco Web Agent のリソースを追加できます。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
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。
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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。

はじめる前に
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。

手順
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

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

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。

次の作業
AnyConnect エージェント プロファイルの作成

パーソナル デバイス登録動作の設定
この機能を使用して、Cisco ISE がネイティブ サプリカント プロビジョニング ウィザードをイン
ストールできないパーソナル デバイスを介したユーザ ログイン セッションを Cisco ISE が処理す
る方法を指定します（Research In Motion の Blackberry デバイスなど）。
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手順
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）] を選択します。

ステップ 2

[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）] ドロップダウン リストから、次の 2 つのオプションのいずれか 1 つを選択し
ます。
a) [ネットワーク アクセスの許可（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。
b) [定義済みの許可ポリシーの適用（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 3

[保存（Save）] をクリックします。

次の作業
「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 は、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します。

はじめる前に
• リモート デバイス登録に TLS デバイス プロトコルを使用しようとしている場合、少なくと
も 1 つの Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）プロファイルを設定してください。
• TCP ポート 8909 および UDP ポート 8909 を開き、Cisco NAC Agent、Cisco NAC 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てください。
ポートの使用法の詳細については、『Cisco Identity Services Engine Hardware Installation Guide,
Release 1.3』の付録「Cisco ISE Appliance Ports Reference」を参照してください。
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AnyConnect 設定の作成

手順
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

エージェント プロファイルの [名前（Name）] を指定します。

ステップ 4

（任意）[ネイティブ サプリカント プロファイル（Native Supplicant Profile）] の説明を [説明
（Description）] に入力します。

ステップ 5

このプロファイルの [オペレーティング システム（Operating System）] を選択します。

ステップ 6

このプロファイルの有線または無線の接続タイプ（あるいは両方）に適切なオプションを有効に
します。 無線接続オプションを有効にした場合は、デバイス SSID と無線セキュリティ タイプ
（WPA2 Enterprise または WPA Enterprise のどちらか）も指定するようにします。

ステップ 7

デバイス プロファイルの [許可されるプロトコル（Allowed Protocol）] を選択します。

ステップ 8

このプロファイルに対して他の [任意の設定（Optional Settings）] を適切に有効または無効にしま
す。

ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
「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。

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。

はじめる前に
AnyConnect 設定オブジェクトを設定する前に AnyConnect パッケージ、コンプライアンス モジュー
ル、プロファイル、およびオプションのカスタマイゼーションバンドルとローカリゼーションバ
ンドルをアップロードする必要があります。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
548

AnyConnect と Cisco NAC のエージェント プロファイルの作成

手順
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、ASA ポスチャ、Start Before Logon、
Diagnostic and Reporting Tool の中から、1 つ以上のモジュールを選択します。
（注）
[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。
AnyConnect GUI 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。 VPNDisable_ServiceProfile.xml は他の AnyConnect ファイルを含む
CCO にあります。

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。

AnyConnect と Cisco NAC のエージェント プロファイルの作成
AnyConnect や NAC 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、エージェントの動作を定義するパラメータ、クライアント IP アドレ
スをリフレッシュするかどうかに関連するパラメータ、およびポスチャ プロトコルのパラメータ
を指定できます。
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手順
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

[NAC AnyConnect エージェント ポスチャ プロファイル（NAC AnyConnect Agent Posture Profile）]
を選択します。

ステップ 4

[AnyConnect] または [NAC Agent] を選択します。

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。

エージェント プロファイル設定のガイドライン
シスコは、エージェント プロファイルを設定して、修復タイマー、ネットワーク遷移遅延タイ
マー、およびクライアント マシン上でログイン成功画面を自動的に閉じるために使用するタイ
マー制御し、これらの設定がポリシーベースになるようにすることを推奨します。 ただし、クラ
イアント プロビジョニング ポリシーと一致するように設定されたエージェント プロファイルが
ない場合、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [ポスチャ
（Posture）] > [全般設定（General Settings）] の設定を使用して、同じ目的を達成できます。
ポリシー適用または他の方法でクライアント デバイスにエージェント プロファイルを設定して
アップロードすると、そのエージェント プロファイルはクライアント上で維持され、他の何かに
変更するまで、ログインおよび操作の動作に影響を及ぼします。したがって、エージェントプロ
ファイルを Cisco ISE から削除しても、以前影響を受けたクライアントからその動作はなくなりま
せん。ログインおよび操作の動作を変更するには、クライアント上の、既存のエージェントプロ
ファイル パラメータの値を上書きする新しいエージェント プロファイルを定義し、これをポリ
シー適用によってアップロードする必要があります。
クライアントにあるものと異なるエージェント プロファイルが Cisco ISE にある場合（MD5 チェッ
クサムを使用して判定）、Cisco ISE は、新しいエージェント プロファイルをクライアントにダウ
ンロードします。 Cisco ISE から送信されるエージェント カスタマイズ ファイルが異なる場合に
も、Cisco ISE は新しいエージェント カスタマイズ ファイルをクライアントにダウンロードしま
す。
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エージェントの動作の設定
次の表に、ポスチャ エージェント（AnyConnect および Cisco NAC Agent）のパラメータを設定で
きる [NAC または 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。 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 のポスチャ
プロファイル（NAC or AnyConnect Posture Profile）] です。
フィールド

デフォルト値

モード（Cisco ISE NAC
Agent にのみ該当）

使用上のガイド
ライン

マージ

値を [はい
（Yes）] に設
定すると、ユー
ザはエージェン
トをシステム
トレイ経由で終
了できません。

[いいえ（No）]：エー マージ
ジェントは Job Access
with Speech（JAWS）と
相互作用しません

値を [はい
（Yes）] に設
定すると、
JAWS 画面リー
ダーと互換性を
持ちます。

エージェントの終了の無効 いいえ（No）
化。（Disable Agent Exit.）
（Mac OS X クライアントに
は適用できません）

アクセシビリティ モードの
有効化（Enable Accessibility
Mode）（Mac OS X クライア
ントには適用できません）

この機能を有効
にすると、パ
フォーマンスが
わずかながら影
響を受ける可能
性があります。
JAWS 画面リー
ダーがインス
トールされてい
ないクライアン
ト マシンでこ
の機能を有効に
しても、エー
ジェントは正常
に機能します。
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フィールド

デフォルト値

モード（Cisco ISE NAC
Agent にのみ該当）

使用上のガイド
ライン

署名チェックの有効化
いいえ（No）
（Enable signature check）
（Mac OS X クライアントに
は適用できません）

上書き

値を [はい
（Yes）] に設
定すると、修復
プログラムを起
動する前に
Windows は実行
ファイルのデジ
タル署名を
チェックできま
す。

概要画面のバイパス（Bypass はい（Yes）
Summary Screen）（Mac OS
X クライアントには適用で
きません）

マージ

ロケール（Locale）（Mac OS デフォルト（Default）
X クライアントには適用で
きません）

マージ

デフォルト設定
では、エージェ
ントはクライア
ント オペレー
ティング シス
テムからロケー
ル設定を使用で
きます。
この設定が、サ
ポートされてい
る言語の ID、
略称、または正
式名称の場合、
エージェントは
自動的に、クラ
イアント マシ
ンのエージェン
ト ダイアログ
をローカライズ
されたテキスト
で表示します。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
552

エージェント プロファイル設定のガイドライン

フィールド

デフォルト値

ポスチャ レポート フィルタ 表示が失敗しました
（Posture report filter）（Mac （Display Failed）
OS X クライアントには適用
できません）

モード（Cisco ISE NAC
Agent にのみ該当）

使用上のガイド
ライン

マージ

値を [表示が失
敗しました
（Display
Failed）] に設定
した場合、ユー
ザがエージェン
ト ダイアログ
の [詳細の表示
（Show
Details）] をク
リックすると、
クライアント
ポスチャ評価レ
ポートに修復エ
ラーのみが表示
されます。
値を [すべて表
示（Display
All）] に設定し
た場合、ユーザ
がエージェント
ダイアログの
[詳細の表示
（Show
Details）] をク
リックすると、
クライアント
ポスチャ評価レ
ポートにすべて
の結果が表示さ
れます。
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エージェント プロファイル設定のガイドライン

フィールド

デフォルト値

モード（Cisco ISE NAC
Agent にのみ該当）

使用上のガイド
ライン

修復タイマー（Remediation
timer）

4

上書き

この設定では、
クライアント
マシンで失敗し
たポスチャ評価
チェックを修復
する時間を指定
します。この分
数を経過する
と、ログイン
プロセスを再び
実行する必要が
あります。 有
効な範囲は 1 ～
300 分です。

3
ネットワーク遷移遅延
（Network Transition Delay）

上書き

この設定では、
ネットワーク遷
移（IP アドレ
スの変更）を待
機する時間を指
定します。これ
が経過すると、
修復タイマーの
カウントダウン
が開始されま
す。 有効な範
囲は 2 ～ 30 秒
です。
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エージェント プロファイル設定のガイドライン

フィールド

デフォルト値

モード（Cisco ISE NAC
Agent にのみ該当）

使用上のガイド
ライン

ログ ファイル サイズ（Log
file size）

5

マージ

この設定では、
クライアント
マシン上のエー
ジェント ログ
ファイルのファ
イル サイズ
（メガバイト単
位）を指定しま
す。
ログ ファイル
サイズがゼロに
設定されている
場合、エージェ
ントは、クライ
アント マシン
上のユーザ
セッションに関
するログインま
たは操作情報を
記録しません。
ログ ファイル
サイズがゼロ以
外の場合、エー
ジェント レ
コードは指定さ
れたメガバイト
数までログイン
およびセッショ
ン情報を記録し
ます。

自動クローズの有効化。
いいえ（No）
（Enable Auto Close.）
（AnyConnect には適用され
ません）

上書き

この設定が [は
い（Yes）] の
場合、エージェ
ント ログイン
ダイアログを
ユーザ認証後に
自動的に閉じる
ことができま
す。
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エージェント プロファイル設定のガイドライン

フィールド

デフォルト値

0
自動クローズ タイマー
（Auto close timer）
（AnyConnect には該当しま
せん）

モード（Cisco ISE NAC
Agent にのみ該当）

使用上のガイド
ライン

上書き

この設定では、
エージェント
ログイン画面は
指定された時間
待機して、ユー
ザ認証後に自動
的に閉じること
ができます。
有効な範囲は、
0 ～ 30 秒で
す。

（注）

パラメータ値を既存のエージェント プロファイルの設定でマージするか、Windows および Mac
OS X クライアントのエージェント動作を適切に設定するために上書きします。

（注）

エージェント ログ ファイルは、クライアント マシンのディレクトリに保存されます。 1 回目
のログイン セッションの後、2 つのファイルがディレクトリ内に置かれます。1 つは前回のロ
グイン セッションからのバックアップ ファイルで、もう 1 つは現在のセッションのログイン
および操作の情報を含む新しいファイルです。 現在のセッションのログ ファイルが大きくな
り、指定されたファイル サイズを超えると、エージェントのログインおよび操作情報の最初
のセグメントが自動的にディレクトリ内のバックアップ ファイルになります。 引き続き、エー
ジェントによって、現在のセッション ファイルに最新のエントリが記録されます。

サポートされる言語
表 35：サポートされる言語

言語

ID

略称

正式名称

英語版 US

1033

en

英語

カタロニア語

1027

ca

カタロニア語（スペイン）

簡体字中国語

2052

zh_cn

中国語（簡体字）

繁体字中国語

1028

zh_tw

中国語（繁体字）

チェコ語

1029

cs

チェコ語
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言語

ID

略称

正式名称

デンマーク語

1030

da

デンマーク語

オランダ語

1043

nl

オランダ語（標準）

フィンランド語

1035

fi

フィンランド語

フランス語

1036

fr

フランス語

フランス語（カナダ） 3084

fr-ca

French-Canadian

ドイツ語

1031

de

ドイツ語

ハンガリー語

1038

hu

ハンガリー語

イタリア語

1040

it

イタリア語

日本語

1041

ja

日本語

韓国語

1042

ko

韓国語

ノルウェー語

1044

no

ノルウェー語

ポーランド語

1045

pl

ポーランド語

ポルトガル語

2070

pt

ポルトガル語

ロシア語

1049

ru

ロシア語

セルビア語（ラテン） 2074

sr

セルビア語（ラテン）

セルビア語（キリル） 3098

src

セルビア語（キリル）

スペイン語

1034

es

スペイン語（従来型）

スウェーデン語

1053

sv

スウェーデン語

トルコ語

1055

tr

トルコ語

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
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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（NAC or AnyConnect Posture Profile）] です。
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フィールド

デフォルト値

VLAN 検出間隔（VLAN 0、5
detection interval）

モード（Cisco NAC Agent 使用上のガイド
にのみ該当）
ライン
マージ
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フィールド

デフォルト値

モード（Cisco NAC Agent 使用上のガイド
にのみ該当）
ライン
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。
Windows NAC
エージェントの
場合、デフォル
ト値は 0 です。
デフォルトで
は、認証 VLAN
変更機能へのア
クセスは
Windows に対し
て無効にされま
す。 有効な範囲
は、0 ～ 5 秒で
す。
Mac OS X エー
ジェントの場
合、デフォルト
値は 5 です。
Mac OS X 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
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フィールド

デフォルト値

モード（Cisco NAC Agent 使用上のガイド
にのみ該当）
ライン
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。

UI なしの VLAN 検出の No
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）

マージ

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。

再試行検出数（Retry
detection count）

3

マージ

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。
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フィールド

デフォルト値

Ping または ARP（Ping or 0
ARP）
有効な範囲は 0 ～ 2 で
す。

モード（Cisco NAC Agent 使用上のガイド
にのみ該当）
ライン
マージ

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

ping の最大タイムアウト 1
マージ
（Maximum timeout for
有効な範囲は 1 ～ 10 秒で
ping）
す。

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。

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

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。
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上書き

ポスチャ プロトコル設定

（注）

フィールド

デフォルト値

モード（Cisco NAC Agent 使用上のガイド
にのみ該当）
ライン

DHCP 更新遅延（DHCP
renew delay）

0

上書き

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。

DHCP リリース遅延
（DHCP release delay）

0

上書き

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。

有効な範囲は 0 ～ 60 秒で
す。

有効な範囲は 0 ～ 60 秒で
す。

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 Mac OS X 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。

ポスチャ プロトコル設定
次の表では、ポスチャ プロトコル設定を設定できる [NAC AnyConnect プロファイル（NAC
AnyConnect Profile）] ページのフィールドについて説明します。 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
AnyConnect ポスチャ プロファイル（NAC AnyConnect Posture Profile）] です。
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フィールド

値

モード

使用上のガイドライ
ン

上書き

値が No に設定され
ている場合、検出お
よびネゴシエーショ
ン時の証明書失効リ
スト（CRL）の
チェックがオフにな
ります。

カンマで区切った
マージ
MAC アドレスを入
力します。 たとえ
ば、
AA:BB:CC:DD:EE:FF、
11:22:33:44:55:66

この設定で 1 つまた
は複数の MAC アド
レスを指定すると、
エージェントは、ロ
グインと認証の間、
ネットワーク経由で
不要な MAC アドレ
スが送信されること
を防ぐために、これ
らの MAC アドレス
を Cisco ISE にアド
バタイズしません。

Discovery Host（Mac IP アドレスまたは完 上書き
OS X クライアント 全修飾ドメイン名
からは不可）
（FQDN）を入力し
ます。

この設定では、レイ
ヤ 3 展開で Cisco ISE
に接続するために
エージェントが使用
する Discovery Host
のアドレスまたは解
決可能なドメイン名
を指定します。

CRL チェックの許可 Yes
（Allow CRL
Checks）（Mac OS X
クライアントからは
不可）

MAC アドレス例外
リスト（MAC
Address Exemption
List）（Mac OS X ク
ライアントからは不
可）
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フィールド

値

Discovery Host の有 Yes
効化（Enable
Discovery Host）
（Mac OS X クライ
アントからは不可）

モード

使用上のガイドライ
ン

上書き

Yes：ユーザが [エー
ジェントのプロパ
ティ（agent
Properties）] ダイア
ログボックスの [ホ
ストの検索
（Discovery Host）]
フィールドにカスタ
ム値を指定できま
す。
No：ユーザがクライ
アント マシンの [ホ
ストの検索
（Discovery Host）]
フィールドの値を変
更できません。

サーバ名ルール
（Server Name
Rules）

Cisco ISE サーバの完 マージ
全修飾ドメイン名
（FQDN）をカンマ
で区切って入力しま
す。

このフィールドは、
関連する Cisco ISE
サーバのカンマ区切
り名から構成されま
す。 エージェント
は、このリストの名
前を使用して、Cisco
ISE アクセス ポイン
トを許可します。こ
のリストが空の場
合、許可は実行され
ません。いずれの名
前も見つからない場
合、エラーが報告さ
れます。
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フィールド

値

モード

使用上のガイドライ
ン

自動生成 MAC アド —
レス（Auto-generated
MAC Address）
（Mac OS X クライ
アントからは不可）

マージ

この設定は、クライ
アント マシンで
Evolution-Data
Optimized 接続をサ
ポートします。クラ
イアントマシンにア
クティブなネット
ワークインターフェ
イスカードがない場
合、エージェントは
システム上にダミー
の MAC アドレスを
作成します。

1：エージェント
マージ
は、設計どおりに
SWISS 検出を実行
し、追加の UDP 応
答パケット遅延タイ
ムアウト値は使用さ
れません。

値を 1 よりも大きく
設定すると、エー
ジェントは Cisco ISE
からの SWISS UDP
検出応答パケットを
追加の秒数だけ待機
してから、別の検出
パケットを送信しま
す。 エージェント
は、このアクション
を実行して、ネット
ワーク遅延による応
答パケットの遅延が
発生していないこと
を確認します。
（SWISS タイムアウ
トは UDP SWISS タ
イムアウトの場合の
み）

SWISS タイムアウト
（SWISS Timeout）
（Mac OS X クライ
アントからは不可）
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フィールド

値

モード

使用上のガイドライ
ン

L3 SWISS 遅延の無 No
効化（Disable L3
SWISS delay）（Mac
OS X クライアント
からは不可）

マージ

この設定が Yes の場
合、エージェントは
レイヤ 3 検出パケッ
トの送信間隔を長く
する機能を無効にし
ます。したがって、
レイヤ 3 検出パケッ
トはレイヤ 2 パケッ
トと同様に、5 秒ご
とに送信され続けま
す。

30（Windows クライ マージ
アントのデフォル
ト）

この設定は、エー
ジェントからの
HTTPS 検出が Cisco
ISE からの検出応答
を待機する HTTP 検
出タイムアウトを指
定します。指定され
た時間内に応答がな
いと、検出プロセス
はタイムアウトにな
ります。

HTTP 検出タイムア
ウト（HTTP
Discovery Timeout）
（Mac OS X クライ
アントからは不可）

有効な範囲は 3 秒以
上です。

値が 0 に設定されて
いる場合、デフォル
トのクライアントマ
シンのオペレーティ
ングシステムのタイ
ムアウト設定が使用
されます。
値が 1 または 2 に設
定されている場合、
値は自動的に 3 に設
定されます。
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フィールド

値

モード

使用上のガイドライ
ン

HTTP タイムアウト
（HTTP Timeout）
（Mac OS X クライ
アントからは不可）

120（Windows クラ マージ
イアントのデフォル
ト）

この設定は、エー
ジェントからの
HTTP 要求が応答を
待機する HTTP タイ
ムアウトを指定しま
す。指定時間内に応
答がない場合は、要
求時間と検出プロセ
ス時間は期限切れに
なります。

有効な範囲は 3 秒以
上です。

値が 0 に設定されて
いる場合、デフォル
トのクライアントマ
シンのオペレーティ
ングシステムのタイ
ムアウト設定が使用
されます。
値が 1 または 2 に設
定されている場合、
値は自動的に 3 に設
定されます。

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。
• 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。
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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。
解決策
• 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（NAC or 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）。
• 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 NAC Agent MSI インストーラを使用したクライアント マシンのプ
ロビジョニング
ネットワークとの一致に必要な適切なエージェント プロファイル情報を含むエージェント設定
XML ファイル（NACAgentCFG.xml という名前）とともに、MSI インストーラをディレクトリ
に、または MSI インストーラの zip バージョンをクライアント マシン上に置くことができます。
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手順
ステップ 1

nacagentsetup-win.msi または nacagentsetup-win.zip インストーラ ファイルをシスコのソフトウェ
ア ダウンロード サイト（http://software.cisco.com/download/navigator.html）からダウンロードし、
[セキュリティ（Security）] > [アクセス制御とポリシー（Access Control and Policy）] > [Cisco Identityt
Services Engine] > [Cisco Identity Services Engine ソフトウェア（Cisco Identity Services Engine Software）]
> [リリース 1.x（Release 1.x）] に移動します。

ステップ 2

nacagentsetup-win.msi ファイルをクライアント マシン上の特定のディレクトリに置きます（たと
えば、C:\temp\nacagentsetup-win.msi）。
• MSI インストーラを直接クライアントにコピーする場合は、クライアント マシンから Cisco
NAC Agent をインストールする際のインストール元となるディレクトリに、
nacagentsetup-win.msi ファイルを置きます。
• nacagentsetup-win.zip インストーラを使用する場合は、クライアント マシンから Cisco NAC
Agent をインストールする際のインストール元となるディレクトリに、zip ファイルの内容を
抽出します。

ステップ 3

Agent 設定 XML ファイルを、Cisco NAC Agent MSI パッケージと同じディレクトリに置きます。
Cisco ISE に接続しない場合は、すでに正常にプロビジョニングされたクライアントから
NACAgentCFG.xml ファイルをコピーできます。 ファイルは、C:\Program Files\Cisco\Cisco NAC
Agent\NACAgentCFG.xml にあります。
Agent 設定 XML ファイルが MSI インストーラ パッケージと同じディレクトリに存在していれば、
インストール プロセスによって Agent 設定 XML ファイルは自動的に適切な Cisco NAC Agent ア
プリケーション ディレクトリに置かれるため、エージェントは最初に起動されたとき、正しいレ
イヤ 3 ネットワーク上の場所をポイントすることができます。

ステップ 4

クライアントマシンでコマンドプロンプトを開き、次のように入力してインストールを実行しま
す。
msiexec.exe /i NACAgentSetup-win.msi /qn /l*v c:\temp\agent-install.log

（/qn 修飾子は、Cisco NAC Agent を完全にサイレントでインストールします。 /l*v は、インストー
ル セッションを冗長モードで記録します。）
NAC Agent をアンインストールするには、次のコマンドを実行します。
msiexec /x NACAgentSetup-win-<version>.msi /qn

MSI を使用してエージェントの新しいバージョンをインストールする場合、古いバージョンがア
ンインストールされ、上記のコマンドを使用して新しいバージョンがインストールされます。
ステップ 5

Altiris/SMS を使用して MSI インストーラを分散する場合は、エージェントのカスタマイゼーショ
ン ファイルを「%TEMP%/CCAA」ディレクトリの「brand」という名前のサブディレクトリに置
きます。 Cisco NAC Agent がクライアントにインストールされるとき、このカスタマイズは Agent
に適用されます。 カスタマイズを削除するには、カスタマイズ ファイルなしの MSI を送信しま
す。
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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、Cisco NAC Agent for Windows および Cisco NAC Agent
for Mac OS X 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（Cisco NAC Web 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。

（注）

現在 Cisco NAC Agent および Cisco NAC Web Agent は、クライアント プロビジョニング ポー
タルおよびネイティブ サプリカント プロビジョニングをサポートします。 Cisco NAC Web
Agent は、中央 Web 認証フロー（CWA）をサポートしていますが、Cisco NAC Agent は CWA
をサポートしません。

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。
Cisco ISE では、クライアント プロビジョニング ポリシーに基づいて、次のようにエージェント
ポスチャ検出プローブへの応答が異なります。
• エンドポイントがレガシー エージェント（Windows および Mac OS x 用の Cisco ISE NAC エー
ジェント）を使用するように設定されている場合、エージェントは検出応答と既存の形式の
文字列「X-perfigo-CAS=FQDN」を受信します。 レガシー エージェント用の検出応答が受信
された場合、AnyConnect は検出を停止します。
• 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 は別の形式
で応答します。 これは、Cisco ISE ポリシー サービス ノードの FQDN および AnyConnect 設
定 URL になり、AnyConnect パッケージの場所およびバージョンはクライアント プロビジョ
ニング ポリシーに基づきます。 AnyConnect 用の応答が受信された場合、レガシー エージェ
ントは検出を停止します。

Web Agent ポスチャの検出要求と Cisco ISE 応答
Web Agent は、プローブを検出しません。 Web Agent を使用するようにエンドポイントが設定さ
れている場合、Cisco ISE は X-ISE-PDP-WEBAGENT=FQDN の形式を使用して応答します。 Web
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Agent を使用するようにクライアント プロビジョニング ポリシーが設定されている場合、Web
Agent 検出応答はクライアントの Cisco NAC Agent を呼び出すために使用されます。

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 Cisco NAC Agent が動作しているときに、次の状態で問題が発生する可能性があ
ります。
• 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
解決策
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。
解決策
• 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。

AnyConnect
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。 AnyConnect
は、同じエンドポイントの Cisco ISE NAC Agent と共存するポスチャ エージェントです。 Cisco
ISE のクライアント プロビジョニング ポリシー設定に基づいて、一度に 1 つのエージェントのみ
をアクティブにします。
AnyConnect エージェントとの統合に Cisco ISE を利用するために、Cisco ISE は次のように動作し
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
して機能します
• Cisco ISE ポスチャ要件の AnyConnect ポスチャ コンポーネントと相互作用します
• AnyConnect プロファイル、カスタマイズ/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します
• 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 NAC Agent XML ファイルのインストール ディレクトリ
Cisco NAC Agent 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、.xml ファイルは次
のディレクトリにあります。
• nac_login.xml ファイルは「C:\Program Files\Cisco\Cisco NAC Agent\UI\nac_divs\login」ディレ
クトリにあります。
• nacStrings_xx.xml ファイルで、「xx」はロケールを示します。 ファイルの全リストは
「C:\Program Files\Cisco\Cisco NAC Agent\UI\cues_utility」ディレクトリにあります。
エージェントが別の場所にインストールされている場合には、ファイルは「<Agent Installed
path>\Cisco\Cisco NAC Agent\UI\nac_divs\login」および「<Agent Installed path>\Cisco\Cisco NAC
Agent\cues_utility」にあります。

Windows クライアント用 Cisco NAC Agent
Cisco NAC Agent には、クライアント マシンに対して、ポスチャ評価および修復を行う機能があ
ります。
ユーザは Cisco NAC Agent（読み取り専用クライアント ソフトウェア）をダウンロードしてイン
ストールし、ホストのレジストリ、プロセス、アプリケーション、およびサービスをチェックす
ることができます。 Cisco NAC Agent を使用すると、Windows の更新またはアンチウイルスやア
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ンチスパイウェアの定義の更新を実行したり、正規の修復プログラムを起動したり、Cisco ISE
サーバにアップロードされたファイルを配布したり、ユーザがファイルをダウンロードしてシス
テムを修復できるように Web サイト リンクを Web サイトに配布したり、情報や手順を配布した
りすることができます。
シスコは、最新の Windows ホット フィックスとパッチが Windows XP クライアントにインストー
ルされ、Cisco NAC Agent がセキュアで暗号化された Cisco ISE との通信を確立できることを確認
することを推奨します（SSL over TCP など）。

Windows 7 以前のクライアントからの Cisco NAC Agent のアンインストール
Cisco NAC Agent は Windows クライアントの C:\Program Files\Cisco\Cisco NAC Agent\ にインス
トールされます。
Agent は、次の方法でアンインストールできます。
• [Cisco NAC Agent のアンインストール（Uninstall Cisco NAC Agent）] デスクトップ アイコン
をダブルクリックします。
• [スタート（Start）] メニュー > [プログラム（Programs）] > [Cisco Systems] > [Cisco Clean
Access] > [Cisco NAC Agent のアンインストール（Uninstall Cisco NAC Agent）] に移動します。
• [スタート（Start）] メニュー > [コントロール パネル（Control Panel）] > [プログラムの追加
と削除（Add or Remove Programs）] > [Cisco NAC Agent] に移動し、Cisco NAC Agent をアン
インストールします。

Windows 8 クライアントの Cisco NAC Agent のアンインストール
メトロ モードで Windows 8 クライアントの Cisco NAC Agent をアンインストールできます。

手順
ステップ 1

メトロ モードに切り替えます。

ステップ 2

[Cisco NAC Agent] タイルを右クリックします。

ステップ 3

画面下部にあるオプションから [アンインストール（Un-Install）] を選択します。

ステップ 4

システムが自動的にデスクトップ モードに切替わり、[追加/削除（Add/Remove）] コントロール
パネルが開きます。

ステップ 5

[追加/削除（Add/Remove）] コントロール パネルで、次のいずれかの操作を行います。
a) [Cisco NAC Agent] をダブルクリックし、[アンインストール（Uninstall）] をクリックします。
b) [Cisco NAC Agent] を選択し、[アンインストール（Uninstall）] をクリックします。
c) [Cisco NAC Agent] を右クリックし、[アンインストール（Uninstall）] を選択します。
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Windows 8 メトロおよびメトロ アプリケーションのサポート：Toast 通知
[Toast 通知の有効化（Enable Toast Notification）] オプションは、[Cisco NAC Agent] トレイ アイコ
ンで使用でき、Windows 8 クライアントで関連する通知をユーザに送信できます。
Cisco NAC Agent では、「修復で障害発生」や「ネットワーク アクセスの期限切れ」などのため
にユーザがネットワーク アクセスを取得できなかった場合は、エージェントによって「Network
not available, Click "OK" to continue」という Toast 通知が表示されます。
詳細を取得するには、toast を選択すると、デスクトップ モードにリダイレクトされ、Cisco NAC
Agent ダイアログが表示されます。
Toast 通知は、ネットワーク アクセスを取得するために実行する必要があるすべてのプラス推奨
処置に対して表示されます。 次に例を示します。
• ネットワーク受信ポリシーの場合は、「Click Accept to gain network access」という toast が表
示されます。
• エージェント/コンプライアンス モジュールのアップグレードの場合は、「Click OK to
Upgrade/Update」という toast が表示されます。
• 「user logged out」イベントでは、Clean Access Manager（CAM）でログオフの「Auto Close」
オプションが有効でない場合に、Toast 通知が表示されます。 この toast により、ユーザがロ
グアウトされており、ネットワークにアクセスするには再度ログインする必要があることが
わかります。

Macintosh クライアント用 Cisco NAC Agent
Cisco NAC OS X Agent により、Macintosh クライアント マシンはポスチャ評価および修復を実行
できます。
ユーザは Cisco NAC OS X Agent（読み取り専用クライアント ソフトウェア）をダウンロードして
インストールし、アンチウイルスおよびアンチスパイウェアの定義の更新をチェックすることが
できます。
Cisco NAC OS X 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、必要なパッケージをチェックし、レポート
を Cisco ISE サーバに返送します。 クライアント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、エージェントは満たされてい
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、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。

Macintosh クライアントからの Cisco NAC Agent のアンインストール
次のアンインストール スクリプトを実行して、Mac OS X クライアントの Cisco NAC Agent をアン
インストールできます。
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手順
ステップ 1

ナビゲータ ペインを開き、<local drive ID> > [アプリケーション（Applications）] に移動します。

ステップ 2

[CCAAgent] アイコンを強調表示して右クリックし、選択メニューを表示します。

ステップ 3

[パッケージ コンテンツの表示（Show Package Contents）] を選択し、[NacUninstall] をダブルクリッ
クして、Mac OS X の Cisco NAC Agent をアンインストールします。

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。
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。

（注）

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。

Cisco NAC Agent ログ
Cisco NAC Agent for Windows で、[エージェント トレイ（Agent Tray）] アイコンを右クリックし、
[ログ パッケージ（Log Package）] をクリックして、サポート パッケージを実行し、ログを収集し
ます。
Cisco NAC Agent for Cisco NAC OS X で、[ツール（Tools）] メニューの [エージェント（Agent）]
アイコンを右クリックして、[サポート ログの収集（Collect Support Logs）] オプションをクリッ
クして、エージェントのログとサポート情報を収集します。 収集された情報は、ZIP ファイルと
して提供されます。 ユーザは、ファイルの場所とファイル名を選択して、ファイルを保存できま
す。 デフォルトでは、ファイルは CiscoSupportReport.zip というファイル名でデスクトップに保存
されます。
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エージェントがクラッシュまたはハングした場合は、CCAAgentLogPackager.app を実行してログ
を収集することができます。 このファイルは /Applications/CCAAgent.app で入手できます。
[CCAAgent.app] を右クリックして、[パッケージ コンテンツの表示（Show Package Contents）] を
選択し、[CCAAgentLogPackager] をダブルクリックして、サポート情報を収集します。

Cisco NAC Agent のエージェント カスタマイズ ファイルの作成
エージェント カスタマイズ ファイルにより、Cisco NAC Agent ログイン ダイアログのロゴ、フィー
ルド、メッセージをカスタマイズして、特定の Windows クライアントをネットワークのアクセス
要件に合致させることができます。
XML ディスクリプタ ファイルを含む .zip ファイルとしてカスタマイゼーション パッケージを作
成し、カスタマイズされたオプションから成るコンテンツを含む別の .zip ファイルを作成するこ
とができます。

手順
ステップ 1

Agent ログイン カスタマイゼーション パッケージを構成するために必要なファイルを組み合わせ
ます。
• カスタマイズされた nac_login.xml ファイル
• .gif ファイルとしてカスタマイズされた企業/会社のロゴ
• 1 つ以上のカスタマイズされた nacStrings_xx.xml ファイル
• カスタマイズされた updateFeed.xml ディスクリプタ ファイル

ステップ 2

完成したファイルを含む「brand-win.zip」と呼ばれる zip ファイルを作成します。 たとえば、Linux
または UNIX 環境で、次を実行します。zip -r brand-win.zip nac_login.xml nac_logo.gif
nacStrings_en.xml nacStrings_cy.xml nacStrings_el.xml

ステップ 3

適切な updateFeed.xml ディスクリプタ ファイルと上記で作成された .zip ファイルを含む
「custom.zip」ファイルを作成します。 たとえば、Linux または UNIX 環境で、次を実行します。
zip -r custom.zip updateFeed.xml brand-win.zip

ステップ 4

完成した「custom.zip」ファイルを、Cisco ISE にアップロードする場合にアクセスできるローカル
マシン上の場所に保存します。

Cisco NAC Agent のデフォルト ログイン画面とカスタマイズされたログイン画面
Cisco NAC Agent ログイン：デフォルト画面
Cisco NAC Agent のログイン画面のデフォルト要素はカスタマイズできます。 これらの要素をカ
スタマイズすると、Agent ログイン カスタマイゼーション パッケージの「updateFeed.xml」XML
ディスクリプタ ファイルと結合され、Cisco ISE にアップロードされます。
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Cisco NAC Agent ログイン：カスタマイズされた画面
Cisco NAC Agent 経由でネットワークにアクセスする際、Windows クライアント ユーザにはカス
タマイズされたログイン画面が表示されます。 Cisco NAC Agent ログイン画面に表示される Cisco
ロゴは、自社のロゴに置き換えることができます。 デフォルトの Cisco ロゴを「nac_logo.gif file」
という名前の .gif ファイル形式の自社のロゴに置き換え、複数の「nacStrings_xx.xml」ファイルを
作成して、nac_login.xml ファイルを変更できます。 イメージが.gif ファイルで、67 x 40 ピクセル
を超えないことを確認してください。 イメージの名前が「nac_logo.gif.」であることを確認してく
ださい。
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カスタム nac_login.xml ファイルのテンプレート
nac_login.xml ファイルは、Agent ログインのカスタマイゼーション パッケージに必要なファイル
の 1 つであり、これにより Cisco NAC Agent ログイン ダイアログのロゴ、フィールド、メッセー
ジ テキストをカスタマイズして、特定の Windows クライアントをネットワークのアクセス要件に
合致させることができます。
適切な nac_login.xml ファイルを作成して Cisco NAC Agent ログイン画面に含まれるロゴ、フィー
ルド、およびメッセージ テキストをカスタマイズするには、次のテンプレートを使用します。
次の例では、カスタマイズしたテキストを太字で示しています。
<tr class="nacLoginMiddleSectionContainerInput">
<td colspan="2">
<fieldset width="100%" id="nacLoginCustomAlert"
style="display:block" class="nacLoginAlertBox">
<table width="100%">
<tr>
<td id="nacLoginCustomAlert.img" valign="top" width="32px">
<img src="./cues_icons/Status_warning_icon.png" align="absmiddle"
onload="cuesFixPNG(null,this)"></img>
</td>
<td id="nacLoginCustomAlert.content" class="nacLoginAlertText">
<cues:localize key="login.customalert"/>
</td>
</tr>
</table>
</fieldset>
</td>
</tr>
<tr id="nacLoginRememberMe" style="visibility:hidden">
<td>
<cues:localize key="cd.nbsp"/>
</td>
<td class="cuesLoginField">
<nobr>
<input type="checkbox" alt="" title="" name="rememberme"
id="rememberme" checked="true"/>
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<cues:localize key="login.remember_me"/>
</nobr>
</td>
</tr>

カスタム nacStrings_xx.xml ファイルのテンプレート
Agent ログインのカスタマイゼーション パッケージに必要なファイルの 1 つであり、これにより
Cisco NAC Agent ログイン ダイアログのロゴ、フィールド、メッセージ テキストをカスタマイズ
して、特定の Windows クライアントをネットワークのアクセス要件に合致させることができま
す。
次のテンプレートを使用して、1 つ以上の nacStrings_xx.xml ファイルを作成します。ここで、xx
は特定言語の 2 文字の ID です。
次の例では、カスタマイズしたテキストを太字で示しています。
<cueslookup:name key="login.productname"> XYZ Co Inc. </cueslookup:name>
<cueslookup:name key="login.version">Version</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="login.username"> Enter your username (same as your VPN)
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="login.password">Enter your password (VPN password)</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="login.remember_me">Remember Me</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="login.server">Server</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="login.customalert">Do not allow anyone else to use this PC
</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="login.Too many users using this account">This account is already
active
on another device</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="login.differentuser">Login as Different User</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="login.removeoldest">Remove Oldest Login Session</cueslookup:name>

（注）

カスタマイズしたテキストに使用できる文字数に制限はありません。 ただし、カスタマイズ
されたログイン画面がクライアント上に表示された場合に、あまり大きな領域を必要としない
ように長さを制限することをシスコは推奨します。

拡張 nacStrings_xx.xml ファイルのサンプル
<cueslookup:name key="dp.status.fullNetAccess">Full Network Access</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.fullNetAccess.verbose">Your device conforms with all the
security policies for this protected network</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.fullNetAccessWarn.verbose">Only optional requirements are
failing. It is recommended that you update your system at your earliest
convenience.</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.iprefresh.progress.verbose">Refreshing IP address. Please
Wait ...</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.iprefresh.complete.verbose">Refreshing IP address
succeeded.</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.vlanchange.progress.verbose">Connecting to protected Network.
Please Wait ...</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.guestNetAccess">Guest Network Access</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.noNetAccess">Network Access Denied</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.noNetAccess.verbose">There is at least one mandatory
requirement failing. You are required to update your system before you can access the
network.
</cueslookup:name><cueslookup:name key="dp.status.rejectNetPolicy.verbose">Network Usage
Terms and Conditions are rejected. You will not be allowed to access the
network.</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.RestrictedNetAccess">Restricted Network Access
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granted.</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.RestrictedNetAccess.verbose">You have been granted restricted
network access because your device did not conform with all the security policies for this
protected network and you have opted to defer updating your system. It is recommended that
you update your system at your earliest convenience.</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.temporaryNetAccess">Temporary Network Access</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.temporaryNetAccess.bepatient.verbose">Please be patient
while your system is checked against the network security policy.</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.pra.mandatoryfailure">Performing
Re-assessment</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.pra.mandatoryfailure.verbose">There is at least one mandatory
requirement failing. You are required to update your system otherwise your network access
will be restricted.</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.pra.optionalfailure">Performing
Re-assessment</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.pra.optionalfailure.verbose">Only optional requirements are
failing. It is recommended that you update your system at your earliest
convenience.</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.SessionTimeout">Logged out</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.SessionTimeout.verbose">Temporary Access to the network has
expired.</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.Unauthenticated">Logged out</cueslookup:name>
<cueslookup:name key="dp.status.Unauthenticated.verbose"> </cueslookup:name>

UpdateFeed.xml ディスクリプタ ファイルのテンプレート
Agent ログインのカスタマイゼーション パッケージに必要なファイルの 1 つであり、これにより
Cisco NAC Agent ログイン ダイアログのロゴ、フィールド、メッセージ テキストをカスタマイズ
して、特定の Windows クライアントをネットワークのアクセス要件に合致させることができま
す。
Agent ログイン カスタマイゼーション パッケージを完了する前、適切な updateFeed.xml XML ディ
スクリプタ ファイルを構築する必要があります。 カスタマイゼーション パッケージに必要な
updateFeed.xml ディスクリプタ ファイルのセット アップには、次の例をテンプレートとして使用
します。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:update="http://www.cisco.com/cpm/update/1.0">
<title>Provisioning Update</title>
<updated>2011-12-21T12:00:00Z</updated>
<id>https://www.cisco.com/web/secure/pmbu/provisioning-update.xml</id>
<author>
<name>Cisco Support</name>
<email>support@cisco.com</email>
</author>
<!-- Custom Branding -->
<entry>
<id>http://foo.foo.com/foo/AgentCustomizationPackage/1/1/1/1</id>
-- This id can be anything, but should be unique within an ISE deployment
<title>Agent Customization Package</title>
<updated>2010-06-07T12:00:00Z</updated>
<summary>This is the agent customization package </summary> - Can be anything
<link rel="enclosure" type="application/zip" href="brand-windows.zip" length="18884"
/>
<update:type>AgentCustomizationPackage</update:type>
<update:version>1.1.1.0</update:version> -- Important to have this as 4 digit
<update:os>Win</update:os>
</entry>
</feed>
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プロファイル作成機能を使用して生成された XML ファイルの例
<?xml version="1.0" ?>
<cfg>
<VlanDetectInterval>0</VlanDetectInterval>
<RetryDetection>3</RetryDetection>
<PingArp>0</PingArp>
<PingMaxTimeout>1</PingMaxTimeout>
<EnableVlanDetectWithoutUI>0</EnableVlanDetectWithoutUI>
<SignatureCheck>0</SignatureCheck>
<DisableExit>0</DisableExit>
<PostureReportFilter>displayFailed</PostureReportFilter>
<BypassSummaryScreen>1</BypassSummaryScreen>
<LogFileSize>5</LogFileSize>
<DiscoveryHost></DiscoveryHost>
<DiscoveryHostEditable>1</DiscoveryHostEditable>
<Locale>default</Locale>
<AccessibilityMode>0</AccessibilityMode>
<SwissTimeout>1</SwissTimeout>
<HttpDiscoveryTimeout>30</HttpDiscoveryTimeout>
<HttpTimeout>120</HttpTimeout>
<ExceptionMACList></ExceptionMACList>
<GeneratedMAC></GeneratedMAC>
<AllowCRLChecks>1</AllowCRLChecks>
<DisableL3SwissDelay>0</DisableL3SwissDelay>
<ServerNameRules></ServerNameRules>
</cfg>

（注）

このファイルには、2 つの静的（つまり、ユーザまたは Cisco ISE 管理者が編集できない）
「AgentCfgVersion」パラメータおよび「AgentBrandVersion」パラメータも含まれています。こ
れらのパラメータは、クライアントでエージェント プロファイルおよびエージェント カスタ
マイズ ファイルの現在のバージョンをそれぞれ識別するために使用されます。

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
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。
Cisco ISE NAC エージェントの場合、クライアント プロビジョニング ポリシー ページからリソー
スを選択できます。
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はじめる前に
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。

手順
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 [有効化（Enable）]、[無効化（Disable）]、または [モニタ
（Monitor）] を選択します。
• [有効化（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。
• [無効化（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。
• [モニタ（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。

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 NAC 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。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。
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次の作業
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、どのエージェント 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準備するかを設定します。

はじめる前に
Cisco ISE の AnyConnect および Cisco ISE NAC 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。

手順
ステップ 1

[エージェント（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、[アップグレードは必須か（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。
[アップグレードは必須か（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

[プロファイル（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

[コンプライアンス モジュール（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

[エージェント カスタマイズ パッケージ（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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はじめる前に
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。

手順
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 [有効化（Enable）]、[無効化（Disable）]、または [モニタ
（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、特定の構成ウィザードを選択して、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 [ウィザード プロファイル（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。 [実
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行（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。
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。 [実行（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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クライアント ポスチャ ポリシーの設定
ポスチャは、Cisco Identity Services Engine（ISE）のサービスです。ポスチャを使用すると、ネッ
トワークに接続されているすべてのエンドポイントの企業セキュリティ ポリシーとのコンプラ
イアンスに関するステート（ポスチャとも呼ばれる）をチェックできます。 これにより、ネッ
トワークの防護領域にアクセスするクライアントを制御できます。
• ポスチャ サービス, 587 ページ
• ポスチャ管理の設定, 591 ページ
• Cisco ISE へのポスチャ更新のダウンロード, 595 ページ
• ポスチャ評価の利用規定の設定, 597 ページ
• ポスチャ ポリシーの設定, 597 ページ
• ポスチャ評価オプション, 598 ページ
• ポスチャ修復オプション, 599 ページ
• ポスチャのカスタム条件, 600 ページ
• カスタム ポスチャ修復アクション, 600 ページ
• ポスチャ評価要件, 605 ページ
• ポスチャのカスタム権限, 606 ページ
• 標準許可ポリシーの設定, 607 ページ

ポスチャ サービス
ポスチャは、Cisco Identity Services Engine（ISE）のサービスです。ポスチャを使用すると、ネッ
トワークに接続されているすべてのエンドポイントの企業セキュリティ ポリシーとのコンプライ
アンスに関するステート（ポスチャとも呼ばれる）をチェックできます。 これにより、ネット
ワークの防護領域にアクセスするクライアントを制御できます。
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クライアントは、エンドポイントの AnyConnect ISE ポスチャ エージェントまたはネットワーク
アドミッション コントロール（NAC）を介してポスチャ サービスと相互作用して、セキュリティ
ポリシーを適用し、コンプライアンスを満たし、エンドポイントから保護されたネットワークへ
のアクセスを可能にします。 クライアント プロビジョニングは、エンドポイントが適切なポス
チャ エージェントを受信できるようにします。
Cisco ISE の ISE ポスチャ エージェントでは、ネイティブ サプリカントを使用する場合は Windows
のユーザの簡易切り替え機能がサポートされません。 これは、古いユーザの切断が明確にならな
いためです。 新しいユーザが送信されると、古いユーザのプロセスとセッション ID がエージェ
ントによってハングされるため、新しいポスチャ セッションを実行できません。 Microsoft のセ
キュリティ ポリシーに従い、ユーザの簡易切り替え機能を無効にすることを推奨します。

ポスチャ サービスのコンポーネント
Cisco ISE ポスチャ サービスには、主にポスチャ管理サービスとポスチャ ランタイム サービスが
含まれます。
ポスチャ管理サービス
Cisco ISE に APeX ライセンスをインストールしていない場合、ポスチャ管理サービス オプション
は管理者ポータルから使用できません。
管理サービスは、ポスチャ サービス用に設定された要件および許可ポリシーに関連付けられた、
ポスチャ固有のカスタム条件および修復アクションに対するバックエンド サポートを提供しま
す。
ポスチャ ランタイム サービス
ポスチャランタイムサービスでは、ポスチャ評価およびクライアントの修復のためにクライアン
ト エージェントと Cisco ISE サーバの間で実行されるすべての相互作用をカプセル化します。
ポスチャ ランタイム サービスは検出フェーズから開始します。 エンドポイント セッションは、
エンドポイントが 802.1x 認証に成功した後に作成されます。 クライアント エージェントは、次
の順序で各種の方式によって検出パケットを送信して Cisco ISE ノードへの接続を試行します。
1 HTTP 経由で Cisco ISE サーバのポート 80 へ（設定されている場合）
2 HTTPS 経由で Cisco ISE サーバのポート 8905 へ（設定されている場合）
3 HTTP 経由でデフォルト ゲートウェイのポート 80 へ
4 HTTPS 経由でポート 8905 からそれぞれ前にアクセスしたサーバへ
5 HTTP 経由で enroll.cisco.com のポート 80 へ
ポスチャ フェーズは、利用規定（存在する場合）が受け入れられると開始されます。 Cisco ISE
ノードはクライアント エージェントにポスチャ ドメインのポスチャ トークンを発行します。 ポ
スチャトークンにより、エンドポイントではポスチャプロセスを再度実行せずにネットワークに
再接続できます。 これには、エージェント GUID、利用規定のステータス、エンドポイントのオ
ペレーティング システム情報などの情報が含まれています。
ポスチャ フェーズで使用されるメッセージは、NEA PB/PA 形式（RFC5792）です。
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ポスチャおよびクライアント プロビジョニング ポリシー ワークフロー
図 28：Cisco ISE のポスチャおよびクライアント プロビジョニング ポリシー ワークフロー

ポスチャ サービス ライセンス
Cisco ISE は、基本ライセンス、Plus ライセンス、APeX ライセンスの 3 種類のライセンスを提供
します。 プライマリ管理ノードで APeX ライセンスをインストールしないと、ポスチャ要求は
Cisco ISE で実行されません。 Cisco ISE のポスチャ サービスは、1 つのノードまたは複数のノー
ドで実行できます。

ポスチャ サービス展開
Cisco ISE は、スタンドアロン環境（単一ノード）または分散環境（複数ノード）に展開できま
す。
スタンドアロン Cisco ISE 展開では、単一のノードをすべての管理サービス、モニタリングとトラ
ブルシューティング サービス、およびポリシー実行時サービスに設定できます。
分散 Cisco ISE 展開では、各ノードを、管理サービス、モニタリングとトラブルシューティング
サービス、およびポリシー実行時サービスの Cisco ISE ノードとして、または、必要に応じてイン
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ライン ポスチャ ノードとして設定できます。 管理サービスを実行しているノードは、Cisco ISE
展開内のプライマリノードです。他のサービスを実行している他のノードは、互いのバックアッ
プ サービス用に設定できるセカンダリ ノードです。

Cisco ISE でのポスチャ セッション サービスの有効化
はじめる前に
• クライアントから受信したすべてのポスチャ要求に対応するには、Cisco ISE でセッション
サービスを有効にし、拡張ライセンス パッケージをインストールする必要があります。
• 分散展開に複数のノードを登録している場合は、登録したすべてのノードがプライマリ ノー
ドとは別に [展開ノード（Deployment Nodes）] ページに表示されます。 各ノードを Cisco ISE
ノード（管理ペルソナ、ポリシー サービス ペルソナ、およびモニタリング ペルソナ）また
はインライン ポスチャ ノードとして設定できます。
• ポスチャ サービスは、ポリシー サービス ペルソナを担当する Cisco ISE ノードでのみ実行さ
れ、分散展開で管理ペルソナとモニタリング ペルソナを担当する Cisco ISE ノードでは実行
されません。

手順
ステップ 1

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

ステップ 2

[展開ノード（Deployment Nodes）] ページから Cisco ISE ノードを選択します。

ステップ 3

[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 4

[全般設定（General Settings）] タブで、[ポリシー サービス（Policy Service）] チェックボックスを
オンにします。
[ポリシー サービス（Policy Service）] チェックボックスがオフになっている場合は、セッション
サービスとプロファイリング サービスの両方のチェックボックスが無効になります。

ステップ 5

ポリシー サービス ペルソナでネットワーク アクセス、ポスチャ、ゲスト、およびクライアント
プロビジョニングのセッション サービスを実行するには、[セッション サービスの有効化（Enable
Session Services）] チェックボックスをオンにします。 セッション サービスを停止するには、こ
のチェックボックスをオフにします。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

ポスチャ評価レポートの実行
ポスチャの詳細な評価を実行して、ポスチャ評価中に使用されるポスチャ ポリシーに対するクラ
イアントのコンプライアンスの詳細なステータスを生成できます。
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手順
ステップ 1

[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [ISE レポート（ISE Reports）] > [エンドポイントと
ユーザ（Endpoints and Users）] > [ポスチャの詳細な評価（Posture Detail Assessment）] を選択しま
す。

ステップ 2

[時間範囲（Time Range）] ドロップダウン矢印をクリックし、特定の期間を選択します。

ステップ 3

[実行（Run）] をクリックして、選択した期間にログオンしたすべてのエンドポイントのサマリー
を表示します。

ポスチャ管理の設定
ポスチャ サービス用の管理者ポータルをグローバルに設定できます。 シスコから Web 経由で自
動的に Cisco ISE サーバに更新をダウンロードできます。 また、オフラインで、後で、Cisco ISE
を手動で更新することもできます。 さらに、クライアントに AnyConnect、NAC Agent、Web Agent
などのエージェントがインストールされていると、クライアントにポスチャ評価および修復サー
ビスが提供されます。 クライアント エージェントは、Cisco ISE に対してクライアントのコンプ
ライアンスステータスを定期的に更新します。ログインおよびポスチャの要件評価が正常に完了
した後、ネットワーク使用の利用規約への準拠をエンドユーザに求めるリンクが示されたダイア
ログがクライアントエージェントに表示されます。このリンクを使用して、エンドユーザがネッ
トワークへのアクセス権を取得する前に同意する、企業ネットワークのネットワーク使用情報を
定義できます。

クライアントのタイマー設定
ユーザが修復するためのタイマー、あるステータスから別のステータスに移行するためのタイ
マー、およびログイン成功画面を制御するためのタイマーをセットアップできます。
エージェント プロファイルを設定して、修復タイマー、ネットワーク遷移遅延タイマー、および
クライアント マシン上でログイン成功画面を制御するために使用するタイマー制御し、これらの
設定がポリシーベースになるようにすることを推奨します。 [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（NAC
or AnyConnect Posture Profile）] で、クライアント プロビジョニング リソースのエージェントに対
して、これらすべてのタイマーを設定できます。
ただし、クライアント プロビジョニング ポリシーに一致するように設定されたエージェント プ
ロファイルがない場合は、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] >
[ポスチャ（Posture）] > [全般設定（General Settings）] 設定ページの設定を使用できます。
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指定した時間内で修復するためのクライアントの修復タイマーの設定
指定した時間内にクライアントを修復するためのタイマーを設定できます。 最初の評価時にクラ
イアントが設定されたポスチャ ポリシーを満たすことに失敗した場合、エージェントは修復タイ
マーに設定された時間内にクライアントが修復するのを待ちます。 クライアントがこの指定時間
内の修復に失敗すると、クライアント エージェントはポスチャ ランタイム サービスにレポート
を送信します。その後、クライアントは非準拠ステートに移行されます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [ポスチャ（Posture）] > [全
般設定（General Settings）] を選択します。

ステップ 2

[修復タイマー（Remediation timer）] フィールドに時間値を分単位で入力します。
デフォルト値は 4 分です。 有効な範囲は 1 ～ 300 分です。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。

クライアントの遷移のためのネットワーク遷移遅延タイマーの設定
ネットワーク遷移遅延タイマーを使用して、指定した時間内に、クライアントがある状態から別
の状態に遷移するためのタイマーを設定できます。これは、許可変更（CoA）が完了するために
必要となります。 ポスチャの成功時と失敗時にクライアントが新しい VLAN の IP アドレスを取
得するための時間がかかる場合は、より長い遅延時間が必要になることがあります。 クライアン
トが正常にポスチャされると、Cisco ISE は、ネットワーク遷移遅延タイマーで指定された時間内
に未知から準拠モードへ移行することを許可します。 ポスチャに失敗すると、Cisco ISE は、タイ
マーで指定された時間内にクライアントが未知から非準拠モードへ移行することを許可します。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [ポスチャ（Posture）] > [全
般設定（General Settings）] を選択します。

ステップ 2

[ネットワーク遷移遅延（Network Transition Delay）] フィールドに時間値を秒単位で入力します。
デフォルト値は 3 秒です。 有効な範囲は 2 ～ 30 秒です。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。

ログイン成功画面を自動的に閉じる設定
ポスチャ評価が正常に完了した後、クライアントエージェントは一時的なネットワークアクセス
画面を表示します。 ユーザはログイン画面で [OK] ボタンをクリックして、この画面を閉じる必

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
592

ポスチャ管理の設定

要があります。 指定した時間の経過後にこのログイン画面を自動的に閉じるタイマーを設定でき
ます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [ポスチャ（Posture）] > [全
般設定（General Settings）] を選択します。

ステップ 2

[経過後にログイン成功画面を自動的に閉じる（Automatically Close Login Success Screen After）]
チェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[経過後にログイン成功画面を自動的に閉じる（Automatically Close Login Success Screen After）]
チェックボックスの横のフィールドに時間値を秒単位で入力します。
有効な範囲は 0 ～ 300 秒です。 時間をゼロに設定すると、AnyConnect はログイン成功画面を表示
しません。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

非エージェント デバイスのポスチャ ステータスの設定
Linux または iDevice などの非エージェント デバイスで実行されるエンドポイントのポスチャ ス
テータスを設定できます。 Android デバイスおよび iPod、iPhone、iPad などの Apple の iDevice が
Cisco ISE 対応ネットワークに接続する場合、これらのデバイスはデフォルト ポスチャ ステータ
スの設定を引き継ぎます。
これらの設定は、ポスチャのランタイム中に一致するポリシーが見つからない場合、Windows お
よび Macintosh オペレーティング システムで実行されるエンドポイントにも適用されます。

はじめる前に
エンドポイントにポリシーを適用するには、対応するクライアント プロビジョニング ポリシー
（エージェントのインストールパッケージ）を設定する必要があります。そうしないと、エンド
ポイントのポスチャ ステータスは自動的にデフォルト設定が反映されます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [ポスチャ（Posture）] > [全
般設定（General Settings）] を選択します。

ステップ 2

[デフォルト ポスチャ ステータス（Default Posture Status）] から、オプションに [準拠（Compliant）]
または [非準拠（Noncompliant）] を選択します。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。
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ポスチャのリース
ユーザがネットワークにログインするたびにポスチャ評価を実行したり、指定した間隔でポスチャ
評価を実行したりするよう Cisco ISE を設定できます。 有効な範囲は 1 ～ 365 日です。
この設定は、ポスチャ評価に AnyConnect エージェントを使用するユーザだけに適用されます。

定期的再評価
定期的再評価（PRA）は、コンプライアンスについてすでに適切にポスチャされているクライア
ントにのみ実行できます。 PRA は、クライアントがネットワーク上で準拠していない場合には実
行されません。
PRA は、エンドポイントが準拠ステートになっている場合にのみ有効であり、適用可能です。 ポ
リシー サービス ノードは関連するポリシーを調べ、設定で定義されているクライアント ロール
に応じて要件をコンパイルし、PRA を適用します。 PRA 設定の一致が見つかった場合、ポリシー
サービス ノードは、クライアントの PRA 設定で定義されている PRA 属性を使用して、クライア
ント エージェントに応答してから、CoA 要求を発行します。 クライアント エージェントは、設
定に指定された間隔に基づいて定期的に PRA 要求を送信します。 PRA が成功した場合、または、
PRA 設定に指定されているアクションが続行になっている場合、クライアントは準拠ステートの
ままになります。 クライアントが PRA を満たしていない場合、準拠ステートから非準拠ステート
に移行します。
PostureStatus 属性は、ポスチャ再評価要求の場合でも、PRA 要求で現在のポスチャ ステータスを
不明ではなく準拠と示します。 PostureStatus はモニタリング レポートでも更新されます。

定期的再評価の設定
コンプライアンスに対してすでに正常にポスチャされているクライアントだけの定期的な再評価
を設定できます。 システムで定義されているユーザ ID グループに各 PRA を設定できます。

はじめる前に
• 各 PRA 設定に、一意のグループ、または設定に割り当てられているユーザ ID グループの一
意の組み合わせがあることを確認します。
• 2 つの一意のロールである role_test_1 および role_test_2 を PRA 設定に割り当てることができ
ます。 論理演算子とこれら 2 つのロールを組み合わせ、2 つのロールの一意の組み合わせと
して PRA 設定に割り当てることができます。 たとえば、role_test_1 OR role_test_2 とします。
• 2 つの PRA 設定に共通のユーザ ID グループがないことを確認します。
• PRA 設定がユーザ ID グループ「Any」にすでに存在する場合、次のことを実行しないと、他
の PRA 設定を作成できません。
◦ Any 以外のユーザ ID グループを反映するように、任意のユーザ ID グループで既存の
PRA 設定を更新します。
または
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◦ ユーザ ID グループ「Any」の既存の PRA 設定を削除します。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [ポスチャ（Posture）] > [再
評価（Reassessments）] 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

新しい PRA を作成するには、[新規再評価の設定（New Reassessment Configuration）] ページで値
を変更します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックして、PRA 設定を作成します。

Cisco ISE へのポスチャ更新のダウンロード
ポスチャ更新には、Windows および Macintosh オペレーティング システムの両方のアンチウイル
スとアンチスパイウェアの一連の事前定義済みのチェック、ルール、サポート表、およびシスコ
でサポートされるオペレーティング システム情報が含まれます。 また、ローカル ファイル シス
テムの更新の最新のアーカイブを含むファイルから Cisco ISE をオフラインで更新することもでき
ます。
ネットワークに Cisco ISE を初めて展開する場合は、Web からポスチャ更新をダウンロードできま
す。 通常、このプロセスには約 20 分かかります。 初回ダウンロード後に、差分更新が自動的に
ダウンロードされるように Cisco ISE を設定できます。
Cisco ISE では、初回ポスチャ更新時に 1 回のみ、デフォルトのポスチャ ポリシー、要件、および
修復を作成します。 それらを削除した場合、Cisco ISE は後続の手動またはスケジュールされた更
新中にこれらを再作成しません。

はじめる前に
ポスチャ リソースを Cisco ISE にダウンロードできる適切なリモート ロケーションにアクセスで
きるようにするには、5-2 ページの「Cisco ISE でのプロキシ設定の指定」の説明に従ってネット
ワークにプロキシが正しく設定されていることを確認する必要がある場合があります。
[ポスチャ更新（Posture Update）] ページを使用して、Web から更新を動的にダウンロードできま
す。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [ポスチャ（Posture）] > [更
新（Updates）] を選択します。

ステップ 2

[Web] オプションを選択して、更新を動的にダウンロードします。

ステップ 3

[デフォルトに設定（Set to Default）] をクリックして、[フィード URL の更新（Update Feed URL）]
フィールドのシスコのデフォルト値を設定します。
ネットワークで URL リダイレクション機能（プロキシ サーバ経由など）を制限しているために、
上記の URL へのアクセスに問題がある場合は、Cisco ISE で関連トピックの代替 URL を指定して
ください。

ステップ 4

[ポスチャ更新（Posture Updates）] ページの値を変更します。

ステップ 5

シスコからの更新をダウンロードするには、[今すぐ更新（Update Now）] をクリックします。

ステップ 6

Cisco ISE で他のタスクを続行するには [OK] をクリックします。
更新されると、[ポスチャ更新（Posture Updates）] ページに、[ポスチャ更新（Posture Updates）]
ページの [更新情報（Update Information）] セクションの更新の確認として現在のシスコ更新のバー
ジョン情報が表示されます。

ポスチャ更新の自動ダウンロード
最初の更新後に、更新を確認し、自動的にダウンロードするように Cisco ISE を設定できます。

はじめる前に
• 最初にポスチャ更新をダウンロードして、更新を確認し、自動的にダウンロードするように
Cisco ISE を設定しておく必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [ポスチャ（Posture）] > [更
新（Updates）] を選択します。

ステップ 2

[ポスチャ更新（Posture Updates）] ページで [初期遅延から開始される更新の自動確認（Automatically
check for updates starting from initial delay）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3

初期遅延時間を hh:mm:ss の形式で入力します。
Cisco ISE は、初期遅延時間の終了後に確認を開始します。

ステップ 4

時間間隔を時間単位で入力します。
Cisco ISE は初期遅延時間から指定した間隔で、展開に更新をダウンロードします。
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ステップ 5

[はい（Yes）] をクリックして続行します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

ポスチャ評価の利用規定の設定
ログインし、クライアントのポスチャ評価が成功すると、クライアント エージェントにより一時
的なネットワークアクセス画面が表示されます。この画面には、利用規定（AUP）へのリンクが
含まれています。 ユーザがリンクをクリックすると、ネットワーク利用条件を表示するページに
リダイレクトされます。その条件を読み、同意する必要があります。
各利用規定設定には、一意のユーザ ID グループ、またはユーザ ID グループの一意の組み合わせ
が必要です。 Cisco ISE は最初に一致したユーザ ID グループの AUP を見つけ、AUP を表示する
クライアント エージェントと通信します。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [ポスチャ（Posture）] > [利
用規定（Acceptable Use Policy）] 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

[新規利用規定設定（New Acceptable Use Policy Configuration）] ページで値を変更します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ポスチャ ポリシーの設定
ポスチャ ポリシーは 1 つ以上の ID グループおよびオペレーティング システムに関連付けられた
ポスチャ要件の集合です。 ディクショナリ属性は、クライアントの異なるポリシーを定義でき
る、ID グループおよびオペレーティング システムと組み合わされたオプションの条件です。

はじめる前に
• 利用規定（AUP）について理解している必要があります。
• 定期的再評価（PRA）について理解している必要があります。
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ポスチャ評価オプション

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポスチャ（Posture）] を選択します。

ステップ 2

ステータス タイプを選択します。

ステップ 3

[ルール名（Rule Name）] テキスト ボックスに、ポリシー名を入力します。

ステップ 4

[ID グループ（identity Groups）] から、ロールを選択します。

ステップ 5

[オペレーティング システム（Operating Systems）] から、オペレーティング システムを選択しま
す。

ステップ 6

[その他の条件（Other Conditions）] では、1 つ以上のディクショナリ属性を追加し、単純条件また
は複合条件としてディクショナリに保存できます。
（注）
[ポスチャ ポリシー（Posture Policy）] ページで作成したディクショナリ単純条件とディ
クショナリ複合条件は、許可ポリシーを設定するときには表示されません。

ステップ 7

[要件（Requirements）] から、要件を選択します。 新しい要件を作成できます。

ステップ 8

[完了（Done）] をクリックします。

ステップ 9

[保存（Save）] をクリックします。

ポスチャ評価オプション
次の表に、Windows および Macintosh の ISE Posture Agent、および Windows の Web Agent でサポー
トされるポスチャ評価（ポスチャ条件）オプションのリストを示します。
表 36：ポスチャ評価オプション

ISE ポスチャ エージェント
Windows

Web Agent
Windows

ISE ポスチャ エージェント
Macintosh OS X

—
オペレーティング システム/
オペレーティング システム/
サービス パック/ホットフィッ サービス パック/ホットフィッ
クス
クス
プロセス チェック

プロセス チェック

—

レジストリ チェック

レジストリ チェック

—

ファイル チェック

ファイル チェック

—

アプリケーション チェック

アプリケーション チェック

—

アンチウイルスのインストール アンチウイルスのインストール アンチウイルスのインストール
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ISE ポスチャ エージェント
Windows

Web Agent
Windows

ISE ポスチャ エージェント
Macintosh OS X

アンチウイルス バージョン/ア アンチウイルス バージョン/ア アンチウイルス バージョン/ア
ンチウイルス定義日
ンチウイルス定義日
ンチウイルス定義日
アンチスパイウェアのインス
トール

アンチスパイウェアのインス
トール

アンチスパイウェアのインス
トール

アンチスパイウェア バージョ
ン/アンチスパイウェア定義日

アンチスパイウェア バージョ
ン/アンチスパイウェア定義日

アンチスパイウェア バージョ
ン/アンチスパイウェア定義日

実行中の Windows Update

実行中の Windows Update

—

Windows Update の設定

Windows Update の設定

—

WSUS のコンプライアンス設定 WSUS のコンプライアンス設定 —

ポスチャ修復オプション
次の表に、Windows および Macintosh の ISE Posture Agent、および Windows の Web Agent でサポー
トされる修復オプション（ポスチャ条件）のリストを示します。
表 37：ポスチャ修復オプション

ISE ポスチャ エージェント
Windows

Web Agent
Windows

ISE ポスチャ エージェント
Macintosh OS X

メッセージ テキスト（ローカ
ル チェック）

メッセージ テキスト（ローカ
ル チェック）

メッセージ テキスト（ローカ
ル チェック）

URL リンク（リンク分散）

URL リンク（リンク分散）

URL リンク（リンク分散）

ファイル配布

ファイル配布

—

プログラム起動

—

—

アンチウイルス定義更新

—

アンチウイルス ライブ更新

アンチスパイウェア定義更新

—

アンチスパイウェア ライブ更
新

Windows Update

—

—

WSUS

—

—
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ポスチャのカスタム条件
ポスチャ条件は次の単純条件のいずれかになります。ファイル、レジストリ、アプリケーション、
サービス、またはディクショナリ条件。 これらの単純条件のうちの 1 つ以上の条件によって複合
条件が形成され、複合条件はポスチャ要件と関連付けることができます。
最初のポスチャ更新の後に、Cisco ISE もシスコ定義の単純条件と複合条件を作成します。 シスコ
定義の単純条件では pc_ as が使用され、複合条件では pr_ as が使用されます。
ユーザ定義の条件またはシスコ定義の条件には、単純条件と複合条件の両方が含まれます。
ポスチャ サービスは、アンチウイルスおよびアンチスパイウェア（AV/AS）複合条件に基づいた
内部チェックを使用します。 このため、ポスチャ レポートは、作成した正確な AV/AS 複合条件
名を反映しません。 レポートには、AV/AS 複合条件の内部チェックの名前だけが表示されます。
たとえば、任意のベンダーおよび製品をチェックする「MyCondition_AV_Check」という名前の
AV 複合条件を作成した場合、ポスチャ レポートには、条件名として、「MyCondition_AV_Check」
ではなく、内部チェック「av_def_ANY」が表示されます。

カスタム ポスチャ修復アクション
カスタム ポスチャ修復アクションは、ファイル、リンク、アンチウイルスまたはアンチスパイ
ウェア定義の更新、プログラムの起動、Windows Update、Windows Server Update Services（WSUS）
の修復タイプです。

ファイル修復の追加
ファイル修復により、クライアントはコンプライアンスに必要なファイルのバージョンをダウン
ロードできます。クライアントエージェントは、コンプライアンスのためにクライアントが必要
とするファイルを使用してエンドポイントを修復します。
[ファイル修復（File Remediations）] ページでファイル修復をフィルタリング、表示、追加、また
は削除することはできますが、ファイル修復を編集することはできません。 [ファイル修復（File
Remediations）] ページには、すべてのファイル修復がそれらの名前と説明、および修復に必要な
ファイルとともに表示されます。
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手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [ポスチャ（Posture）]
を選択します。

ステップ 2

[修復アクション（Remediation Actions）] をクリックします。

ステップ 3

[ファイル修復（File Remediation）] をクリックします。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 5

[新規ファイル修復（New File Remediation）] ページで値を変更します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

リンク修復の追加
リンク修復により、クライアントは修復ページまたはリソースにアクセスするための URL をク
リックできます。クライアントエージェントはリンクを使用してブラウザを開き、クライアント
はコンプライアンスのために自身を修復できます。
[リンク修復（Link Remediation）] ページには、すべてのリンク修復がそれらの名前と説明、およ
び修復のモードとともに表示されます。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [ポスチャ（Posture）]
を選択します。

ステップ 2

[修復アクション（Remediation Actions）] をクリックします。

ステップ 3

[リンク修復（Link Remediation）] をクリックします。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 5

[新規リンク修復（New Link Remediation）] ページで値を変更します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

アンチウイルス修復の追加
アンチウイルス修復を作成して、修復後にコンプライアンスのために最新のファイル定義でクラ
イアントを更新できます。
[AV 修復（AV Remediations）] ページには、すべてのアンチウイルス修復がそれらの名前と説明、
および修復のモードとともに表示されます。
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手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [ポスチャ（Posture）]
を選択します。

ステップ 2

[修復アクション（Remediation Actions）] をクリックします。

ステップ 3

[AV 修復（AV Remediation）] をクリックします。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 5

[新規 AV 修復（New AV Remediation）] ページで値を変更します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

アンチスパイウェア修復の追加
アンチスパイウェア修復を作成して、修復後にコンプライアンスのために最新のファイル定義で
クライアントを更新できます。
[AS 修復（AS Remediations）] ページには、すべてのアンチウイルス修復がそれらの名前と説明、
および修復のモードとともに表示されます。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [ポスチャ（Posture）]
を選択します。

ステップ 2

[修復アクション（Remediation Actions）] をクリックします。

ステップ 3

[AS 修復（AS Remediations）] をクリックします。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 5

[新規 AS 修復（New AS Remediations）] ページで値を変更します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

プログラム修復起動の追加
コンプライアンスのために、クライアント エージェントが 1 つ以上のアプリケーションを起動し
てクライアントを修復するプログラム修復起動を作成できます。
[プログラム修復起動（Launch Program Remediations）] ページには、すべてのプログラム修復起動
がそれらの名前と説明、および修復のモードとともに表示されます。
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手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [ポスチャ（Posture）]
を選択します。

ステップ 2

[修復アクション（Remediation Actions）] をクリックします。

ステップ 3

[プログラム起動修復（Launch Program Remediation）] をクリックします。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 5

[新規プログラム修復起動（New Launch Program Remediation）] ページで値を変更します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

Windows Update 修復
Windows Update 修復により、セキュリティ ポリシーに従って Windows クライアントで自動更新
設定がオンになるようにします。 Windows 管理者は、Windows クライアントで自動更新をオンま
たはオフにできます。 Microsoft Windows では、この機能を使用して、更新の有無を定期的に確認
します。 自動更新機能がオンになっていると、Windows は他の更新を行う前に、Windows 推奨の
更新プログラムを自動的に更新します。
Windows 自動更新設定は、Windows オペレーティング システムによって異なります。
たとえば、Windows XP は自動更新を設定するために次の設定を提供しています。
• [自動（Automatic）]（推奨）：Windows は、クライアントが推奨の Windows Update を自動的
にダウンロードしてインストールすることを許可します。
• [更新を自動的にダウンロードするが、インストールは手動で実行する（Download updates for
me, but let me choose when to install them）]：Windows がクライアントの更新プログラムをダ
ウンロードしますが、更新プログラムをいつインストールするかはクライアントが選択でき
ます。
• [更新を通知するのみで、自動的なダウンロードまたはインストールを実行しない（Notify me
but don’t automatically download or install them）]：Windows はクライアントに通知するのみで、
更新プログラムを自動的にダウンロードまたはインストールしません。
• [自動更新を無効にする（Turn off Automatic Updates）]：Windows は、クライアントが Windows
自動更新機能をオフにすることを許可します。 ここで、クライアントは Windows Update Web
サイト リンクから更新プログラムを定期的にインストールしないと脆弱になります。
Windows Update サービス（wuaserv）が任意の Windows クライアントで開始または停止されてい
るかどうかを、pr_AutoUpdateCheck_Rule を使用して確認できます。 これは、ポスチャ要件を作成
するために使用できる事前定義されたシスコのルールです。 ポスチャ要件が失敗した場合、要件
に関連付けた Windows Update 修復は、Windows クライアントに自動更新のオプションの 1 つを使
用して修復するように強制します。
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Windows Update 修復の追加
[Windows Update 修復（Windows update remediations）] ページには、すべての Windows Update 修
復がそれらの名前と説明、および修復のモードとともに表示されます。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [ポスチャ（Posture）]
を選択します。

ステップ 2

[修復アクション（Remediation Actions）] をクリックします。

ステップ 3

[Windows Update 修復（Windows Update Remediation）] をクリックします。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 5

[新規 Windows Update 修復（New Windows Update Remediation）] ページで値を変更します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

Windows Server Update Services 修復の追加
コンプライアンスのためにローカルに管理されているか、または Microsoft で管理されている WSUS
サーバから最新の WSUS 更新を受信するように Windows クライアントを設定できます。 Windows
Server Update Services（WSUS）修復は、ローカルに管理されている WSUS サーバまたは Microsoft
で管理されている WSUS サーバから最新の Windows サービス パック、ホット フィックス、およ
びパッチをインストールします。
クライアント エージェントをローカルの WSUS Agent と統合して、エンドポイントの WSUS 更新
が最新かどうかをチェックする WSUS 修復を作成できます。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [ポスチャ（Posture）]
を選択します。

ステップ 2

[修復アクション（Remediation Actions）] をクリックします。

ステップ 3

[Windows Server Update Service 修復（Windows Server Update Services Remediation）] をクリックし
ます。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 5

[新規 Windows Server Update Service 修復（New Windows Server Update Services Remediation）] ペー
ジで値を変更します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。
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ポスチャ評価要件
ポスチャ要件は、ロールおよびオペレーティング システムとリンクできる修復アクションを伴う
一連の複合条件です。 ネットワークに接続しているすべてのクライアントは、ネットワークで適
合ホストになるためにはポスチャ評価中に必須要件を満たす必要があります。
ポスチャポリシー要件は、ポスチャポリシーの必須、オプション、または監査タイプに設定でき
ます。 要件がオプションで、クライアントがこれらの要件を満たさない場合、クライアントには
エンドポイントのポスチャ評価中に続行するオプションがあります。
必須要件
クライアントがポスチャ ポリシーで定義されている必須要件を満たすことができなかった場合、
ポリシー評価中に修復オプションが与えられます。 エンドユーザが、修復タイマー設定で指定さ
れた時間内に要件を満たすように修復します。
クライアントが必須要件を修復できない場合、ポスチャ ステータスは「非準拠」に変更され、
エージェント セッションは隔離されます。
オプション要件
クライアントがポリシーの評価中にオプション要件を満たすことができない場合、エージェント
はオプション要件をスキップできるようにエンドユーザにさらに続行するためのオプションを示
します。
監査要件
監査要件は、ポリシー評価中に成功または失敗してもエンドユーザに表示されません。

非準拠ステートでスタックしたクライアント システム
クライアントマシンが必須要件を修復できない場合、ポスチャステータスは「非準拠」に変更さ
れ、エージェント セッションは隔離されます。 クライアント マシンを「非準拠」状態から移行
するには、エージェントがクライアント マシン上でポスチャ評価を再び開始するようにポスチャ
セッションを再起動する必要があります。 次のようにポスチャ セッションを再起動できます。
• 802.1X 環境での有線およびワイヤレス許可変更（CoA）：
◦ [新しい許可プロファイル（New Authorization Profiles）] ページで新しい許可プロファイ
ルを作成するときに、特定の許可ポリシーの再認証タイマーを設定できます。詳細につ
いては、20-11 ページの「ダウンロード可能 ACL の権限の設定」の項を参照してくださ
い。 この方法は、インライン ポスチャ展開ではサポートされません。
◦ 有線ユーザは、ネットワークの接続を切断して再接続すると、隔離状態から移行できま
す。 ワイヤレス環境では、ユーザは、ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）から切断
し、ユーザのアイドル タイムアウト時間が過ぎるまで待機してから、ネットワークへの
再接続を試行する必要があります。
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• VPN 環境：VPN トンネルを切断し、再接続します。

クライアントのポスチャ要件の作成
[要件（Requirements）] ページでは、ユーザ定義の条件とシスコ定義の条件、および修復アクショ
ンを関連付けて要件を作成できます。 [要件（Requirements）] ページで作成および保存されたユー
ザ定義の条件および修復アクションは、それぞれのリスト ページに表示されます。

はじめる前に
• ポスチャの利用規定（AUP）について理解している必要があります。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [ポスチャ（Posture）]
> [要件（Requirements）] を選択します。

ステップ 2

[要件（Requirements）] ページに値を入力します。

ステップ 3

読み取り専用モードでポスチャ要件を保存するには、[完了（Done）] をクリックします。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

ポスチャのカスタム権限
カスタム権限は、Cisco ISE で定義する標準許可プロファイルです。 標準許可プロファイルは、エ
ンドポイントの一致するコンプライアンスステータスに基づいてアクセス権を設定します。ポス
チャ サービスでは、ポスチャは大きく不明プロファイル、準拠プロファイル、および非準拠プロ
ファイルに分類されます。ポスチャポリシーおよびポスチャ要件によって、エンドポイントのコ
ンプライアンス ステータスが決まります。
VLAN、DACL および他の属性値ペアの異なるセットを持つことができるエンドポイントの不明、
準拠、および非準拠のポスチャ ステータスに対して 3 つの異なる許可プロファイルを作成する必
要があります。 これらのプロファイルは、3 つの異なる許可ポリシーに関連付けることができま
す。 これらの許可ポリシーを区別するために、Session:PostureStatus 属性を他の条件とともに使用
できます。
不明プロファイル
エンドポイントに一致するポスチャ ポリシーが定義されていない場合、そのエンドポイントのポ
スチャ コンプライアンス ステータスは不明に設定されることがあります。 不明のポスチャ コン
プライアンスステータスは、一致するポスチャポリシーが有効であるが、エンドポイントに対し
てポスチャ評価がまだ行われておらず、従ってクライアント エージェントによってコンプライア
ンス レポートが提供されていないエンドポイントにも適用できます。
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準拠プロファイル
エンドポイントに一致するポスチャ ポリシーが定義されている場合、そのエンドポイントのポス
チャ コンプライアンス ステータスは準拠に設定されます。 ポスチャ評価が行われると、エンド
ポイントは、一致するポスチャポリシー内に定義されているすべての必須要件を満たします。準
拠とポスチャされているエンドポイントには、ネットワークに対する特権ネットワーク アクセス
を付与できます。
非準拠プロファイル
エンドポイントのポスチャコンプライアンスステータスが非準拠に設定されるのは、そのエンド
ポイントに対して一致するポスチャ ポリシーが定義されているが、ポスチャ評価の実行中にすべ
ての必須要件を満たすことができない場合です。 非準拠としてポスチャされたエンドポイント
は、修復アクションを含むポスチャ要件に一致し、自らを修復するために修復リソースへ制限付
きのネットワーク アクセスが付与される必要があります。

標準許可ポリシーの設定
[許可ポリシー（Authorization Policy）] ページでは、標準許可ポリシーと例外許可ポリシーの 2 種
類の許可ポリシーを定義できます。 ポスチャに固有の標準許可ポリシーは、エンドポイントのコ
ンプライアンス ステータスに基づいて、ポリシー決定を行うために使用されます。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [許可（Authorization）] を選択します。

ステップ 2

[許可ポリシー（Authorization Policy）] ページの上部に表示されるドロップダウン リストから適用
する照合ルール タイプを 1 つ選択します。
• [最初に一致したルールの適用（First Matched Rules Apply）]：このオプションでは、評価中
に標準許可ポリシーのリストで最初に一致した単一の許可ポリシーを使用して、アクセス権
限が設定されます。 最初の一致許可ポリシーが見つかると、残りの標準許可ポリシーは評価
されません。
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• [複数の一致するルールの適用（Multiple Matched Rule Applies）]：このオプションでは、評価
中にすべての標準許可ポリシーのリストで一致した服すの許可ポリシーを使用して、アクセ
ス権限が設定されます。
ステップ 3

デフォルトの標準許可ポリシー行の [編集（Edit）] の横の下矢印をクリックします。

ステップ 4

[新規ルールを上に挿入（Insert New Rule Above）] をクリックします。

ステップ 5

ルール名を入力し、ID グループおよびその他の条件を選択し、デフォルトの標準許可ポリシー行
の上に表示される新しい許可ポリシー行に許可プロファイルを関連付けます。

ステップ 6

読み取り専用モードで新しい標準許可ポリシーを作成するには、[完了（Done）] をクリックしま
す。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。
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• TrustSec AAA サーバの設定, 616 ページ
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• TrustSec の設定およびポリシー プッシュ, 632 ページ
• ユーザ レポート別上位 N 個の RBACL ドロップの実行, 642 ページ

TrustSec アーキテクチャ
Cisco TrustSec ソリューションでは、信頼ネットワーク デバイスのクラウドを確立して、セキュア
なネットワークを構築します。 Cisco TrustSec クラウド内の個々のデバイスは、そのネイバー（ピ
ア）によって認証されます。 TrustSec クラウド内のデバイス間の通信は、暗号化、メッセージ整
合性検査、データパス リプレイ防止メカニズムを組み合わせたセキュリティで保護されます。
TrustSec ソリューションでは、認証中に取得したデバイスおよびユーザ ID 情報を使用して、ネッ
トワークに入ってきたパケットを分類（色付け）します。 このパケット分類は、パケットが
TrustSec ネットワークに入ってきたときに、そのパケットにタグ付けすることによって維持され
ます。これにより、パケットはデータ パス全体で正しく識別され、セキュリティおよびその他の
ポリシー基準が適用されるようになります。 このタグは、セキュリティ グループ タグ（SGT）と
呼ばれることもあります。エンドポイント デバイスで SGT に応じてトラフィックをフィルタリン
グできるようにすることにより、Cisco ISE でアクセス コントロール ポリシーを適用できるよう
になります。
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次の図に、TrustSec ネットワーク クラウドの例を示します。
図 29：TrustSec アーキテクチャ

TrustSec のコンポーネント
主な TrustSec のコンポーネント：
• ネットワーク デバイス アドミッション コントロール（NDAC）：信頼ネットワークでは、
認証中に、TrustSec クラウド内にある各ネットワーク デバイス（イーサネット スイッチな
ど）のクレデンシャルおよび信頼性が、そのピア デバイスによって検証されます。 NDAC
は IEEE 802.1X ポートベース認証を使用し、その拡張認証プロトコル（EAP）方式として
Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling（EAP-FAST）を使
用します。 NDAC プロセスの認証および許可が成功すると、IEEE 802.1AE 暗号化のセキュ
リティ アソシエーション プロトコル ネゴシエーションが実行されます。
• エンドポイント アドミッション コントロール（EAC）：TrustSec クラウドに接続しているエ
ンドポイント ユーザまたはデバイスの認証プロセス。 EAC は一般的にアクセス レベル ス
イッチで実行されます。 EAC プロセスの認証および許可が成功すると、ユーザまたはデバ
イスに対する SGT 割り当てが実行されます。 認証および許可の EAC アクセス方法には次の
ものがあります。
◦ 802.1X ポートベースの認証
◦ MAC 認証バイパス（MAB）
◦ Web 認証（WebAuth）
• セキュリティ グループ（SG）：アクセス コントロール ポリシーを共有するユーザ、エンド
ポイント デバイス、およびリソースのグループ。 SG は、管理者が Cisco ISE で定義します。
新規ユーザおよびデバイスが TrustSec ドメインに追加されると、Cisco ISE では、これらの新
規エントリを適切なセキュリティ グループに割り当てます。
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• セキュリティ グループ タグ（SGT）：TrustSec サービスは各セキュリティ グループに、その
範囲が TrustSec ドメイン内でグローバルな一意のセキュリティ グループ番号（16 ビット）
を割り当てます。 スイッチ内のセキュリティ グループの数は、認証されたネットワーク エ
ンティティの数に制限されます。 セキュリティ グループ番号を手動で設定する必要はあり
ません。 これらは自動的に生成されますが、IP と SGT とのマッピング用に SGT の範囲を予
約しておくことができます。
• セキュリティ グループ アクセス コントロール リスト（SGACL）：SGACL では、割り当て
られている SGT に基づいてアクセスおよび権限を制御できます。 権限をロールにまとめる
ことにより、セキュリティ ポリシーの管理が容易になります。 デバイスを追加するときに、
1 つ以上のセキュリティ グループを割り当てるだけで、即座に適切な権限が付与されます。
セキュリティ グループを変更することにより、新しい権限を追加したり、現在の権限を制限
したりすることができます。
• セキュリティ交換プロトコル（SXP）：セキュリティ交換プロトコル（SXP）は、TrustSec
サービス用に開発されたプロトコルで、SGT対応ハードウェアをサポートしていないネット
ワーク デバイス間で、SGT/SGACL をサポートしているハードウェアに IP と SGT とのバイ
ンディング テーブルを伝播します。
• 環境データのダウンロード：TrustSec デバイスは、初めて信頼ネットワークに参加するとき
に、その環境データを Cisco ISE から取得します。 デバイス上の一部のデータは、手動で設
定することもできます。 デバイスでは、期限切れになる前に環境データをリフレッシュする
必要があります。 TrustSec デバイスは、次の環境データを Cisco ISE から取得します。
◦ サーバ リスト：クライアントがその後の RADIUS 要求に使用できるサーバのリスト（認
証および許可の両方）
◦ デバイス SG：そのデバイス自体が属しているセキュリティ グループ
◦ 有効期間：TrustSec デバイスが環境データをダウンロードまたはリフレッシュする頻度
を制御する期間
• SGT 予約：IP と SGT とのマッピングを有効にするために SGT の範囲を予約する、Cisco ISE
の拡張機能。
• IP と SGT とのマッピング：エンドポイント IP を SGT にバインドして TrustSec 対応デバイス
にプロビジョニングする Cisco ISE の拡張機能。 Cisco ISE は、1000 個の IP-to-SGT マッピン
グの入力をサポートしています。
• ID とポートとのマッピング：エンドポイントの接続先のポートでスイッチが ID を定義する
ための方法で、この ID を使用して Cisco ISE サーバ内の特定の SGT 値が検索されます。

TrustSec の用語
次の表は、TrustSec ソリューションで使用される一般的な用語の一部と、TrustSec 環境でのその意
味を示しています。
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表 38：TrustSec の用語

用語

意味

サプリカント

信頼ネットワークへの参加を試行するデバイス。

認証

信頼ネットワークへの参加を許可する前に、各デバイスの ID を検
証するプロセス。

許可

信頼ネットワーク上のリソースへのアクセスを要求しているデバイ
スに対し、デバイスの認証 ID に基づいてアクセスのレベルを決定
するプロセス。

アクセス コントロール

各パケットに割り当てられている SGT に基づいて、パケットごと
にアクセス コントロールを適用するプロセス。

セキュアな通信

信頼ネットワーク内の各リンクを経由して流れるパケットをセキュ
リティで保護するための、暗号化、整合性、データパス リプレイ
保護のプロセス。

TrustSec デバイス

TrustSec ソリューションをサポートする Cisco Catalyst 6000 シリー
ズまたは Cisco Nexus 7000 シリーズのスイッチ。

TrustSec 対応デバイス

TrustSec 対応デバイスは、TrustSec 対応のハードウェアとソフトウェ
アを備えています。 たとえば、Nexus オペレーティング システム
を搭載した Nexus 7000 シリーズ スイッチなどです。

TrustSec シード デバイス

Cisco ISE サーバに対して直接認証を行う TrustSec デバイス。 オー
センティケータとサプリカントの両方として機能します。

受信側

Cisco TrustSec ソリューションが有効になっているネットワーク内
の TrustSec 対応デバイスにパケットが初めて到達すると、SGT を
使用してパケットにタグが付けられます。 この信頼ネットワーク
への入り口点を入力と呼びます。

送信側

Cisco TrustSec ソリューションが有効になっているネットワーク内
の最後の TrustSec 対応デバイスをパケットが通過すると、タグが解
除されます。 この信頼ネットワークからの出口点を出力と呼びま
す。

TrustSec のサポートされるスイッチと必要なコンポーネント
Cisco TrustSec ソリューションが有効になった Cisco ISE ネットワークを設定するには、TrustSec ソ
リューションおよび他のコンポーネントをサポートするスイッチが必要です。 スイッチ以外に、
IEEE 802.1X プロトコルを使用した ID ベースのユーザ アクセス コントロールには、その他のコン
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ポーネントも必要です。 TrustSec をサポートするシスコ スイッチのプラットフォームおよび必要
なコンポーネントの完全な最新のリストについては、「Cisco TrustSec-Enabled Infrastructure」を参
照してください。

TrustSec のグローバル設定
Cisco ISE が TrustSec サーバとして機能して TrustSec サービスを提供するには、いくつかのグロー
バル TrustSec 設定を定義する必要があります。

はじめる前に
• TrustSec グローバル設定を設定する前に、グローバル EAP-FAST 設定が定義されていること
を確認します（[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [プロ
トコル（Protocols）] > [EAP-FAST] > [EAP-FAST 設定（EAP-FAST Settings）] を選択）。
[機関識別情報の説明（Authority Identity Info Description）] を Cisco ISE サーバ名に変更する
ことができます。 この説明は、クレデンシャルをエンドポイント クライアントに送信する
Cisco ISE サーバを説明したわかりやすい文字列にします。 Cisco TrustSec アーキテクチャの
クライアントには、IEEE 802.1X 認証の EAP 方式として EAP-FAST を実行するエンドポイン
ト、または Network Device Access Control（NDAC）を実行するサプリカント ネットワーク
デバイスのいずれも使用できます。 クライアントは、この文字列を Protected Access Credentials
（PAC）Type-Length-Value（TLV）情報で認識できます。 デフォルト値は、Identity Services
Engine です。 NDAC 認証時に、ネットワーク デバイスで Cisco ISE PAC 情報が一意に識別さ
れるように、この値を変更する必要があります。
• 次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [TrustSec の設定（TrustSec
Settings）] を選択します。

ステップ 2

フィールドに値を入力します。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。

次の作業
• TrustSec デバイスを設定します。

TrustSec デバイスの設定
Cisco ISE で TrustSec 対応デバイスからの要求を処理するには、これらの TrustSec 対応デバイスを
Cisco ISE で定義しておく必要があります。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [ネットワーク デバイ
ス（Network Devices）] 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

[ネットワーク デバイス（Network Devices）] セクションで、必要な情報を入力します。

ステップ 4

TrustSec 対応デバイスを設定するために [高度な TrustSec 設定（Advanced Trustsec Settings）] チェッ
クボックスをオンにします。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

OOB TrustSec PAC
すべての TrustSec ネットワーク デバイスで、EAP-FAST プロトコルの一部として TrustSec PAC が
保持されています。 これはセキュアな RADIUS プロトコルでも使用され、ここでは RADIUS 共有
秘密が PAC で伝送されるパラメータから作成されます。 これらのパラメータの 1 つである発信側
ID には、TrustSec ネットワーク デバイス ID、つまりデバイス ID が保持されます。
デバイスが TrustSec PAC を使用して識別される場合、Cisco ISE でそのデバイス用に設定されてい
るデバイス ID と、PAC の発信側 ID が一致していない場合、認証に失敗します。
一部の TrustSec デバイス（Cisco ASA ファイアウォールなど）では EAP-FAST プロトコルをサポー
トしていません。 したがって、Cisco ISE ではこれらのデバイスを EAP-FAST を介した TrustSec
PAC でプロビジョニングできません。 代わりに、TrustSec PAC は Cisco ISE 上で生成され、手動
でデバイスにコピーされます。そのため、これをアウトオブバンド（OOB）TrustSec PAC 生成と
呼びます。
Cisco ISE で PAC を生成すると、暗号キーで暗号化された PAC ファイルが生成されます。
ここでは、次の内容について説明します。

[設定（Settings）] 画面からの TrustSec PAC の生成
[設定（Settings）] 画面から TrustSec PAC を生成できます。

手順
ステップ 1

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

ステップ 2

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

ステップ 3

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

ステップ 4

TrustSec PAC を生成します。
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[ネットワーク デバイス（Network Devices）] 画面からの TrustSec PAC の生成
[ネットワーク デバイス（Network Devices）] 画面から TrustSec PAC を生成できます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [ネットワーク デバイ
ス（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックします。 [ネットワーク デバイス（Network Devices）] ナビゲーション
ペインのアクション アイコンから [新規デバイスの追加（Add new device）] をクリックすること
もできます。

ステップ 3

新規デバイスを追加する場合は、デバイス名を入力します。

ステップ 4

TrustSec デバイスを設定するために [高度な TrustSec 設定（Advanced Trustsec Settings）] チェック
ボックスをオンにします。

ステップ 5

[アウトオブバンド（OOB）TrustSec PAC（Out of Band (OOB) TrustSec PAC）] サブ セクションで、
[PAC の生成（Generate PAC）] をクリックします。

ステップ 6

次の詳細事項を入力します。
• [PAC 存続可能時間（PAC Time to Live）]：日、週、月、および年の単位で値を入力します。
デフォルト値は 1 年です。 最小値は 1 日、最大値は 10 年です。
• [暗号化キー（Encryption Key）]：暗号キーを入力します。 キーの長さは 8 ～ 256 文字にする
必要があります。 キーはアルファベットの大文字または小文字、数字、または英数字の組み
合わせを含むことができます。
暗号キーを使用して、生成されるファイルの PAC が暗号化されます。 このキーは、デバイ
スで PAC ファイルを復号化する場合にも使用されます。 したがって、後で使用できるよう
に管理者が暗号キーを保存しておくことを推奨します。
[ID（Identity）] フィールドは TrustSec ネットワーク デバイスのデバイス ID を示し、この
フィールドには EAP-FAST プロトコルによって発信側 ID が提供されます。 ここに入力した
ID 文字列がネットワーク デバイスの作成ページの [TrustSec] セクションで定義されたデバイ
ス ID と一致しない場合、認証は失敗します。
有効期限は、PAC 存続可能時間に基づいて計算されます。

ステップ 7

[PAC の生成（Generate PAC）] をクリックします。

[ネットワーク デバイス リスト（Network Devices List）] 画面からの TrustSec PAC の生成
[ネットワーク デバイス リスト（Network Devices list）] 画面から TrustSec PAC を生成できます。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [ネットワーク デバイ
ス（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

[ネットワーク デバイス（Network Devices）] をクリックします。

ステップ 3

TrustSec PAC を生成するデバイスの隣にあるチェックボックスをオンにし、[PAC の生成（Generate
PAC）] をクリックします。

ステップ 4

フィールドで詳細を提供します。

ステップ 5

[PAC の生成（Generate PAC）] をクリックします。

[プッシュ（Push）] ボタン
出力ポリシーの [プッシュ（Push）] オプションは CoA 通知を開始します。この通知は、Cisco ISE
からの出力ポリシー設定変更に関する更新を、ただちに要求するよう TrustSec デバイスに伝えま
す。

TrustSec AAA サーバの設定
展開内の Cisco ISE サーバのリストを AAA サーバ リストに設定して、これらの任意のサーバに対
して TrustSec デバイスの認証が行われるようにできます。 このリストに Cisco ISE サーバを追加
すると、これらすべてのサーバの詳細が TrustSec デバイスにダウンロードされます。 TrustSec デ
バイスは、認証を試行するときに、このリストから Cisco ISE サーバを選択します。最初のサーバ
がダウン状態またはビジー状態の場合、TrustSec デバイスはこのリストにある別の任意のサーバ
に対して自分自身の認証を行うことができます。 デフォルトでは、プライマリ Cisco ISE サーバ
は、TrustSec AAA サーバです。 1 台のサーバがビジー状態の場合、AAA サーバ リストの別のサー
バが TrustSec 要求を処理できるように、AAA サーバ リストで追加の Cisco ISE サーバを設定する
ことを推奨します。
このページには、TrustSec AAA サーバとして設定した展開内の Cisco ISE サーバがリストされま
す。
[プッシュ（Push）] ボタンをクリックすると、複数の TrustSec AAA サーバを設定した後に、環境
CoA 通知を開始できます。 この環境 CoA 通知は、すべての TrustSec ネットワーク デバイスに送
信され、変更されたすべての TrustSec AAA サーバの更新を提供します。

はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
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手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [TrustSec AAA サーバ
（TrustSec AAA Servers）] を選択します。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

説明に従って値を入力します。
• [名前（Name）]：この AAA サーバ リスト内で Cisco ISE サーバに割り当てる名前。 この名
前は、Cisco ISE サーバのホスト名と異なっていてもかまいません。
• [説明（Description）]：説明（任意）。
• [IP]：AAA サーバ リストに追加する Cisco ISE サーバの IP アドレス。
• [ポート（Port）]：TrustSec デバイスとサーバ間の通信が行われるポート。 デフォルトは 1812
です。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
セキュリティ グループを設定します。

セキュリティ グループの設定
セキュリティ グループ（SG）またはセキュリティ グループ タグ（SGT）は、TrustSec ポリシー
設定で使用される要素です。 SGT は、パケットが信頼ネットワーク内を移動する場合に付加され
ます。 これらのパケットは、信頼ネットワークに入ったとき（入力）にタグ付けされ、信頼ネッ
トワークから離れるとき（出力）にタグ解除されます。
SGT は順次的な方法で生成されますが、IP と SGT とのマッピング用に SGT の範囲を予約してお
くことができます。 Cisco ISE は、SGT の生成時に予約済みの番号をスキップします。
TrustSec サービスはこれらの SGT を使用して、出力時に TrustSec ポリシーを適用します。
管理者ポータルで次のページからセキュリティ グループを設定できます。
• [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [TrustSec] >
[セキュリティ グループ（Security Groups）]。
• [設定（Configure）] > [新規セキュリティ グループの作成（Create New Security Group）] の出
力ポリシーページから直接。
[プッシュ（Push）] ボタンをクリックすると、複数の SGT を更新した後に、環境 CoA 通知を開始
できます。 この環境 CoA 通知はすべての TrustSec ネットワーク デバイスに送信され、ポリシー/
データ リフレッシュ要求を開始することを強制します。
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セキュリティ グループの追加
TrustSec ソリューション内の個々のセキュリティ グループに一意の SGT を割り当てる必要があり
ます。 Cisco ISE では 65,535 SGT までサポートされていますが、SGT の数を少なくすると、TrustSec
ソリューションをより簡単に展開および管理できるようになります。 最大で 4,000 SGT までにす
ることを推奨します。

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

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [TrustSec] > [セキュ
リティ グループ（Security Groups）] を選択します。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックして新規セキュリティ グループを追加します。

ステップ 3

新規セキュリティ グループの名前と説明（任意）を入力します。

ステップ 4

タグ値を入力します。 タグ値は、手動で入力したり、自動生成されるようにしたり設定できま
す。 また SGT の範囲を予約できます。 これは、[管理（Administration）] > [システム（System）]
> [設定（Settings）] > [TrustSec 設定（Trustsec Settings）] の [TrustSec グローバル設定（Trustsec
global settings）] ページから設定できます。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックして、セキュリティ グループを保存します。

次の作業
セキュリティ グループ アクセス コントロール リストの設定

Cisco ISE へのセキュリティ グループのインポート
カンマ区切り形式（CSV）ファイルを使用して Cisco ISE ノードにセキュリティ グループをイン
ポートできます。 Cisco ISE にセキュリティ グループをインポートする前に、テンプレートを更
新する必要があります。 同じリソース タイプのインポートを同時に実行できません。 たとえば、
2 つの異なるインポート ファイルから同時にセキュリティ グループをインポートできません。
管理者ポータルから CSV テンプレートをダウンロードし、テンプレートにセキュリティ グループ
の詳細を入力し、Cisco ISE にインポート可能な CSV ファイルとしてテンプレートを保存できま
す。
セキュリティ グループのインポート中、Cisco ISE で最初のエラーが発生した場合、インポート
プロセスを停止できます。
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手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [TrustSec] > [セキュ
リティ グループ（Security Groups）] を選択します。

ステップ 2

[インポート（Import）] をクリックします。

ステップ 3

[参照（Browse）] をクリックして、クライアント ブラウザを実行しているシステムから CSV ファ
イルを選択します。

ステップ 4

[最初のエラーでインポートを停止（Stop Import on First Error）] チェックボックスをオンにしま
す。

ステップ 5

[インポート（Import）] をクリックします。

Cisco ISE からのセキュリティ グループのエクスポート
Cisco ISE で設定されたセキュリティ グループを CSV ファイル形式でエクスポートし、これを使
用して別の Cisco ISE ノードにそれらのセキュリティ グループをインポートできます。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [TrustSec] > [セキュ
リティ グループ（Security Groups）] を選択します。

ステップ 2

[エクスポート（Export）] をクリックします。

ステップ 3

セキュリティ グループをエクスポートするには、次のいずれかを実行できます。
• エクスポートするグループの隣にあるチェックボックスをオンにし、[エクスポート（Export）]
> [選択済みをエクスポート（Export Selected）] を選択します。
• [エクスポート（Export）] > [すべてエクスポート（Export All）] を選択して、定義されたす
べてのセキュリティ グループをエクスポートします。

ステップ 4

ローカル ハード ディスクに export.csv ファイルを保存します。

セキュリティ グループ アクセス コントロール リストの追加
はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
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手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [TrustSec] > [セキュ
リティ グループ ACL（Security Group ACLs）] を選択します。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックして新規セキュリティ グループ ACL を作成します。

ステップ 3

次の情報を入力します。
• [名前（Name）]：SGACL の名前
• [説明（Description）]：SGACL の説明（任意）
• [IP バージョン（IP Version）]：この SGACL でサポートされる IP バージョン：
◦ [IPv4]：IP バージョン 4（IPv4）がサポートされます
◦ [IPv6]：IP バージョン 6（IPv6）がサポートされます
◦ [非認識（Agnostic）]：IPv4 と IPv6 の両方がサポートされます
• セキュリティ グループ ACL の内容：アクセス コントロール リスト（ACL）コマンド。 次
に例を示します。
permit icmp
deny all
ACL コマンドは、ネットワーク デバイスの構文に一致する必要があります。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

出力ポリシー
出力テーブルには、送信元 SGT および宛先 SGT が、予約済みのものもそうでないものもリスト
されます。 また、このページでは、出力テーブルをフィルタリングして特定のポリシーを表示す
ることや、これらのプリセット フィルタを保存することもできます。 送信元 SGT から宛先 SGT
に到達しようとすると、TrustSec 対応デバイスは、出力ポリシーで定義されている TrustSec ポリ
シーに基づいて SGACL を適用します。 Cisco ISE はポリシーを作成してプロビジョニングしま
す。
TrustSec ポリシーの作成に必要な基本的構築ブロックである SGT および SGACL を作成した後に、
SGACL を送信元 SGT および宛先 SGT に割り当てることによって、それらの関係を確立できま
す。
送信元 SGT と宛先 SGT のそれぞれの組み合わせが、出力ポリシーのセルになります。
出力ポリシーは、[ポリシー（Policy）] > [TrustSec] > [出力ポリシー（Egress Policy）] ページで表
示できます。
それぞれ異なる 3 つの方法で出力ポリシーを表示できます。
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• 送信元ツリー ビュー
• 宛先ツリー ビュー
• マトリクス ビュー

送信元ツリー ビュー
送信元ツリー ビューには、簡潔で組織化された送信元 SGT のビューが折りたたまれた状態で表示
されます。 送信元 SGT を展開すると、選択した送信元 SGT に関連するすべての情報が含まれた
内部テーブルを表示できます。 このビューには、宛先 SGT にマッピングされている送信元 SGT
のみが表示されます。 特定の送信元 SGT を展開すると、この送信元 SGT にマッピングされてい
るすべての宛先 SGT とその対応するポリシー（SGACL）がテーブルに表示されます。
一部のフィールドの隣に 3 個のドット（...）が表示されます。 これは、セルにより多くの情報が
含まれていることを示しています。 カーソルを 3 個のドットの上に置くと、クイック ビュー ポッ
プアップに残りの情報が表示されます。 カーソルを SGT 名または SGACL 名の上に置くと、ク
イック ビュー ポップアップが開き、その特定の SGT または SGACL の内容が表示されます。

宛先ツリー ビュー
宛先ツリー ビューには、簡潔で組織化された宛先 SGT のビューが折りたたまれた状態で表示され
ます。 宛先 SGT を展開すると、選択した宛先 SGT に関連するすべての情報が含まれた内部テー
ブルを表示できます。 このビューには、送信元 SGT にマッピングされている宛先 SGT のみが表
示されます。 特定の宛先 SGT を展開すると、この宛先 SGT にマッピングされているすべての送
信元 SGT と対応するポリシー（SGACL）が表に示されます。
一部のフィールドの隣に 3 個のドット（...）が表示されます。 これは、セルにより多くの情報が
含まれていることを示しています。 カーソルを 3 個のドットの上に置くと、クイック ビュー ポッ
プアップに残りの情報が表示されます。 カーソルを SGT 名または SGACL 名の上に置くと、ク
イック ビュー ポップアップが開き、その特定の SGT または SGACL の内容が表示されます。

マトリクス ビュー
出力ポリシーのマトリクス ビューは、スプレッドシートに似ています。 ここには 2 つの軸があり
ます。
• 送信元軸：垂直軸にはすべての送信元 SGT がリストされます。
• 宛先軸：水平軸にはすべての宛先 SGT がリストされます。
送信元 SGT と宛先 SGT のマッピングが、セルとして示されます。 セルにデータが含まれている
場合、対応する送信元 SGT と宛先 SGT 間にマッピングがあるということになります。 マトリク
ス ビューには 2 つのタイプのセルがあります。
• マッピングされたセル：送信元 SGT と宛先 SGT のペアが、順序付けされた SGACL のセッ
トに関連付けられ、特定のステータスになっている場合。
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• マッピングされていないセル：送信元 SGT と宛先 SGT のペアが、SGACL に関連付けられて
なく、特定のステータスになっていない場合。
出力ポリシー セルには、送信元 SGT、宛先 SGT、最終的な catch-all ルールが 1 つのリストとして
SGACL の下にカンマで区切られて表示されます。 最終的な catch-all ルールは、[なし（None）]
に設定されている場合には表示されません。 マトリクス内の空のセルは、マッピングされていな
いセルを示します。
出力ポリシーのマトリクス ビューでは、マトリクスをスクロールして目的のセルのセットを表示
できます。 ブラウザがマトリクス データ全体を一度にロードすることはありません。 ブラウザ
は、ユーザがスクロールした領域に移入されるデータをサーバに要求します。 これにより、メモ
リのオーバーフローおよびパフォーマンスの問題を防ぐことができます。
マトリクス ビューはソース ビューおよびターゲット ビューと同じ GUI 要素を共有します。 ただ
し、次の追加要素を含みます。

マトリクスの次元
次元ビューの [次元（Dimension）] ドロップダウン リストでは、マトリクスの次元を設定するこ
とができます。

簡易設定ビュー
出力ポリシー マトリクス ビューの [簡易設定（Condensed）] オプションを使用すると、空のセル
なしでマトリクスを表示することができます。 空のセルを非表示にするには、[簡易設定
（Condensed）] チェックボックスをオンにします。

マトリクスのインポート/エクスポート
[インポート（Import）] および [エクスポート（Export）] ボタンを使用すると、マトリクスをイン
ポートまたはエクスポートできます。

マトリクス操作
マトリクスでの移動
カーソルでマトリクスコンテンツ領域をドラッグするか、または水平および垂直スクロールバー
を使用して、マトリクス内を移動できます。セルをクリックしたままにし、マトリクスコンテン
ツ全体を任意の方向にドラッグできます。 送信元および宛先のバーがセルと一緒に移動します。
セルを選択すると、マトリクス ビューによってそのセルと対応する行（送信元 SGT）およびカラ
ム（宛先 SGT）が強調表示されます。 選択したセルの座標（送信元 SGT および宛先 SGT）がマ
トリクス コンテンツ領域の下に表示されます。
マトリクスでのセルの選択
マトリクスビューでセルを選択するには、該当のセルをクリックします。選択したセルが別の色
で表示され、送信元 SGT および宛先 SGT が強調表示されます。 セルをもう一度クリックするか、
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または別のセルを選択することで、セルの選択を解除できます。 複数セルの選択は、マトリクス
ビューでは許可されていません。 セルをダブルクリックして、セルの設定を編集します。

出力ポリシー テーブル セルの設定
Cisco ISE では、ツールバーで使用可能なさまざまなオプションを使用して、セルを設定できま
す。 Cisco ISE では、選択した送信元 SGT および宛先 SGT がマッピングされたセルと同一である
場合には、セルを設定できません。

出力ポリシー セルのマッピングの追加
[ポリシー（Policy）] ページから出力ポリシーのマッピング セルを追加できます。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [TrustSec] > [出力ポリシー（Egress Policy）] を選択します。

ステップ 2

マトリクス セルを選択するには、次の手順を実行します。
• マトリクス ビューで、セルをクリックして選択します。
• 送信元ツリー ビューおよび宛先ツリー ビューで、内部テーブル内の行のチェックボックス
をオンにして選択します。

ステップ 3

新しいマッピング セルを追加するには [追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

次の項目について適切な値を選択します。
• 送信元セキュリティ グループ（Source Security Group）
• 宛先セキュリティ グループ（Destination Security Group）
• ステータス（Status）、セキュリティ グループ ACL（Security Group ACLs）
• 最終的な catch-all ルール（Final Catch All Rule）

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックして、設定を保存します。

出力ポリシーのインポート
Cisco ISE では、出力ポリシーをオフラインで作成し、Cisco ISE にインポートすることができま
す。 セキュリティ グループ タグの数が多い場合、セキュリティ グループ ACL マッピングを 1 つ
ずつ作成すると、時間がかかることがあります。 代わりに、出力ポリシーをオフラインで作成
し、Cisco ISE にインポートすることにより、時間を節約できます。 インポート中、Cisco ISE は
CSV ファイルのエントリを出力ポリシー マトリクスに追加し、データは上書きしません。
次の場合、出力ポリシーのインポートは失敗します。
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• 送信元または宛先 SGT が存在しない
• SGACL が存在しない
• モニタ ステータスが、そのセルについて Cisco ISE で現在設定されているものと異なる

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [TrustSec] > [出力ポリシー（Egress Policy）] > [マトリクス（Matrix）] を選
択します。

ステップ 2

[テンプレートの生成（Generate a Template）] をクリックします。

ステップ 3

[出力ポリシー（Egress Policy）] ページからテンプレート（CSV ファイル）をダウンロードし、
CSV ファイルに次の情報を入力します。
• 送信元 SGT：出力セルを識別するために Cisco ISE が使用するセキュリティ グループ タグ。
• 宛先 SGT：出力セルを識別するために Cisco ISE が使用するセキュリティ グループ タグ。
• SGACL：Cisco ISE がこのセルに割り当てるセキュリティ グループ ACL。
• モニタ ステータス：ステータスは、有効、無効、またはモニタ対象です。

ステップ 4

インポートするポリシーで既存のポリシーが上書きされるようにする場合は、[新しいデータで既
存のデータを上書き（Overwrite Existing Data with New Data）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

エラーが発生した場合にインポートを停止するには、[最初のエラーでインポートを停止（Stop
Import on First Error）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 6

Cisco ISE に出力ポリシーをインポートするには、[インポート（Import）] をクリックします。

出力ポリシーのエクスポート
手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [TrustSec] > [出力ポリシー（Egress Policy）] > [マトリクス（Matrix）] を選
択します。

ステップ 2

[エクスポート（Export）] をクリックします。

ステップ 3

ローカル システムに CSV ファイルを保存します。

出力ポリシーの SGT の設定
[出力ポリシー（Egress Policy）] ページでセキュリティ グループを直接作成できます。
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手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [TrustSec] > [出力ポリシー（Egress Policy）] を選択します。

ステップ 2

[設定（Configure）] オプション ドロップダウン リストから [新しいセキュリティ グループの作成
（Create New Security Group）] を選択します。

ステップ 3

セキュリティ グループを作成します。

出力ポリシーの SGACL の設定
[出力ポリシー（Egress Policy）] ページでセキュリティ グループ ACL を直接作成できます。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [TrustSec] > [出力ポリシー（Egress Policy）] を選択します。

ステップ 2

[設定（Configure）] オプション ドロップダウン リストから [新しいセキュリティ グループ ACL
の作成（Create New Security Group ACLs）] を選択します。

ステップ 3

セキュリティ グループ ACL を作成します。

モニタ モード
出力ポリシーの [すべてをモニタ（Monitor All）] オプションを使用すると、出力ポリシー設定ス
テータス全体を 1 回のクリックでモニタ モードに変更できます。 [出力ポリシー（egress policy）]
ページの [すべてをモニタ（Monitor All）] チェックボックスをオンにして、すべてのセルの出力
ポリシー設定ステータスをモニタ モードに変更します。 [すべてをモニタ（Monitor All）] チェッ
クボックスをオンにすると、設定ステータスの変更が次のように行われます。
• ステータスが [有効（Enabled）] であるセルはモニタ対象として動作しますが、有効であるか
のように表示されます。
• ステータスが [無効（Disable）] であるセルは何も影響を受けません。
• ステータスが [モニタ（Monitor）] であるセルは、[モニタ対象（Monitored）] のままになり
ます。
[すべてをモニタ（Monitor All）] チェックボックスをオフにすると、元の設定ステータスに戻り
ます。 データベース内の実際のセルのステータスは変更されません。 [すべてをモニタ（Monitor
All）] をオフにすると、出力ポリシーのそれぞれのセルが元の設定ステータスに戻ります。
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モニタ モードの機能
モニタ モードのモニタリング機能は次の操作に役立ちます。
• フィルタリングされているけれども、モニタ モードではモニタされているトラフィックの量
の確認
• SGT-DGT ペアがモニタ モードであるか強制モードであるかの確認と、ネットワーク内で異
常なパケット ドロップが発生していないかどうかの観察
• SGACL ドロップが実際に強制モードによって強制されているのか、またはモニタ モードに
よって許可されているのかの確認
• モードのタイプ（モニタ、強制、または両方）に基づいたカスタム レポートの作成
• NAD に適用されている SGACL、および表示の不一致（ある場合）の識別

不明セキュリティ グループ
不明セキュリティ グループは事前に設定されているセキュリティ グループで、変更不可能であ
り、タグ値 0 の TrustSec を表します。
Cisco セキュリティ グループのネットワーク デバイスは、送信元または宛先のいずれかの SGT が
ない場合に不明 SGT を参照するセルを要求します。 送信元のみが不明の場合、要求は <不明, 宛
先 SGT> セルに適用されます。 宛先のみが不明の場合、要求は <送信元 SGT, 不明> セルに適用さ
れます。 送信元および宛先の両方が不明の場合、要求は <不明, 不明> セルに適用されます。

デフォルト ポリシー
デフォルト ポリシーは、<ANY,ANY> セルを参照します。 任意の送信元 SGT が任意の宛先 SGT
にマッピングされています。 ここでは、ANY SGT は変更不可能であり、送信元 SGT にも宛先
SGT にも表示されません。 ANY SGT は ANY SGT とのみペアにできます。 他の SGT とはペアに
できません。 TrustSec ネットワーク デバイスでは、デフォルト ポリシーを特定セルのポリシーの
最後に付加します。
• つまり、セルが空白の場合は、デフォルト ポリシーのみが含まれることになります。
• セルにポリシーが含まれる場合、結果のポリシーは、セル固有のポリシーとその後に続くデ
フォルト ポリシーの組み合わせになります。
Cisco ISE では、セル ポリシーおよびデフォルト ポリシーは 2 つの別々の SGACL セットになり、
デバイスは 2 つの別々のポリシー クエリーの応答としてこれらのセットを取得します。
デフォルト ポリシーの設定は、他のセルと次の点で異なります。
• ステータスは [有効（Enabled）] または [モニタ対象（Monitored）] の 2 つの値しかとること
ができません。
• セキュリティ グループ ACL は、デフォルト ポリシーでは任意のフィールドであるため、空
白のままにできます。
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• 最終的な catch-all ルールは次のいずれかになります：許可 IP、拒否 IP、許可 IP ログ、また
は拒否 IP ログ。 デフォルト ポリシーを上回る安全策はないため、ここで [なし（None）] オ
プションを使用できないことは明らかです。

[プッシュ（Push）] ボタン
出力ポリシーの [プッシュ（Push）] オプションは CoA 通知を開始します。この通知は、Cisco ISE
からの出力ポリシー設定変更に関する更新を、ただちに要求するよう TrustSec デバイスに伝えま
す。

SGT の割り当て
Cisco ISE では、デバイスのホスト名または IP アドレスがわかっている場合に、TrustSec デバイス
に SGT を割り当てることができます。 特定のホスト名または IP アドレスを持つデバイスがネッ
トワークに参加すると、Cisco ISE によって認証前に SGT が割り当てられます。 セキュリティ グ
ループ タグをエンドポイントにマップするようにデバイスを手動で設定する必要がある場合もあ
ります。 このマッピングは [セキュリティ グループ マッピング（Security Group Mappings）] ペー
ジから作成できます。 この操作を実行する前に、SGT の範囲が予約済みであることを確認しま
す。
ISE では、最大 10,000 の IP-to-SGT マッピングを作成できます。 IP-to-SGT マッピング グループを
作成して、このような大規模なマッピングを論理的にグループ化することができます。各IP-to-SGT
マッピング グループには、IP アドレスのリスト、マップ先の単一のセキュリティ グループ、およ
びこれらのマッピングの展開対象であるネットワーク デバイスまたはネットワーク デバイス グ
ループが含まれています。

NDAC 許可
デバイスに SGT を割り当てることで TrustSec ポリシーを設定できます。 TrustSec デバイスの ID
属性に基づいて、デバイスにセキュリティ グループを割り当てることができます。

NDAC 許可の設定
はじめる前に
• ポリシーで使用するためのセキュリティ グループを作成します。
• 次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
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手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [TrustSec] > [ネットワーク デバイス許可（Network Device Authorization）]
を選択します。

ステップ 2

[デフォルト ルール（Default Rule）] 行の右側にある [操作（Action）] アイコンをクリックし、[新
規行を上に挿入（Insert New Row Above）] をクリックします。

ステップ 3

このルールの名前を入力します。

ステップ 4

[条件（Conditions）] の隣にあるプラス記号（+）をクリックして、ポリシー条件を追加します。

ステップ 5

[新しい条件の作成（高度なオプション）（Create New Condition (Advance Option)）] をクリックす
ると、新しい条件を作成できます。

ステップ 6

[セキュリティ グループ（Security Group）] ドロップダウン リストから、この条件の評価が true に
なった場合に割り当てる SGT を選択します。

ステップ 7

この行の [操作（Action）] アイコンをクリックして、現在のルールの上または下に、デバイス属
性に基づいた別のルールを追加します。 このプロセスを繰り返して、TrustSec ポリシーに必要な
すべてのルールを作成できます。 ルールをドラッグ アンド ドロップし、
アイコンをクリック
することでこれらの順序を変更できます。 既存の条件を複製することもできますが、ポリシー名
は必ず変更してください。
評価が true になる最初のルールによって、評価の結果が決まります。 いずれのルールも一致しな
かった場合、デフォルトルールが適用されます。デフォルトルールを編集して、いずれのルール
も一致しなかった場合にデバイスに適用される SGT を指定できます。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックして TrustSec ポリシーを保存します。
ネットワーク デバイス ポリシーを設定した後に、TrustSec デバイスで認証を行おうとすると、デ
バイスはその SGT およびそのピアの SGT を取得し、関連するすべての詳細をダウンロードでき
るようになります。

エンドユーザの許可の設定
Cisco ISE では、許可ポリシー評価の結果としてセキュリティ グループを割り当てることができま
す。このオプションを使用すると、ユーザおよびエンドポイントにセキュリティグループを割り
当てることができます。

はじめる前に
• 許可ポリシーについての情報を参照してください。
• 次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
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手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [許可（Authorization）] を選択します。

ステップ 2

新しい許可ポリシーを作成します。

ステップ 3

権限のセキュリティ グループを選択します。
あるユーザまたはエンドポイントについて、この許可ポリシーで指定した条件が true の場合、こ
のセキュリティ グループがそのユーザまたはエンドポイントに割り当てられ、このユーザまたは
エンドポイントによって送信されたすべてのデータ パケットにこの特定の SGT でタグが付けられ
ます。

単一 IP-to-SGT マッピングの追加
はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [TrustSec] > [セキュ
リティ グループ マッピング（Security Group Mappings）] > [ホスト（Hosts）] を選択します。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックして新規の単一 IP-SGT マッピングを追加します。

ステップ 3

デバイスの [ホスト名（Hostname）] を入力するのか、[IP アドレス（IP Address）] を入力するのか
を選択します。 また、IP アドレスのサブネット マスクを入力できます。

ステップ 4

次のいずれかを選択します。
• [グループ マッピング（Group Mapping）]：既存のマッピング グループの一部になるように、
IP マッピングを設定します。
• [セキュリティ グループ タグ（Security Group Tag）]：この IP と SGT 間にフラットなマッピ
ングを作成します。

ステップ 5

このマッピングを展開する宛先ネットワーク デバイスを選択します。 すべての TrustSec デバイ
ス、選択されたネットワーク デバイス グループ、または選択されたネットワーク デバイスにマッ
ピングを展開できます。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。
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グループ IP-to-SGT マッピングの追加
はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [TrustSec > セキュ
リティ グループ マッピング（Security Group Mappings）] > [グループ（Groups）] を選択します。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックして新規グループ IP-SGT マッピングを追加します。

ステップ 3

新規グループの [名前（Name）] と [説明（Description）] を入力します。

ステップ 4

このグループがマッピングされる [セキュリティ グループ タグ（Security Group Tag）] を入力しま
す。

ステップ 5

このマッピングを展開する宛先ネットワーク デバイスを選択します。 すべての TrustSec デバイ
ス、選択されたネットワーク デバイス グループ、または選択されたネットワーク デバイスにマッ
ピングを展開できます。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

セキュリティ グループ マッピング ホストのインポート
カンマ区切り形式（CSV）ファイルを使用して、Cisco ISE ノードにセキュリティ グループ マッ
ピング ホストのリストをインポートできます。 同じリソース タイプのインポートを同時に実行
できません。 たとえば、2 つの異なるインポート ファイルから同時にセキュリティ グループ マッ
ピング ホストをインポートできません。
[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [TrustSec] > [セキュ
リティ グループ マッピング（Security Group Mappings）] > [ホスト（Hosts）] > [インポート
（Import）] ページから CSV テンプレートをダウンロードできます。 セキュリティ グループ マッ
ピング ホストの詳細をテンプレートに入力し、Cisco ISE にインポート可能な CSV ファイルとし
て保存します。
ホストのインポート時に、新しいレコードを作成するか、または既存のレコードを更新できます。
インポートされたホストの数の概要が表示され、インポート プロセス中に見つかったエラーも報
告されます。 ホストをインポートする場合、Cisco ISE で最初のエラーが発生した場合、インポー
ト プロセスを停止するかどうかを定義することもできます。
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手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [TrustSec] > [セキュ
リティ グループ マッピング（Security Group Mappings）] > [ホスト（Hosts）] を選択します。

ステップ 2

[インポート（Import）] をクリックします。

ステップ 3

[参照（Browse）] をクリックして、クライアント ブラウザを実行しているシステムから CSV ファ
イルを選択します。

ステップ 4

必要に応じて、[最初のエラーでインポートを停止（Stop Import on First Error）] チェックボックス
をオンにします。

ステップ 5

[インポート（Import）] をクリックします。

セキュリティ グループ マッピング ホストのエクスポート
Cisco ISE で設定されたセキュリティ グループ マッピング ホストを CSV ファイル形式でエクス
ポートし、これを使用して別の Cisco ISE ノードにそれらのホストをインポートできます。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [TrustSec] > [セキュ
リティ グループ マッピング（Security Group Mappings）] > [ホスト（Hosts）] を選択します。

ステップ 2

[エクスポート（Export）] をクリックします。

ステップ 3

セキュリティ グループ マッピング ホストをエクスポートするには、次のいずれかを行うことが
できます。
• エクスポートするホストの隣にあるチェックボックスをオンにし、[エクスポート（Export）]
> [選択済みをエクスポート（Export Selected）] を選択します。
• [エクスポート（Export）] > [すべてエクスポート（Export All）] を選択して、定義されてい
るすべてのセキュリティ グループ マッピング ホストをエクスポートします。

ステップ 4

ローカル ハード ディスクに export.csv ファイルを保存します。

IP-to-SGT マッピングの展開
Cisco ISE に IP-to-SGT マッピングを追加したら、ターゲット ネットワーク デバイスにこれらを展
開する必要があります。 マッピングをすでに保存している場合でも、これを明示的に行う必要が
あります。 Cisco ISE では、すべてのマッピングまたはマッピングのサブセットのみを展開するオ
プションが用意されています。
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はじめる前に
Cisco ISE に IP-to-SGT マッピングを追加しておくか、IP-to-SGT マッピングを含む IP-to-SGT マッ
ピング グループを作成しておく必要があります。

手順
ステップ 1

デバイスへの IP-to-SGT マッピングを展開するには、次のいずれかを行います。
• デバイスへの IP-to-SGT マッピング グループを展開する場合は、[ポリシー（Policy）] > [ポ
リシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [TrustSec] > [セキュリティ グループ マッ
ピング（Security Group Mappings）] > [グループ（Groups）] を選択します。
• デバイスへの単一の IP-to-SGT マッピングを展開する場合は、[ポリシー（Policy）] > [ポリ
シー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [TrustSec] > [セキュリティ グループ マッ
ピング（Security Group Mappings）] > [ホスト（Hosts）] を選択します。

ステップ 2

次のいずれかを実行します。
• 展開するグループまたはマッピングの隣にあるチェックボックスをオンにし、[展開（Deploy）]
を選択して、選択したマッピングを展開します。
• [展開（Deploy）] を選択して、Cisco ISE に設定されているすべての IP-to-SGT マッピングを
展開します。
Cisco ISE では、グループまたはマッピングに定義された特定のネットワーク デバイスへのマッピ
ングが展開されます。 また、展開されたデバイス、設定、展開ステータス、失敗の理由（該当す
る場合）などの詳細を含むレポートが表示されます。

TrustSec の設定およびポリシー プッシュ
Cisco ISE では、許可変更（CoA）がサポートされています。これを使用すると、Cisco ISE で
TrustSec の設定およびポリシーの変更を TrustSec デバイスに通知でき、デバイスでは関連データ
の取得要求でこれに応答できるようになります。
CoA 通知では、TrustSec ネットワーク デバイスをトリガーし、環境 CoA またはポリシー CoA の
いずれかを送信できます。
また、基本的に TrustSec CoA 機能をサポートしないデバイスに設定変更をプッシュできます。

CoA でサポートされるネットワーク デバイス
Cisco ISE は次のネットワーク デバイスに CoA 通知を送信します。
• 単一の IP アドレスを持つネットワーク デバイス（サブネットはサポートされません）
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• TrustSec デバイスとして設定されているネットワーク デバイス
• CoA サポート対象として設定されているネットワーク デバイス
複数のセカンダリが存在する分散環境に Cisco ISE が展開されており、これらのセカンダリがそれ
ぞれ異なるデバイス セットと相互運用している場合、CoA 要求は Cisco ISE プライマリ ノードか
らすべてのネットワーク デバイスに送信されます。 そのため、TrustSec ネットワーク デバイス
は、Cisco ISE プライマリ ノードで CoA クライアントとして設定されている必要があります。
デバイスは、Cisco ISE プライマリ ノードに CoA NAK または ACK を返します。 ただし、ネット
ワーク デバイスからの次の TrustSec セッションは、ネットワーク デバイスが他の AAA 要求をす
べて送信する Cisco ISE ノードに送信され、必ずしもプライマリ ノードに送信されるわけではあ
りません。

非 CoA サポート デバイスへの設定変更のプッシュ
一部のプラットフォームでは、許可変更（CoA）について Cisco ISE の「プッシュ」機能はサポー
トされていません。例：Nexus ネットワーク デバイスの一部のバージョン。 この場合、ISE はネッ
トワーク デバイスに接続し、ISE に対して更新された設定要求をデバイスがトリガーするように
します。 これを行うために、ISE はネットワーク デバイスへの SSHv2 トンネルを開き、TrustSec
ポリシー マトリクスのリフレッシュをトリガーするコマンドを送信します。 この方法は、CoA
プッシュをサポートするネットワーク プラットフォームでも実行できます。

手順
ステップ 1

Cisco ISE の管理者ポータルから、[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network
Resources）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

必要なネットワーク デバイスの横にあるチェックボックスをオンにし、[編集（Edit）] をクリッ
クします。
ネットワーク デバイスの名前、IP アドレス、RADIUS および TrustSec 設定が正しく設定されてい
ることを確認します。

ステップ 3

[高度な TrustSec 設定（Advanced TrustSec Settings）] まで下にスクロールし、[TrustSec 通知および
更新（TrustSec Notifications and Updates）] セクションで、[デバイスに設定変更を送信（Send
configuration changes to device）] チェックボックスをオンにして [CLI（SSH）（CLI (SSH)）] オプ
ション ボタンをクリックします。

ステップ 4

（任意） SSH キーを指定します。

ステップ 5

デバイス インターフェイスのクレデンシャルを使用して IP-SGT マッピングを取得するには、こ
の SGA デバイスに対して [セキュリティ グループ タグ マッピングの展開時にこのデバイスを含
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める（Include This Device When Deploying Security Group Tag Mapping Updates）] チェックボックス
をオンにします。
ステップ 6

EXEC モードでデバイス設定を編集する権限を持つユーザのユーザ名とパスワードを入力します。

ステップ 7

（任意） 設定を編集できるデバイスの EXEC モード パスワードを有効にするためのパスワード
を入力します。 [表示（Show）] をクリックして、このデバイスにすでに設定されている EXEC
モード パスワードを表示できます。

ステップ 8

ページの下部にある [送信（Submit）] をクリックします。

ネットワーク デバイスは、TrustSec の変更をプッシュするように設定されました。 Cisco ISE ポリ
シーを変更した後で、ネットワーク デバイスに新規設定を反映させるには、[プッシュ（Push）]
をクリックします。

SSH キーの検証
SSH キーを使用してセキュリティを強化することもできます。 Cisco ISE では、SSH キー検証機能
によってこれをサポートします。
この機能を使用するには、Cisco ISE からネットワーク デバイスに SSHv2 トンネルを開いて、ネッ
トワーク デバイスの独自の CLI を使用して SSH キーを取得します。 このキーをコピーし、検証
のために Cisco ISE に貼り付けます。 SSH キーが誤っている場合、Cisco ISE は接続を終了します。
制限：現在、Cisco ISE が検証できるのは 1 つの IP のみです（IP の範囲、または IP 内のサブネッ
トは検証できません）

はじめる前に
次のものが必要です。
• ログイン クレデンシャル
• SSH キーを取得する CLI コマンド
（Cisco ISE とセキュアに通信できるようにするネットワーク デバイスのもの）

手順
ステップ 1

ネットワーク デバイス上：
a) Cisco ISE が SSH キー検証を使用して通信するネットワーク デバイスにログインします。
b) デバイスの CLI を使用して SSH キーを表示します。
例：

Catalyst デバイスの場合、コマンドは次のとおりです。sho
c) 表示された SSH キーをコピーします。
ステップ 2

Cisco ISE 管理ポータルから：
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a) [管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [ネットワーク デバ
イス（Network Devices）] を選択し、必要なネットワーク デバイス名、IP アドレス、RADIUS
および TrustSec 設定が正しく設定されていることを確認します。
b) [高度な TrustSec 設定（Advanced TrustSec Settings）] まで下にスクロールし、[TrustSec 通知お
よび更新（TrustSec Notifications and Updates）] セクションで、[デバイスに設定変更を送信（Send
configuration changes to device）] チェックボックスをオンにして [CLI（SSH）（CLI (SSH)）]
オプション ボタンをクリックします。
c) [SSH キー（SSH Key）] フィールドに、ネットワーク デバイスから取得した SSH キーを貼り
付けます。
d) ページの下部にある [送信（Submit）] をクリックします。

ネットワーク デバイスは、SSH キー検証を使用して Cisco ISE と通信するようになりました。

環境 CoA 通知のフロー
次の図は、環境 CoA 通知のフローを示しています。
図 30：環境 CoA 通知のフロー

1 Cisco ISE は、TrustSec ネットワーク デバイスに環境 CoA 通知を送信します。
2 デバイスは、環境データ要求を返します。
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3 環境データ要求への応答で、Cisco ISE は次の情報を返します。
要求を送信したデバイスの環境データ：これには、（NDAC ポリシーから推測される）TrustSec
デバイスの SGT およびダウンロード環境 TTL が含まれます。
TrustSec AAA サーバ リストの名前および生成 ID。
（複数の可能性がある）SGT テーブルの名前および生成 ID：これらのテーブルには SGT 名と
SGT 値がリストされ、一緒に SGT の完全リストも保持されます。
4 デバイスが TrustSec AAA サーバ リストを保持していない場合、または生成 ID が受信した生成
ID と異なる場合、デバイスは別の要求を送信して、AAA サーバ リストの内容を取得します。
5 デバイスが応答にリストされている SGT テーブルを保持していない場合、または生成 ID が受
信した生成 ID と異なる場合、デバイスは別の要求を送信して、その SGT テーブルの内容を取
得します。

環境 CoA トリガー
環境 CoA は次のものに関して開始できます。
• ネットワーク デバイス
• セキュリティ グループ
• AAA サーバ
ネットワーク デバイスの環境 CoA のトリガー
ネットワーク デバイスに関する環境 CoA をトリガーするには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [ネットワーク デバイ
ス（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

ネットワーク デバイスを追加または編集します。

ステップ 3

[高度な TrustSec 設定（Advanced TrustSec Settings）] セクションで、[TrustSec 通知および更新
（TrustSec Notifications and Updates）] パラメータを更新します。
環境属性の変更は、変更が発生した特定の TrustSec ネットワーク デバイスにのみ通知されます。
単一のデバイスのみが影響を受けるため、環境 CoA 通知は送信直後に送信されます。 結果とし
て、そのデバイスの環境属性が更新されます。

セキュリティ グループの環境 CoA のトリガー
セキュリティ グループに関する環境 CoA をトリガーするには、次の手順を実行します。
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手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [TrustSec] > [セキュ
リティ グループ（Security Groups）] を選択します。

ステップ 2

[セキュリティ グループ（Security Group）] ページで、SGT の名前を変更します。これにより、そ
の SGT のマッピング値の名前が変更されます。 これで環境変更がトリガーされます。

ステップ 3

複数の SGT の名前を変更した後、[プッシュ（Push）] ボタンをクリックして、環境 CoA 通知を開
始します。 この環境 CoA 通知は、すべての TrustSec ネットワーク デバイスに送信され、変更さ
れたすべての SGT の更新が提供されます。

TrustSec AAA サーバの環境 CoA のトリガー
TrustSec AAA サーバに関する環境 CoA をトリガーするには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [TrustSec AAA サーバ
（TrustSec AAA Servers）] を選択します。

ステップ 2

[TrustSec AAA サーバ（TrustSec AAA Servers）] ページで、TrustSec AAA サーバの設定を作成、削
除、または更新します。 これで環境変更がトリガーされます。

ステップ 3

複数の TrustSec AAA サーバを設定した後、[プッシュ（Push）] ボタンをクリックして、環境 CoA
通知を開始します。 この環境 CoA 通知は、すべての TrustSec ネットワーク デバイスに送信され、
変更されたすべての TrustSec AAA サーバの更新を提供します。

NDAC ポリシーの環境 CoA のトリガー
NDAC ポリシーに関する環境 CoA をトリガーするには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

[NDAC ポリシー（NDAC policy）] ページで、NDAC ポリシーのルールを作成、削除、または更新
できます。 これらの環境変更は、すべてのネットワーク デバイスに通知されます。

ステップ 2

[NDAC ポリシー（NDAC policy）] ページで [プッシュ（Push）] ボタンをクリックすることで、環
境 CoA 通知を開始できます。 この環境 CoA 通知は、すべての TrustSec ネットワーク デバイスに
送信され、ネットワーク デバイス自体の SGT の更新を提供します。
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SGACL コンテンツ更新のフロー
次の図に、SGACL コンテンツ更新のフローを示します。
図 31：SGACL コンテンツ更新のフロー

1 Cisco ISE は、TrustSec ネットワーク デバイスに SGACL 名前付きリストの更新 CoA 通知を送
信します。 通知には、SGACL 名と生成 ID が含まれます。
2 デバイスは、次の両方の条件が満たされた場合に、SGACL データ要求で応答できます。
SGACL が、デバイスが保持する出力セルに含まれている場合。 デバイスには出力ポリシー
データのサブセットが保持されます。これらは、そのネイバー デバイスおよびエンドポイント
の SGT に関連するセルです（選択した宛先 SGT の出力ポリシー カラム）。
CoA 通知内の生成 ID が、この SGACL 用にデバイスが保持している生成 ID と異なっている。
3 SGACL データ要求への応答で、Cisco ISE は SGACL のコンテンツ（ACE）を返します。

SGACL 名前付きリストの更新 CoA の開始
SGACL 名前付きリストの更新 CoA をトリガーするには、次の手順を実行します。
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手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] を選択します。

ステップ 2

左側の [結果（Results）] ナビゲーション ペインで、[TrustSec] の横のボタンをクリックし、[セキュ
リティ グループ ACL（Security Group ACLs）] をクリックします。

ステップ 3

SGACL のコンテンツを変更します。 SGACL を送信すると、SGACL の生成 ID が変更されます。

ステップ 4

複数の SGACL のコンテンツを変更した後、[プッシュ（Push）] ボタンをクリックして、SGACL
名前付きリストの更新 CoA 通知を開始します。 この通知は、すべての TrustSec ネットワーク デ
バイスに送信され、関連するデバイスのその SGACL コンテンツの更新が提供されます。
SGACL の名前または IP バージョンを変更しても、その生成 ID は変更されません。そのため、
SGACL 名前付きリストの更新 CoA 通知を送信する必要はありません。
ただし、出力ポリシーで使用中の SGACL の名前または IP バージョンを変更することは、その
SGACL を含むセルが変更されることを意味するため、この変更でそのセルの宛先 SGT の生成 ID
が変更されます。

ポリシーの更新 CoA 通知のフロー
次の図に、ポリシーの CoA 通知のフローを示します。
図 32：ポリシーの CoA 通知のフロー

1 Cisco ISE は、TrustSec ネットワーク デバイスにポリシーの更新 CoA 通知を送信します。 通知
には、複数の SGACL 名とその生成 ID、および複数の SGT 値とその生成 ID が含まれることが
あります。
2 デバイスは、複数の SGACL データ要求か複数の SGT データ、またはその両方で応答できま
す。
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3 各 SGACL データ要求または SGT データ要求に対する応答で、Cisco ISE は関連するデータを
返します。

SGT マトリクスの更新 CoA のフロー
次の図に、SGT マトリクスの更新 CoA のフローを示します。
図 33：SGT マトリクスの更新 CoA のフロー

1 Cisco ISE は、TrustSec ネットワーク デバイスに SGT マトリクスの更新 CoA 通知を送信しま
す。 通知には、SGT 値と生成 ID が含まれます。
2 デバイスは、次の両方の条件が満たされた場合に、SGT データ要求で応答できます。
SGT がネイバー デバイスまたはエンドポイントの SGT である場合。デバイスは、ネイバー デ
バイスおよびエンドポイントの SGT に関連するセルをダウンロードして保持します（宛先
SGT）。
CoA 通知内の生成 ID が、この SGT 用にデバイスが保持している生成 ID と異なっている。
3 SGT データ要求に対する応答で、Cisco ISE は、送信元および宛先 SGT、セルのステータス、
そのセルに設定されている SGACL 名の順序リストなど、すべての出力セルのデータを返しま
す。
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出力ポリシーからの、SGT マトリクスの更新 CoA の開始
手順
ステップ 1

[ポリシー（Policy）] > [TrustSec] > [出力ポリシー（Egress Policy）] を選択します。

ステップ 2

[出力ポリシー（Egress Policy）] ページで、セルの内容（ステータス、SGACL）を変更します。

ステップ 3

変更を送信すると、そのセルの宛先 SGT の生成 ID が変更されます。

ステップ 4

複数の出力セルの内容を変更した後、[プッシュ（Push）] ボタンをクリックして、SGT マトリク
スの更新 CoA 通知を開始します。 この通知は、すべての TrustSec ネットワーク デバイスに送信
され、関連するデバイスのセルの内容の更新が提供されます。

TrustSec CoA の概要
次の表に、TrustSec CoA の開始を要求するさまざまなシナリオ、各シナリオで使用される CoA の
タイプ、および関連する UI ページの概要を示します。
表 39：TrustSec CoA の概要

UI ページ

CoA をトリガーする操
作

トリガー方法

CoA タイプ

送信先

ネットワーク
デバイス
（Network
Device）

ページの [TrustSec] セク TrustSec ネットワーク 環境
ションでの環境 TTL の デバイスで正常に送信
変更
が行われたとき

特定のネット
ワーク デバイ
ス

TrustSec AAA
サーバ
（TrustSec
AAA Server）

TrustSec AAA サーバの [TrustSec AAA サーバ 環境
変更（作成、更新、削 （TrustSec AAA
除、順序変更）
servers）] リスト ペー
ジの [プッシュ
（Push）] ボタンをク
リックすると、累積さ
れた変更をプッシュで
きます。

すべての
TrustSec ネット
ワーク デバイ
ス

セキュリティ
グループ
（Security
Group）

SGT の変更（作成、名 [SGT] リスト ページの 環境
前変更、削除）
[プッシュ（Push）] ボ
タンをクリックする
と、累積された変更を
プッシュできます。

すべての
TrustSec ネット
ワーク デバイ
ス
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UI ページ

CoA をトリガーする操
作

トリガー方法

NDAC ポリ
シー（NDAC
Policy）

NDAC ポリシーの変更
（作成、更新、削除）

[NDAC ポリシー
環境
（NDAC policy）] ペー
ジの [プッシュ
（Push）] ボタンをク
リックすると、累積さ
れた変更をプッシュで
きます。

すべての
TrustSec ネット
ワーク デバイ
ス

SGACL

SGACL ACE の変更

[SGACL] リスト ペー RBACL 名前付
ジの [プッシュ
きリストの更
（Push）] ボタンをク 新
リックすると、累積さ
れた変更をプッシュで
きます。

すべての
TrustSec ネット
ワーク デバイ
ス

SGACL 名または IP
バージョンの変更

[SGACL] リスト ペー 更新 SGT マト
ジの [プッシュ
リクス
（Push）] ボタンまた
は出力テーブルのポリ
シー プッシュ ボタン
をクリックすると、累
積された変更をプッ
シュできます。

すべての
TrustSec ネット
ワーク デバイ
ス

SGT の生成 ID を変更す [出力ポリシー（egress 更新 SGT マト
るすべての操作
policy）] ページの
リクス
[プッシュ（Push）] ボ
タンをクリックする
と、累積された変更を
プッシュできます。

すべての
TrustSec ネット
ワーク デバイ
ス

出力ポリシー
（Egress
Policy）

CoA タイプ

送信先

ユーザ レポート別上位 N 個の RBACL ドロップの実行
ユーザ レポート別上位 N 個の RBACL ドロップを実行して、特定のユーザによるポリシー違反
（パケット ドロップに基づく）を表示できます。
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ユーザ レポート別上位 N 個の RBACL ドロップの実行

手順
ステップ 1

Cisco ISE 管理ダッシュボードから、[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [ISE レポート
（ISE Reports）] > [TrustSec] を選択します。

ステップ 2

[ユーザ別上位 N 個の RBACL ドロップ（Top N RBACL Drops by User）] をクリックします。

ステップ 3

[フィルタ（Filters）] ドロップダウン メニューから、必要なモニタ モードを追加します。

ステップ 4

選択したパラメータの値をこれに応じて入力します。 [強制モード（Enforcement mode）] ドロッ
プダウン リストから、[強制（Enforce）]、[モニタ（Monitor）]、または [両方（Both）] としてモー
ドを指定できます。

ステップ 5

[時間範囲（Time Range）] ドロップダウン メニューから、レポート データを収集する期間を選択
します。

ステップ 6

[実行（Run）] をクリックして、選択したパラメータとともに特定の期間のレポートを実行しま
す。
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ユーザ レポート別上位 N 個の RBACL ドロップの実行
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• Cisco ISE のモニタリングとトラブルシューティング サービス, 647 ページ
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• プロファイラ アクティビティおよびプロファイリングされたエンドポイント, 651 ページ
• ポスチャ コンプライアンス, 652 ページ
• Cisco ISE アラーム, 652 ページ
• ログ収集, 665 ページ
• ライブ認証, 666 ページ
• エンドポイントのグローバル検索, 668 ページ
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• モニタリング データベース, 685 ページ

Cisco ISE のモニタリングとトラブルシューティング サービス
モニタリングおよびトラブルシューティング サービスは、すべての Cisco ISE 実行時サービスに
対する包括的なアイデンティティ ソリューションであり、次のコンポーネントを使用します。
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Cisco ISE のモニタリングとトラブルシューティング サービス

• モニタリング：ネットワーク上のアクセス アクティビティの状態を表す意味のあるデータの
リアルタイム表示を提供します。 これを把握することにより、操作の状態を簡単に解釈し、
作用することができます。
• トラブルシューティング：ネットワーク上のアクセスの問題を解決するための状況に応じた
ガイダンスを提供します。 また、ユーザの懸念に対応してタイムリーに解決策を提供できま
す。
• レポート：トレンドを分析し、システム パフォーマンスおよびネットワーク アクティビティ
をモニタするために使用できる、標準レポートのカタログを提供します。 レポートをさまざ
まな方法でカスタマイズし、今後使用するために保存できます。

Cisco ISE ダッシュボード
Cisco ISE ダッシュボード（ホーム ページ）は、Cisco ISE 管理コンソールにログインした後に表
示されるランディングページです。ダッシュボードは、ウィンドウの上部に沿って表示されるメ
トリック メーターと下にあるダッシュレットで構成された、集中化された管理コンソールです。
ダッシュボードのリアルタイム データによって、ネットワークにアクセスしているデバイスおよ
びユーザの一目で確認できるステータスと、システム健全性の概要が示されます。

（注）

ダッシュレットおよびメトリック メーターをダッシュボードに表示するには、管理ノードに
Adobe Flash Player がインストールされている必要があります。

Network Privilege Framework
ダッシュボードでは、Network Privilege Framework（NPF）上にアクティビティが表示され、さま
ざまなコンポーネントに関する詳細情報が提供されます。
NPF は、次の表で説明されている 3 つの層で構成されます。
表 40：NPF 階層

階層

仕様

1

802.1x、MAC 認証バイパス（MAB）、Cisco ISE プロファイラ サービスを使用したア
イデンティティに基づくアクセス コントロール

2

802.1x、MAB、プロファイラ、ネットワーク アドミッション コントロール（NAC）
マネージャのゲスト プロビジョニング、中央 Web 認証を使用したアイデンティティ
に基づくアクセス コントロール

3

802.1x、MAB、プロファイラ、NAC マネージャのゲスト プロビジョニング、中央 Web
認証を使用したアイデンティティおよびポスチャに基づくアクセス コントロール
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モニタリングのためのデバイス設定

NPF 認証および許可では、イベントのフローが生成されます。 異なるソースからのイベントが、
Cisco ISE モニタリングおよびトラブルシューティング ツールによって収集され、要約されます。
認証および許可の結果をダッシュボードで表示できます。または、任意の数のレポートを実行す
るように選択できます。

NPF イベント フロー プロセス
NPF 認証および許可イベント フローでは、次の表に記載されているプロセスが使用されます。
プロセス ステージ

説明

1

NAD によって許可またはフレックス許可が実行されます。

2

未知のエージェントレス ID が Web 許可を使用してプロファイリングされ
ます。

3

RADIUS サーバによって ID が認証および許可されます。

4

許可がポートで ID に対してプロビジョニングされます。

5

許可されないエンドポイント トラフィックはドロップされます。

モニタリングおよびトラブルシューティング機能のユーザ ロールと権限
モニタリングおよびトラブルシューティング機能は、デフォルトのユーザ ロールに関連付けられ
ます。 実行を許可されるタスクは、割り当てられているユーザ ロールに直接関係します。

モニタリング データベースに格納されているデータ
Cisco ISE モニタリング サービスでは、データが収集され、特化したモニタリング データベース
に格納されます。 ネットワーク機能のモニタリングに使用されるデータのレートおよび量によっ
ては、モニタリング専用のノードが必要な場合があります。 Cisco ISE ネットワークによって、ポ
リシー サービス ノードまたはネットワーク デバイスからロギング データが高いレートで収集さ
れる場合は、モニタリング専用の Cisco ISE ノードを推奨します。
モニタリングデータベースに格納される情報を管理するには、データベースのフルバックアップ
および差分バックアップを実行する必要があります。 これには、不要なデータの消去とデータ
ベースの復元が含まれます。

モニタリングのためのデバイス設定
モニタリング ノードにより、ネットワーク上のデバイスからのデータが受信および使用されて、
ダッシュボードに表示されます。 モニタリング ノードとネットワーク デバイスの間の通信を有
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ネットワーク プロセス ステータス

効にするには、スイッチおよびネットワーク アクセス デバイス（NAD）を正しく設定する必要が
あります。

ネットワーク プロセス ステータス
[システム概要（System Summary）] ダッシュレットを使用して、Cisco ISE ダッシュボードから
ネットワークのプロセス ステータスを表示できます。 たとえば、アプリケーション サーバやデー
タベースなどのプロセスで障害が発生すると、アラームが生成され、[システム概要（System
Summary）] ダッシュレットで結果を表示できます。
システム ステータス アイコンの色は、システムの健全性を示します。
• 緑色 = 正常
• 黄色 = 警告
• 赤色 = 深刻
• 灰色 = 情報なし

ネットワーク プロセス ステータスのモニタ
手順
ステップ 1

Cisco ISE ダッシュボードに進みます。

ステップ 2

[システム概要（System Summary）] ダッシュレットを展開します。 詳細なリアルタイム レポート
が表示されます。

ステップ 3

ネットワーク上で実行されているプロセスについて、次の情報を確認します。
• プロセスの名前
• CPU およびメモリの使用率
• プロセスの実行開始からの時間

ネットワーク認証
[認証（Authentications）] ダッシュレットから、成功および失敗したネットワーク認証を表示でき
ます。 ここには、ユーザまたはデバイスのタイプ、場所、ユーザまたはデバイスが所属する ID
グループに関するデータが示されます。 ダッシュレットの上部に沿って表示されるスパークライ
ンは、直近の 24 時間と直近の 60 分での分散を表します。
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プロファイラ アクティビティおよびプロファイリングされたエンドポイント

ネットワーク認証のモニタ
手順
ステップ 1

Cisco ISE ダッシュボードに進みます。

ステップ 2

[認証（Authentications）] ダッシュレットを展開します。
詳細なリアルタイム レポートが表示されます。

ステップ 3

ネットワークで認証されたユーザまたはデバイスの情報を確認します。

ステップ 4

データ カテゴリを展開すると、詳細を参照できます。

プロファイラアクティビティおよびプロファイリングされたエンドポ
イント
[プロファイリングされたエンドポイント（Profiled Endpoints）] ダッシュレットは、プロファイル
が一致したネットワーク上のエンドポイントに焦点を当てます。各エンドポイントのプロファイ
ルデータが表示されます。たとえば、統計情報によってデバイスのタイプ、そのロケーション、
およびその IP アドレスを判別できます。 ダッシュレットの上部に沿って表示されるスパークライ
ンは、直近の 24 時間と直近の 60 分でのエンドポイント アクティビティを表します。
[プロファイリングされたエンドポイント（Profiled Endpoints）] ダッシュレットは、不明なものも
含め、直近の24時間にネットワーク上でプロファイリングされたエンドポイントの総数を表しま
す。ネットワーク上で現在アクティブなエンドポイント数ではありません。ダッシュレットの上
部に表示されるスパークライン メトリックは、直近の 24 時間と 60 分での時間固有の値を表しま
す。

プロファイラアクティビティおよびプロファイリングされたエンドポイントの決定
手順
ステップ 1

Cisco ISE ダッシュボードに進みます。

ステップ 2

[プロファイラ アクティビティ（Profiler Activity）] ダッシュレットで、積み上げ棒またはスパー
クラインの上にカーソルを移動します。
ツール チップに詳細情報が示されます。

ステップ 3

データ カテゴリを展開すると、詳細を参照できます。

ステップ 4

[プロファイラ アクティビティ（Profiler Activity）] ダッシュレットを展開します。
詳細なリアルタイム レポートが表示されます。
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ポスチャ コンプライアンス

ポスチャ コンプライアンス
ポスチャ コンプライアンス ダッシュレットは、ネットワークにアクセスしているユーザとその
ユーザがポスチャコンプライアンスに適合するかどうかに関する情報を示します。データは、現
在ネットワークに接続されているデバイスに関して表示されます。 積み上げ棒には、オペレー
ティングシステムやその他の基準に従って配置された非準拠統計情報が表示されます。スパーク
ラインは、ポスチャ試行の準拠と非準拠のパーセンテージを表します。

ポスチャ コンプライアンスのチェック
手順
ステップ 1

Cisco ISE ダッシュボードに進みます。

ステップ 2

[ポスチャ コンプライアンス（Posture Compliance）] ダッシュレットで、カーソルを積み上げ棒ま
たはスパークラインに合わせます。
ツール チップに詳細情報が示されます。

ステップ 3

データ カテゴリを展開すると、詳細を参照できます。

ステップ 4

[ポスチャ コンプライアンス（Posture Compliance）] ダッシュレットを大きくします。
詳細なリアルタイム レポートが表示されます。

Cisco ISE アラーム
アラームは、ネットワークの重大な状態を通知し、[アラーム（Alarms）] ダッシュレットに表示
されます。 データ消去イベントなど、システム アクティビティの情報も提供されます。 システ
ム アクティビティについてどのように通知するかを設定したり、それらを完全に無効にしたりで
きます。 また、特定のアラームのしきい値を設定できます。
アラームにはスケジュールが関連付けられず、イベントが発生した直後に送信されます。 その時
点で最新の 15,000 件のアラームのみが保持されます。
イベントが繰り返し発生した場合、同じアラームは最小 2 時間抑制されます。 イベントが繰り返
し発生する間は、トリガーに応じて、アラームが再び表示されるのに最大 3 時間かかる場合があ
ります。
次の表に、すべての Cisco ISE アラームおよびその説明と解決方法を示します。
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Cisco ISE アラーム

表 41：Cisco ISE アラーム

アラーム名

アラームの説明

アラームの解決方法

管理および操作の監査の管理
管理者アカウントが
ロック/無効
（Administrator account
Locked/Disabled）

パスワードの失効または不正なログ 管理者パスワードは、GUI または
イン試行のために、管理者アカウン CLIを使用して、他の管理者によっ
トがロックされているか、または無 てリセットできます。
効になっています。 詳細について
は、管理者パスワードポリシーを参
照してください。

バックアップに失敗
（Backup Failed）

ISE バックアップ操作に失敗しまし Cisco ISE とリポジトリ間のネット
た。
ワーク接続を確認します。 次の点
を確認します。
• リポジトリに使用するクレデ
ンシャルが正しいこと。
• リポジトリに十分なディスク
領域があること。
• リポジトリ ユーザが書き込み
特権を持っていること。

CA サーバがダウン
（CA Server is down）

CA サーバがダウンしています。

CA サービスが CA サーバで稼働中
であることを確認します。

CA サーバが稼働中
（CA Server is Up）

CA サーバは稼働中です。

CA サーバが稼働中であることを管
理者に通知します。

証明書の有効期限
（Certificate
Expiration）

この証明書はまもなく有効期限が切
れます。 これが失効すると、Cisco
ISE がクライアントとのセキュアな
通信を確立しないようにします。

証明書を交換します。 信頼できる
証明書の場合、発行元の認証局
（CA）にお問い合わせください。
CA 署名付きローカル証明書の場
合、CSR を生成し、CA に新しい
証明書を作成してもらいます。 自
己署名したローカル証明書の場合、
Cisco ISE を使用して、有効期限を
延長します。 使用されなくなった
場合、証明書を削除できます。

証明書が失効
管理者は、内部 CA がエンドポイン BYOD フローに従って最初から新
（Certificate Revoked） トに発行した証明書を取り消しまし しい証明書を使用してプロビジョ
た。
ニングします。
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Cisco ISE アラーム

アラーム名

アラームの説明

アラームの解決方法

証明書プロビジョニン 証明書プロビジョニングの初期化に 複数の証明書でサブジェクトのCN
グ初期化エラー
失敗しました。
（CommonName）属性が同じ値に
（Certificate
なっており、証明書チェーンを構
Provisioning Initialization
築できません。 SCEP サーバから
Error）
それらを含むシステムのすべての
証明書を確認します。
証明書の複製に失敗
セカンダリノードへの証明書の複製 証明書がセカンダリ ノードで無効
（Certificate Replication に失敗しました。
であるか、他の永続的なエラー状
Failed）
態があります。 セカンダリ ノード
に矛盾する証明書が存在しないか
どうかを確認します。 見つかった
場合、セカンダリ ノードに存在す
るその証明書を削除し、プライマ
リの新しい証明書をエクスポート
してから削除し、その後インポー
トすることによって複製を再試行
します。
証明書の複製に一時的 セカンダリノードへの証明書の複製 証明書は、ネットワークの停止な
に失敗（Certificate
に一時的に失敗しました。
どの一時的な条件によりセカンダ
Replication Temporarily
リ ノードに複製されませんでし
Failed）
た。 複製は、成功するまで再試行
されます。
証明書が失効
（Certificate Expired）

この証明書の期限が切れています。
Cisco ISE がクライアントとのセキュ
アな通信を確立しないようにしま
す。ノードツーノード通信も影響を
受ける場合があります。

証明書要求転送に失敗 証明書要求転送に失敗しました。
（Certificate Request
Forwarding Failed）
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証明書を交換します。 信頼できる
証明書の場合、発行元の認証局
（CA）にお問い合わせください。
CA 署名付きローカル証明書の場
合、CSR を生成し、CA に新しい
証明書を作成してもらいます。 自
己署名したローカル証明書の場合、
Cisco ISE を使用して、有効期限を
延長します。 使用されなくなった
場合、証明書を削除できます。
受信する証明書要求が送信者から
の属性に一致することを確認しま
す。

Cisco ISE アラーム

アラーム名

アラームの説明

アラームの解決方法

設定が変更
（Configuration
Changed）

Cisco ISE 設定が更新されています。 設定変更が想定どおりであるかど
このアラームは、ユーザとエンドポ うかを確認します。
イントに設定変更があってもトリ
ガーされません。

CRL の取得に失敗
（CRL Retrieval
Failed）

サーバから CRLを取得できません。 ダウンロード URL が正しく、サー
これは、指定した CRL が使用でき ビスに使用可能であることを確認
ない場合に発生することがありま
します。
す。

DNS 解決に失敗（DNS ノードでDNS解決に失敗しました。 コマンド ip name-server で設定さ
Resolution Failure）
れた DNS サーバに到達可能かどう
かを確認します。
「CNAME <hostname of the node>
に対する DNS 解決が失敗しました
（DNS Resolution failed for CNAME
<hostname of the node>）」というア
ラームが表示された場合は、各
Cisco ISE ノードの A レコードとと
もに CNAME RR を作成できること
を確認します。
ファームウェアの更新 このホスト上でファームウェアの更 Cisco Technical Assistance Center に
が必要（Firmware
新が必要です。
問い合わせてファームウェア アッ
Update Required）
プデートを入手してください。
仮想マシン リソースが このホストでは、CPU、RAM、ディ Cisco ISE Hardware Installation Guide
不十分（Insufficient
スク容量、IOPS などの仮想マシン に指定されている VM ホストの最
Virtual Machine
小要件を確認します。
（VM）リソースが不十分です。
Resources）
NTP サービスの障害
NTP サービスがこのノードでダウン これは、NTP サーバと Cisco ISE
（NTP Service Failure） しています。
ノードとの間に大きな時間差（1000
秒を超える）があるために発生す
ることがあります。 NTP サーバが
正しく動作していることを確認し、
ntp server <servername> CLI コマ
ンドを使用して NTP サービスを再
開し、時間のギャップを修正しま
す。
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NTP 同期に失敗（NTP このノードに構成されているすべて トラブルシューティングのために、
Sync Failure）
の NTP サーバが到達不能です。
CLI で show ntp コマンドを実行し
ます。 Cisco ISE から NTP サーバ
に到達可能であることを確認しま
す。 NTP 認証が設定されている場
合、キー ID と値がサーバの対応す
る値に一致することを確認します。
スケジュールされた設 Cisco ISE 設定バックアップがスケ
定バックアップなし
ジュールされていません。
（No Configuration
Backup Scheduled）

設定バックアップのスケジュール
を作成します。

操作 DB 消去に失敗
（Operations DB Purge
Failed）

[データ消去の監査（Data Purging
Audit）] レポートをチェックし、
used_space が threshold_space を下回
ることを確認します。 CLI を使用
して M&T ノードにログインし、
消去操作を手動で実行します。

操作データベースから古いデータを
消去できません。このことは、M&T
ノードがビジー状態である場合に発
生する可能性があります。

プロファイラ SNMP 要 SNMP 要求がタイム アウトしたか、 SNMP が NAD で動作していること
求に失敗（Profiler
または SNMP コミュニティまたは を確認し、Cisco ISE の SNMP 設定
SNMP Request Failure） ユーザ認証データが不正です。
が NAD に一致していることを確認
します。
複製に失敗
（Replication Failed）

セカンダリノードは複製されたメッ Cisco ISE GUI にログインし、展開
セージを消費できませんでした。
ページから手動同期を実行します。
影響を受ける Cisco ISE ノードを登
録解除してから登録します。

復元に失敗（Restore
Failed）

Cisco ISE 復元操作に失敗しました。 Cisco ISE とリポジトリ間のネット
ワーク接続を確認します。 リポジ
トリに使用するクレデンシャルが
正しいことを確認します。 バック
アップ ファイルが破損していない
ことを確認します。 CLI から
reset-config コマンドを実行し、正
常な既知の最終バックアップを復
元します。

パッチに失敗（Patch
Failure）

パッチプロセスがサーバで失敗しま サーバにパッチ プロセスを再イン
した。
ストールします。
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パッチに成功（Patch
Success）

パッチプロセスがサーバで成功しま した。

外部 MDM サーバ API 外部 MDM サーバ API バージョンが
バージョンが不一致
Cisco ISE に設定されたものと一致し
（External MDM Server ません。
API Version Mismatch）

MDM サーバ API バージョンが
Cisco ISE に設定されたものと同じ
であることを確認します。 Cisco
ISE MDM サーバ設定を更新します
（必要な場合）。

外部 MDM サーバ接続 外部 MDM サーバへの接続に失敗し
に失敗（External MDM ました。
Server Connection
Failure）

MDM サーバが稼働し、Cisco
ISE-MDM API サービスが MDM
サーバで稼働していることを確認
します。

外部 MDM サーバ応答 外部 MDM サーバ応答エラーです。 Cisco ISE-MDM API サービスが
エラー（External MDM
MDM サーバで適切に動作してい
Server Response Error）
ることを確認します。
複製が停止
ISE ノードがプライマリ管理ノード Cisco ISE GUI にログインして展開
（Replication Stopped） から設定データを複製できませんで ページから手動同期を実行するか、
した。
または影響を受けた ISE ノードを
登録解除してから必須フィールド
で再登録します。
エンドポイント証明書 エンドポイント証明書が日次スケ
エンドポイント デバイスを再登録
が期限切れ（Endpoint ジュールジョブで期限切れとマーク して新しいエンドポイント証明書
certificates expired）
されました。
を取得してください。
エンドポイント証明書 期限切れのエンドポイント証明書が アクションは必要ありません。こ
が消去（Endpoint
日次スケジュールジョブによって消 れは、管理者が開始したクリーン
certificates purged）
去されました。
アップ操作です。
エンドポイントのアク
ティビティ消去
（Endpoints Purge
Activities）

過去 24 時間のエンドポイントのア
クティビティを消去します。このア
ラームは、真夜中にトリガーされま
す。

[操作（Operations）] > [レポート
（Reports）] > [エンドポイントと
ユーザ（Endpoints and Users）] >
[エンドポイントのアクティビティ
消去（Endpoints Purge Activities）]
で消去アクティビティを確認しま
す。

複製低速エラー（Slow 低速またはスタックした複製が検出 ノードが到達可能であり、展開の
Replication Error）
されました。
一部であることを確認してくださ
い。
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複製低速情報（Slow
Replication Info）

低速またはスタックした複製が検出 ノードが到達可能であり、展開の
されました。
一部であることを確認してくださ
い。

複製低速警告（Slow
Replication Warning）

低速またはスタックした複製が検出 ノードが到達可能であり、展開の
されました。
一部であることを確認してくださ
い。

ISE サービス
AD コネクタを再起動
する必要があります
（AD Connector had to
be restarted）

AD コネクタが突然シャットダウン この問題が連続して発生する場合
し、再起動が必要となりました。
は、Cisco TAC にお問い合わせく
ださい。

Active Directory フォレ
ストが使用不可
（Active Directory forest
is unavailable）

Active Directory フォレスト GC（グ DNS 設定、Kerberos 設定、エラー
ローバルカタログ）が使用できず、 状態、およびネットワーク接続を
認証、許可、およびグループと属性 確認します。
の取得に使用できません。

認証ドメインが使用不 認証ドメインが使用できず、認証、 DNS 設定、Kerberos 設定、エラー
可（Authentication
許可、およびグループと属性の取得 状態、およびネットワーク接続を
domain is unavailable） に使用できません。
確認します。
ISE の認証非アクティ Cisco ISE ポリシー サービス ノード ISE/NAD 設定を確認します。
ビティ（ISE
は、ネットワークデバイスから認証 ISE/NAD インフラストラクチャの
Authentication
要求を受け取っていません。
ネットワーク接続を確認します。
Inactivity）
ID マッピングの 認証 ユーザ認証イベントが過去 15 分に
非アクティビティ（ID ID マッピング サービスによって収
Map. Authentication
集されませんでした。
Inactivity）

これがユーザ認証が想定される時
間（たとえば、勤務時間）である
場合は、Active Directory ドメイン
コントローラへの接続を確認しま
す。

CoA 失敗（COA
Failed）

Cisco ISE から許可変更（CoA）を
受け入れるようにネットワーク デ
バイスが設定されていることを確
認します。 CoA が有効なセッショ
ンに対して発行されているかどう
かを確認します。

ネットワーク デバイスが、Cisco ISE
ポリシー サービス ノードによって
発行された許可変更（CoA）要求を
拒否しました。
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設定されたネーム サー 設定されたネームサーバがダウンし DNS 設定とネットワーク接続を確
バがダウン
ているか、使用できません。
認します。
（Configured nameserver
is down）
サプリカントが応答停 Cisco ISE がクライアントに最後の
止（Supplicant Stopped メッセージを 120 秒前に送信しまし
Responding）
たが、クライアントから応答があり
ません。

過剰な認証試行
（Excessive
Authentication
Attempts）

サプリカントが Cisco ISE との完全
な EAP カンバセーションを行える
ように適切に設定されていること
を確認します。 サプリカントとの
間で EAP メッセージを転送するよ
うに NAS が正しく設定されている
ことを確認します。 サプリカント
または NAS で、EAP カンバセー
ションのタイムアウトが短くない
ことを確認します。

Cisco ISE ポリシー サービス ノード ネットワーク デバイスの再認証タ
で認証の割合が想定よりも多くなっ イマーをチェックします。 Cisco
ています。
ISE インフラストラクチャのネッ
トワーク接続を確認します。
しきい値が満たされた場合、[過剰
な認証試行（Excessive
Authentication Attempts）] および
[過剰な失敗試行（Excessive Failed
Attempts）] アラームがトリガーさ
れます。 [説明（Description）] カ
ラムの横に表示される数値は、過
去 15 分間で Cisco ISE に対して認
証されたか失敗した認証の合計数
です。
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過剰な失敗試行
（Excessive Failed
Attempts）

Cisco ISE ポリシー サービス ノード 根本原因を特定するために認証手
で認証失敗の割合が想定よりも多く 順を確認します。 ID と秘密の不一
なっています。
致がないか、Cisco ISE/NAD 設定を
確認します。
しきい値が満たされた場合、[過剰
な認証試行（Excessive
Authentication Attempts）] および
[過剰な失敗試行（Excessive Failed
Attempts）] アラームがトリガーさ
れます。 [説明（Description）] カ
ラムの横に表示される数値は、過
去 15 分間で Cisco ISE に対して認
証されたか失敗した認証の合計数
です。

AD：マシン TGT のリ
フレッシュに失敗
（AD: Machine TGT
refresh failed）

ISE サーバ TGT（チケット認可チ
ケット）のリフレッシュに失敗しま
した。これは AD 接続とサービスに
使用されます。

ISE マシン アカウントが存在し、
有効であることを確認します。 ま
た、クロック スキュー、複製、
Kerberos 設定やネットワーク エ
ラーも確認します。

AD：ISE アカウント パ ISE サーバは、AD マシン アカウン
スワードの更新に失敗 トパスワードを更新できませんでし
（AD: ISE account
た。
password update failed）

ISE マシン アカウント パスワード
が変更されていないことと、マシ
ン アカウントが無効でなく制限も
されていないことを確認します。
KDC への接続を確認します。

参加しているドメイン 参加しているドメインが使用でき
DNS 設定、Kerberos 設定、エラー
が使用不可（Joined
ず、認証、許可、およびグループと 状態、およびネットワーク接続を
domain is unavailable） 属性の取得に使用できません。
確認します。
ID ストアが使用不可
（Identity Store
Unavailable）

Cisco ISE ポリシー サービス ノード Cisco ISE と ID ストア間のネット
は設定された ID ストアに到達でき ワーク接続を確認します。
ません。

正しく設定されていな Cisco ISE は、NAS から多すぎる
いネットワーク デバイ RADIUS アカウンティング情報を検
スを検出
出しました。
（Misconfigured
Network Device
Detected）
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正しく設定されていな Cisco ISE は、ネットワーク上で正し サプリカントの設定が正しいこと
いサプリカントを検出 く設定されていないサプリカントを を確認します。
（Misconfigured
検出しました。
Supplicant Detected）
アカウンティングの開 Cisco ISE ポリシー サービス ノード
始なし（No Accounting ではセッションを許可しています
Start）
が、ネットワークデバイスからアカ
ウンティング開始を受信しませんで
した。

RADIUS アカウンティングがネッ
トワーク デバイス上に設定されて
いることを確認します。 ローカル
許可に対するネットワーク デバイ
ス設定を確認します。

NAD が不明な
（Unknown NAD）

Cisco ISE ポリシー サービス ノード
は、Cisco ISE に設定されていない
ネットワークデバイスから認証要求
を受信しています。

ネットワーク デバイスが正規の要
求であるかどうかを確認してから、
それを設定に追加します。 シーク
レットが一致することを確認しま
す。

SGACL がドロップ
（SGACL Drops）

セキュリティ グループ アクセス
（SGACL）ドロップが発生しまし
た。 これは、SGACL ポリシーの違
反により、TrustSec 対応デバイスが
パケットをドロップすると発生しま
す。

RBACL ドロップ概要レポートを実
行し、SGACL ドロップを引き起こ
しているソースを確認します。 攻
撃ソースに CoA を発行してセッ
ションを再許可または切断します。

RADIUS 要求がドロッ NAD からの認証とアカウンティン
プ（RADIUS Request
グ要求がサイレントに廃棄されてい
Dropped）
ます。 これは、NAD が不明である
か、共有秘密鍵が不一致であるか、
RFC ごとのパケット内容が無効であ
るために発生することがあります。

NAD/AAA クライアントについて
Cisco ISE に有効な設定があること
を確認します。 NAD/AAA クライ
アントと Cisco ISE の共有秘密鍵が
一致しているかどうかを確認しま
す。 AAA クライアントとネット
ワーク デバイスにハードウェアの
問題または RADIUS 互換性の問題
がないことを確認します。 また、
Cisco ISE にデバイスを接続する
ネットワークにハードウェア上の
問題がないことを確認します。

EAP セッションの割り
当てに失敗（EAP
Session Allocation
Failed）

新しい EAP セッションで別の
RADIUS 要求を呼び出す前に数秒
間待ちます。 システムのオーバー
ロードが発生する場合は、ISEサー
バの再起動を試してください。

RADIUS 要求は EAP セッションの
制限に達したためにドロップされま
した。この状態の原因として、並列
EAP 認証要求が多すぎることが考え
られます。
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RADIUS コンテキスト
の割り当てに失敗
（RADIUS Context
Allocation Failed）

RADIUS 要求はシステムのオーバー
ロードのためにドロップされまし
た。この状態の原因として、並列認
証要求が多すぎることが考えられま
す。

新しい RADIUS 要求を呼び出す前
に数秒間待ちます。 システムの
オーバーロードが発生する場合は、
ISE サーバの再起動を試してくだ
さい。

システムの状態（System Health）
ディスク I/O 使用率が Cisco ISE システムは、ディスク I/O システムに十分なリソースがある
高い（High Disk I/O
使用率が高くなっています。
かどうかを確認します。 システム
Utilization）
の実際の作業量、たとえば、認証
数、プロファイラ アクティビティ
などを確認します。負荷を分散す
るためにさらにサーバを追加しま
す。
ディスク領域の使用率 Cisco ISE システムは、ディスク領域 システムに十分なリソースがある
が高い（High Disk
の使用率が高くなっています。
かどうかを確認します。 システム
Space Utilization）
の実際の作業量、たとえば、認証
数、プロファイラ アクティビティ
などを確認します。負荷を分散す
るためにさらにサーバを追加しま
す。
負荷平均が高い（High Cisco ISE システムは、不可平均が高 システムに十分なリソースがある
Load Average）
くなっています。
かどうかを確認します。 システム
の実際の作業量、たとえば、認証
数、プロファイラ アクティビティ
などを確認します。負荷を分散す
るためにさらにサーバを追加しま
す。
メモリ使用率が高い
（High Memory
Utilization）

Cisco ISE システムは、メモリ使用率 システムに十分なリソースがある
が高くなっています。
かどうかを確認します。 システム
の実際の作業量、たとえば、認証
数、プロファイラ アクティビティ
などを確認します。負荷を分散す
るためにさらにサーバを追加しま
す。

操作 DB の使用率が高 ノードをモニタする Cisco ISE は、 操作データの消去設定ウィンドウ
い（High Operations DB syslog データの量が想定よりも多く を確認して削減します。
Usage）
なっています。
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認証待ち時間が長い
（High Authentication
Latency）

Cisco ISE システムは、認証待ち時間 システムに十分なリソースがある
が長くなっています。
かどうかを確認します。 システム
の実際の作業量、たとえば、認証
数、プロファイラ アクティビティ
などを確認します。負荷を分散す
るためにさらにサーバを追加しま
す。

ヘルス ステータスが使 モニタリング ノードは Cisco ISE
Cisco ISE ノードが稼働中であるこ
用不可（Health Status ノードからヘルスステータスを受信 とを確認します。 Cisco ISE ノード
Unavailable）
しませんでした。
がモニタリング ノードと通信でき
ることを確認します。
プロセスがダウン
（Process Down）

Cisco ISE プロセスの 1 つが動作して Cisco ISE アプリケーションを再起
いません。
動します。

プロファイラ キュー
サイズの制限に到達
（Profiler Queue Size
Limit Reached）

ISE プロファイラ キュー サイズの制
限に到達しました。 キュー サイズ
の制限に達した後に受信されたイベ
ントはドロップされます。

システムに十分なリソースがある
ことを確認し、エンドポイント属
性フィルタが有効になっているこ
とを確認します。

OCSP トランザクショ OCSP トランザクションしきい値に システムに十分なリソースがある
ンしきい値に到達
到達しました。このアラームは、内 かどうかを確認してください。
部 OCSP サービスが大量のトラ
フィックに到達するとトリガーされ
ます。
ライセンシング（Licensing）
ライセンスがまもなく Cisco ISE ノードにインストールされ Cisco ISE の [ライセンシング
期限切れ（License
たライセンスがまもなく期限切れに （Licensing）] ページを参照してラ
About to Expire）
なります。
イセンスの使用状況を確認します。
ライセンスが期限切れ Cisco ISE ノードにインストールされ シスコ アカウント チームに問い合
（License Expired）
たライセンスの期限が切れました。 わせて、新しいライセンスを購入
してください。
ライセンス違反
（License Violation）

Cisco ISE ノードは、許可されたライ シスコ アカウント チームに問い合
センス数を超過しているか、まもな わせて、追加のライセンスを購入
く超過することを検出しました。
してください。

システム エラー（System Error）

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
663

Cisco ISE アラーム

アラーム名

アラームの説明

アラームの解決方法

ログ収集エラー（Log
Collection Error）

コレクタ プロセスをモニタする
Cisco ISE が、ポリシー サービス
ノードから生成された監査ログを保
持できません。

これは、ポリシー サービス ノード
の実際の機能に影響を与えません。
その他の解決のために TAC に連絡
してください。

スケジュールされてい 設定されたリポジトリにエクスポー 設定されたリポジトリを確認しま
るレポートのエクス
トされたレポート（CSV ファイル） す。 それが削除されていた場合
ポートに失敗
をコピーできません。
は、再度追加します。 それが使用
（Scheduled Report
できないか、またはそれに到達で
Export Failure）
きない場合は、リポジトリを再設
定して有効にします。

アラームは、Cisco ISE にユーザまたはエンドポイントを追加する場合にはトリガーされません。

Cisco ISE アラーム通知およびしきい値
Cisco ISE アラームを有効または無効にし、重大な状態を通知するようにアラーム通知動作を設定
できます。 特定のアラームに対して、過剰な失敗試行アラームの最大失敗試行数、または高ディ
スク使用量アラームの最大ディスク使用量などのしきい値を設定できます。

アラームの有効化および設定
手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [アラーム設定（Alarm
Settings）] を選択します。

ステップ 2

デフォルト アラームのリストからアラームを選択して [編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[有効（Enable）] または [無効（Disable）] を選択します。

ステップ 4

アラームしきい値を必要に応じて設定します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

モニタリング用の Cisco ISE アラーム
Cisco ISE は、重大なシステム状態が発生するたびに通知するシステム アラームを提供します。
Cisco ISE によって生成されたアラームは [アラーム（Alarm）] ダッシュレットに表示されます。
これらの通知は、自動的にアラーム ダッシュレットに表示されます。
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ログ収集

アラーム ダッシュレットには最近のアラームのリストが表示され、ここから選択してアラームの
詳細を表示できます。 電子メールおよび syslog メッセージを介してアラームの通知を受信するこ
ともできます。

モニタリング アラームの表示
手順
ステップ 1

Cisco ISE ダッシュボードに進みます。

ステップ 2

[アラーム（Alarm）] ダッシュレットでアラームをクリックします。 アラームの詳細および推奨
アクションが表示された新しいウィンドウが開きます。

ステップ 3

アラームをリフレッシュするには、[リフレッシュ（Refresh）] をクリックします。

ステップ 4

選択したアラームを確認するには、[確認（Acknowledge）] をクリックします。 タイムスタンプ
の前で使用可能なチェックボックスをクリックしてアラームを選択できます。 これにより、読み
取りとマークされているときに、アラーム カウンタ（アラームが発生した回数）が減少します。

ステップ 5

選択したアラームに対応する [詳細（Details）] リンクをクリックします。 選択したアラームに対
応する詳細が表示された新しいウィンドウが開きます。
（注）
ペルソナの変更前に生成された以前のアラームに対応する [詳細（Details）] リンクに、
データは表示されません。

ログ収集
モニタリング サービスはログと設定データを収集し、そのデータを保存してから、レポートおよ
びアラームを生成するために処理します。 展開内の任意のサーバから収集されたログの詳細を表
示できます。

アラーム syslog 収集場所
システム アラーム通知を syslog メッセージとして送信するようにモニタリング機能を設定した場
合は、通知を受信する syslog ターゲットが必要です。 アラーム syslog ターゲットは、アラーム
syslog メッセージが送信される宛先です。
syslog メッセージを受信するには、syslog サーバとして設定されたシステムも必要です。 アラー
ム syslog ターゲットを作成、編集、および削除できます。

（注）

Cisco ISE モニタリングでは、logging-source interface の設定にネットワーク アクセス サーバ
（NAS）の IP アドレスを使う必要があります。 Cisco ISE モニタリング用のスイッチを設定す
る必要があります。
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ライブ認証
[ライブ認証（Live Authentications）] ページから、発生した最近の RADIUS 認証をモニタできま
す。 このページには、直近の 24 時間での上位 10 件の RADIUS 認証が表示されます。 この項で
は、[ライブ認証（Live Authentications）] ページの機能について説明します。
[ライブ認証（Live Authentications）] ページには、認証イベントの発生時に、その認証イベントに
対応するライブ認証エントリが表示されます。 認証エントリに加えて、このページには、そのイ
ベントに対応するライブ セッション エントリも表示されます。 また、目的のセッションをドリ
ルダウンして、そのセッションに対応する詳細レポートを表示することもできます。
[ライブ認証（Live Authentications）] ページには、最近の RADIUS 認証が発生順に表形式で表示さ
れます。 [ライブ認証（Live Authentications）] ページの下部に表示される最終更新には、サーバ日
付、時刻、およびタイムゾーンが示されます。
1 つのエンドポイントが正常に認証されると、2 つのエントリが [ライブ認証（Live Authentications）]
ページに表示されます。1 つは認証レコードに対応し、もう 1 つは（セッション ライブ ビューか
らプルされた）セッションレコードに対応しています。その後、デバイスで別の認証が正常に実
行されると、セッション レコードに対応する繰り返しカウンタの数が増えます。 [ライブ認証
（Live Authentications）] ページに表示される繰り返しカウンタには、抑制されている重複した
RADIUS 認証成功メッセージの数が示されます。
「最近の RADIUS 認証」の項で説明されているデフォルトで表示されるライブ認証データ カテゴ
リを参照してください。
すべてのカラムを表示するか、選択したデータカラムのみを表示するように選択できます。表示
するカラムを選択した後で、選択を保存できます。

ライブ認証のモニタ
手順
ステップ 1

[操作（Operations）] > [認証（Authentications）] を選択します。

ステップ 2

データ リフレッシュ レートを変更するには、ドロップダウン リストから時間間隔を選択します。

ステップ 3

手動でデータを更新するには、[ライブ認証（Live Authentications）] メニュー バーで [リフレッシュ
（Refresh）] アイコンをクリックします。

ステップ 4

表示されるレコードの数を変更するには、[表示（Show）] ドロップダウン リストからオプション
を選択します。

ステップ 5

時間間隔を指定するには、[次の範囲内（within）] ドロップダウン リストからオプションを選択
します。

ステップ 6

表示されるカラムを変更するには、[カラムの追加または削除（Add or Remove Columns）] をクリッ
クし、ドロップダウン リストからオプションを選択します。

ステップ 7

ライブ RADIUS セッションを表示するには、[ライブ セッションの表示（Show Live Sessions）] を
クリックします。
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アクティブな RADIUS セッションを動的に制御できるライブ セッションの動的な許可変更（CoA）
機能を使用できます。 ネットワーク アクセス デバイス（NAD）に再認証または接続解除要求を
送信できます。
ステップ 8

ドロップダウン リストの下部にある [保存（Save）] をクリックして、変更を保存します。

[ライブ認証（Live Authentications）] ページでのデータのフィルタリング
[ライブ認証（Live Authentications）] ページのフィルタを使用して、必要な情報をフィルタリング
し、ネットワーク認証の問題を迅速にトラブルシューティングできます。 [認証（Authentication）]
（ライブ ログ）ページのレコードをフィルタリングし、関心があるレコードだけを表示できま
す。 認証ログには多数の詳細が含まれており、特定のユーザまたはロケーションから認証をフィ
ルタリングすると、データをすばやくスキャンするために役立ちます。 [ライブ認証（Live
Authentications）] ページの各種フィールドで使用できる複数の演算子を使用して、検索基準に基
づいてレコードをフィルタリングできます。
• 「abc」：「abc」を含む
• 「!abc」：「abc」を含まない
• 「{}」：空
• 「!{}」：空でない
• 「abc*」：「abc」で開始する
• 「*abc」：「abc」で終了する
• 「\!」、「\*」、「\{」、「\\」：エスケープ
エスケープ オプションを使用すると、特殊文字を含むテキストをフィルタリングできます（フィ
ルタとして使用される特殊文字を含む）。 特殊文字の前にバック スラッシュ（\）を付ける必要
があります。 たとえば、「Employee!」という ID を持つユーザの認証レコードを確認する場合は、
ID フィルタ テキスト ボックスに "Employee\!" と入力します。 この例では、Cisco ISE は感嘆符
（!）を特殊文字ではなくリテラル文字と見なします。
また、[ステータス（Status）] フィールドでは、成功した認証レコード、失敗した認証、ライブ
セッションなどのみをフィルタリングできます。緑色のチェックマークは以前発生したすべての
成功した認証をフィルタリングします。 赤い十字マークはすべての失敗した認証をフィルタリン
グします。 青い [i] アイコンはすべてのライブ セッションをフィルタリングします。 これらのオ
プションの組み合わせを表示することも選択できます。

手順
ステップ 1

[操作（Operations）] > [認証（Authentications）] を選択します。

ステップ 2

[ライブ認証の表示（Show Live Authentications）] ページのいずれかのフィールドに基づいてデー
タをフィルタリングします。
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エンドポイントのグローバル検索

成功または失敗した認証、あるいはライブ セッションに基づいて結果をフィルタリングできま
す。

エンドポイントのグローバル検索
Cisco ISE ホーム ページの上部にあるグローバル検索ボックスを使用して、エンドポイントを検索
できます。 次の条件を使用してエンドポイントを検索できます。
• ユーザ名
• MAC アドレス
• IP アドレス
• 許可プロファイル
• エンドポイント プロファイル
• 失敗の理由
• ID グループ
• ID ストア
• ネットワーク デバイス名
• ネットワーク デバイス タイプ
• オペレーティング システム
• ポスチャ ステータス
• 場所
• セキュリティ グループ
• ユーザ タイプ
データを表示するには、[検索（Search）] フィールドに任意の検索条件の少なくとも 3 文字以上を
入力する必要があります。
検索結果には、エンドポイントの現在のステータスに関する詳細および概要の情報が表示され、
これをトラブルシューティングに使用することができます。 検索結果には、上位 25 のエントリ
のみが表示されます。 結果を絞り込むためにフィルタを使用することを推奨します。
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エンドポイントのセッションのトレース

次の図は、検索結果の例を示しています。
図 34：エンドポイントの検索結果

左パネルの任意のプロパティを使用して、結果をフィルタリングします。 エンドポイントをク
リックして、エンドポイントに関する次のような詳細情報を表示することもできます。
• セッションのトレース
• 認証の詳細
• アカウンティングの詳細
• ポスチャの詳細
• プロファイラの詳細
• クライアント プロビジョニングの詳細
• ゲスト アカウンティングおよびアクティビティ

エンドポイントのセッションのトレース
Cisco ISE ホーム ページの上部にあるグローバル検索ボックスを使用して、特定のエンドポイント
のセッション情報を取得できます。 基準に基づいて検索する場合は、エンドポイントのリストを
取得します。エンドポイントのセッショントレース情報を表示するには、そのエンドポイントを
クリックします。次の図に、エンドポイントに表示されるセッショントレース情報の例を示しま
す。
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（注）

検索に使用されるデータ セットは、インデックスとしてのエンドポイント ID に基づいていま
す。 したがって、認証が行われる場合、検索結果セットにそれらを含めるには、認証にエン
ドポイントのエンドポイント ID が必要です。
図 35：エンドポイントのセッションのトレース

上部にあるクリック可能なタイムラインを使用すると、主な許可の遷移を確認できます。 [結果の
エクスポート（Export Results）] ボタンをクリックして、.csv 形式で結果をエクスポートすること
もできます。 レポートはブラウザにダウンロードされます。
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特定のエンドポイントの認証、アカウンティング、およびプロファイラの詳細情報を表示するに
は、[エンドポイントの詳細（Endpoint Details）] リンクをクリックします。 次の図に、エンドポ
イントに対して表示されたエンドポイントの詳細情報の例を示します。
図 36：エンドポイントの詳細

ディレクトリからのセッションの削除
次のように、セッションが、モニタリングおよびトラブルシューティング ノード上のセッション
ディレクトリから削除されます。
• 終了したセッションは、終了後 15 分で削除されます。
• 認証はあるがアカウンティングがない場合、このようなセッションは 1 時間後に削除されま
す。
• すべての非アクティブ セッションは、7 日後に削除されます。
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認証概要レポート

認証概要レポート
認証要求に関連する属性に基づいて、特定のユーザ、デバイス、または検索条件についてネット
ワークアクセスをトラブルシューティングできます。このことは、認証概要レポートを実行して
行います。

ネットワーク アクセスの問題のトラブルシューティング
手順
ステップ 1

[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [認証概要レポート（Authentication Summary Report）]
を選択します。

ステップ 2

失敗の理由でレポートをフィルタリングします。

ステップ 3

レポートの [失敗の理由別の認証（Authentication by Failure Reasons）] セクションのデータを確認
し、ネットワーク アクセスの問題をトラブルシューティングします。
（注）
認証概要レポートが失敗または成功した認証に対応する最新のデータを収集して表示す
るため、レポートの内容は数分の遅延の後に表示されます。

診断トラブルシューティング ツール
診断ツールは、Cisco ISE ネットワークの問題の診断およびトラブルシューティングに役立ち、問
題解決方法の詳細な手順を提供します。 これらのツールを使用して、認証をトラブルシューティ
ングし、TrustSec デバイスなどのネットワーク上のネットワーク デバイスの設定を評価できます。

RADIUS 認証のトラブルシューティング ツール
このツールを使用すると、予期せぬ認証結果がある場合に、RADIUS 認証または RADIUS 認証に
関連する Active Directory を検索および選択して、トラブルシューティングを実行することができ
ます。 認証が成功すると予想していたのに失敗した場合、またはユーザやマシンが特定の特権レ
ベルを持っていると予想したのにユーザやマシンがこれらの特権を持っていなかった場合は、こ
のツールを使用できます。
• トラブルシューティングのために、ユーザ名、エンドポイント ID、ネットワーク アクセス
サービス（NAS）の IP アドレス、および認証失敗理由に基づいて RADIUS 認証を検索する
と、Cisco ISE はシステム（現在）の日付の認証だけを表示します。
• トラブルシューティングのために NAS ポートに基づいて RADIUS 認証を検索すると、Cisco
ISE は前月の初めから現在までのすべての NAS ポート値を表示します。
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診断トラブルシューティング ツール

（注）

NAS IP アドレスおよび [エンドポイント ID（Endpoint ID）] フィールドに基づ
いて RADIUS 認証を検索する場合、検索はまず運用データベースで実行され、
その後設定データベースで実行されます。

予期せぬ RADIUS 認証結果のトラブルシューティング
手順
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）] > [RADIUS 認証トラブルシューティング（RADIUS Authentication
Troubleshooting）] を選択します。

ステップ 2

必要に応じてフィールドに検索基準を指定します。

ステップ 3

[検索（Search）] をクリックして、検索条件に一致する RADIUS 認証を表示します。
AD 関連の認証を検索する際に、展開に Active Directory サーバが設定されていない場合は、「AD
が設定されていない」ことを示すメッセージが表示されます。

ステップ 4

テーブルから RADIUS 認証レコードを選択し、[トラブルシューティング（Troubleshoot）] をク
リックします。
AD 関連の認証をトラブルシューティングする必要がある場合は、[管理（Administration）] > [ID
の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity Sources）] > [Active Directory]
> [AD ノード（AD node）] で、診断ツールに移動します。

ステップ 5

[ユーザ入力必須（User Input Required）] をクリックし、必要に応じてフィールドを変更して、[送
信（Submit）] をクリックします。

ステップ 6

[完了（Done）] をクリックします。

ステップ 7

トラブルシューティングが完了したら、[結果概要の表示（Show Results Summary）] をクリックし
ます。

ステップ 8

診断、問題を解決するための手順、およびトラブルシューティング概要を表示するには、[完了
（Done）] をクリックします。

ネットワーク デバイス ツールの実行
Execute Network Device Command 診断ツールを使用すると、ネットワーク デバイスに対して show
コマンドを実行することができます。 結果は、コンソールに表示される場合とまったく同じ形式
であり、デバイスの設定における問題を特定するために使用できます。 設定が間違っていると思
われる場合や、設定を検証したい場合、または単にどのように設定されているか関心がある場合
に、使用することができます。
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設定を確認する IOS show コマンドの実行
手順
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）] > [ネットワーク デバイス コマンドの実行（Execute Network Device
Command）] を選択します。

ステップ 2

該当するフィールドに情報を入力します。

ステップ 3

[実行（Run）] をクリックして、指定したネットワーク デバイスでコマンドを実行します。

ステップ 4

[ユーザ入力必須（User Input Required）] をクリックし、必要に応じてフィールドを変更します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックして、ネットワーク デバイス上でコマンドを実行し、出力を表示し
ます。

設定バリデータ ツールの評価
この診断ツールを使用して、ネットワーク デバイスの設定を評価し、設定の問題を特定できま
す。 Expert Troubleshooter によって、デバイスの設定が標準設定と比較されます。

ネットワーク デバイス設定の問題のトラブルシューティング
手順
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）] > [設定バリデータの評価（Evaluate Configuration Validator）] を選
択します。

ステップ 2

設定を評価するデバイスのネットワーク デバイス IP アドレスを入力し、必要に応じて他のフィー
ルドを指定します。

ステップ 3

推奨テンプレートと比較する設定オプションを選択します。

ステップ 4

[実行（Run）] をクリックします。

ステップ 5

[ユーザ入力必須（User Input Required）] をクリックし、必要に応じてフィールドを変更します。

ステップ 6

分析するインターフェイスの隣のチェックボックスをオンにして、[送信（Submit）] をクリック
します。

ステップ 7

[結果概要の表示（Show Results Summary）] をクリックします。
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ポスチャのトラブルシューティング ツール
[ポスチャのトラブルシューティング（Posture Troubleshooting）] ツールは、ポスチャ チェック エ
ラーの原因を見つけ、次のことを識別するのに役立ちます。
• どのエンドポイントがポスチャに成功し、どのエンドポイントが成功しなかったか。
• エンドポイントがポスチャに失敗した場合、ポスチャ プロセスのどの手順が失敗したか。
• どの必須および任意のチェックが成功および失敗したか。
ユーザ名、MAC アドレス、ポスチャ ステータスなどのパラメータに基づいて要求をフィルタリ
ングすることによって、この情報を特定します。

エンドポイント ポスチャの障害のトラブルシューティング
手順
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）] > [ポスチャのトラブルシューティング（Posture Troubleshooting）]
を選択します。

ステップ 2

該当するフィールドに情報を入力します。

ステップ 3

[検索（Search）] をクリックします。

ステップ 4

説明を見つけ、イベントの解決策を決定するには、リストでイベントを選択し、[トラブルシュー
ティング（Troubleshoot）] をクリックします。

着信トラフィックを検証する TCP ダンプ ユーティリティ
これは、予想されたパケットが実際にノードに到達したことを調査する場合に、パケットをスニッ
フィングするツールです。 たとえば、レポートに示されている着信認証またはログがない場合、
着信トラフィックがないのではないか、または着信トラフィックが Cisco ISE に到達できないので
はないかと疑われる場合があります。 このような場合、検証するためにこのツールを実行できま
す。
TCP ダンプ オプションを設定し、ネットワーク トラフィックからデータを収集して、ネットワー
クの問題をトラブルシューティングすることができます。

注意

TCP ダンプを起動すると、以前のダンプ ファイルは自動的に削除されます。 以前のダンプ
ファイルを保存するには、新しい TCP ダンプ セッションを開始する前に、「TCP ダンプ ファ
イルの保存」の項の説明に従ってタスクを実行します。
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ネットワーク トラフィックのモニタリングでの TCP ダンプの使用
はじめる前に
• [TCP ダンプ（TCP Dump）] ページの [ネットワーク インターフェイス（Network Interface）]
ドロップダウン リストには、IPv4 または IPv6 アドレスが設定されているネットワーク イン
ターフェイス カード（NIC）のみが表示されます。 デフォルトでは、すべての NIC は VMware
に接続されるため、NIC は、IPv6 アドレスを使用して設定され、[ネットワーク インターフェ
イス（Network Interface）] ドロップダウン リストに表示されます。
• tcpdump ファイルを表示するには、Cisco ISE 管理ノードに Adobe Flash Player がインストール
されている必要があります。

手順
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）] > [TCP ダンプ（TCP Dump）] を選択します。

ステップ 2

TCP ダンプ ユーティリティのソースとして [ホスト名（Host Name）] を選択します。 インライン
ポスチャ ノードは、サポートされていません。

ステップ 3

モニタする [ネットワーク インターフェイス（Network Interface）] をドロップダウン リストから
選択します。

ステップ 4

オプションボタンをクリックして、オンかオフにして、無差別モードを設定します。デフォルト
はオンです。
無差別モードは、ネットワーク インターフェイスがシステムの CPU にすべてのトラフィックを渡
すデフォルト パケット スニッフィング モードです。 オンのままにしておくことを推奨します。

ステップ 5

[フィルタ（Filter）] テキスト ボックスに、フィルタリングの基準になるブール演算式を入力しま
す。
次のような、標準的な tcpdump フィルタ式がサポートされています。
host 10.0.2.1 and port 1812

ステップ 6

[開始（Start）] をクリックして、ネットワークのモニタリングを開始します。

ステップ 7

十分な量のデータが収集された時点で[停止（Stop）]をクリックするか、最大パケット数（500,000）
が累積されてプロセスが自動的に終了するまで待機します。

TCP ダンプ ファイルの保存
はじめる前に
「ネットワーク トラフィックのモニタリングでの TCP ダンプの使用」の項の説明に従って、タス
クを完了しておく必要があります。
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（注）

Cisco ISE CLI を使用して TCPdump にアクセスすることもできます。 詳細については、『Cisco
Identity Services Engine CLI Reference Guide, Release 1.2』を参照してください。

手順
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）] > [TCP ダンプ（TCP Dump）] を選択します。

ステップ 2

[形式（Format）] をドロップダウン リストから選択します。 [可読（Human Readable）] がデフォ
ルトです。

ステップ 3

[ダウンロード（Download）] をクリックし、必要な場所に移動して、[保存（Save）] をクリック
します。

ステップ 4

最初に以前のダンプ ファイルを保存しないで除去するには、[削除（Delete）] をクリックします。

エンドポイントまたはユーザの予期しない SGACL の比較
手順
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）]
> [TrustSec ツール（Trustsec Tools）] > [出力（SGACL）ポリシー（Egress (SGACL) Policy）] を選
択します。

ステップ 2

SGACL ポリシーを比較する TrustSec デバイスのネットワーク デバイス IP アドレスを入力しま
す。

ステップ 3

[実行（Run）] をクリックします。

ステップ 4

[ユーザ入力必須（User Input Required）] をクリックし、必要に応じてフィールドを変更します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 6

[結果概要の表示（Show Results Summary）] をクリックして、診断および推奨される解決手順を表
示します。

出力ポリシー診断フロー
出力ポリシー診断ツールでは、次の表に示すプロセスを使用して比較が行われます。
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プロセス ステージ

説明

1

指定した IP アドレスを使用してデバイスに接続し、送信元 SGT と宛先
SGT の各ペアに対するアクセス コントロール リスト（ACL）を取得しま
す。

2

Cisco ISE に設定された出力ポリシーをチェックし、送信元 SGT と宛先
SGT の各ペアに対する ACL を取得します。

3

ネットワーク デバイスから取得された SGACL ポリシーと、Cisco ISE か
ら取得された SGACL ポリシーを比較します。

4

ポリシーが一致しない送信元 SGT と宛先 SGT のペアを表示します。 ま
た、追加情報として、一致するエントリも表示します。

SXP-IP マッピングを持つ TrustSec 対応ネットワークの接続問題のトラブルシュー
ティング
手順
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）]
> [TrustSec ツール（Trustsec Tools）] > [SXP-IP マッピング（SXP-IP Mappings）] を選択します。

ステップ 2

ネットワーク デバイスのネットワーク デバイス IP アドレスを入力し、[選択（Select）] をクリッ
クします。

ステップ 3

[実行（Run）] をクリックし、[ユーザ入力必須（User Input Required）] をクリックして、必要な
フィールドを変更します。
Expert Troubleshooter によって、ネットワーク デバイスから TrustSec SXP 接続が取得されて、ピア
SXP デバイスを選択するように再度要求するプロンプトが表示されます。

ステップ 4

[ユーザ入力必須（User Input Required）] をクリックし、必要な情報を入力します。

ステップ 5

SXP マッピングを比較するピア SXP デバイスのチェックボックスをオンにして、共通接続パラ
メータを入力します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 7

[結果概要の表示（Show Results Summary）] をクリックして、診断および解決手順を表示します。
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IP-SGT マッピングを持つ TrustSec 対応ネットワークの接続問題のトラブルシュー
ティング
手順
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）]
> [TrustSec ツール（Trustsec Tools）] > [IP ユーザ SGT（IP User SGT）] を選択します。

ステップ 2

必要に応じてフィールドに情報を入力します。

ステップ 3

[実行（Run）] をクリックします。
追加入力が要求されます。

ステップ 4

[ユーザ入力必須（User Input Required）] をクリックし、必要に応じてフィールドを変更して、[送
信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

[結果概要の表示（Show Results Summary）] をクリックして、診断および解決手順を表示します。

デバイス SGT ツール
TrustSec ソリューションが有効なデバイスの場合、RADIUS 認証によって各ネットワーク デバイ
スに SGT 値が割り当てられます。 デバイス SGT 診断ツールは、（提供された IP アドレスを使用
して）ネットワーク デバイスに接続し、ネットワーク デバイス SGT 値を取得します。 次に
RADIUS 認証レコードをチェックして、割り当てられた最新の SGT 値を特定します。 最後に、デ
バイス SGT ペアを表形式で表示して、SGT 値が同じであるかどうかを特定します。

デバイス SGT マッピングの比較による TrustSec 対応ネットワークの接続問題のトラ
ブルシューティング
手順
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）]
> [TrustSec ツール（Trustsec Tools）] > [デバイス SGT（Device SGT）] を選択します。

ステップ 2

必要に応じてフィールドに情報を入力します。
デフォルトのポート番号は、Telnet は 23、SSH は 22 です。

ステップ 3

[実行（Run）] をクリックします。

ステップ 4

[結果概要の表示（Show Results Summary）] をクリックして、デバイス SGT 比較の結果を表示し
ます。
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その他のトラブルシューティング情報の入手
Cisco ISE を使用すると、管理者ポータルから、サポートおよびトラブルシューティング情報をダ
ウンロードできます。 サポート バンドルを使用して、Cisco Technical Assistance Center（TAC）が
Cisco ISE の問題をトラブルシューティングするための診断情報を準備できます。

（注）

サポート バンドルおよびデバッグ ログにより、高度なトラブルシューティング情報が TAC に
提供されます。サポート バンドルおよびデバッグ ログは解釈が困難です。 Cisco ISE で提供さ
れるさまざまなレポートおよびトラブルシューティング ツールを使用して、ネットワークで
直面している問題を診断およびトラブルシューティングできます。

Cisco ISE のサポート バンドル
サポート バンドルに含めるログを設定できます。 たとえば、特定のサービスのログをデバッグ
ログに含めるように設定できます。 また、日付に基づいてログをフィルタリングできます。
ダウンロードできるログは、次のように分類されます。
• 完全な設定データベース：Cisco ISE 設定データベースは、人間が読み取れる XML 形式でダ
ウンロードされます。 問題をトラブルシューティングしようとするときに、このデータベー
ス設定を別の Cisco ISE ノードにインポートして、シナリオを再現できます。
• デバッグ ログ：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、公開キー
インフラストラクチャ（PKI）情報、およびモニタリングとレポートが取得されます。
デバッグ ログによって、特定の Cisco ISE コンポーネントのトラブルシューティング情報が
提供されます。 デバッグ ログを有効にするには、第 11 章「ログ」を参照してください。 デ
バッグ ログを有効にしない場合、情報メッセージ（INFO）はすべてサポート バンドルに含
まれます。
• ローカル ログ：Cisco ISE で実行されるさまざまなプロセスからの syslog メッセージが含ま
れています。
• コア ファイル：クラッシュの原因の特定に役立つ重要な情報が含まれています。 これらの
ログは、アプリケーションがクラッシュし、アプリケーションにヒープ ダンプが含まれてい
る場合に作成されます。
• モニタリングおよびレポート ログ：アラートおよびレポートに関する情報が含まれていま
す。
• システム ログ：Cisco Application Deployment Engine（ADE）関連の情報が含まれています。
• ポリシー設定：Cisco ISE で設定されたポリシーが人間が読み取れる形式で含まれます。
これらのログは、Cisco ISE CLI から backup-logs コマンドを使用してダウンロードできます。 詳
細については、『Cisco Identity Services Engine CLI Reference Guide, Release 1.2』を参照してくださ
い。
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（注）

インライン ポスチャ ノードの場合、管理者ポータルからサポート バンドルをダウンロードで
きません。 Cisco ISE CLI から backup-logs コマンドを使用して、インライン ポスチャ ノード
のログをダウンロードする必要があります。
これらのログを管理者ポータルからダウンロードすることを選択した場合、次の操作を実行でき
ます。
• デバッグ ログやシステム ログなどのログ タイプに基づいて、ログのサブセットのみをダウ
ンロードします。
• 選択したログ タイプの最新の「n」個のファイルのみをダウンロードします。 このオプショ
ンによって、サポート バンドルのサイズとダウンロードにかかる時間を制御できます。
モニタリング ログによって、モニタリング、レポート、およびトラブルシューティング機能に関
する情報が提供されます。

サポート バンドル
サポート バンドルは、単純な tar.gpg ファイルとしてローカル コンピュータにダウンロードでき
ます。 サポート バンドルは、日付とタイム スタンプを使用して、
ise-support-bundle_ise-support-bundle-mm-dd-yyyy--hh-mm.tar..gpg という形式で名前が付けられます。
ブラウザに、適切な場所にサポート バンドルを保存するように要求するプロンプトが表示されま
す。 サポート バンドルの内容を抽出し、README.TXT ファイルを表示できます。このファイル
には、サポート バンドルの内容と、ISE データベースがサポート バンドルに含まれている場合は
その内容をインポートする方法が示されています。

Cisco ISE ログ ファイルのダウンロード
ネットワークでの問題のトラブルシューティング時に、Cisco ISE ログ ファイルをダウンロードし
て、詳細情報を確認できます。

はじめる前に
• 次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者の権限が必要です。
• デバッグ ログとデバッグ ログ レベルを設定します。

手順
ステップ 1

[操作（Operations）] > [トラブルシューティング（Troubleshoot）] > [ログのダウンロード（Download
Logs）] > [アプライアンス ノード リスト（Appliance node list）] を選択します。

ステップ 2

サポート バンドルをダウンロードするノードをクリックします。

ステップ 3

[サポート バンドル（Support Bundle）] タブでは、サポート バンドルに入力するパラメータを選
択します。
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すべてのログを含めると、サポート バンドルが大きくなりすぎて、ダウンロードに時間がかかり
ます。 ダウンロード プロセスを最適化するには、最新の n ファイルのみをダウンロードするよう
に選択します。
ステップ 4

サポート バンドルを生成する開始日と終了日を入力します。

ステップ 5

サポート バンドルの暗号キーを入力し、再入力します。

ステップ 6

[サポート バンドルの作成（Create Support Bundle）] をクリックします。

ステップ 7

[ダウンロード（Download）] をクリックして、新しく作成されたサポート バンドルをダウンロー
ドします。
サポート バンドルは、アプリケーション ブラウザを実行しているクライアント システムにダウ
ンロードされる tar.gpg ファイルです。

次の作業
特定のコンポーネントのデバッグ ログをダウンロードします。

Cisco ISE デバッグ ログ
デバッグ ログによって、さまざまな Cisco ISE コンポーネントのトラブルシューティング情報が
提供されます。 デバッグ ログには、過去 30 日間に生成された重大な警告アラームと、過去 7 日
間に生成された情報アラームが含まれています。 問題を報告しているときに、これらのデバッグ
ログを有効にして、問題の診断と解決のためにこれらのログを送信するよう求められる場合があ
ります。

デバッグ ログの入手
手順
ステップ 1

[デバッグ ログの設定（Debug Log Configuration）] ページで、デバッグ ログを取得するコンポー
ネントを設定します。

ステップ 2

デバッグ ログをダウンロードします。

Cisco ISE コンポーネントおよび対応するデバッグ ログ
表 42：コンポーネントおよび対応するデバッグ ログ

コンポーネント

デバッグ ログ

Active Directory

ad_agent.log

Cache Tracker

tracking.log
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コンポーネント

デバッグ ログ

Entity Definition Framework (EDF)

edf.log

JMS

ise-psc.log

License

ise-psc.log

Notification Tracker

tracking.log

Replication-Deployment

replication.log

Replication-JGroup

replication.log

Replication Tracker

tracking.log

RuleEngine-Attributes

ise-psc.log

RuleEngine-Policy-IDGroups

ise-psc.log

accessfilter

ise-psc.log

admin-infra

ise-psc.log

boot-strap wizard

ise-psc.log

cisco-mnt

ise-psc.log

client

ise-psc.log

cpm-clustering

ise-psc.log

cpm-mnt

ise-psc.log

epm-pdp

ise-psc.log

epm-pip

ise-psc.log

eps

ise-psc.log

ers

ise-psc.log

guest

ise-psc.log

guestauth

ise-psc.log

guestportal

ise-psc.log

identitystore-AD

ise-psc.log

infrastructure

ise-psc.log

mdm

ise-psc.log

mdm-pip

ise-psc.log

mnt-alarm

alarms.log

mnt-report

reports.log

mydevices

ise-psc.log

nsf

ise-psc.log
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コンポーネント

デバッグ ログ

nsf-session

ise-psc.log

org-apache

ise-psc.log

org-apache-cxf

ise-psc.log

org-apache-digester

ise-psc.log

posture

ise-psc.log

profiler

profiler.log

provisioning

ise-psc.log

prrt-JNI

prrt-management.log

runtime-AAA

prrt-management.log

runtime-config

prrt-management.log

runtime-logging

prrt-management.log

sponsorportal

ise-psc.log

swiss

ise-psc.log

デバッグ ログのダウンロード
はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

手順
ステップ 1

[操作（Operations）] > [トラブルシューティング（Troubleshoot）] > [ログのダウンロード（Download
Logs）] > [アプライアンス ノード リスト（Appliance node list）] を選択します。

ステップ 2

デバッグ ログをダウンロードするノードをクリックします。

ステップ 3

[デバッグ ログ（Debug Logs）] タブをクリックします。
デバッグ ログ タイプとデバッグ ログのリストが表示されます。 このリストは、デバッグ ログの
設定に基づいています。

ステップ 4

ダウンロードするログファイルをクリックし、クライアントブラウザを実行しているシステムに
保存します。
必要に応じて、このプロセスを繰り返して他のログファイルをダウンロードできます。次に示す
のは、[デバッグ ログ（Debug Logs）] ページからダウンロードできるその他のデバッグ ログで
す。
• isebootstrap.log：ブートストラップ ログ メッセージを提供します
• monit.log：ウォッチドッグ メッセージを提供します
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• pki.log：サードパーティの暗号ライブラリ ログを提供します
• iseLocalStore.log：ローカル ストア ファイルに関するログを提供します
• ad_agent.log：Microsoft Active Directory サードパーティ ライブラリ ログを提供します
• catalina.log：サードパーティ ログを提供します

モニタリング データベース
モニタリング機能によって利用されるデータ レートおよびデータ量には、これらの目的専用の
ノード上に別のデータベースが必要です。
ポリシー サービスと同様に、モニタリングには専用のデータベースがあり、この項で説明するト
ピックのようなメンテナンス タスクを実行する必要があります。

モニタリング データベースのバックアップと復元
モニタリング データベースは、大量のデータを処理します。 時間が経つにつれ、モニタリング
ノードのパフォーマンスと効率は、そのデータをどう管理するかによって変わってきます。 効率
を高めるために、データを定期的にバックアップして、それをリモートのリポジトリに転送する
ことを推奨します。 このタスクは、自動バックアップをスケジュールすることによって自動化で
きます。

（注）

消去操作の実行中には、バックアップを実行しないでください。 消去操作の実行中にバック
アップが開始されると、消去操作が停止または失敗します。
セカンダリ モニタリング ノードを登録する場合は、最初にプライマリ モニタリング ノードをバッ
クアップしてから、新しいセカンダリ モニタリング ノードにデータを復元することを推奨しま
す。 これにより、新しい変更内容が複製されるため、プライマリ モニタリング ノードの履歴が
新しいセカンダリ ノードと同期状態となります。

モニタリング データベースの消去
消去プロセスでは、消去中にデータを保持する月数を指定することで、モニタリング データベー
スのサイズを管理できます。 デフォルトは 3 ヵ月間です。 この値は、消去用のディスク領域使用
率しきい値（ディスク領域のパーセンテージ）に達したときに使用されます。 このオプションで
は、各月は 30 日で構成されます。 デフォルトの 3 ヵ月は 90 日間です。
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モニタリング データベースの消去に関するガイドライン
次に、モニタリング データベースのディスク使用に関連して従うべきガイドラインをいくつか示
します。
• モニタリング データベースのディスク使用量がしきい値設定の 80% を超えた場合、データ
ベース サイズが割り当てられたディスク サイズを超過したことを示すクリティカル アラー
ムが生成されます。 ディスク使用量が 90% より大きい場合は、別のアラームが生成されま
す。
消去プロセスが実行され、ステータス履歴レポートが作成されます。このレポートは、[操作
（Operations）] > [レポート（Reports）] > [展開ステータス（Deployment Status）] > [データ消
去の監査（Data Purging Audit）] を選択して表示できます。 消去の完了時に情報（INFO）ア
ラームが生成されます。
• 消去は、データベースの使用済みディスク領域のパーセンテージにも基づきます。 モニタリ
ング データベースの使用済みディスク領域がしきい値（デフォルトは 80%）以上になると、
消去プロセスが開始されます。 このプロセスは、管理者ポータルの設定に関係なく、過去 7
日間のモニタリング データのみを削除します。 ディスク領域が 80% 未満になるまで繰り返
しプロセスを続行します。 消去では、処理の前にモニタリング データベースのディスク領
域制限が常にチェックされます。

古いモニタリング データの消去
はじめる前に
次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [システム（System）] > [メンテナンス（Maintenance）] > [データ消去
（Data Purging）] を選択します。

ステップ 2

データを保持する期間を月単位で指定します。 指定した期間より前のデータはすべて消去されま
す。 このオプションでは、各月は 30 日で構成されます。 デフォルトの 3 ヵ月は 90 日間です。
（注）
設定した保持期間が診断データに対応する既存の保持しきい値未満の場合、設定値は既
存のしきい値を上書きします。 たとえば、保持期間を 3 日に設定し、この値が診断テー
ブルの既存のしきい値（たとえば、5 日のデフォルト）未満の場合、データはこのペー
ジで設定した値（3 日）に従って消去されます。

ステップ 3

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 4

データ消去の監査レポートを表示して、データ消去が成功したかどうかを確認します。

次の作業
Cisco ISE ログ収集
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オンデマンド バックアップの実行
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• Cisco ISE レポート, 689 ページ
• レポートの実行および表示, 689 ページ
• レポートのナビゲーション, 690 ページ
• レポートのエクスポート, 690 ページ
• ISE レポートのスケジュールと保存, 691 ページ
• お気に入りレポートの追加, 692 ページ
• Cisco ISE のアクティブな RADIUS セッション, 693 ページ
• 使用可能なレポート, 695 ページ

Cisco ISE レポート
モニタリング機能およびトラブルシューティング機能とともに Cisco Identity Services Engine（ISE）
レポートを使用して、集中管理する場所からのトレンドの分析、システム パフォーマンスおよび
ネットワーク アクティビティのモニタリングを行います。 g
Cisco ISE はネットワーク全体からログおよび設定データを収集します。 その後、表示と分析のた
めに、データがレポートに集約されます。 Cisco ISE には、使用可能な事前定義されたレポートが
用意されており、必要に応じてカスタマイズできます。
Cisco ISE レポートは事前設定されており、認証、セッション トラフィック、デバイス管理、設定
と管理、およびトラブルシューティングに関する情報の論理カテゴリにグループ化されます。

レポートの実行および表示
ここでは、Reports View を使用してレポートを実行、表示、およびナビゲートする方法について
説明します。 レポートにデータを表示する時間の増分を指定できます。
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手順
ステップ 1

[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [ISE レポート（ISE Reports）] を選択します。

ステップ 2

使用可能なレポート カテゴリのレポートをクリックします。

ステップ 3

レポートを実行する 1 つ以上のフィルタを選択します。 各レポートに、異なるフィルタを使用で
きます。フィルタの一部は必須で一部は任意選択です。

ステップ 4

フィルタに適切な値を入力します。

ステップ 5

レポートを実行します。

レポートのナビゲーション
レポート出力から詳細情報を取得できます。 たとえば、5 ヵ月の期間に 1 つのレポートを生成し
た場合、グラフと表には月単位の目盛りでレポートの集約データが表示されます。
表内の特定の値をクリックすると、この特定のフィールドに関連する別のレポートを表示できま
す。たとえば、認証概要レポートには、ユーザまたはユーザグループの失敗したカウントが表示
されます。 失敗したカウントをクリックすると、その特定の失敗したカウントについての認証概
要レポートが開きます。

レポートのエクスポート
レポート データをカンマ区切り（.csv）ファイルとして Excel スプレッドシートにエクスポートで
きます。 データをエクスポートすると、レポートの場所を詳細に示した電子メールを受信しま
す。
次のレポートはエクスポートできません。
• 認証概要
• 健全性の概要
• RBACL ドロップ概要
• ゲスト スポンサー概要
• エンドポイント プロファイルの変更
• ネットワーク デバイスのセッション ステータス
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（注）

レポートをエクスポートした後で英語以外の文字を正しく表示するには、UTF-8 文字エンコー
ディングを有効にして Microsoft Excel にファイルをインポートする必要があります。 UTF-8 文
字エンコーディングを有効にしないで、エクスポートした .csv ファイルを Microsoft Excel で直
接開いた場合、レポートの英語以外の文字は文字化けした状態で表示されます。

（注）

レポート データは、プライマリ管理ノードを使用してのみ .csv 形式にエクスポートできます。

手順
ステップ 1

「レポートの実行と表示」の項の説明に従ってレポートを実行します。

ステップ 2

レポート サマリー ページの右上隅にある [エクスポート（Export）] をクリックします。

ステップ 3

エクスポートするデータ カラムを指定します。

ステップ 4

ドロップダウン リストからリポジトリを選択します。

ステップ 5

[エクスポート（Export）] をクリックします。

ISE レポートのスケジュールと保存
レポートをカスタマイズして、変更を新規レポートとして保存するか、またはデフォルトのレポー
ト設定を復元できます。
ISE レポートをカスタマイズおよびスケジュールして、特定の時間または時間間隔で実行および
再実行することもできます。 レポートが生成されたら、電子メール通知を送受信することもでき
ます。
次のレポートはスケジュールできません。
• 認証概要
• 健全性の概要
• RBACL ドロップ概要
• ゲスト スポンサー概要
• エンドポイント プロファイルの変更
• ネットワーク デバイスのセッション ステータス
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（注）

ISE レポートを保存またはスケジュール（カスタマイズ）するには、プライマリ PAP ノードを
使用する必要があります。

手順
ステップ 1

「レポートの実行と表示」の項の説明に従ってレポートを実行します。

ステップ 2

レポート サマリー ページの右上隅の [名前を付けて保存（Save As）] をクリックします。

ステップ 3

[レポート（Report）] または [スケジュールされたレポート（Scheduled Report）] を選択します。

ステップ 4

ダイアログボックスに必要な詳細を入力します。

ステップ 5

[新規として保存（Save as New）] をクリックします。

レポートを保存した後、保存済みレポートに戻ると、すべてのフィルタ オプションがデフォルト
でオンになります。 使用しないフィルタをオフにする必要があります。

お気に入りレポートの追加
事前設定済みシステム レポートおよびカスタマイズしたレポートは、お気に入りリストに追加で
きます。
ブラウザでお気に入りの Web サイトをブックマークに追加するのと同様に、頻繁に使用するレ
ポートをお気に入りのリストに追加して、見つけやすくすることができます。 お気に入りレポー
トのパラメータを表示および編集した後、再利用のために、カスタマイズしたレポートを保存で
きます。

（注）

各管理者アカウントには、1つまたは複数の管理ロールが割り当てられています。アカウント
に割り当てられているロールによっては、この項で説明するタスクを実行できない場合があり
ます。

手順
ステップ 1

「レポートの実行と表示」の項の説明に従ってレポートを実行します。

ステップ 2

レポートの概要ページの右上隅の [お気に入り（Favorite）] をクリックします。
お気に入りリストにそのレポートが表示されます。
（注）

プライマリ PAP ノードを使用することによってのみ、事前設定済みシステム レポート
をお気に入りリストに追加できます。
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Cisco ISE のアクティブな RADIUS セッション
Cisco ISE では、ライブ セッション用の動的な許可変更（CoA）機能が提供されます。この機能を
使用すると、アクティブな RADIUS セッションを動的に制御できます。 次のタスクを実行するた
めに再認証または接続解除要求をネットワーク アクセス デバイス（NAD）に送信できます。
• 認証に関連する問題のトラブルシューティング：[セッション再認証（Session reauthentication）]
オプションを使用して、再認証を試みることができます。 ただし、アクセスを制限するため
にこのオプションを使用しないでください。 アクセスを制限するには、シャットダウン オ
プションを使用します。
• 問題のあるホストのブロック：[ポート シャットダウンによるセッション終了（Session
termination with port shutdown）] オプションを使用して、ネットワークに大量のトラフィック
を送信する、ウイルスなどに感染したホストをブロックできます。 ただし、RADIUS プロト
コルでは、シャットダウンされたポートを再度有効にするための方法は現在サポートされて
いません。
• エンドポイントでの IP アドレス再取得の強制：サプリカントまたはクライアントを持たない
エンドポイントに対して [ポート バウンスでのセッション終了（Session termination with port
bounce）] オプションを使用し、VLAN 変更後に DHCP 要求を生成できます。
• エンドポイントへの更新された許可ポリシーのプッシュ：[セッション再認証（Session
reauthentication）] オプションを使用して、管理者の裁量に基づいた既存のセッションの許可
ポリシーの変更などの、更新されたポリシー設定を適用できます。 たとえば、ポスチャ確認
が有効である場合にエンドポイントが最初にアクセスを許可されると、通常、エンドポイン
トは隔離されます。 エンドポイントのアイデンティティおよびポスチャが確認された後、
Session reauthentication コマンドをエンドポイントに送信して、エンドポイントがそのポス
チャに基づいて実際の許可ポリシーを取得できるようにすることが可能です。
デバイスによって CoA コマンドが認識されるためには、適切にオプションを設定することが重要
です。
CoA が適切に動作するには、動的な許可変更を必要とする各デバイスの共有秘密情報を設定する
必要があります。 Cisco ISE では、デバイスからのアクセス要求、およびデバイスへの CoA コマ
ンドの発行において、共有秘密情報設定が使用されます。

（注）

このリリースの Cisco ISE では、表示可能な認証されたエンドポイント セッションの最大数が
100,000 に制限されています。

RADIUS セッションの許可の変更
ネットワークの一部のネットワークアクセスデバイスでは、リロード後にアカウンティング停止
パケットまたはアカウンティング オフ パケットが送信されないことがあります。 このため、[セッ
ション ディレクトリ（Session Directory）] の下のレポートでは、有効なセッションと期限切れの
セッションの 2 つのセッションが表示される場合があります。
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Cisco ISE のアクティブな RADIUS セッション

アクティブな RADIUS セッションの許可を動的に変更する場合や、アクティブな RADIUS セッ
ションの接続を解除する場合には、最新のセッションを選択する必要があります。

手順
ステップ 1

[操作（Operations）] > [認証（Authentications）] を選択します。

ステップ 2

[ライブ セッションの表示（Show Live Session）] にビューを切り替えてください。

ステップ 3

CoA を発行する RADIUS セッションの CoA リンクをクリックし、次のいずれかのオプションを
選択します。
（注）
インライン ポスチャ ノードについては、ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）が使
用されている場合、使用可能なオプションは、[セッション再認証（Session
reauthentication）] および [セッション終了（Session termination）] の 2 つのみとなりま
す。
• [SAnet セッション クエリー（SAnet Session Query）]：SAnet でサポートされるデバイスから
のセッションに関する情報をクエリーするために使用します。
• [セッション再認証（Session reauthentication）]：セッションを再認証します。 CoA をサポー
トする ASA デバイスに確立されるセッションにこのオプションを選択すると、セッション
ポリシー プッシュ CoA が呼び出されます。
• [最後の方式でのセッション再認証（Session reauthentication with last）]：そのセッションに対
して、最後に成功した認証方式を使用します。
• [再実行によるセッション再認証（Session reauthentication with rerun）]：設定されている認証
方式を最初から実行します。
（注）

[最後の方式でのセッション再認証（Session reauthentication with last）] オプション
および [再実行によるセッション再認証（Session reauthentication with rerun）] オプ
ションは、Cisco IOS ソフトウェアで現在サポートされていません。

• [セッション終了（Session termination）]：単にセッションを終了します。 スイッチは、異な
るセッションでクライアントを再認証します。
• [ポート バウンスでのセッション終了（Session termination with port bounce）]：セッションを
終了し、ポートを再起動します。
• [ポート シャットダウンによるセッション終了（Session termination with port shut down）]：
セッションを終了し、ポートをシャットダウンします。
ステップ 4

[実行（Run）] をクリックして、選択した再認証または終了オプションとともに CoA を発行しま
す。
CoA に失敗した場合は、次の理由が考えられます。
• デバイスで CoA がサポートされていない。
• アイデンティティまたは許可ポリシーに変更があった。
• 共有秘密が一致しない。
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使用可能なレポート

使用可能なレポート
次の表に、事前設定済みレポートをカテゴリ別に分類して示します。 また、レポートの機能およ
びロギング カテゴリについても説明します。
表 43：使用可能なレポート

レポート名

説明

ロギング カテゴリ

認証サービス ステータス
AAA の診断

AAA の診断レポートは、Cisco
ISEとユーザ間のすべてのネッ
トワーク セッションの詳細を
提供します。 ユーザがネット
ワークにアクセスできない場
合、トレンドを識別し、問題
が特定のユーザに隔離されて
いるか、またはより広範囲の
問題を示しているかを識別す
るために、このレポートを確
認できます。

[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、次のロギング カテゴリを選択
します。[ポリシー診断（Policy
Diagnostics）]、[ID ストア診断（Identity
Stores Diagnostics）]、[認証フロー診断
（Authentication Flow Diagnostics）]、およ
び [RADIUS 診断（RADIUS
Diagnostics）]。

RADIUS 認証

RADIUS 認証レポートを使用
すると、認証失敗および成功
の履歴を確認できます。 ユー
ザがネットワークにアクセス
できない場合、このレポート
の詳細を確認して考えられる
原因を識別できます。

[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、次のロギング カテゴリを選択
します。[成功した認証（Passed
Authentications）] および [失敗した試行
（Failed Attempts）]。

RADIUS エラー

RADIUS エラー レポートを使
用すると、ドロップされた
RADIUS 要求（未知のネット
ワーク アクセス デバイスから
の廃棄された認証/アカウン
ティング要求）、EAP 接続タ
イムアウトおよび未知のNAD
をチェックできます。

[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、[失敗した試行（Failed
Attempts）] を選択します。
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使用可能なレポート

レポート名

説明

ロギング カテゴリ

RADIUS アカウンティ RADIUS アカウンティング レ
ング
ポートは、ユーザがネット
ワーク上に存在した時間を識
別します。 ユーザがネット
ワークにアクセスできない場
合、Cisco ISE がネットワーク
接続問題の原因であるかどう
か、このレポートを使用して
識別できます。
認証概要

認証概要レポートは、RADIUS —
認証に基づいています。 それ
により、最も一般的な認証お
よび認証失敗の原因を特定す
ることができます。 たとえ
ば、ある Cisco ISE サーバが他
のサーバよりもはるかに多く
の認証を処理している場合、
負荷を適切に分散するために
ユーザを別の Cisco ISE サーバ
に再割り当てする場合があり
ます。
（注）

認証概要レポートま
たはダッシュボード
が失敗または成功し
た認証に対応する最
新のデータを収集し
て表示するため、レ
ポートの内容は数分
の遅延の後に表示さ
れます。
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[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、[RADIUS アカウンティング
（RADIUS Accounting）] を選択します。

使用可能なレポート

レポート名

説明

ロギング カテゴリ

OCSP モニタリング

OCSP モニタリング レポート
は、Online Certificate Status
Protocol（OCSP）サービスの
ステータスを指定します。
Cisco ISE が正常に証明書サー
バに連絡し、証明書ステータ
ス監査を提供できるかどうか
を識別します。 Cisco ISE に
よって実行されたすべての
OCSP証明書検証操作の概要が
提供されます。 適切な/失効し
たプライマリ/セカンダリ証明
書に関連する情報を OCSP
サーバから取得します。 Cisco
ISEは、応答をキャッシュし、
後続の OCSP モニタリング レ
ポートの生成に使用します。
キャッシュがクリアされる場
合は、OCSPサーバから情報を
取得します。

[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、[システム診断（System
Diagnostics）] を選択します。

AD コネクタ操作

ADコネクタ操作レポートは、
ISEサーバのパスワードのリフ
レッシュ、Kerberos チケット
の管理、DNS クエリー、DC
検出、LDAP、および RPC 接
続管理など、ADコネクタが実
行する操作のログを提供しま
す。

[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、[AD コネクタ（AD
Connector）] を選択します。

ADの障害がいくつか発生して
いる場合、このレポートで詳
細を確認して考えられる原因
を特定できます。
ID マッピング

ID マッピング レポートを使用
すると、ドメイン コントロー
ラへの WMI 接続の状態をモニ
タし、関連する統計情報（受
信した通知の数、1秒あたりの
ユーザ ログイン/ログアウト回
数など）を収集することがで
きます。

[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、[ID マッピング（Identity
Mapping）] を選択します。
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使用可能なレポート

レポート名

説明

ロギング カテゴリ

展開ステータス
管理者ログイン

管理者ログイン レポートは、 [管理（Administration）] > [システム
すべての管理者ログインの監 （System）] > [ロギング（Logging）] > [ロ
ギング カテゴリ（Logging Categories）]
査証跡を提供します。
を選択して、[管理および操作の監査
（Administrative and Operational audit）] を
選択します。

内部管理者の概要

内部管理者の概要レポートを —
使用すると、管理者ユーザの
エンタイトルメントを確認で
きます。 このレポートから、
管理者ログイン レポートおよ
び変更設定監査レポートにも
アクセスでき、それにより、
管理者ごとにこれらの詳細を
表示できます。

変更設定監査

変更設定監査レポートは、指
定した期間内の設定変更の詳
細を提供します。 機能をトラ
ブルシューティングする必要
がある場合、このレポート
は、最新の設定変更が問題の
原因となったかどうかを決定
するのに役立ちます。

[管理（Administration）] > [システム
（System）] > [ロギング（Logging）] > [ロ
ギング カテゴリ（Logging Categories）]
を選択して、[管理および操作の監査
（Administrative and Operational audit）] を
選択します。

セキュアな通信の監査 セキュアな通信の監査レポー —
トは、セキュアなチャネルか
ら発生するすべての通信に関
する監査詳細を提供します。
このレポートは、シスコのコ
モン クライテリア要件に従っ
ています。
操作監査

操作監査レポートは、次のよ
うな操作の変更に関する詳細
を提供します。バックアップ
の実行、Cisco ISE ノードの登
録、またはアプリケーション
の再起動。
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[管理（Administration）] > [システム
（System）] > [ロギング（Logging）] > [ロ
ギング カテゴリ（Logging Categories）]
を選択して、[管理および操作の監査
（Administrative and Operational audit）] を
選択します。

使用可能なレポート

レポート名

説明

ロギング カテゴリ

システム診断

システム診断レポートは Cisco
ISEノードのステータスの詳細
を提供します。 Cisco ISE ノー
ドが登録できない場合、この
レポートを確認して問題をト
ラブルシューティングするこ
とができます。

健全性の概要

—
健全性の概要レポートは、
ダッシュボードのような詳細
を提供します。 ただし、ダッ
シュボードは過去 24 時間の
データしか表示しませんが、
このレポートを使用するとよ
り多くの履歴データを確認で
きます。

[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、次のロギング カテゴリを選択
します。[内部操作診断（Internal Operations
Diagnostics）]、[分散管理（Distributed
Management）]、および [管理者の認証と
許可（Administrator Authentication and
このレポートでは、最初に複
Authorization）]。
数の診断ロギング カテゴリを
有効にする必要があります。
これらのログを収集すると、
Cisco ISE パフォーマンスに悪
影響を及ぼすことがありま
す。 したがって、これらのカ
テゴリはデフォルトで有効で
はなく、データを収集するの
に十分な時間だけ有効にする
必要があります。 そうでない
場合は、30 分後に自動的に無
効になります。

データの一貫したパターンを
調べるためにこのデータを評
価できます。 たとえば、大多
数の従業員が就業時間を開始
するときに、非常に高い CPU
使用率が予想されます。 これ
らのトレンドの不整合がわか
れば、潜在的な問題を識別で
きます。
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使用可能なレポート

レポート名

説明

ネットワーク デバイ
スのセッション ス
テータス

ネットワーク デバイスのセッ —
ション ステータス概要レポー
トを使用すると、直接スイッ
チにログインせずにスイッチ
設定を表示することができま
す。
Cisco ISE は SNMP クエリーを
使用してこれらの詳細にアク
セスするので、ネットワーク
デバイスは SNMP v1/v2c を使
用して設定されている必要が
あります。
ユーザにネットワークの問題
が発生している場合に、この
レポートは、問題が Cisco ISE
ではなくスイッチの設定に関
連しているかどうかを識別す
るのに役立ちます。
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ロギング カテゴリ

使用可能なレポート

レポート名

説明

ロギング カテゴリ

データ消去の監査

—
データ消去の監査レポート
は、ロギング データが消去さ
れている時間を記録します。
このレポートは、データ消去
の 2 つのソースを反映しま
す。
毎日午前 4 時に、Cisco ISE
は、[管理（Administration）] >
[メンテナンス（Maintenance）]
> [データ消去（Data Purging）]
ページで設定した基準に一致
するロギング ファイルがある
かどうかを確認します。 あっ
た場合は、ファイルが削除さ
れ、このレポートに記録され
ます。 さらに、Cisco ISE は、
常にログ ファイルに使用され
る記憶域を最大 80% に維持し
ます。 1 時間ごとに、Cisco
ISE はこの割合を確認し、80%
のしきい値に再び到達するま
で、最も古いデータが削除さ
れます。 この情報もこのレ
ポートに記録されます。
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使用可能なレポート

レポート名

説明

ロギング カテゴリ

pxGrid 管理者の監査

pxGrid 管理者の監査レポート —
は、ISE PAP ノードでのクラ
イアントの登録、クライアン
トの登録解除、クライアント
の承認、トピックの作成、ト
ピックの削除、パブリッシャ
とサブスクライバの追加、お
よびパブリッシャとサブスク
ライバの削除など、pxGrid の
管理処理の詳細を提供しま
す。
すべてのレコードに、ノード
で処理を実行した管理者の名
前が示されます。
管理者およびメッセージの基
準に基づいて、pxGrid 管理者
の監査レポートをフィルタで
きます。

設定が誤っているサプ 設定が誤っているサプリカン —
リカント
トのレポートは、特定のサプ
リカントが実行した失敗試行
のため、設定が誤っているサ
プリカントの一覧および統計
情報を提供します。 修正処置
を行い、設定が誤っているサ
プリカントを修正すると、レ
ポートはレポートに修正済み
確認を表示します。
（注）

レポートを実行する
には、RADIUS 抑制
を有効にする必要が
あります。
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使用可能なレポート

レポート名

説明

設定が誤っている
NAS

設定が誤っている NAS レポー —
トは、通常、アカウンティン
グ情報を頻繁に送信するとき
に、アカウンティング頻度が
不正確な NAD に関する一般情
報を提供します。 修正処置を
行い、設定が誤っているNAD
を修正すると、レポートはレ
ポートに修正済み確認を表示
します。
（注）

ロギング カテゴリ

レポートを実行する
には、RADIUS 抑制
を有効にする必要が
あります。

エンドポイントとユーザ
クライアント プロビ
ジョニング

クライアント プロビジョニン
グ レポートは、特定のエンド
ポイントに適用されるクライ
アント プロビジョニング エー
ジェントについて示します。
このレポートを使用すると、
各エンドポイントに適用され
るポリシーを確認してエンド
ポイントが正しくプロビジョ
ニングされたことを確認する
ことができます。

現在のアクティブな
セッション

現在アクティブなセッション —
レポートを使用すると、指定
の期間内のその時点でネット
ワーク上に存在していた者に
関する詳細を含むレポートを
エクスポートできます。

[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、[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）] および [ポス
チャおよびクライアント プロビジョニン
グの診断（Audit and Posture and Client
Provisioning Diagnostics）] を選択します。

ユーザがネットワークにアク
セスできない場合、セッショ
ンが認証または終了されてい
るかどうか、またはセッショ
ンに別の問題があるかどうか
を確認できます。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
703

使用可能なレポート

レポート名

説明

ロギング カテゴリ

エンドポイント保護
サービスの監査

エンドポイント保護サービス
の監査レポートは、RADIUS
アカウンティングに基づきま
す。 つまり、エンドポイント
ごとにすべてのネットワーク
セッションの履歴レポートを
表示します。

[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、[成功した認証（Passed
Authentications）] および [RADIUS アカウ
ンティング（RADIUS Accounting）] を選
択します。

外部モバイル デバイ
ス管理

外部モバイル デバイス管理レ
ポートは、Cisco ISE と外部モ
バイルデバイス管理（MDM）
サーバ間の統合に関する詳細
を提供します。

[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、[MDM] を選択します。

このレポートを使用すると、
MDMサーバに直接ログインせ
ずに、MDMサーバによってプ
ロビジョニングされたエンド
ポイントを確認することがで
きます。 また、登録および
MDM コンプライアンス ス
テータスなどの情報が表示さ
れます。
Posture Detail
Assessment

Posture Detail Assessment レポー
トは、特定のエンドポイント
のポスチャ コンプライアンス
に関する詳細を提供します。
エンドポイントが以前ネット
ワークにアクセスできていた
のに、突然ネットワークにア
クセスできなくなった場合、
ポスチャの違反が発生したか
どうかを決定するためにこの
レポートを使用できます。
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[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、[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）] および [ポス
チャおよびクライアント プロビジョニン
グの診断（Audit and Posture and Client
Provisioning Diagnostics）] を選択します。

使用可能なレポート

レポート名

説明

ロギング カテゴリ

プロファイリングされ プロファイリングされたエン [管理（Administration）] > [システム
（System）] > [ロギング（Logging）] > [ロ
たエンドポイントの概 ドポイントの概要レポート
要
は、ネットワークにアクセス ギング カテゴリ（Logging Categories）]
しているエンドポイントに関 を選択し、[プロファイラ（Profiler）] を
するプロファイリングの詳細 選択します。
を提供します。
（注）

エンドポイント プロ
ファイルの変更

Cisco IP Phone など、
セッション時間を登
録しないエンドポイ
ントの場合、[エンド
ポイント
（Endpoint）] セッ
ション時間フィール
ドに、[該当なし
（Not Applicable）]
と表示されます。

エンドポイント プロファイル —
の変更レポートは、次の 2 つ
の目的に使用されます。
• 特定のエンドポイントの
プロファイルの変更を比
較して、最新のプロファ
イルが適用されているこ
とを確認します。
• プロファイラ フィード
サービス（Cisco ISE Plus
ライセンスで使用可能）
によって開始されたプロ
ファイルの変更を表示し
ます。

エンドポイントによる エンドポイント（MAC アドレ 成功した認証、失敗した試行（Passed
上位承認
ス）別上位認証レポートは、 Authentications, Failed Attempts）
ネットワークにアクセスする
ために各エンドポイントの
MAC アドレスが Cisco ISE に
よって許可された回数を表示
します。
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使用可能なレポート

レポート名

説明

ロギング カテゴリ

ユーザ別上位認証

ユーザ別上位認証レポート
成功した認証、失敗した試行（Passed
は、ネットワークにアクセス Authentications, Failed Attempts）
するために各ユーザが Cisco
ISEによって許可された回数を
表示します。

User Change Password User Change Password Audit レ 管理および操作の監査（Administrative and
Audit
ポートは、従業員のパスワー Operational audit）
ド変更に関する検証を表示し
ます。
サプリカント プロビ
ジョニング

サプリカント プロビジョニン ポスチャおよびクライアント プロビジョ
グ レポートは、従業員のパー ニングの監査（Posture and Client
ソナル デバイスにプロビジョ Provisioning Audit）
ニングされたサプリカントに
関する詳細を提供します。

—
登録済みエンドポイン 登録済みエンドポイント レ
ト
ポートは、従業員によって登
録されているすべてのパーソ
ナル デバイスを表示します。
エンドポイントのアク エンドポイントのアクティビ [管理（Administration）] > [システム
ティビティ消去
ティ消去レポートを使用する （System）] > [ロギング（Logging）] > [ロ
ギング カテゴリ（Logging Categories）]
と、エンドポイントのアク
ティビティ消去の履歴を確認 を選択し、[プロファイラ（Profiler）] を
できます。 このレポートは、 選択します。
プロファイラ ロギング カテゴ
リが有効である必要がありま
す。 デフォルトでは有効に
なっています。
ゲスト アクセス レポート
AUP 受け入れステー
タス

AUP 受け入れステータス レ
ポートには、すべてのゲスト
ポータルからの AUP 承認の詳
細が示されます。
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[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、[ゲスト（Guest）] を選択しま
す。

使用可能なレポート

レポート名

説明

ロギング カテゴリ

スポンサーのログイン スポンサーのログインおよび [管理（Administration）] > [システム
および監査
監査レポートは、スポンサー （System）] > [ロギング（Logging）] > [ロ
ポータルでのゲスト ユーザの ギング カテゴリ（Logging Categories）]
ログイン、追加、削除、有効 を選択し、[ゲスト（Guest）] を選択しま
化、一時停止、および更新操 す。
作の詳細、ならびにスポン
サーのログイン アクティビ
ティの詳細を提供します。
ゲスト ユーザを一括で追加す
ると、[ゲスト ユーザ（Guest
Users）] カラムの下に表示さ
れます。このカラムは、デ
フォルトでは非表示です。 エ
クスポート時に、これらの一
括処理されたユーザもエクス
ポート ファイルに存在しま
す。
デバイスのログインお デバイスのログインおよび監 [管理（Administration）] > [システム
よび監査
査レポートは、デバイス ポー （System）] > [ロギング（Logging）] > [ロ
タルのデバイスでユーザが実 ギング カテゴリ（Logging Categories）]
を選択し、[デバイス（My Devices）] を
行するログイン アクティビ
ティと操作についての詳細を 選択します。
提供します。
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使用可能なレポート

レポート名

説明

ロギング カテゴリ

マスター ゲスト レ
ポート

マスター ゲスト レポートは、
さまざまなゲスト アクセス レ
ポートからデータを結合し、
異なるレポート ソースから
データをエクスポートできる
ようにします。 マスター ゲス
ト レポートは、ゲスト ユーザ
がアクセスしている Web サイ
トに関する詳細も提供しま
す。 このレポートは、セキュ
リティ監査の目的で使用し、
ゲスト ユーザがネットワーク
にアクセスした時間、および
そこで行った操作を示すこと
ができます。

[管理（Administration）] > [システム
（System）] > [ロギング（Logging）] > [ロ
ギング カテゴリ（Logging Categories）]
を選択して、[成功した認証（Passed
Authentications）] を選択します。

また、ゲスト トラフィックに
使用するネットワーク アクセ
ス デバイス（NAD）の HTTP
インスペクションを有効にす
る必要もあります。 この情報
は、NAD によって Cisco ISE
に返送されます。
ゲスト アカウンティ
ング

ゲスト アカウンティング レ —
ポートは、RADIUS アカウン
ティング レポートのサブセッ
トです。 アクティブなゲスト
またはゲスト ID グループに割
り当てられたすべてのユーザ
がこのレポートに表示されま
す。

TrustSec
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使用可能なレポート

レポート名

説明

ロギング カテゴリ

RBACL ドロップ概要 RBACL ドロップ概要レポート —
は、拡張 Cisco ISE ライセンス
のみで使用できる TrustSec 機
能に固有です。
また、このレポートでは、ド
ロップされたイベントの
NetFlow イベントを Cisco ISE
に送信するようにネットワー
ク デバイスを設定する必要が
あります。
ユーザが特定のポリシーまた
はアクセスに違反した場合、
パケットがドロップされ、こ
のレポートに示されます。
ユーザ別上位 N 個の
RBACL ドロップ

ユーザ別上位 N 個の RBACL —
ドロップ レポートは、拡張
Cisco ISE ライセンスのみで使
用できる TrustSec 機能に固有
です。
また、このレポートでは、ド
ロップされたイベントの
NetFlow イベントを Cisco ISE
に送信するようにネットワー
ク デバイスを設定する必要が
あります。
このレポートは、特定のユー
ザ別にポリシー違反（パケッ
ト ドロップに基づく）を表示
します。
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使用可能なレポート
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システム管理
展開設定
[展開ノード（Deployment Nodes）] ページを使用すると、Cisco ISE（管理、ポリシー サービス、
およびモニタリング）ノードとインラインポスチャノードを設定し、展開を設定することができ
ます。

展開のノード リスト ページ
次の表に、展開内の Cisco ISE とインライン ポスチャ ノードを設定するために使用できる [展開の
ノード リスト（Deployment Nodes List）] 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、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）] で
す。
フィールド

使用上のガイドライン

ホストネーム
（Hostname）

ノードのホスト名を表示します。
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フィールド

使用上のガイドライン

ノード タイプ
（Node Type）

ノード タイプを表示します。 次のいずれかにできます。
• Cisco ISE（管理、ポリシー サービス、およびモニタリング）ノード
• インライン ポスチャ ノード

ペルソナ
（Personas）

（ノード タイプが Cisco ISE の場合にのみ表示）Cisco ISE ノードが担当してき
たペルソナがリストされます。 [管理（Administration）]、[ポリシー サービス
（Policy Service）] などがあります。

ロール（Role） このノードで管理ペルソナまたはモニタリング ペルソナが有効になっている場
合、これらのペルソナが担当しているロール（プライマリ、セカンダリ、また
はスタンドアロン）が示されます。 ロールは、次のうちの 1 つまたは複数にで
きます。
• [PRI（A）]：プライマリ管理ノードを意味します
• [SEC（A）]：セカンダリ管理ノードを意味します
• [PRI（M）]：プライマリ モニタリング ノードを意味します
• [SEC（M）]：セカンダリ モニタリング ノードを意味します
サービス
（Services）

（ポリシー サービス ペルソナが有効な場合にのみ表示）この Cisco ISE ノード
で実行されているサービスがリストされます。 サービスは次のいずれか 1 つと
なります。
• セッション
• プロファイリング
• すべて

ノードステータ データ レプリケーション用の展開内の各 ISE ノードのステータスを示します。
ス（Node
• [緑（接続）]：すでに展開に登録されている ISE ノードがプライマリ管理
Status）
ノードと同期していることを示します。
• [赤（切断）]：ISE ノードに到達できないか、ISE ノードがダウンしてい
るか、またはデータレプリケーションが行われていないことを示します。
• [オレンジ（進行中）]：ISE ノードがプライマリ管理ノードに新規に登録
されているか、手動同期操作を実行したか、または ISE ノードがプライマ
リ管理ノードと同期していないことを示します。
詳細については、[ノード ステータス（Node Status）] カラムで各 ISE ノードの
クイック ビュー アイコンをクリックします。
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ノードの一般設定
次の表では、[ノードの一般設定（General Node Settings）] ページのフィールドについて説明しま
す。これらのフィールドを使用して、展開を設定し、各ノード上で実行するサービスを設定でき
ます。 このタブのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [展
開（Deployment）] > [ISE ノード（ISE Node）] > [編集（Edit）] > [一般設定（General Settings）] で
す。
表 44：ノードの一般設定

フィールド

使用上のガイドライン

ホストネーム
（Hostname）

Cisco ISE ノードのホスト名を表示します。

FQDN

Cisco ISE ノードの完全修飾ドメイン名を表示します。 たとえば、ise1.cisco.com
などです。

IP アドレス（IP Cisco ISE ノードの IP アドレスを表示します。
Address）
ノード タイプ
（Node Type）

ノード タイプを表示します。 Identity Services Engine（ISE）またはインライン
ポスチャ ノードのいずれかのタイプです。

ペルソナ（Personas）
管理
Cisco ISE ノードに管理ペルソナを担当させるには、このチェックボックスを
（Administration） オンにします。管理ペルソナは、管理サービスを提供するライセンスがある
ノードのみで有効にできます。[ロール（Role）]：管理ペルソナに展開内で割
り当てられるロールを表示します。 [スタンドアロン（Standalone）]、[プライ
マリ（Primary）]、[セカンダリ（Secondary）] のいずれかの値になります。[プ
ライマリにする（Make Primary）]：このノードをプライマリ Cisco ISE ノード
をするには、このボタンをクリックします。 展開では 1 つのプライマリ Cisco
ISE ノードのみを使用できます。 このページの他のオプションは、このノード
をプライマリにした後にのみアクティブになります。展開内では管理ノードは
2 個のみ存在できます。 ノードにスタンドアロン ロールが割り当てられている
場合、[プライマリにする（Make Primary）] ボタンがノードの横に表示されま
す。ノードにセカンダリ ロールが割り当てられている場合、[プライマリに昇
格（Promote to Primary）] ボタンがノードの横に表示されます。ノードにプラ
イマリ ロールがあり、そのノードを使用して登録されている他のノードがない
場合は、ノードの横に [スタンドアロンにする（Make Standalone）] ボタンが表
示されます。 このボタンをクリックすると、プライマリ ノードをスタンドア
ロン ノードにすることができます。
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システム管理

フィールド

使用上のガイドライン

モニタリング
（Monitoring）

Cisco ISE ノードにモニタリング ペルソナを担当させて、ログ コレクタとして
機能させるには、このチェックボックスをオンにします。分散展開では、モニ
タリング ノードが少なくとも 1 個存在する必要があります。 プライマリ管理
ノードの設定時に、モニタリング ペルソナを有効にする必要があります。 展
開内にセカンダリ モニタリング ノードを登録した後に、必要に応じてプライ
マリ管理ノードを編集して、モニタリングペルソナを無効にできます。VMware
プラットフォーム上の Cisco ISE ノードをログ コレクタとして設定するには、
必要なディスク領域の最小量を決定するために、次のガイドラインを使用して
ください。1 日あたりネットワーク内のエンドポイントごとに 180KB。1 日あ
たりネットワーク内の Cisco ISE ノードごとに 2.5 MB。必要な最大ディスク領
域は、モニタリング ノードでデータを保持する月数に応じて計算できます。展
開内にモニタリング ノードが 1 個のみ存在する場合、これはスタンドアロン
ロールを担当します。 展開に 2 つのモニタリング ノードがある場合は、Cisco
ISE に、プライマリ-セカンダリ ロールを設定する他のモニタリング ノードの
名前が表示されます。 これらのロールを設定するには、次のいずれかを選択し
ます。[プライマリ（Primary）]：現在のノードをプライマリ モニタリング ノー
ドにする場合。[セカンダリ（Secondary）]：現在のノードをセカンダリ モニタ
リング ノードにする場合。[なし（None）]：モニタリング ノードにプライマ
リ-セカンダリ ロールを担当させない場合。いずれかのモニタリング ノードを
プライマリまたはセカンダリとして設定した場合、他方のノードはそれに応じ
て自動的にセカンダリまたはプライマリ ノードになります。 プライマリおよ
びセカンダリ モニタリング ノードの両方で管理ログとポリシー サービス ログ
を受信します。1 つのモニタリング ノードのロールを「なし」に変更した場
合、他方のモニタリング ノードのロールも同様に「なし」になり、それによっ
て高可用性ペアがキャンセルされます。モニタリング ノードとしてノードを指
定すると、そのノードが [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）]
ページで syslog ターゲットとして表示されます。
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フィールド

使用上のガイドライン

ポリシーサービ このチェックボックスをオンにして、次のいずれか 1 つまたはすべてのサービ
ス（Policy
スを有効にします。[セッション サービスの有効化（Enable Session Services）]
Service）
チェックボックスをオンにして、ネットワーク アクセス サービス、ポスチャ
サービス、ゲスト サービス、およびクライアント プロビジョニング サービス
を有効にします。 このポリシー サービス ノードが属するグループを、[ノード
をノード グループに含める（Include Node in Node Group）] ドロップダウン リ
ストから選択します。 そのポリシー サービス ノードをグループに含めない場
合は、[<なし>（<none>）] を選択します。 ノード グループ内のすべてのノー
ドは、レイヤ 2 で隣接している必要があり（同じサブネット上にある必要があ
り）、ノード間にマルチキャスト接続がある必要があります。 [プロファイリ
ング サービスの有効化（Enable Profiling Service）] チェックボックスをオンに
して、プロファイラ サービスを有効にします。 プロファイリング サービスを
有効にする場合は、[プロファイリング設定（Profiling Configuration）] タブを
クリックし、必要に応じて詳細を入力する必要があります。 ポリシー サービ
ス ノードで実行されるサービスを有効または無効にしたり、このノードを変更
したりする場合は、そのサービスが実行されるアプリケーション サーバ プロ
セスを再起動します。 これらのサービスが再起動されるまで遅延が発生しま
す。 ノードでアプリケーション サーバがいつ再起動したかを確認するには、
CLI で show application status ise コマンドを使用します。
pxGrid

pxGrid サービスを有効にするには、このチェックボックスをオンにします。
Cisco pxGrid は、Cisco ISE セッション ディレクトリから Cisco Adaptive Security
Appliance（ASA）などの他のポリシー ネットワーク システムへコンテキスト
依存情報を共有するために使用されます。 pxGrid フレームワークは、ポリシー
データや設定データをノード間で交換するためにも使用できます（たとえば、
ISE とサード パーティ ベンダー間でのタグやポリシー オブジェクトの共有）。
また、脅威情報など、非 ISE 関連情報の交換用にも使用できます。

プロファイリング ノードの設定
次の表では、プロファイラ サービスのプローブの設定に使用できる [プロファイリング設定
（Profiling Configuration）] ページのフィールドについて説明します。 このページへのナビゲー
ション パスは、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）] > [ISE
ノード（ISE Node）] > [編集（Edit）] > [プロファイリング設定（Profiling Configuration）] です。
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表 45：プロファイリング ノードの設定

フィールド

使用上のガイドライン

NetFlow

ルータから送信された NetFlow パケットを受信および解析するために、ポリ
シー サービス ペルソナを担当した Cisco ISE ノードごとに NetFlow を有効にす
る場合は、このチェックボックスをオンにします。次のオプションを選択しま
す。
• [インターフェイス（Interface）]：ISE ノード上のインターフェイスを選択
します。
• [ポート（Port）]：NetFlow エクスポートがルータから受信した NetFlow
リスナー ポート番号を入力します。 デフォルト ポートは 9996 です。

DHCP

IP ヘルパーから DHCP パケットをリッスンするために、ポリシー サービス ペ
ルソナを担当した Cisco ISE ノードごとに DHCP を有効にする場合は、この
チェックボックスをオンにします。次のオプションを選択します。[ポート
（Port）]：DHCP サーバの UDP ポート番号を入力します。 デフォルト ポート
は 67 です。
• [インターフェイス（Interface）]：ISE ノード上のインターフェイスを選択
します。
• [ポート（Port）]：DHCP サーバの UDP ポート番号を入力します。 デフォ
ルト ポートは 67 です。

DHCP SPAN

DHCP パケットを収集するために、ポリシー サービス ペルソナを担当した
Cisco ISE ノードごとに DHCP SPAN を有効にする場合は、このチェックボック
スをオンにします。
• [インターフェイス（Interface）]：ISE ノード上のインターフェイスを選択
します。

HTTP

HTTP パケットを受信および解析するために、ポリシー サービス ペルソナを担
当した Cisco ISE ノードごとに HTTP を有効にする場合は、このチェックボッ
クスをオンにします。
• [インターフェイス（Interface）]：ISE ノード上のインターフェイスを選択
します。

RADIUS

IOS センサー対応デバイスから RADIUS セッション属性、さらに CDP 属性と
LLDP 属性を収集するために、ポリシー サービス ペルソナを担当した ISE ノー
ドごとに RADIUS を有効にする場合は、このチェックボックスをオンにしま
す。
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ネットワークス
キャン
（NMAP）
（Network Scan
(NMAP)）

エンドポイントのオープン ポートやオペレーティング システムをスキャンす
るために、ポリシー サービス ペルソナを担当した ISE ノードから、サブネッ
ト上で手動ネットワーク スキャンを実行する場合は、このチェックボックスを
オンにします。有効なサブネットを [手動スキャン サブネット（Manual Scan
Subnet）] フィールドに入力し、[スキャンの実行（Run Scan）] をクリックして
手動サブネット スキャンを開始します。 たとえば、10.0.10.10/24 を入力でき
ます。

DNS

FQDN の DNS ルックアップを実行するために、ポリシー サービス ペルソナを
担当した ISE ノードごとに DNS を有効にする場合は、このチェックボックス
をオンにします。秒単位でタイムアウト時間を入力します。
（注）

DNS プローブを分散展開内の特定の Cisco ISE ノードで動作させるに
は、DHCP、DHCP SPAN、HTTP、RADIUS、SNMP のいずれかのプ
ローブを有効にする必要があります。 DNS ルックアップの場合、上
記のいずれかのプローブを DNS プローブとともに起動する必要があ
ります。

SNMP クエリー 指定した間隔でネットワーク デバイスをポーリングするために、ポリシー サー
（SNMP
ビス ペルソナを担当した ISE ノードごとに SNMP クエリーを有効にする場合
Query）
は、このチェックボックスをオンにします。[再試行（Retries）]、[タイムアウ
ト（Timeout）]、[イベント タイムアウト（Event Timeout）]、任意の [説明
（Description）] の各フィールドに値を入力します。
（注）

SNMP クエリー プローブの設定に加えて、[管理（Administration）]
> [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [ネットワーク デ
バイス（Network Devices）] の場所にある他の SNMP 設定も行う必要
があります。 ネットワーク デバイスで SNMP 設定を行う場合は、
ネットワーク デバイスでシスコ デバイス プロトコル（CDP）および
Link Layer Discovery Protocol（LLDP）をグローバルに有効にしてい
ることを確認します。
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SNMP トラップ ネットワーク デバイスから linkUp、linkDown、MAC 通知トラップを受信する
（SNMP Trap） ために、ポリシー サービス ペルソナを担当した ISE ノードごとに SNMP トラッ
プ プローブを有効にする場合は、このチェックボックスをオンにします。次の
いずれかを選択します。
• [リンク トラップ クエリー（Link Trap Query）]：SNMP トラップを介して
受信する linkup 通知と linkdown 通知を受信して解釈するには、このチェッ
クボックスをオンにします。
• [MAC トラップ クエリー（MAC Trap Query）]：SNMP トラップを介して
受信する MAC 通知を受信して解釈するには、このチェックボックスをオ
ンにします。
• [インターフェイス（Interface）]：ISE ノードのインターフェイスを選択し
ます。
• [ポート（Port）]：使用するホストの UDP ポートを入力します。 デフォ
ルト ポートは 162 です。

インライン ポスチャ ノードの設定
次の表では、インライン ポスチャ ノードの [展開のノード リスト（Deployment Nodes List）] ペー
ジのフィールドについて説明します。これらフィールドを使用して、展開内のインライン ポス
チャ ノードを設定できます。 このページへのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] >
[システム（System）] > [展開（Deployment）] > [インライン ポスチャ ノード（Inline Posture Node）]
> [編集（Edit）] です。
表 46：インライン ポスチャ ノードの設定

フィールド

使用上のガイドライン

基本情報（Basic Information）
時間同期サーバ プライマリ、セカンダリ、およびターシャリ時間同期サーバの IP アドレスを
（Time Sync
入力します。
Server）
DNS サーバ
プライマリ、セカンダリ、およびターシャリ DNS サーバの IP アドレスを入力
（DNS Server） します。
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信頼インター
管理 VLAN ID を入力します（他のすべての情報は、これらのオプションに対
フェイス（保護 して自動的に入力されます）
されたネット
ワークへの）
（Trusted
Interface (to
protected
network)）
非信頼インター 非信頼インターフェイスの IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲー
フェイス（管理 トウェイ、管理 VLAN ID を入力します。
ネットワークへ
の）（Untrusted
Interface (to
management
network)）
展開モード（Deployment Modes）
ルーテッド モー インライン ポスチャにルータ（hop in the wire）機能を提供するには、このノー
ド（Routed
ドのこのオプションを選択します。
Mode）
ブリッジ モード インライン ポスチャの管理対象サブネットに VLAN マッピング機能を提供す
（Bridged
るには、このノードのこのオプションを選択します。[ブリッジモード（Bridged
Mode）
Mode）] チェックボックスをオンにした後で、非信頼ネットワークおよび信頼
ネットワークの VLAN ID 情報を入力します。VLAN マッピングに対して、次
を実行する必要があります。
• 管理トラフィックのためのマッピングを追加します。信頼ネットワーク
と非信頼ネットワークの該当する VLAN ID を入力してください。
• クライアント トラフィックのためのマッピングを追加します。信頼ネッ
トワークと非信頼ネットワークの該当する VLAN ID を入力してくださ
い。
フィルタ（Filters）
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MAC アドレス
（MAC
Address）

ポリシー適用を回避するデバイスの MAC アドレスを入力します。 セキュリ
ティ上の理由から、MAC フィルタ エントリでは常に IP アドレスを MAC アド
レスとともに指定することを推奨します。 直接接続された ASA VPN デバイス
の MAC アドレスを MAC フィルタで設定するときは、必ず IP アドレスも入力
してください。 任意の IP アドレスが追加されていない場合は、VPN クライア
ントがポリシー適用をバイパスできてしまいます。 このようにバイパスでき
るのは、VPN がクライアントにとってはレイヤ 3 のホップであり、デバイス
は自身の MAC アドレスを送信元アドレスとして使用して、インライン ポス
チャ ノードに向けてパケットをネットワークで送信するからです。

IP アドレス（IP ポリシー適用を回避するデバイスの IP アドレスを入力します。
Address）
説明
（Description）

MAC フィルタの説明を入力します。

サブネット アド ポリシー適用を回避するデバイスのサブネット アドレスを入力します。
レス（Subnet
Address）
サブネット マス ポリシー適用を回避するデバイスのサブネット マスクを入力します。
ク（Subnet
Mask）
説明
（Description）

サブネット フィルタの説明を入力します。

RADIUS 設定（RADIUS Config）
プライマリ サー 通常はポリシー サービス ノードであるプライマリ RADIUS サーバの IP アドレ
バ（Primary
ス、共有秘密、タイムアウト（秒）、および再試行回数を入力します。
Server）
タイムアウトと再試行の値は、WLC や ASA などのクライアントで定義するタ
イムアウトおよび再試行に基づいている必要があります。 次を推奨します。
（IPEP RADIUS 設定タイムアウト * 再試行回数）<（クライアント デバイスの
タイムアウト * 再試回数）。 たとえば、プライマリおよびセカンダリ サーバ
で、タイムアウトを 5 秒、再試行回数を 1 に設定し、クライアントで、タイム
アウトを 5 秒、再試行回数を 3 に設定できます。 したがって、IPEP サーバに
設定されているタイムアウト * 再試行回数（5*1=5）は、クライアント
（5*3=15）で設定されている値よりも小さくなります。
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セカンダリ サー セカンダリ RADIUS サーバの IP アドレス、共有秘密、タイムアウト（秒）、
バ（Secondary
および再試行回数を入力します。
Server）
タイムアウトと再試行の値は、WLC や ASA などのクライアントで定義するタ
イムアウトおよび再試行に基づいている必要があります。 次を推奨します。
（IPEP RADIUS 設定タイムアウト * 再試行回数）<（クライアント デバイスの
タイムアウト * 再試回数）。 たとえば、プライマリおよびセカンダリ サーバ
で、タイムアウトを 5 秒、再試行回数を 1 に設定し、クライアントで、タイム
アウトを 5 秒、再試行回数を 3 に設定できます。 したがって、IPEP サーバに
設定されているタイムアウト * 再試行回数（5*1=5）は、クライアント
（5*3=15）で設定されている値よりも小さくなります。
クライアント
（Client）

クライアント、WLC または VPN に代わってアクセスを要求するデバイスの IP
アドレス、共有秘密、タイムアウト（秒）、および再試行回数を入力します。
（注）
Cisco ISE Release 1.1.1 では、WLC ローミングはサポートされませ
ん。

KeyWrap の有効 このチェックボックスをオンにして、次の認証設定を指定してください。
化（Enable
• キー暗号キー（Key Encryption Key）
KeyWrap）
• メッセージ オーセンティケータ コード キー（Message Authenticator Code
Key）
• [キー入力形式（Key Input Format）]：[ASCII] または [16 進数
（Hexadecimal）]
展開においてワイヤレス LAN 技術を利用している場合は、RADIUS サーバか
らネットワーク アクセス ポイントへの送信のセキュリティを保護する必要が
あります。 キーラップの属性によって、保護が強化され、柔軟性が高まりま
す。
フェールオーバー（Failover）
インライン ポスチャのハイ アベイラビリティ ペアを展開している場合にのみ表示されます。
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HA ピア ノード ドロップダウン リストから、[HA ピア ノード（HA Peer Node）] を選択しま
（HA Peer
す。 選択可能なスタンドアロン インライン ポスチャ ノードのリストが表示さ
Node）
れます。セカンダリ ノードはプライマリ ノードと同期します。
• [複製ステータス（Replication Status）]：（表示されるのはセカンダリ ノー
ドの場合のみ）プライマリ ノードからセカンダリ ノードへの差分複製が
完了したかどうかを示します。 次のステータスの 1 つが表示されます。
◦ [失敗（Failed）]：差分データベース複製が失敗しました。
◦ [進行中（In-Progress）]：データベース複製を実行中です。
◦ [完了（Complete）]：差分データベース複製が完了しました。[適用
なし（Not Applicable）]：Cisco ISE ノードがスタンドアロン ノード
またはプライマリ ノードである場合に表示されます。
◦ [適用なし（Not Applicable）]：Cisco ISE ノードがスタンドアロン
ノードまたはプライマリ ノードである場合に表示されます。
• [同期ステータス（Sync Status）]：（表示されるのはセカンダリ Cisco ISE
ノードの場合のみ）プライマリ ノードからセカンダリ ノードへの複製が
完了したかどうかを示します。 複製が行われるのは、ノードをセカンダ
リとして登録したときや、複製を強制的に実行するために [同期を更新
（Syncup）] がクリックされたときです。 次のステータスの 1 つが表示さ
れます。
◦ [同期完了（Sync Completed）]：完全データベース複製が完了しまし
た。
◦ [同期進行中（Sync in Progress）]：データベース複製を実行中です。
◦ [同期していない（Out of Sync）]：セカンダリ ノードをプライマリ
Cisco ISE ノードに登録したときにデータベースはダウンしていまし
た。
◦ [適用なし（Not Applicable）]：Cisco ISE ノードがスタンドアロン
ノードである場合に表示されます。

サービス IP（信 プライマリ ノードのトラフィック インターフェイスの信頼サービス IP アドレ
頼）（Service IP ス（eth0）を入力します。
(Trusted)）
サービス IP（非 プライマリ ノードのトラフィック インターフェイスの非信頼サービス IP アド
信頼）（Service レス（eth1）を入力します。ブリッジ モードでは、サービス IP アドレスは、
IP (Untrusted)） 信頼ネットワークと非信頼ネットワークで同じです。
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リンク検出（信
頼）（Link
Detect
(Trusted)）

信頼側と非信頼側のリンク検出システムの IP アドレス（オプション、ベスト
プラクティスとして推奨）を入力します。 このアドレスは、通常はポリシー
サービス ノードの IP アドレスです。アクティブとスタンバイの両方のノード
が常に、ポリシー サービス ノードに到達可能であることが必要であるからで
す。

リンク検出（非 非信頼側リンク検出のシステムの IP アドレスを入力します。
信頼）
リンク検出タイ リンク検出タイムアウト値を入力します。 デフォルト値である 30 秒が推奨さ
ムアウト（Link れます。 ただし、最大値はありません。リンク検出は、インライン ポスチャ
Detect Timeout） ノードがポリシー サービス ノードとの通信を維持することを保障します。 ア
クティブ ノードが通知（ping）をポリシー サービス ノードから指定の間隔で
受信していない場合は、アクティブ ノードはスタンバイ ノードにフェールオー
バーします。
ハートビート タ
イムアウト
（Heart Beat
Timeout）

ハートビート タイムアウト値を入力します。 デフォルト値である 30 秒が推奨
されます。 ただし、最大値はありません。ハートビートは指定された間隔で
2 つのインライン ポスチャ ノード間で送信されるメッセージです。 ハートビー
トには、eth2 と eth3 のインターフェイスが使用されます。 ハートビートが停
止するか、割り当てられた時間内に応答がない場合は、フェールオーバーが発
生します。

ピア ノードの同
期を更新
（Syncup Peer
Node）

いずれかのセカンダリ ノードの同期ステータスが非同期である場合、[ピア
ノードの同期を更新（Syncup Peer Node）] をクリックして、完全データベース
複製を強制します。
（注）

同期更新オプションを使用して完全複製を強制的に実行する必要が
あるのは、[同期ステータス（Sync Status）] が [同期していない（Out
of Sync）] であるか、[複製ステータス（Replication Status）] が [失敗
（Failed）] である場合です。

証明書ストアの設定
[証明書ストア（Certificate Store）] ページでは、認証に使用できる証明書を Cisco ISE で設定する
ことができます。

エンドポイント証明書の概要ページ
次の表に、[証明書管理の概要（Certificate Management Overview）] ページのフィールドを示しま
す。 展開内の PSN ノードがエンドポイントに証明書を発行します。 このページでは、展開内の
各 PSN ノードが発行するエンドポイント証明書に関する情報を示します。 このページへのナビ
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[概要（Overview）] です。
フィールド

使用上のガイドライン

ノード名（Node
Name）

証明書を発行したポリシー サービス ノード（PSN）の名前。

発行されたエンドポ
イント証明書

PSN ノードが発行したエンドポイント証明書の数。

失効したエンドポイ
ント証明書

失効したエンドポイント証明書（PSN ノードが発行した証明書）の数。

エンドポイント証明
書の要求

PSN ノードが処理した証明書ベースの認証要求の数。

失敗したエンドポイ
ント証明書

PSN ノードが処理する失敗した認証要求の数。

自己署名証明書の設定
次の表では、[自己署名証明書の生成（Generate Self Signed Certificate）] ページのフィールドにつ
いて説明します。 このページでは、ノード間通信、EAP-TLS 認証、Cisco ISE Web ポータル、お
よび pxGrid コントローラとの通信用のシステム証明書を作成できます。 このページのナビゲー
ション パスは、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [シス
テム証明書（System Certificates）] > [自己署名証明書の生成（Generate Self Signed Certificate）] で
す。
フィールド

使用上のガイドライン

ノードの選択
（Select Node）

（必須）システム証明書を生成するノード。

一般名（Common
Name）（CN）

（SAN を指定しない場合に必須）デフォルトでは、一般名は自己署名証明
書を生成する ISE ノードの完全修飾ドメイン名です。

組織ユニット
（Organizational
Unit）（OU）

組織ユニット名。 Engineering など。

組織
（Organization）
（O）

組織名。 Cisco など。

都市（City）（L） （省略不可）都市名。 San Jose など。
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州（State）（ST）

（省略不可）州名。 California など。

国（Country）
（C）

国名。 2 文字の ISO 国番号を入力する必要があります。 US など。

サブジェクト代替
名（Subject
Alternative Name）
（SAN）

証明書に関連付けられた IP アドレスまたは DNS 名。

キーの長さ（Key
Length）

パブリック CA 署名付き証明書を取得する場合、2048 を選択します。

署名するダイジェ ハッシュ アルゴリズム SHA-1 または SHA-256 を選択します。
スト（Digest to Sign
With）
TTL 有効期限
証明書が失効するまでの日数を指定します。
（Expiration TTL）
フレンドリ名
（Friendly Name）

証明書のフレンドリ名を入力します。 名前を指定しない場合は、<common
name> # <issuer> # <nnnnn> の形式で自動的に名前が作成されます。ここで、
<nnnnn> は固有の 5 桁の数値です。

ワイルドカード証
明書の許可（Allow
Wildcard
Certificates）

自己署名したワイルドカード証明書（サブジェクトの任意の一般名または
サブジェクト代替名の DNS 名、またはその両方にアスタリスク（*）が含
まれている証明書）を生成する場合は、このチェックボックスをオンにし
ます。 たとえば、SAN に割り当てられている DNS 名が *.amer.cisco.com の
場合です。

使用方法（Usage） このシステム証明書を使用する必要があるサービスを選択します。
• [管理者（Admin）]：管理者ポータルとの通信および展開内の ISE ノー
ド間の通信の保護に使用されるサーバ証明書
• [EAP 認証（EAP Authentication）]：SSL/TLS トンネリングの EAP プロ
トコルを使用する認証に使用されるサーバ証明書
• [pxGrid]：pxGrid クライアントとサーバの間の通信を保護するクライア
ントおよびサーバ証明書
• [ポータル（Portal）]：すべての Cisco ISE Web ポータルとの通信を保
護するために使用されるサーバ証明書
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証明書署名要求の設定
次の表に、認証局（CA）が署名可能な証明書署名要求（CSR）の生成に使用できる [証明書署名
要求（Certificate Signing Request）] 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、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [証明書管
理（Certificate Management）] > [証明書署名要求（Certificate Signing Request）] です。
Cisco ISE のこのリリースでは、1 つの要求の管理者ポータルから、展開内のすべてのノードの
CSR を生成することができます。 また、展開内の単一ノードまたは複数ノードのどちらの CSR
を生成するのか選択することもできます。 単一ノードの CSR を生成する場合、ISE は証明書サブ
ジェクトの [CN=] フィールドの特定ノードの FQDN を自動的に置き換えます。 証明書の [サブジェ
クト代替名（Subject Alternative Name (SAN)）] フィールドにエントリを含めることを選択した場
合、他の SAN 属性に加えて ISE ノードの FQDN を入力する必要があります。 展開内のすべての
ノードの CSR を生成することを選択した場合は、[ワイルドカード証明書の許可（Allow Wildcard
Certificates）] チェックボックスをオンにして、[SAN] フィールド（DNS 名）にワイルドカード表
記で FQDN を入力します（*.amer.example.com など）。 EAP 認証に証明書を使用する場合は、
[CN=] フィールドにワイルドカード値を入力しないでください。
ワイルドカード証明書を使用することにより、各 Cisco ISE ノードに固有の証明書を生成する必要
がなくなります。 また、証明書の警告を防ぐために、SAN フィールドに複数の FQDN 値を入力
する必要もありません。 SAN フィールドでアスタリスク（*）を使用すると、展開内の複数のノー
ドで単一の証明書を共有できるようになり、証明書名の不一致による警告を防止することができ
ます。 ただし、ワイルドカード証明書は、各 Cisco ISE ノードに固有のサーバ証明書を割り当て
る場合よりも安全性が低いと見なされます。
複数の使用（管理者、EAP-TLS 認証、pxGrid、およびポータル）に対して単一の証明書を作成す
ることを選択できます。 複数使用の証明書は、クライアントとサーバ両方のキーの用途を使用し
ます。 署名認証局（CA）の証明書テンプレートは、コンピュータまたはマシン証明書テンプレー
トと呼ばれます。 このテンプレートには、次のプロパティがあります。
• キーの用途：デジタル署名（署名）
• キーの拡張用途：TLS Web サーバ認証（1.3.6.1.5.5.7.3.1）および TLS Web クライアント認証
（1.3.6.1.5.5.7.3.2）
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証明書の用途
（Certificate(s) will be used
for）
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証明書を使用するサービスを選択します。
• 管理者：サーバ認証に使用されます（管理者ポータルとの通信お
よび展開内の ISE ノード間の通信を保護するため）。 署名 CA
の証明書テンプレートは、Web サーバ証明書テンプレートと呼
ばれます。このテンプレートには、次のプロパティがあります。
◦ キーの用途：デジタル署名（署名）
◦ キーの拡張用途：TLS Web サーバ認証（1.3.6.1.5.5.7.3.1）
• EAP 認証：サーバ認証に使用されます。 署名 CA の証明書テン
プレートは、コンピュータまたはマシン証明書テンプレートと呼
ばれます。このテンプレートには、次のプロパティがあります。
◦ キーの用途：デジタル署名（署名）
◦ キーの拡張用途：TLS Web サーバ認証（1.3.6.1.5.5.7.3.1）
• ポータル：サーバ認証に使用されます（すべての ISE Web ポー
タルとの通信を保護するため）。 署名 CA の証明書テンプレー
トは、コンピュータまたはマシン証明書テンプレートと呼ばれま
す。 このテンプレートには、次のプロパティがあります。
◦ キーの用途：デジタル署名（署名）
◦ キーの拡張用途：TLS Web サーバ認証（1.3.6.1.5.5.7.3.1）
• pxGrid：クライアント認証とサーバ認証の両方に使用されます
（pxGrid クライアントとサーバ間の通信を保護するため）。 署
名 CA の証明書テンプレートは、コンピュータまたはマシン証明
書テンプレートと呼ばれます。 このテンプレートには、次のプ
ロパティがあります。
◦ キーの用途：デジタル署名（署名）
◦ キーの拡張用途：TLS Web サーバ認証（1.3.6.1.5.5.7.3.1）お
よび TLS Web クライアント認証（1.3.6.1.5.5.7.3.2）
• ISE ルート CA（内部 CA サービスにのみ適用可能）：PAN のルー
ト CA および PSN の下位 CA で構成される内部 CA 証明書チェー
ン全体を再生成するために使用されます。
• ISE 中間 CA（内部 CA サービス、および ISE が外部 PKI の中間
CA として機能する場合にのみ適用可能）：PAN の中間 CA 証明
書および PSN の下位 CA 証明書の生成に使用されます。 署名 CA
の証明書テンプレートは、下位認証局と呼ばれます。 このテン
プレートには、次のプロパティがあります。
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◦ 基本制約：重要、認証局
◦ キーの用途：証明書の署名、デジタル署名
◦ キーの拡張用途：OCSP 署名（1.3.6.1.5.5.7.3.9）
• ISE OCSP 応答側証明書の更新（内部 CA サービスにのみ適用可
能）：展開全体の ISE OCSP 応答側証明書の更新に使用されます
（証明書署名要求ではありません）。 セキュリティ上の理由か
ら、ISE OCSP 応答側証明書を 6 ヵ月ごとに更新することを推奨
します。

ワイルドカード証明書の 証明書の [SAN] フィールドの CN/DNS 名にワイルドカード文字（*）
許可（Allow Wildcard
を使用するには、このチェックボックスをオンにします。 このチェッ
Certificates）
クボックスをオンにすると、展開内のすべてのノードが自動的に選択
されます。 左端のラベルの位置にアスタリスク（*）ワイルドカード
文字を使用する必要があります。 ワイルドカード証明書を使用する場
合は、セキュリティを強化するためにドメイン領域を分割することを
推奨します。 たとえば、*.example.com の代わりに *.amer.example.com
を使用して領域を分割することができます。 ドメインを分割しない
と、セキュリティ問題が発生する可能性があります。
これらのノードの CSR の 証明書を生成するノードの隣のチェックボックスをオンにします。 展
生成（Generate CSRs for 開内の選択されたノードの CSR を生成するには、[ワイルドカード証
these Nodes）
明書の許可（Allow Wildcard Certificates）] オプションをオフにしま
す。
一般名（Common Name） デフォルトでは、一般名は CSR を生成する ISE ノードの完全修飾ド
（CN）
メイン名（FQDN）です。 $FQDN$ は ISE ノードの FQDN を意味しま
す。 展開内の複数ノードの CSR を生成すると、CSR の [一般名
（Common Name）] フィールドは各 ISE ノードの FQDN に置き換えら
れます。
組織ユニット
（Organizational Unit）
（OU）

組織ユニット名。 Engineering など。

組織（Organization）
（O）

組織名。 Cisco など。

都市（City）（L）

（省略不可）都市名。 San Jose など。

州（State）（ST）

（省略不可）州名。 California など。
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国（Country）（C）

国名。 2 文字の ISO 国番号を入力する必要があります。 US など。

サブジェクト代替名
（Subject Alternative
Name）（SAN）

証明書に関連付けられた IP アドレスまたは DNS 名。 DNS 名を選択
した場合は、ISE ノードの完全修飾ドメイン名を入力します。 [ワイ
ルドカード証明書の許可（Allow Wildcard Certificates）] オプションを
オンにした場合は、ワイルドカード表記（ドメイン名の前にアスタリ
スクとピリオドを入力）を指定します。 *.amer.example.com など。

キーの長さ（Key
Length）

パブリック CA の署名付き証明書を取得する場合は 2048 以上を選択
します。

署名するダイジェスト
（Digest to Sign With）

ハッシュ アルゴリズム SHA-1 または SHA-256 を選択します。

システム証明書のインポート設定
次の表では、サーバ証明書をインポートするために使用できる [システム証明書のインポート
（Import System Certificate）] ページのフィールドについて説明します。 このページへのナビゲー
ション パスは、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [シス
テム証明書（System Certificates）] > [インポート（Import）] です。
フィールド

説明

ノードの選択
（Select Node）

（必須）システム証明書をインポートする Cisco ISE ノードを選択します。

証明書ファイル （必須）[参照（Browse）] をクリックして、ローカル システムから証明書
（Certificate file） ファイルを選択します。
秘密キー ファイ
ル（Private key
file）

（必須）[参照（Browse）] をクリックして、秘密キー ファイルを選択しま
す。

パスワード
（Password）

（必須）秘密キー ファイルを復号化するためのパスワードを入力します。

フレンドリ名
証明書のフレンドリ名を入力します。 名前を指定しない場合は、<common
（Friendly Name） name> # <issuer> # <nnnnn> の形式で自動的に名前が作成されます。ここで、
<nnnnn> は固有の 5 桁の数値です。
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ワイルドカード証
明書の許可
（Allow Wildcard
Certificates）

ワイルドカード証明書（サブジェクトの任意の一般名またはサブジェクト代
替名のDNS名、またはその両方にアスタリスク（*）が含まれている証明書）
をインポートする場合は、このチェックボックスをオンにします。 たとえ
ば、SAN に割り当てられている DNS 名が *.amer.cisco.com の場合です。 この
チェックボックスをオンにすると、Cisco ISE は展開内の他のすべてのノード
にこの証明書をインポートします。

証明書の検証を有
効にする（Enable
Validation of
Certificate）

Cisco ISE に証明書の拡張の検証を許可する場合は、この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し、かつインポートする証明
書に CA フラグが true に設定された基本制約拡張が含まれている場合は、キー
使用拡張が存在すること、および keyEncipherment ビットと keyAgreement ビッ
トのいずれかまたは両方が設定されていることを確認します。

使用方法
（Usage）

このシステム証明書を使用する必要があるサービスを選択します。
• [管理者（Admin）]：管理者ポータルとの通信および展開内の ISE ノー
ド間の通信の保護に使用されるサーバ証明書
• [EAP 認証（EAP Authentication）]：SSL/TLS トンネリングの EAP プロト
コルを使用する認証に使用されるサーバ証明書
• [pxGrid]：pxGrid クライアントとサーバの間の通信を保護するクライア
ントおよびサーバ証明書
• [ポータル（Portal）]：すべての Cisco ISE Web ポータルとの通信を保護
するために使用されるサーバ証明書

[信頼できる証明書ストア（Trusted Certificate Store）] ページ
次の表では、管理ノードに追加された証明書を表示するために使用できる [信頼できる証明書スト
ア（Trusted Certificates Store）] ページのフィールドについて説明します。 このページへのナビゲー
ション パスは、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [信頼
できる証明書（Trusted Certificates）] です。
表 47：信頼できる証明書ページ

フィールド

使用上のガイドライン

フレンドリ名
（Friendly
Name）

証明書の名前を表示します。

ステータス
（Status）

有効または無効にします。 [無効（Disabled）] の場合、ISE は信頼を確立する
ために証明書を使用しません。
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信頼対象
（Trusted for）

証明書を使用するサービスを表示します。

発行先（Issued
To）

証明書のサブジェクトの一般名（CN）。

発行元（Issued
By）

証明書の発行元の一般名（CN）。

有効期限の開始 「Not Before」証明書属性。
（Valid From）
期限日
（Expiration
Date）

「Not After」証明書属性。

有効期限ステー 証明書の有効期限のステータスに関する情報です。 このコラムに表示される情
タス（Expiration 報メッセージには 5 つのアイコンとカテゴリがあります。
Status）
• 緑：期限切れまで 90 日を超える
• 青色：90 日以内に期限切れ
• 黄：60 日以内に期限切れ
• オレンジ：30 日以内に期限切れ
• 赤：期限切れ

信頼できる証明書の編集設定
次の表では、認証局（CA）証明書属性を編集するために使用できる [証明書ストアの証明書編集
（Certificate Store Edit Certificate）] ページのフィールドについて説明します。 このページへのナ
ビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）]
> [証明書ストア（Certificate Store）] > [証明書（Certificate）] > [編集（Edit）] です。
表 48：証明書ストア編集設定

フィールド

使用上のガイドライン

証明書発行元（Certificate Issuer）
フレンドリ名（Friendly
Name）

証明書のフレンドリ名を入力します。
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ステータス（Status）

[有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] を選択します。 [無効
（Disabled）] の場合、ISE は信頼を確立するために証明書を使用し
ません。

説明（Description）

任意で説明を入力します。

使用方法（Usage）
ISE 内の認証用に信頼する この証明書で（他の ISE ノードまたは LDAP サーバから）サーバ証
（Trust for authentication
明書を検証する場合は、このチェックボックスをオンにします。
within ISE）
クライアント認証および （[ISE 内の認証用に信頼する（Trust for authentication within ISE）]
syslog 用に信頼する（Trust チェックボックスをオンにした場合に限り適用可能）この証明書を
for client authentication and 使用して次を行う場合は、このチェックボックスをオンにします。
Syslog）
• EAP プロトコルを使用した ISE に接続するエンドポイントの認
証
• syslog サーバの信頼
シスコ サービスの認証用
に信頼する（Trust for
authentication of Cisco
Services）

フィード サービスなどの外部シスコ サービスを信頼するためにこの
証明書を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

証明書ステータスの検証
（Certificate Status
Validation）

ISE は、特定の CA が発行するクライアントまたはサーバ証明書の失
効ステータスをチェックする2とおりの方法をサポートしています。
1 つは、Online Certificate Status Protocol（OCSP）を使用して証明書
を検証することです（OCSP は、CA によって保持される OCSP サー
ビスに要求を行います）。 もう 1 つは、ISE に CA からダウンロー
ドした証明書失効リスト（CRL）に対して証明書を検証することで
す。 両方の方法は、OCSP を最初に使用し、ステータスを判断でき
ないときに限り CRL を使用する場合に使用できます。

OCSP サービスに対して検 OCSP サービスに対して証明書を検証するには、このチェックボッ
証する（Validate Against
クスをオンにします。 このボックスをオンにするには、まず OCSP
OCSP Service）
サービスを作成する必要があります。
OCSP が不明なステータス
を返した場合は要求を拒否
する（Reject the request if
OCSP returns UNKNOWN
status）

認証ステータスが OCSP によって判別されなかった場合に要求を拒
否するには、このチェックボックスをオンにします。 このチェック
ボックスをオンにした場合、OCSP サービスによって不明のステー
タス値が返されると、ISE は現在評価されているクライアントまた
はサーバ証明書を拒否します。
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CRL のダウンロード
（Download CRL）

Cisco ISE で CRL をダウンロードするには、このチェックボックス
をオンにします。

CRL 配信 URL（CRL
Distribution URL）

CA から CRL をダウンロードするための URL を入力します。 認証
局証明書で指定されている場合、このフィールドは自動的に読み込
まれます。 URL は「http」、「https」、または「ldap」で始まる必
要があります。

CRL の取得（Retrieve
CRL）

CRL は、自動的または定期的にダウンロードできます。 ダウンロー
ドの時間間隔を設定します。

ダウンロードが失敗した場 Cisco ISE が CRL を再度ダウンロードするまでに待機する時間間隔
合は待機する（If download を設定します。
failed, wait）
CRL を受信しない場合
CRL 検証をバイパスする
（Bypass CRL Verification
if CRL is not Received）

このチェックボックスをオンにした場合、クライアント要求は CRL
が受信される前に受け入れられます。 このチェックボックスをオフ
にした場合、選択した CA によって署名された証明書を使用するす
べてのクライアント要求は、Cisco ISE によって CRL ファイルが受
信されるまで拒否されます。

CRL がまだ有効でない
か、または期限切れの場合
は無視する（Ignore that
CRL is not yet valid or
expired）

Cisco ISE で開始日と期限日を無視し、まだアクティブでないかまた
は期限切れの CRL を引き続き使用し、CRL の内容に基づいて
EAP-TLS 認証を許可または拒否する場合は、このチェックボックス
をオンにします。
Cisco ISE で [有効日（Effective Date）] フィールドの開始日と [次の
更新（Next Update）] フィールドの期限日を CRL ファイルでチェッ
クする場合は、このチェックボックスをオフにします。 CRL がまだ
アクティブではないか、または期限切れの場合、その CA によって
署名された証明書を使用するすべての認証は拒否されます。

信頼できる証明書のインポート設定
次の表では、認証局（CA）証明書を Cisco ISE に追加するために使用できる [信頼できる証明書の
インポート（Trusted Certificate Import）] ページのフィールドについて説明します。 このページへ
のナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）]
> [信頼できる証明書（Trusted Certificates）] > [インポート（Import）] です。
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表 49：信頼できる証明書のインポート設定

フィールド

説明

参照（Browse）

[参照（Browse）] をクリックして、ブラウザを実行しているコ
ンピュータから証明書ファイルを選択します。

フレンドリ名（Friendly Name） 証明書のフレンドリ名を入力します。 名前を指定しない場合
は、<common name>#<issuer>#<nnnnn> の形式で自動的に名前
が作成されます。ここで、<nnnnn> は固有の 5 桁の数値です。
ISE 内の認証用に信頼する
（Trust for authentication within
ISE）

この証明書を（他の ISE ノードまたは LDAP サーバから）サー
バ証明書の検証に使用する場合は、このチェックボックスをオ
ンにします。

クライアント認証および syslog
用に信頼する（Trust for client
authentication and Syslog）

（[ISE 内の認証用に信頼する（Trust for authentication within
ISE）] チェックボックスをオンにした場合に限り適用可能）こ
の証明書を使用して次を行う場合は、このチェックボックスを
オンにします。
• EAP プロトコルを使用した ISE に接続するエンドポイン
トの認証
• syslog サーバの信頼

シスコ サービスの認証用に信頼 フィード サービスなどの外部シスコ サービスを信頼するため
する（Trust for authentication of にこの証明書を使用する場合は、このチェックボックスをオン
Cisco Services）
にします。
証明書拡張の検証を有効にする （[クライアント認証用に信頼する（Trust for client
（Enable Validation of Certificate authentication）] オプションと [証明書拡張の検証を有効にする
Extensions）
（Enable Validation of Certificate Extensions）] オプションの両方
をオンにした場合のみ）「keyUsage」拡張が存在し、
「keyCertSign」ビットが設定されていることと、CA フラグが
true に設定された基本制約拡張が存在することを確認します。
説明（Description）

任意で説明を入力します。

OCSP クライアント プロファイル設定
次の表では、OCSP クライアント プロファイル設定を行うために使用できる [OCSP クライアント
プロファイル（OCSP Client Profile）] ページのフィールドについて説明します。 このページへの
ナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [証明書（Certificates）] > [証明書管理（Certificate
Management）] > [OCSP プロファイル（OCSP Profile）] です。
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名前（Name）

OCSP クライアント プロファイル名。

説明（Description）

任意で説明を入力します。

セカンダリ サーバの有効化
（Enable Secondary Server）

ハイ アベイラビリティのセカンダリ OCSP サーバを有効にする
には、このチェックボックスをオンにします。

常にプライマリ サーバに最初 このオプションは、セカンダリ サーバへの移動を試行する前に
にアクセスする（Always
プライマリ サーバをチェックする場合に使用します。 プライマ
Access Primary Server First）
リが以前にチェックされ、応答しないことがわかっている場合
にも、Cisco ISE はセカンダリ サーバに移動する前にプライマリ
サーバへの要求の送信を試行します。
n 分経過後にプライマリ サー
バにフォールバック（Fallback
to Primary Server After Interval n
Minutes）

このオプションは、Cisco ISE がセカンダリ サーバに移動してか
ら、再度プライマリ サーバにフォールバックする場合に使用し
ます。 この場合、その他の要求はすべてスキップされ、テキス
ト ボックスで設定した時間セカンダリ サーバが使用されます。
許可される時間の範囲は 1 ～ 999 分です。

URL

プライマリおよびセカンダリ OCSP サーバの URL を入力しま
す。

ナンス拡張サポートの有効化
（Enable Nonce Extension
Support）

ナンスが OCSP 要求の一部として送信されるように設定できま
す。 ナンスには、OCSP 要求の疑似乱数が含まれます。 応答で
受信される数値は要求に含まれる数値と同じであることが検証
されています。 このオプションにより、リプレイ アタックで古
い通信を再利用できないことが保証されます。

応答の署名の検証（Validate
Response Signature）

OCSP レスポンダは、次のいずれかの証明書を使用して応答に署
名します。
• CA 証明書
• CA 証明書とは別の証明書
Cisco ISE が応答の署名を検証するためには、OCSP 応答側
が応答を証明書とともに送信する必要があります。そうで
ない場合、応答の検証は失敗し、証明書のステータスは利
用できません。 RFC に従い、OCSP は異なる証明書を使用
して応答に署名できます。 このことは、OCSP が Cisco ISE
による検証用に応答に署名した証明書を送信する限り当て
はまります。 OCSP が Cisco ISE で設定されているものとは
異なる証明書を使用して応答に署名した場合、応答の検証
は失敗します。
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キャッシュ エントリの存続可 キャッシュ エントリが期限切れになる時間を分単位で入力しま
能時間 n 分(Cache Entry Time
す。
To Live n Minutes)
OCSP サーバからの各応答には nextUpdate 値が含まれています。
この値は、証明書のステータスがサーバで次にいつ更新される
かを示します。 OCSP 応答がキャッシュされるとき、2 つの値
（1 つは設定から、もう 1 つは応答から）が比較され、この 2 つ
の最小値の期間だけ応答がキャッシュされます。 nextUpdate 値
が 0 の場合、応答はまったくキャッシュされません。
Cisco ISE は設定された時間 OCSP 応答をキャッシュします。
キャッシュは複製されず、永続的でもないため、Cisco ISE が再
起動するとキャッシュはクリアされます。
次の理由により、OCSP キャッシュは OCSP 応答を保持するため
に使用されます。
• 既知の証明書に関する OCSP サーバからのネットワーク ト
ラフィックと負荷を低減するため
• 既知の証明書のステータスをキャッシュすることによって
Cisco ISE のパフォーマンスを向上させるため
キャッシュのクリア（Clear
Cache）

OCSP サービスに接続されているすべての認証局のエントリをク
リアするには、[キャッシュのクリア（Clear Cache）] をクリッ
クします。
展開内で、[キャッシュのクリア（Clear Cache）] はすべてのノー
ドと相互作用して、処理を実行します。 このメカニズムでは、
展開内のすべてのノードが更新されます。

内部 CA の設定
次の表では、内部 CA の設定ページのフィールドについて説明します。 内部 CA の設定を表示し、
このページから内部 CA サービスを無効にできます。 このページへのナビゲーション パスは、[管
理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [内部 CA の設定（Internal
CA Settings）] です。
フィールド

使用上のガイドライン

認証局の無効化
（Disable
Certificate
Authority）

内部 CA サービスを無効にするには、このボタンをクリックします。
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ホスト名（Host
Name）

CA サービスを実行している Cisco ISE ノードのホスト名。

ペルソナ
（Personas）

CA サービスを実行しているノードで有効な Cisco ISE ノードのペルソナ。
たとえば、管理、ポリシー サービスなどです。

ロール（Role(s)） CA サービスを実行する Cisco ISE ノードが担当するロール。 たとえば、ス
タンドアロンまたはプライマリまたはセカンダリです。
CA および OCSP 有効または無効
応答側のステータ
ス（CA & OCSP
Responder Status）
OCSP 応答側 URL OCSP サーバにアクセスするための Cisco ISE ノードの URL。
（OCSP Responder
URL）

証明書テンプレートの設定
次の表に、クライアント プロビジョニング ポリシーで使用される SCEP RA プロファイルの定義
に使用できる [CA 証明書テンプレート（CA Certificate Template）] 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、[管理（Administration）] > [システム（System）] >
[証明書（Certificates）] > [証明書テンプレート（Certificate Templates）] > [追加（Add）] です。

（注）

証明書テンプレート フィールド（[組織ユニット（Organizational Unit）]、[組織（Organization）]、
[都市（City）]、[州（State）]、および [国（Country）]）の UTF-8 文字はサポートしていませ
ん。 UTF-8 文字を証明書テンプレートで使用すると、証明書プロビジョニングが失敗します。
フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

（必須）証明書テンプレートの名前を入力します。 たとえば、
Internal_CA_Template とします。

説明
（Description）

（任意）説明を入力します。

一般名（Common （表示のみ）一般名にはユーザ名が自動入力されます。
Name）（CN）
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組織ユニット
（Organizational
Unit）（OU）

組織ユニット名。 Engineering など。

組織
（Organization）
（O）

組織名。 Cisco など。

都市（City）
（L）

（省略不可）都市名。 San Jose など。

州（State）
（ST）

（省略不可）州名。 California など。

国（Country）
（C）

国名。 2 文字の ISO 国番号を入力する必要があります。 US など。

サブジェクト代替 （表示のみ）エンドポイントの MAC アドレス。
名（Subject
Alternative Name）
（SAN）
キー サイズ（Key 1024 以上のキー サイズを指定します。
Size）
SCEP RA プロ
ファイル（SCEP
RA Profile）

ISE 内部 CA または作成した外部 SCEP RA プロファイルを選択します。

有効期限（Valid
Period）

証明書の期限が切れるまでの日数を入力します。

ロギングの設定
次の各ページでは、デバッグ ログの重大度の設定、外部ログ ターゲットの作成が可能です。ま
た、Cisco ISE がこれらの外部ログ ターゲットにログ メッセージを送信できるようにできます。

リモート ロギング ターゲットの設定
次の表では、外部の場所（syslog サーバ）を作成してロギング メッセージを保存するために使用
できる [リモート ロギング ターゲット（Remote Logging Targets）] ページのフィールドについて説
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明します。 このページへのナビゲーション パスは、[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）] です。
表 50：リモート ロギング ターゲットの設定

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

新しいターゲットの名前を入力します。

ターゲット タイプ
（Target Type）

ターゲット タイプを選択します。 デフォルトでは、[UDP Syslog] に設
定されます。

説明（Description）

新しいターゲットの簡単な説明を入力します。

IP アドレス（IP
Address）

ログを格納する宛先マシンの IP アドレスを入力します。

ポート（Port）

宛先マシンのポート番号を入力します。

ファシリティ コード
（Facility Code）

ロギングに使用する syslog ファシリティ コードを選択します。 有効な
オプションは、Local0 ～ Local7 です。

最大長（Maximum
Length）

リモート ログ ターゲット メッセージの最大長を入力します。 有効な
オプションは 200 ～ 1024 バイトです。

サーバ ダウン時のバッ
ファ メッセージ（Buffer
Message When Server
Down）

TCP syslog ターゲットおよびセキュア syslog ターゲットが使用できな
いときに Cisco ISE に syslog メッセージをバッファするには、このチェッ
クボックスをオンにします。 ISE は、接続が再開されるとターゲット
へのメッセージの送信を再試行します。 接続が再開された後、メッ
セージは古いものから順に送信され、バッファ内のメッセージは常に
新しいメッセージの前に送信されます。 バッファがいっぱいになる
と、古いメッセージが廃棄されます。

バッファ サイズ（MB） 各ターゲットのバッファ サイズを設定します。 デフォルトでは、100
（Buffer Size (MB)）
MB に設定されます。 バッファ サイズを変更するとバッファがクリア
され、特定のターゲットのバッファリングされた既存のすべてのメッ
セージが失われます。
再接続タイムアウト
（秒）（Reconnect
Timeout (Sec)）

サーバがダウンしている場合に TCP およびセキュア syslog を廃棄する
前に保持する期間を秒単位で指定します。

CA 証明書の選択（Select クライアント証明書を選択します。
CA Certificate）
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サーバ証明書有効性を無 ISE でサーバ証明書認証が無視されるようにして、syslog サーバを許可
視（Ignore Server
するには、このチェックボックスをオンにします。
Certificate validation）

ロギング カテゴリの設定
次の表では、[ロギング カテゴリ（Logging Categories）] ページのフィールドについて説明します。
これらのフィールドを使用して、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保存
されるロギング ターゲットを選択できます。 このページへのナビゲーション パスは、[管理
（Administration）] > [システム（System）] > [ロギング（Logging）] > [ロギング カテゴリ（Logging
Categories）] です。
表 51：ロギング カテゴリの設定

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

ロギング カテゴリの名前を表示します。

ログの重大度レ 次のオプションから、診断ロギング カテゴリの重大度レベルを選択できます。
ベル（Log
• [重大（FATAL）]：緊急事態。 このオプションは、Cisco ISE が使用でき
Severity Level）
ないため、緊急措置が必要であることを意味します
• [エラー（ERROR）]：このオプションは深刻な状態またはエラー状態を示
します。
• [警告（WARN）]：このオプションは、通常の状態ではあるが重大な状態
を示します。 これがデフォルトの条件です。
• [情報（INFO）]：このオプションは、情報メッセージを示します。
• [デバッグ（DEBUG）]：このオプションは、診断バグ メッセージを示し
ます。
ローカル ロギン ローカル ノードで上のこのカテゴリのロギング イベントを有効にするには、
グ（Local
このチェックボックスをオンにします。
Logging）
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ターゲット
（Target）

左アイコンと右アイコンを使用して [使用可能（Available）] と [選択済み
（Selected）] のボックス間でターゲットを移動することによって、カテゴリの
ターゲットを変更できます。 [使用可能（Available）] ボックスには、ローカル
（事前定義済み）と外部（ユーザ定義）の両方の既存のロギング ターゲットが
含まれています。 最初は空の [選択済み（Selected）] ボックスには、特定のカ
テゴリ用に選択されたターゲットが含まれます。

メンテナンスの設定
これらのページでは、バックアップ、復元、およびデータ消去機能を使用してデータを管理でき
ます。

リポジトリの設定
次の表では、リポジトリを作成してバックアップ ファイルを保存するために使用できる [リポジ
トリ リスト（Repository List）] ページのフィールドについて説明します。 このページへのナビ
ゲーション パスは、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [メンテナンス
（Maintenance）] > [リポジトリ（Repository）] です。
表 52：リポジトリの設定

フィールド

使用上のガイドライン

リポジトリ
（Repository）

リポジトリの名前を入力します。 最大 80 文字の英数字を使用できます。

プロトコル
（Protocol）

使用する使用可能なプロトコルの 1 つを選択します。

サーバ名
（TFTP、HTTP、HTTPS、FTP、SFTP、および NFS で必須）リポジトリの作成
（Server Name） 先サーバのホスト名または IPv4 アドレスを入力します。
パス（Path）

リポジトリへのパスを入力します。 この値は、2 つのスラッシュ（//）で開始
する必要があります。
このパスは、リポジトリの作成時に有効であり、存在している必要がありま
す。 次の 3 つのフィールドは、選択したプロトコルに応じて必須項目となりま
す。

ユーザ名（User （FTP、SFTP、および NFS で必須）指定されたサーバに対する書き込み権限
Name）
を持つユーザ名を入力します。 使用できる文字は英数字のみです。
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フィールド

使用上のガイドライン

パスワード
（Password）

（FTP、SFTP、および NFS で必須）指定されたサーバへのアクセスに使用す
るパスワードを入力します。 パスワードに使用できる文字は、0 ～ 9、a ～ z、
A ～ Z、-、.、|、@、#、$、%、^、&、*、,、+、および = です。

オンデマンド バックアップの設定
次の表では、バックアップを任意の時点で取得するために使用できる [オンデマンド バックアッ
プ（On-Demand Backup）] ページのフィールドについて説明します。 このページへのナビゲーショ
ン パスは、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [バックアップ/復元（Backup &
Restore）] です。
表 53：オンデマンド バックアップの設定

フィールド

使用上のガイドライン

バックアップ名 バックアップ ファイルの名前を入力します。
（Backup
Name）
タイプ（Type） 次のいずれかを選択します。
• [設定バックアップ（Configuration backup）]：アプリケーション固有およ
び Cisco ADE オペレーティング システム両方の設定データが含まれます。
• [操作バックアップ（Operational backup）]：モニタリングおよびトラブル
シューティングのデータが含まれます。
リポジトリ名
（Repository
Name）

バックアップ ファイルを保存するリポジトリ。 ここにリポジトリ名を入力す
ることはできません。 ドロップダウン リストから利用可能なリポジトリを選
択することのみができます。 バックアップの実行前にリポジトリを作成してい
ることを確認してください。

暗号化キー
（Encryption
Key）

このキーは、バックアップ ファイルの暗号化および復号化に使用されます。

スケジュール バックアップの設定
次の表では、フル バックアップまたは差分バックアップの復元に使用できる [スケジュール バッ
クアップ（Scheduled Backup）] ページのフィールドについて説明します。 このページへのナビ
ゲーション パスは、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [バックアップ/復元（Backup
and Restore）] です。
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表 54：スケジュール バックアップの設定

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

バックアップ ファイルの名前を入力します。任意の説明的な名前を入力できま
す。 Cisco ISE は、バックアップ ファイル名にタイムスタンプを追加して、
ファイルをリポジトリに格納します。 一連のバックアップを設定しても、バッ
クアップファイル名は一意になります。[スケジュールバックアップ（Scheduled
Backup）] リスト ページでは、ファイルが kron occurrence ジョブであることを
示すために、バックアップ ファイル名に「backup_occur」が付加されます。

説明
（Description）

バックアップの説明を入力します。

リポジトリ名
（Repository
Name）

バックアップ ファイルを保存するリポジトリを選択します。ここにリポジトリ
名を入力することはできません。 ドロップダウン リストから利用可能なリポ
ジトリを選択することのみができます。 バックアップの実行前にリポジトリを
作成していることを確認してください。

暗号化キー
（Encryption
Key）

バックアップ ファイルを暗号化および復号化するためのキーを入力します。

スケジューリン スケジュール バックアップの頻度を選択し、適宜他のオプションに入力しま
グ オプション す。
（Schedule
Options）

管理者アクセスの設定
これらのページにより、管理者のアクセス設定を行うことができます。

管理者パスワード ポリシーの設定
次の表に、管理者パスワードが満たす必要のある基準を定義するために使用できる [管理者パス
ワード ポリシー（Administrator Password Policy）] 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、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス
（Admin Access）] > [認証（Authentication）] です。
表 55：管理者パスワード ポリシーの設定

フィールド

使用上のガイドライン

最小長（Minimum Length）

パスワードの最小長（文字数）を設定します。 デフォ
ルトは 6 文字です。
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フィールド

使用上のガイドライン

パスワードには、管理者名またはその このチェックボックスをオンにして、管理者ユーザ名ま
文字の逆順は使用できません（Password たはその文字の逆順での使用を制限します。
should not contain the admin name or its
characters in reversed order）
パスワードには、「cisco」またはその このチェックボックスをオンにして、単語「cisco」また
文字の逆順は使用できません（Password はその文字の逆順での使用を制限します。
should not contain ‘cisco’ or its characters
in reversed order）
パスワードには、変数またはその文字 このチェックボックスをオンにして、定義したすべての
の逆順は使用できません（Password
単語またはその文字の逆順での使用を制限します。
should not contain variable or its characters
in reversed order）
パスワードには、4 回以上連続する繰 このチェックボックスをオンにして、4 回以上連続する
り返し文字は使用できません（Password 繰り返し文字の使用を制限します。
should not contain repeated characters four
or more times consecutively）
パスワードには選択したタイプの文字 管理者パスワードに、次の選択肢から選択したタイプの
がそれぞれ 1 文字以上含まれている必 文字が少なくとも 1 つ含まれている必要があることを指
要があります（Password must contain at 定します。
least one character of each of the selected
• 小文字の英文字（Lowercase alphabetic characters）
types）
• 大文字の英文字（Uppercase alphabetic characters）
• 数字（Numeric characters）
• 英数字以外の文字（Non-alphanumeric characters）
パスワード履歴（Password History）

同じパスワードが繰り返し使用されるのを防ぐために、
新しいパスワードと異なっている必要がある以前のパス
ワードの数を指定します。
また、以前のパスワードと異なる必要がある文字数を指
定します。
ユーザがパスワードを再使用できない日数を入力しま
す。
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フィールド

使用上のガイドライン

パスワード ライフタイム（Password
Lifetime）

次のオプションを指定して、指定した期間後にパスワー
ドを変更するようユーザに強制します。
• パスワードが変更されなかった場合に管理者アカウ
ントを無効にするまでの時間（日数）（Time (in
days) before the administrator account is disabled if the
password is not changed） （使用可能な範囲は 0 ～
2,147,483,647 日です）。
• 管理者アカウントが無効になるまでのリマインダ
（日数）。（Reminder (in days) before the administrator
account is disable.）

ログイン試行の不正なアカウントを
ロックまたは一時停止する（Lock or
Suspend Account with Incorrect Login
Attempts）

Cisco ISE が、管理者を Cisco ISE からロックアウトし、
アカウント クレデンシャルを一時停止または無効にす
るまでに、誤った管理者パスワードを記録する回数を指
定します。
アカウントがロックされる管理者に電子メールが送信さ
れます。 カスタム電子メール修復メッセージを入力す
ることができます。

セッション タイムアウトおよびセッション情報の設定
次の表では、セッション タイムアウトを定義し、アクティブな管理セッションを終了するために
使用できる [セッション（Session）] ページのフィールドについて説明します。 このページへのナ
ビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [管理者アクセス（Admin
Access）] > [設定（Settings）] > [セッション（Session）] です。
表 56：セッション タイムアウトおよびセッション情報の設定

フィールド

使用上のガイドライン

セッションのタイムアウト（Session Timeout）
セッション アイ アクティビティがない場合に管理者をログアウトするまでに Cisco ISE が待機
ドル タイムアウ する時間（分）を入力します。 デフォルト値は 60 分です。 有効な範囲は 6 ～
ト（Session Idle 100 分です。
Timeout）
セッション情報（Session Info）
無効化
（Invalidate）

終了するセッション ID の隣にあるチェックボックスをオンにし、[無効化
（Invalidate）] をクリックします。
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設定
これらのページでは、さまざまなサービスの全般設定を行うことができます。

ポスチャの全般設定
次の表では、修復時間およびポスチャ ステータスなどの一般的なポスチャ設定を行うために使用
できる [ポスチャの全般設定（Posture General Settings）] ページのフィールドについて説明します。
このページへのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定
（Settings）] > [ポスチャ（Posture）] > [全般設定（General Settings）] です。
表 57：ポスチャの全般設定

フィールド

使用上のガイドライン

修復タイマー
（Remediation Timer）

分単位で時間値を入力します。 デフォルト値は 4 分です。 有効な範
囲は 1 ～ 300 分です。

ネットワーク遷移遅延
（Network Transition
Delay）

秒単位で時間値を入力します。 デフォルト値は 3 秒です。 有効な範
囲は 2 ～ 30 秒です。

デフォルトのポスチャ ス 準拠または非準拠を選択します。 Linux のような非エージェント デ
テータス（Default Posture バイスは、ネットワークに接続している間、このステータスを想定し
Status）
ます。
一定時間（秒）経過後に
ログイン成功画面を自動
的に閉じる
（Automatically Close
Login Success Screen
After）

このチェックボックスをオンにすると、指定された時間後に、ログイ
ン成功画面が自動的に閉じます。
チェックボックスの隣のフィールドに、時間値を秒単位で入力しま
す。
0 ～ 300 秒にログイン画面が自動的に閉じるようにタイマーを設定で
きます。 時間をゼロに設定すると、NAC Agent および Web Agent に
ログイン成功画面が表示されなくなります。

ポスチャのリース
ユーザがネットワークに ユーザがネットワークに接続するたびにポスチャ評価を開始するに
接続するたびにポスチャ は、このオプションを選択します。
評価を行う（Perform
posture assessment every
time a user connects to the
network）
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フィールド

使用上のガイドライン

n 日おきにポスチャ評価
を行う（Perform posture
assessment every n days）

クライアントがすでにポスチャ準拠であるものの、指定された日数が
経過したら、ポスチャ評価を開始する場合は、このオプションを選択
します。

ポスチャ再評価の構成設定
次の表では、ポスチャ再評価の設定に使用できる [ポスチャ再評価設定（Posture Reassessment
Configurations）] ページのフィールドについて説明します。 このページへのナビゲーション パス
は、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [ポスチャ（Posture）]
> [再評価（Reassessments）] です。
表 58：ポスチャ再評価の構成設定

フィールド

使用上のガイドライン

設定名（Configuration
Name）

PRA 設定の名前を入力します。

設定の説明（Configuration PRA 設定の説明を入力します。
Description）
再評価適用を使用?（Use ユーザ ID グループの PRA 設定を適用するには、チェックボックスを
Reassessment
オンにします。
Enforcement?）
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フィールド

使用上のガイドライン

適用タイプ（Enforcement 適用する次のアクションを選択します。
Type）
• [続行（Continue）]：ユーザはポスチャ要件に関係なくクライア
ントを修復できるようにユーザ介入なしの特権アクセスが引き
続き提供されます。
• [ログオフ（Logoff）]：クライアントが非準拠の場合、ユーザを
強制的にネットワークからログオフします。 クライアントが再
度ログインしたときのコンプライアンスステータスは不明です。
• [修復（Remediate）]：クライアントが非準拠の場合、エージェ
ントは修復のために指定の期間待機します。 クライアントが修
復された後、エージェントはポリシー サービス ノードに PRA
レポートを送信します。修復がクライアントで無視された場合、
エージェントはクライアントにネットワークからログオフする
ことを強制するために、ポリシー サービス ノードにログオフ要
求を送信します。
ポスチャ要件が [必須（mandatory）] に設定されている場合、
RADIUS セッションは PRA 障害アクションの結果としてクリア
され、クライアントを再びポスチャするには新しい RADIUS セッ
ションを開始する必要があります。
ポスチャ要件が [オプション（optional）] に設定されている場
合、NAC Agent ではユーザがエージェントから [続行（continue）]
オプションをクリックできます。 ユーザは、制限なしで現在の
ネットワークにとどまることができます。
間隔（Interval）

最初のログイン成功後にクライアントで PRA を開始する間隔を分単
位で入力します。
デフォルト値は 240 分です。 最小値は 60 分、最大値は 1440 分です。

猶予時間（Grace time）

クライアントが修復を完了することのできる時間間隔を分単位で入力
します。 猶予時間をゼロにすることはできません。また、PRA 間隔
より大きくする必要があります。 デフォルトの最小間隔（5 分）から
最小 PRA 間隔までの範囲にすることができます。
最小値は 5 分、最大値は 60 分です。
（注）

猶予時間は、クライアントがポスチャの再評価に失敗した
後、適用タイプが修復アクションに設定されている場合に
だけ有効です。

ユーザ ID グループの選択 PRA 設定に対して一意のグループまたはグループの一意の組み合わ
（Select User Identity
せを選択します。
Groups）
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フィールド

使用上のガイドライン

PRA の設定（PRA
configurations）

既存の PRA 設定と PRA 設定に関連付けられたユーザ ID グループを
表示します。

ポスチャの利用規定の構成設定
次の表では、ポスチャのアクセプタブルユースポリシーを設定するために使用できるポスチャの
[利用規定設定（Acceptable Use Policy Configurations）] ページのフィールドについて説明します。
このページへのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定
（Settings）] > [ポスチャ（Posture）] > [利用規定（Acceptable Use Policy）] です。
表 59：ポスチャ AUP の設定

フィールド

使用上のガイドライン

設定名（Configuration Name） ユーザが作成する AUP 設定の名前を入力します。
設定の説明（Configuration
Description）

ユーザが作成する AUP 設定の説明を入力します。

エージェント ユーザへの
AUP の表示（Show AUP to
Agent users）（Windows の
NAC Agent および Web Agent
のみ）

オンにした場合、[エージェント ユーザへの AUP の表示（Show
AUP to Agent users）] チェックボックスはユーザ（Windows の NAC
Agent と Web Agent のみ）にネットワークの利用規約へのリンク
を表示し、それをクリックすると、認証およびポスチャ評価が成
功したときに AUP が表示されます。

AUP メッセージの URL を使 選択した場合、認証およびポスチャ評価が成功したときにクライ
用（Use URL for AUP
アントがアクセスする必要がある AUP メッセージへの URL を
message）オプション ボタン AUP URL に入力する必要があります。
AUP メッセージのファイル 選択した場合、場所を参照し、トップ レベルに index.html を含む
を使用（Use file for AUP
AUP ファイルにジップ形式のファイルをアップロードします。
message）オプション ボタン .zip ファイルには、index.html ファイルに加えて、他のファイルお
よびサブディレクトリを含めることができます。 これらのファイ
ルは、HTML タグを使用して相互に参照できます。
AUP URL

クライアントは認証およびポスチャ評価が成功したときにアクセ
スする必要がある AUP への URL を入力します。

AUP ファイル（AUP File）

[AUP ファイル（AUP File）] で、ファイルを参照し、Cisco ISE
サーバにアップロードします。 これは zip 形式のファイルで、zip
形式のファイルではトップ レベルに index.html ファイルを含める
必要があります。
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ユーザ ID グループの選択
[ユーザ ID グループの選択（Select User Identity Groups）] ドロップ
（Select User Identity Groups） ダウン リストで、AUP 設定の一意のユーザ ID グループまたはユー
ザ ID グループの一意の組み合わせを選択します。
AUP 設定を作成する場合は、次の点に注意してください。
• ポスチャ AUP は、ゲスト フローには適用できません。
• 各設定には、一意のユーザ ID グループ、またはユーザ ID グ
ループの一意の組み合わせが必要です。
• 2 つの設定が共通のユーザ ID グループを持つことはできませ
ん。
• ユーザ ID グループ「Any」で AUP 設定を作成する場合は、
まず他のすべての AUP 設定を削除します。
• ユーザ ID グループ「Any」を使用して AUP 設定を作成した
場合、一意のユーザ ID グループ、または複数のユーザ ID グ
ループを使用して他の AUP 設定を作成することはできませ
ん。 Any 以外のユーザ ID グループを使用して AUP 設定を作
成するには、最初にユーザ ID グループ「Any」を使用した既
存の AUP 設定を削除するか、ユーザ ID グループ「Any」を
使用した既存の AUP 設定を一意のユーザ ID グループまたは
複数のユーザの ID グループを使用して更新します。
利用規定設定 - 設定リスト
既存の AUP 設定と AUP 設定に関連付けられたエンドユーザ ID グ
（Acceptable use policy
ループを一覧表示します。
configurations—Configurations
list）

EAP-FAST 設定
次の表に、EAP-FAST、EAP-TLS、および PEAP プロトコルを設定するために使用できる [プロト
コル設定（Protocol Settings）] 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、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [プロトコル
（Protocols）] > [EAP-FAST] > [EAP-FAST 設定（EAP-FAST Settings）] です。
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表 60：EAP-FAST の設定

フィールド

使用上のガイドライン

機関識別情報の説明
（Authority Identity Info
Description）

クレデンシャルをクライアントに送信する Cisco ISE ノードを説明
したわかりやすい文字列を入力します。 クライアントは、この文字
列をタイプ、長さ、および値（TLV）の Protected Access Credentials
（PAC）情報で認識できます。 デフォルト値は、Identity Services
Engine です。

マスター キー生成期間
（Master Key Generation
Period）

マスター キー生成期間を、秒、分、時間、日、または週単位で指定
します。 値は、1 ～ 2147040000 秒の正の整数である必要がありま
す。 デフォルトは 604800 秒で、これは 1 週間と同等です。

すべてのマスター キーおよ すべてのマスターキーと PAC を失効させるには、[失効（Revoke）]
び PAC の失効（Revoke all をクリックします。
master keys and PACs）
PAC なしセッション再開の PAC ファイルなしで EAP-FAST を使用する場合は、このチェック
有効化（Enable PAC-less
ボックスをオンにします。
Session Resume）
PAC なしセッションのタイ PAC なしセッションの再開がタイムアウトするまでの時間を秒単位
ムアウト（PAC-less Session で指定します。 デフォルトは 7200 秒です。
Timeout）

EAP-FAST の PAC の生成の設定
次の表では、[PAC の生成（Generate PAC）] ページ上のフィールドについて説明します。これら
のフィールドを使用して、EAP-FAST 認証用の Protected Access Credentials を設定します。 この
ページのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定
（Settings）] > [プロトコル（Protocols）] > [EAP-FAST] > [PAC の生成（Generate PAC）] です。
表 61：EAP-FAST の PAC の生成の設定

フィールド

使用上のガイドライン

トンネル PAC
トンネル PAC を生成するには、このオプション ボタンをクリックします。
（Tunnel PAC）
マシン PAC
（Machine
PAC）

マシン PAC を生成するには、このオプション ボタンをクリックします。

TrustSec PAC

TrustSec PAC を生成するには、このオプション ボタンをクリックします。
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フィールド

使用上のガイドライン

ID（Identity）

（トンネル PAC およびマシン PAC の ID フィールド用）EAP-FAST プロトコ
ルによって「内部ユーザ名」として示されるユーザ名またはマシン名を指定し
ます。 ID 文字列がそのユーザ名と一致しない場合、認証は失敗します。 これ
は、適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）で定義されているホスト名で
す。 ID 文字列は、ASA ホスト名に一致する必要があります。一致しない場
合、ASA は生成された PAC ファイルをインポートできません。 TrustSec PAC
を生成する場合、[ID（Identity）] フィールドにより TrustSec ネットワーク デ
バイスのデバイス ID が指定され、EAP-FAST プロトコルによりイニシエータ
ID とともに提供されます。 ここに入力した ID 文字列がそのデバイス ID に一
致しない場合、認証は失敗します。

PAC 存続可能時 （トンネル PAC およびマシン PAC 用）PAC の有効期限を指定する値を秒単位
間（PAC Time
で入力します。 デフォルトは 604800 秒で、これは 1 週間と同等です。 この値
To Live）
は、1 ～ 157680000 秒の正の整数である必要があります。 TrustSec PAC に対し
ては、日、週、月、または年単位で値を入力します。 デフォルト値は 1 年で
す。 最小値は 1 日、最大値は 10 年です。
暗号化キー
（Encryption
Key）

暗号キーを入力します。 キーの長さは 8 ～ 256 文字にする必要があります。
キーはアルファベットの大文字または小文字、数字、または英数字の組み合わ
せを含むことができます。

期限日
（Expiration
Date）

（TrustSec PAC のみ）有効期限は、PAC 存続可能時間に基づいて計算されま
す。

EAP-TLS 設定
次の表に、EAP-TLS プロトコル設定を行うために使用できる [EAP-TLS 設定（EAP-TLS Settings）]
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、[管理（Administration）]
> [システム（System）] > [設定（Settings）] > [プロトコル（Protocols）] > [EAP-TLS] です。
表 62：EAP-TLS 設定

フィールド

使用上のガイドライン

EAP-TLS セッションの再開 C
完全な EAP-TLS 認証に成功したユーザの簡略化された再認証をサ
を有効にする（Enable
EAP-TLS Session Resume） ポートする場合にオンにします。 この機能により、Secure Sockets
Layer（SSL）ハンドシェイクのみでユーザの再認証が可能となり、
証明書の適用が不要になります。 EAP-TLS セッションは、タイム
アウトしていない限り動作を再開します。
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フィールド

使用上のガイドライン

EAP-TLS セッション タイム EAP-TLS セッションがタイムアウトするまでの時間を秒単位で指
アウト（EAP-TLS Session
定します。 デフォルト値は 7200 秒です。
Timeout）

PEAP 設定
次の表では、PEAP プロトコル設定を行うために使用できる [PEAP 設定（PEAP Settings）] ページ
のフィールドについて説明します。このページへのナビゲーションパスは、[管理（Administration）]
> [システム（System）] > [設定（Settings）] > [プロトコル（Protocols）] > [PEAP] です。
表 63：PEAP 設定

フィールド

使用上のガイドライン

PEAP セッショ
ンの再開を有効
にする（Enable
PEAP Session
Resume）

このチェックボックスをオンにすると、Cisco ISE はユーザが PEAP 認証のフェー
ズ 2 で正常に認証された場合に限り、PEAP 認証のフェーズ 1 で作成された
TLS セッションをキャッシュします。 ユーザが再接続する必要があり、元の
PEAP セッションがタイムアウトしていない場合、Cisco ISE ではキャッシュ
TLS セッションを使用するため、PEAP のパフォーマンスが向上し、AAA サー
バの負荷が軽減されます。PEAP セッション再開機能が機能するためには、
PEAP セッション タイムアウト値を指定する必要があります。

PEAP セッショ PEAP セッションがタイムアウトするまでの時間を秒単位で指定します。 デ
ン タイムアウト フォルト値は 7200 秒です。
（PEAP Session
Timeout）
高速再接続を有 このチェックボックスをオンにすると、セッション再開機能が有効な場合に、
効にする
ユーザ クレデンシャルを確認しないで PEAP セッションが Cisco ISE で再開す
（Enable Fast
ることが許可されます。
Reconnect）

RADIUS 設定
次の表では、認証に失敗したクライアントを検出し、成功した認証が繰り返しレポーティングさ
れるのを抑制するために使用できる [RADIUS 設定（RADIUS Settings）] ページのフィールドにつ
いて説明します。 このページへのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [システム
（System）] > [設定（Settings）] > [プロトコル（Protocols）] > [RADIUS] です。
異常なクライアントの抑制を有効にし、設定された検出間隔内にエンドポイント認証が 2 回失敗
すると、Cisco ISE はサプリカントを誤設定とマークし、以後同じ理由による認証失敗を抑制しま
す。 [ライブ認証（Live Authentications）] ページで [誤って設定されたサプリカント カウンタ
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（Misconfigured Supplicant Counter）] リンクをクリックして、抑制についての詳細を確認できま
す。 抑制されたエンドポイントからの認証が成功すると、抑制がクリアされ、[ライブ認証（Live
Authentications）] ページの [誤って設定されたサプリカント カウンタ（Misconfigured Supplicant
Counter）] 値が減少します。 また、6 時間抑制されたエンドポイントから認証アクティビティが
なかった場合、抑制は自動的にクリアされます。
Cisco ISE では、[検出後に要求を拒否する（Reject Requests After Detection）] オプションを有効に
して、より強力な抑制を有効にできます。 [検出後に要求を拒否する（Reject Requests After
Detection）] チェックボックスをオンにし、エンドポイント認証が同じ失敗理由で 5 回失敗した場
合、Cisco ISE は強力な抑制をアクティブにします。 すべての後続の認証は、成功するかどうかに
関係なく、抑制され、認証は実行されません。 この「強力な」抑制は、設定された [要求拒否間
隔（Request Rejection Interval）] が経過するか、または認証非アクティビティが 6 時間続くと、エ
ンドポイントからクリアされます。
表 64：RADIUS 設定

フィールド

使用上のガイドライン

異常なクライ
アントの抑制
（Suppress
Anomalous
Clients）

繰り返し認証に失敗したクライアントを検出するには、このチェックボックス
をオンにします。 失敗の概要が [レポート インターバル（Reporting Interval）]
ごとに報告されます。

検出間隔
（Detection
Interval）

検出対象のクライアントの時間間隔を分単位で入力します。

レポート イン 報告対象の認証失敗の時間間隔を分単位で入力します。
ターバル
（Reporting
Interval）
検出後に要求
を拒否する
（Reject
Requests After
Detection）

異常または誤設定と識別されたクライアントからの要求を拒否するには、この
チェックボックスをオンにします。 [要求拒否間隔（Request Rejection Interval）]
中、異常なクライアントからの要求は拒否されます。

要求拒否間隔
（Request
Rejection
Interval）

要求を拒否する時間間隔を分単位で入力します。 このオプションは、[検出後に
要求を拒否する（Reject Requests After Detection）] をオンにした場合のみ使用で
きます。
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フィールド

使用上のガイドライン

繰り返される 直近の 24 時間で、ID、ネットワーク デバイス、および許可のコンテキストに変
認証成功の抑 更がない認証要求成功が繰り返し報告されないようにするには、このチェック
制（Suppress
ボックスをオンにします。
Repeated
Successful
Authentications）
アカウンティ
ング抑制間隔
（Accounting
Suppression
Interval）

アカウンティング要求の報告を抑制する時間間隔を秒単位で入力します。

長い処理ス
ミリ秒単位で時間間隔を入力します。 ステップは、認証詳細レポートに表示さ
テップのしき れます。 1 つのステップの実行が指定のしきい値を超えた場合、それが認証詳
い値間隔
細レポートで強調表示されます。
（Long
Processing Step
Threshold
Interval）

TrustSec の設定
Cisco ISE が TrustSec サーバとして機能して TrustSec サービスを提供するには、いくつかのグロー
バル TrustSec 設定を定義する必要があります。 次の表では、[TrustSec] ページのフィールドにつ
いて説明します。 このページへのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [システム
（System）] > [設定（Settings）] > [TrustSec 設定（TrustSec Settings）] です。
表 65：TrustSec 設定の設定

フィールド

使用上のガイドライン

トンネル PAC の存続 PAC の有効期限を指定します。 トンネル PAC は EAP-FAST プロトコル
可能時間（Tunnel PAC 用のトンネルを生成します。 時間を秒、分、時、日数、または週数で指
Time to Live）
定できます。 デフォルト値は 90 日です。 有効な範囲は次のとおりです。
• 1 ～ 157680000 秒
• 1 ～ 2628000 分
• 1 ～ 43800 時間
• 1 ～ 1825
• 1 ～ 260 週
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フィールド

使用上のガイドライン

プロアクティブ PAC
更新は後で実行する
（Proactive PAC Update
Will Occur After）

Cisco ISE は、認証に成功した後、設定したパーセンテージのトンネル
PAC TTL が残っているときに、新しい PAC をクライアントに予防的に
提供します。 トンネル PAC 更新は、最初に正常に認証が実行されてか
ら、PAC の有効期限が切れるまでの間に、サーバによって開始されま
す。 このメカニズムにより、クライアントは常に有効な PAC で更新さ
れます。 デフォルト値は 10% です。

システムですべてのタ
グを自動生成（All
Tags Automatically
Generated by System）

Cisco ISE ですべての SGT を自動的に生成する場合は、このオプション
を選択します。 TrustSec デバイスに特定のセキュリティ グループおよび
ポリシーを手動で設定する予定の場合にのみ、このオプションを使用し
ます。

範囲の予約（Reserve
a Range）

デバイスに手動で設定するためにセキュリティ グループ タグ（SGT）の
範囲を予約する場合は、このオプションを選択します。 Cisco ISE はデ
フォルトでは [不明（Unknown）] で SGT を作成し、これは 0 の値をとり
ます。SGT の範囲を設定した場合、Cisco ISE は SGT 値を生成するとき
にこの範囲の値を使用しません。

すべてのタグは手動で SGT を手動で定義するには、このオプションを選択します。
定義される（All tags
are manually defined）

SMS ゲートウェイ設定
これらの設定へのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Settings）]
> [SMS ゲートウェイ（SMS Gateway）] です。
電子メール サーバ経由でゲストとスポンサーに SMS メッセージを送信するように設定するには、
次の設定を使用します。
表 66：SMS 電子メール ゲートウェイの SMS ゲートウェイ設定

フィールド

使用上のガイドライン

SMS ゲートウェイ プロバイダー ドメイン（SMS プロバイダー ドメインと、ゲスト アカウント
Gateway Provider Domain）
の携帯電話の番号を入力します。プロバイダー
の SMS/MMS ゲートウェイにメッセージを送信
するとき、前者が電子メール アドレスのホスト
部として使用され、後者はユーザ部分として使
用されます。
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フィールド

使用上のガイドライン

プロバイダー アカウント アドレス（Provider
account address）

（オプション）
アカウント アドレスを入力します。これは、電
子メールの送信元アドレス（通常、アカウント
アドレス）として使用され、[ゲスト アクセス
（Guest Access）] > [設定（Settings）] の [デフォ
ルトの電子メール アドレス（Default Email
Address）] グローバル設定を上書きします。

SMTP API 宛先アドレス（SMTP API destination （オプション）
address）
Clickatell SMTP API などの、特定のアカウント
受信者アドレスを必要とする SMTP SMS API を
使用する場合は、SMTP API 宛先アドレスを入
力します。
これは、電子メールの送信先アドレスとして使
用され、メッセージ本文のテンプレートはゲス
ト アカウントの携帯電話の番号に置き換えられ
ます。
SMTP API 本文テンプレート（SMTP API body
template）

（オプション）
Clicketell SMTP API など、SMS の送信に特定の
電子メール本文テンプレートを必要とするSMTP
SMS API を使用する場合は、SMTP API 本文テ
ンプレートを入力します。
サポートされる動的置換は $mobilenumber$ およ
び $message$ です。

これらの設定へのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Settings）]
> [SMS ゲートウェイ（SMS Gateway）] です。
HTTP API（GET 方式または POST 方式）でゲストとスポンサーに SMS メッセージを送信するよ
うに設定するには、次の設定を使用します。
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表 67：SMS HTTP API 用の SMS ゲートウェイ設定（SMS Gateway Settings for SMS HTTP API）

フィールド

使用上のガイドライン

URL

API の URL を入力します。
このフィールドは、符号化された URL ではあ
りません。 ゲスト アカウントの携帯電話の番
号は、URL に置き換えられます。 サポートさ
れる動的置換は $mobilenumber$ および
$message$ です。
HTTP API で HTTPS を使用した場合、HTTPS
を URL 文字列に含め、Cisco ISE にプロバイダー
の信頼できる証明書をアップロードします。
[管理（Administration）] > [システム（System）]
> [証明書（Certificates）] > [信頼できる証明書
（Trusted Certificates）] を選択します。

データ（URL エンコード部分）（Data (Url
encoded portion)）

GET 要求または POST 要求のデータ（URL エ
ンコード部分）を入力します。
このフィールドは、符号化された URL です。
デフォルトの GET 方式を使用している場合、
データが上で指定した URL に付加されます。

データ部分に HTTP POST 方式を使用（Use
HTTP POST method for data portion）

POST 方式を使用する場合は、このオプション
をオンにします。
上で指定したデータは、POST 要求の内容とし
て使用されます。

HTTP POST データ コンテンツ タイプ（HTTP
POST data content type）

POST 方式を使用する場合は、「plain/text」や
「application/xml」などのコンテンツ タイプを
指定します。

HTTPS ユーザ名（HTTPS Username）

この情報を入力します。

HTTPS パスワード（HTTPS Password）
HTTPS ホスト名（HTTPS Host name）
HTTPS ポート番号（HTTPS Port number）

ID の管理
これらのページは、Cisco ISE の ID を設定し、管理することができます。
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エンドポイント
これらのページでは、ネットワークに接続するエンドポイントを設定および管理することができ
ます。

エンドポイント設定
次の表に、エンドポイントを作成し、エンドポイントにポリシーを割り当てるために使用できる
[エンドポイント（Endpoints）] 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、[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [ID（Identities）] > [エン
ドポイント（Endpoints）] です。
表 68：エンドポイント設定

フィールド

使用上のガイドライン

MAC アドレス（MAC エンドポイントを静的に作成するには、MAC アドレスを 16 進数形式で
Address）
入力します。
MAC アドレスは、Cisco ISE 対応のネットワークに接続するインターフェ
イスのデバイス ID です。
スタティック割り当て [エンドポイント（Endpoints）] ページでエンドポイントを静的に作成す
（Static Assignment） る場合このチェックボックスをオンにすると、静的割り当てのステータ
スが static に設定されます。
エンドポイントのスタティック割り当てのステータスを静的から動的に、
または動的から静的に切り替えできます。
ポリシー割り当て
（スタティック割り当てが選択されていない限り、デフォルトで無効）
（Policy Assignment） [ポリシー割り当て（Policy Assignment）] ドロップダウン リストから一
致するエンドポイント ポリシーを選択します。
次のいずれかを実行できます。
• 一致するエンドポイント ポリシーを選択しないで、デフォルトのエ
ンドポイント ポリシーである不明を使用する場合、スタティック割
り当てステータスはエンドポイントに対して動的に設定され、それ
により、エンドポイントの動的プロファイリングが可能になりま
す。
• 不明ではなく、一致するエンドポイント ポリシーを選択する場合、
スタティック割り当てステータスはそのエンドポイントに対して静
的に設定され、[スタティック割り当て（Static Assignment）] チェッ
クボックスが自動的にオンにされます。
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スタティック グルー
プ割り当て（Static
Group Assignment）

（[スタティック グループ割り当て（Static Group Assignment）] が選択さ
れていない限り、デフォルトで無効）エンドポイントを ID グループに静
的に割り当てる場合、この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した場合、プロファイリング サービス
は、前に他のエンドポイント ID グループに動的に割り当てられたエンド
ポイントの次のエンドポイント ポリシーの評価時に、そのエンドポイン
ト ID グループを変更しません。
このチェックボックスをオフにした場合、エンドポイント ID グループ
は、ポリシー設定に基づいて ISE プロファイラにより割り当てられたダ
イナミック グループです。 [スタティック グループ割り当て（Static Group
Assignment）] オプションを選択しない場合、エンドポイントは、エンド
ポイント ポリシーの次回評価時に一致する ID グループに自動的に割り
当てられます。

ID グループ割り当て
（Identity Group
Assignment）

エンドポイントを割り当てるエンドポイント ID グループを選択します。
エンドポイントを静的に作成する場合、またはエンドポイントのエンド
ポイント ポリシーの評価時に [一致する ID グループの作成（Create
Matching Identity Group）] オプションを使用しない場合は、エンドポイン
トを ID グループに割り当てることができます。
Cisco ISE には、次のシステムによって作成された次のエンドポイント ID
グループがあります。
• ブラックリスト
• GuestEndpoints
• プロファイル済み
◦ Cisco IP-Phone
◦ ワークステーション
• RegisteredDevices
• 不明

エンドポイントの、LDAP からのインポートの設定
次の表では、LDAP サーバからのエンドポイントのインポートに使用できる [LDAP からのイン
ポート（Import from LDAP）] ページのフィールドについて説明します。 このページのナビゲー
ション パスは、[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [ID（Identities）]
> [エンドポイント（Endpoints）] です。
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表 69：エンドポイントの、LDAP からのインポートの設定

フィールド

使用上のガイドライン

接続の設定
ホスト（Host）

LDAP サーバのホスト名または IP アドレスを入力します。

ポート（Port）

LDAP サーバのポート番号を入力します。 デフォルト ポート 389 を使用
して LDAP サーバからインポートするか、デフォルト ポート 636 を使用
して SSL を介して LDAP サーバからインポートできます。
（注）

Cisco ISE では、任意の設定済みポート番号をサポートします。
設定済みの値は、LDAP サーバ接続詳細に一致する必要があり
ます。

セキュア接続を有効に SSL を介して LDAP サーバからインポートするには、[セキュア接続を有
する（Enable Secure
効にする（Enable Secure Connection）] チェックボックスをオンにしま
Connection）
す。
ルート CA 証明書名
（Root CA Certificate
Name）

ドロップダウン矢印をクリックして、信頼できる CA 証明書を表示しま
す。

匿名バインド
（Anonymous Bind）

匿名バインドを有効にするには、[匿名バインド（Anonymous Bind）]
チェックボックスをオンにします。

ルート CA 証明書名は、LDAP サーバに接続する場合に必要となる信頼
できる CA 証明書を指します。 Cisco ISE 内の CA 証明書は、追加（イン
ポート）、編集、削除、およびエクスポートが可能です。

[匿名バインド（Anonymous Bind）] チェックボックスをオンにするか、
または slapd.conf コンフィギュレーション ファイルの LDAP 管理者クレ
デンシャルを入力する必要があります。
管理者 DN（Admin
DN）

slapd.conf コンフィギュレーション ファイルで LDAP 管理者に設定され
ている識別名（DN）を入力します。
管理者 DN フォーマット例：cn=Admin, dc=cisco.com, dc=com

パスワード
（Password）

slapd.conf コンフィギュレーション ファイルで LDAP 管理者に設定され
ているパスワードを入力します。

ベース DN（Base
DN）

親エントリの識別名を入力します。
ベース DN フォーマット例：dc=cisco.com, dc=com

クエリー設定（Query Settings）
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フィールド

使用上のガイドライン

MAC アドレス
objectClass（MAC
Address objectClass）

MAC アドレスのインポートに使用するクエリー フィルタを入力します。
たとえば、ieee802Device です。

MAC アドレス属性名 インポートに対して返される属性名を入力します。たとえば、macAddress
（MAC Address
です。
Attribute Name）
プロファイル属性名
（Profile Attribute
Name）

LDAP 属性の名前を入力します。 この属性は、LDAP サーバで定義され
ている各エンドポイント エントリのポリシー名を保持します。
[プロファイル属性名（Profile Attribute Name）] フィールドを設定する場
合は、次の点を考慮してください。
• [プロファイル属性名（Profile Attribute Name）] フィールドでこの
LDAP 属性を指定しない場合、またはこの属性を誤って設定した場
合、インポート操作時にエンドポイントは「不明」としてマークさ
れ、これらのエンドポイントは一致するエンドポイント プロファイ
リング ポリシーに個別にプロファイリングされます。
• [プロファイル属性名（Profile Attribute Name）] フィールドで LDAP
属性を設定した場合、その属性値は、エンドポイント ポリシーが
Cisco ISE 内の既存のポリシーに一致することを確認するために検証
され、エンドポイントがインポートされます。 エンドポイント ポ
リシーが既存のポリシーと一致しない場合、それらのエンドポイン
トはインポートされません。

タイムアウト（秒） 時間を秒単位（1 ～ 60 秒）で入力します。
（Time Out [seconds]）

グループ
これらのページでは、エンドポイント ID グループを設定および管理することができます。

エンドポイント ID グループの設定
次の表に、エンドポイント グループを作成するために使用できる [エンドポイント ID グループ
（Endpoint Identity Groups）] 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、[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [グループ（Groups）] > [エ
ンドポイント ID グループ（Endpoint Identity Groups）] です。
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表 70：エンドポイント ID グループの設定

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

作成するエンドポイント ID グループの名前を入力します。

説明
（Description）

作成するエンドポイント ID グループの説明を入力します。

親グループ
（Parent
Group）

新しく作成したエンドポイント ID グループを関連付けるエンドポイント ID グ
ループを、[親グループ（Parent Group）] ドロップダウン リストから選択しま
す。
Cisco ISE には、次の 5 つのエンドポイント ID グループがあります。
• ブラックリスト
• GuestEndpoints
• プロファイル済み
• RegisteredDevices
• 不明
さらに、プロファイル済み（親）ID グループに関連付けられている追加の 2
つの ID グループである Cisco-IP-Phone およびワークステーションを作成しま
す。

外部 ID ソース
これらのページでは、Cisco ISE が認証および認可に使用するユーザ データが含まれる外部 ID ソー
スを設定および管理することができます。

LDAP ID ソースの設定
次の表では、[LDAP ID ソース（LDAP Identity Sources）] ページのフィールドについて説明しま
す。これらのフィールドを使用して LDAP インスタンスを作成し、これに接続します。 このペー
ジへのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] >
[外部 ID ソース（External Identity Sources）] > [LDAP] です。
LDAP 一般設定
以下の表では、[一般（General）] タブのフィールドについて説明します。
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表 71：LDAP 一般設定

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

LDAP インスタンスの名前を入力します。 この値は、サブジェクト DN およ
び属性を取得するために検索で使用されます。 この値は string 型で、最大長
は 64 文字です。

説明
（Description）

LDAP インスタンスの説明を入力します。 この値は string 型で、最大長は
1024 文字です。

スキーマ
（Schema）

次のいずれかの組み込みスキーマ タイプを選択します。スキーマの詳細は
事前に入力済みであり、非表示になっています。
• Active Directory
• Sun Directory Server
• Novell eDirectory
（注）

（注）

事前定義されたスキーマの詳細を編集できますが、Cisco ISE
は変更を検出し、カスタム スキーマを作成します。 [スキー
マ（Schema）] の隣の矢印をクリックすると、スキーマの詳
細を表示できます。

次のフィールドには、カスタム スキーマを選択した場合だけ表示されるスキーマの詳
細が含まれます。

サブジェクト オブ サブジェクト DN および属性を取得するために検索で使用する値を入力しま
ジェクト クラス
す。 この値は string 型で、最大長は 256 文字です。
（Subject
Objectclass）
サブジェクト名属 要求内のユーザ名を含む属性の名前を入力します。 この値は string 型で、最
性（Subject Name 大長は 256 文字です。
Attribute）
証明書属性
（Certificate
Attribute）

証明書定義を含む属性を入力します。 証明書ベースの認証の場合、クライ
アントによって提示された証明書を検証するために、これらの定義が使用さ
れます。

グループ オブジェ グループとして認識されるオブジェクトを指定するために、検索に使用する
クト クラス
値を入力します。 この値は string 型で、最大長は 256 文字です。
（Group
Objectclass）
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フィールド

使用上のガイドライン

グループ マップ属 マッピング情報を含む属性を指定します。 この属性は、選択した参照方向
性（Group Map
に基づいて、ユーザまたはグループ属性を指定できます。
Attribute）
サブジェクト オブ 所属するグループを指定する属性がサブジェクト オブジェクトに含まれて
ジェクトにグルー いる場合は、このオプション ボタンをクリックします。
プへの参照が含ま
れる（Subject
Objects Contain
Reference To
Groups）
グループ オブジェ サブジェクトを指定する属性がグループ オブジェクトに含まれている場合
クトにサブジェク は、このオプションボタンをクリックします。この値はデフォルト値です。
トへの参照が含ま
れる（Group
Objects Contain
Reference To
Subjects）
グループ内のサブ
ジェクトをメン
バー属性に保存
（Subjects In
Groups Are Stored
In Member Attribute
As）

（[グループ オブジェクトにサブジェクトへの参照が含まれる（Group Objects
Contain Reference To Subjects）] オプション ボタンの選択時に限り使用可能）
グループ メンバー属性にメンバーが供給される方法を指定します（デフォ
ルトは DN）。

LDAP の接続設定
以下の表では、[接続設定（Connection Settings）] タブのフィールドについて説明します。
表 72：LDAP の接続設定

フィールド

使用上のガイドライン

セカンダリ サー
バの有効化
（Enable
Secondary
Server）

プライマリ LDAP サーバに障害が発生した場合にバックアップとして使用す
るセカンダリ LDAP サーバを有効にする場合は、このオプションをオンにし
ます。 このチェックボックスをオンにする場合は、セカンダリ LDAP サーバ
の設定パラメータを入力する必要があります。

プライマリ サーバとセカンダリ サーバ（Primary and Secondary Servers）
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フィールド

使用上のガイドライン

ホスト名/IP
（Hostname/IP）

LDAP ソフトウェアを実行しているマシンの IP アドレスまたは DNS 名を入
力します。 ホスト名は 1 ～ 256 文字か、または文字列として表される有効な
IP アドレスです。 ホスト名の有効な文字は、英数字（a ～ z、A ～ Z、0 ～
9）、ドット（.）、およびハイフン（-）だけです。

ポート（Port）

LDAP サーバがリッスンしている TCP/IP ポート番号を入力します。 有効な
値は 1 ～ 65,535 です。 デフォルトは、LDAP 仕様の記述に従って 389 です。
ポート番号が不明な場合は、LDAP サーバの管理者からポート番号を取得で
きます。

アクセス
（Access）

[匿名アクセス（Anonymous Access）]：LDAP ディレクトリの検索が匿名で行
われるようにする場合にクリックします。 サーバではクライアントが区別さ
れず、認証されていないクライアントに対してアクセス可能に設定されてい
るデータへの、クライアント読み取りアクセスが許可されます。 認証情報を
サーバに送信することを許可する特定のポリシーがない場合、クライアント
は匿名接続を使用する必要があります。
[認証されたアクセス（Authenticated Access）]：LDAP ディレクトリの検索が
管理クレデンシャルによって行われるようにする場合にクリックします。 そ
の場合、[管理者 DN（Admin DN）] および [パスワード（Password）] フィー
ルドの情報を入力します。

管理者 DN
（Admin DN）

管理者の DN を入力します。 管理者 DN は、[ユーザ ディレクトリ サブツリー
（User Directory Subtree）] 下のすべての必要なユーザの検索およびグループ
の検索を行う権限を持つ LDAP アカウントです。 指定した管理者に対して、
検索でのグループ名属性の表示が許可されていない場合、該当 LDAP サーバ
で認証されたユーザのグループ マッピングは失敗します。

パスワード
（Password）

LDAP 管理者アカウントのパスワードを入力します。

セキュアな認証
（Secure
Authentication）

SSL を使用して Cisco ISE とプライマリ LDAP サーバ間の通信を暗号化する
場合にクリックします。 [ポート（Port）] フィールドに LDAP サーバでの SSL
に使用されるポート番号が入力されていることを確認します。 このオプショ
ンを有効にした場合は、ルート CA を選択する必要があります。

ルート CA（Root ドロップダウン リスト ボックスから信頼できるルート認証局を選択して、証
CA）
明書によるセキュアな認証を有効にします。
サーバ タイムア
ウト（Server
timeout）

プライマリ LDAP サーバでの接続または認証が失敗したと判断する前に Cisco
ISE がプライマリ LDAP サーバからの応答を待つ秒数を入力します。 有効な
値は 1 ～ 300 です。 デフォルトは 10 です。
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フィールド

使用上のガイドライン

最大 管理接続数
（Admin
Connections）

特定の LDAP 設定に対して実行できる LDAP 管理者アカウント権限での同時
接続の最大数（0 より大きい数）を入力します。 これらの接続は、ユーザ
ディレクトリ サブツリーおよびグループ ディレクトリ サブツリーの下にあ
るユーザおよびグループのディレクトリの検索に使用されます。 有効な値は
1 ～ 99 です。 デフォルト値は 20 です。

サーバへのバイン LDAP サーバの詳細およびクレデンシャルが正常にバインドできることをテ
ドをテスト（Test ストおよび確認する場合にクリックします。テストが失敗した場合は、LDAP
Bind To Server） サーバの詳細を編集して再テストします。

LDAP のディレクトリ構成の設定
次の表では、[ディレクトリ構成（Directory Organization）] タブのフィールドについて説明しま
す。
表 73：LDAP のディレクトリ構成の設定

フィールド

使用上のガイドライン

サブジェクト検 すべてのサブジェクトを含むサブツリーの DN を入力します。 次に例を示し
索ベース
ます。
（Subject Search o=corporation.com
Base）
サブジェクトを含むツリーがベース DN である場合は、LDAP 設定に応じて
o=corporation.com
または
dc=corporation,dc=com
と入力します。 詳細については、LDAP データベースに関するドキュメント
を参照してください。
グループ検索
ベース（Group
Search Base）

すべてのグループを含むサブツリーの DN を入力します。 次に例を示します。
ou = 組織ユニット、ou = 次の組織ユニット、o = corporation.com
グループを含むツリーがベース DN である場合は、LDAP 設定に応じて
o=corporation.com
または
dc=corporation,dc=com
と入力します。 詳細については、LDAP データベースに関するドキュメント
を参照してください。
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フィールド

使用上のガイドライン

形式での MAC
アドレスの検索
（Search for
MAC Address in
Format）

LDAP データベースでの検索に使用する、Cisco ISE の MAC アドレス形式を入
力します。 内部 ID ソースの MAC アドレスは、xx-xx-xx-xx-xx-xx の形式で供
給されます。 LDAP データベースの MAC アドレスは、異なる形式で供給でき
ます。 ただし、Cisco ISE でホスト ルックアップ要求が受信されると、MAC
アドレスは内部形式からこのフィールドで指定した形式に変換されます。
ドロップダウン リストを使用して、特定の形式での MAC アドレスの検索を有
効にします。<format> は次のいずれかです。
• xxxx.xxxx.xxxx
• xxxxxxxxxxxx
• xx-xx-xx-xx-xx-xx
• xx:xx:xx:xx:xx:xx
選択する形式は、LDAP サーバに供給されている MAC アドレスの形式と一致
している必要があります。

サブジェクト名
の先頭から最後
に出現する区切
り文字まで削除
（Strip start of
subject name up
to the last
occurrence of the
separator）

ユーザ名からドメイン プレフィクスを削除するための適切なテキストを入力
します。
ユーザ名の中で、このフィールドに指定した区切り文字が Cisco ISE で検出さ
れると、そのユーザ名の初めから区切り文字までのすべての文字が削除されま
す。 ユーザ名に、<start_string> ボックスに指定した文字が複数含まれている
場合は、Cisco ISE によって最後の区切り文字までの文字が削除されます。 た
とえば、区切り文字がバックスラッシュ（\）で、ユーザ名が DOMAIN\user1
である場合、Cisco ISE によって user1 が LDAP サーバに送信されます。
（注）

最初に出現する
区切り文字から
サブジェクト名
の末尾まで削除
（Strip end of
subject name from
the first
occurrence of the
separator）

<start_string> ボックスには、特殊文字であるシャープ記号（#）、疑
問符（?）、引用符（"）、アスタリスク（*）、右山カッコ（>）、
および左山カッコ（<）を入力できません。 Cisco ISE では、ユーザ
名にこれらの文字を使用できません。

ユーザ名からドメイン サフィックスを削除するための適切なテキストを入力
します。
ユーザ名の中で、このフィールドに指定した区切り文字が Cisco ISE で検出さ
れると、その区切り文字からユーザ名の末尾までのすべての文字が削除されま
す。 ユーザ名に、このフィールドに指定した文字が複数含まれている場合は、
Cisco ISE によって最初の区切り文字から文字が削除されます。 たとえば、区
切り文字が@で、ユーザ名が user1@domain であれば、Cisco ISE は user1 を
LDAP サーバに送信します。
（注）

<end_string> ボックスには、特殊文字であるシャープ記号（#）、疑
問符（?）、引用符（"）、アスタリスク（*）、右山カッコ（>）、
および左山カッコ（<）を入力できません。 Cisco ISE では、ユーザ
名にこれらの文字を使用できません。
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RADIUS トークン ID ソースの設定
次の表では、RADIUS 外部 ID ソースを設定し、それに接続するために使用できる [RADIUS トー
クン ID ソース（RADIUS Token Identity Sources）] ページのフィールドについて説明します。 この
ページへのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）]
> [外部 ID ソース（External Identity Sources）] > [RADIUS トークン（RADIUS Token）] です。
表 74：RADIUS トークン ID ソースの設定

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

RADIUS トークン サーバの名前を入力します。 許容最大文字数は
64 文字です。

説明（Description）

RADIUS トークン サーバの説明を入力します。 最大文字数は 1024
です。

SafeWord サーバ（SafeWord
Server）

RADIUS ID ソースが SafeWord サーバである場合はこのチェック
ボックスをオンにします。

セカンダリ サーバの有効化 プライマリに障害が発生した場合にバックアップとして使用する
（Enable Secondary Server） Cisco ISE のセカンダリ RADIUS トークン サーバを有効にするに
は、このチェックボックスをオンにします。 このチェックボック
スをオンにする場合は、セカンダリ RADIUS トークン サーバを設
定する必要があります。
常にプライマリ サーバに最 Cisco ISE が常にプライマリ サーバに最初にアクセスするには、こ
初にアクセスする（Always のオプション ボタンをクリックします。
Access Primary Server First）
経過後にプライマリ サーバ プライマリ サーバに到達できない場合に Cisco ISE がセカンダリ
にフォールバック（Fallback RADIUS トークン サーバを使用して認証できる時間（分単位）を
to Primary Server after）
指定するには、このオプション ボタンをクリックします。 この時
間を過ぎると、Cisco ISE はプライマリ サーバに対する認証を再試
行します。
プライマリ サーバ（Primary Server）
ホスト名/アドレス（Host
IP）

プライマリ RADIUS トークン サーバの IP アドレスを入力します。
このフィールドには、文字列として表される有効な IP アドレスを
入力できます。 このフィールドで使用できる文字は、数字とドッ
ト（.）です。

共有秘密鍵（Shared Secret） この接続のプライマリ RADIUS トークン サーバで設定されている
共有秘密鍵を入力します。
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フィールド

使用上のガイドライン

認証ポート（Authentication
Port）

プライマリ RADIUS トークン サーバがリッスンしているポート番
号を入力します。 有効な値は 1 ～ 65,535 です。 デフォルトは 1812
です。

サーバ タイムアウト（Server プライマリ サーバがダウンしていると判断する前に Cisco ISE が
Timeout）
プライマリ RADIUS トークン サーバからの応答を待つ時間（秒単
位）を指定します。 有効な値は 1 ～ 300 です。 デフォルトは 5 で
す。
接続試行回数（Connection
Attempts）

セカンダリ サーバ（定義されている場合）に移動する前、または
セカンダリ サーバが定義されていない場合は要求をドロップする
前に、Cisco ISE がプライマリ サーバへの再接続を試行する回数を
指定します。 有効な値は 1 ～ 9 です。 デフォルトは 3 です。

セカンダリ サーバ（Secondary Server）
ホスト名/アドレス（Host
IP）

セカンダリ RADIUS トークン サーバの IP アドレスを入力します。
このフィールドには、文字列として表される有効な IP アドレスを
入力できます。 このフィールドで使用できる文字は、数字とドッ
ト（.）です。

共有秘密鍵（Shared Secret） この接続のセカンダリ RADIUS トークン サーバで設定されている
共有秘密鍵を入力します。
認証ポート（Authentication
Port）

セカンダリ RADIUS トークン サーバがリッスンしているポート番
号を入力します。 有効な値は 1 ～ 65,535 です。 デフォルトは 1812
です。

サーバ タイムアウト（Server セカンダリ サーバがダウンしていると判断する前に Cisco ISE が
Timeout）
セカンダリ RADIUS トークン サーバからの応答を待つ時間（秒単
位）を指定します。 有効な値は 1 ～ 300 です。 デフォルトは 5 で
す。
接続試行回数（Connection
Attempts）

要求をドロップする前に Cisco ISE がセカンダリ サーバへの再接
続を試行する回数を指定します。 有効な値は 1 ～ 9 です。 デフォ
ルトは 3 です。

RSA SecurID ID ソースの設定
次の表では、RSA SecurID ID ソースを作成し、それに接続するために使用できる [RSA SecurID ID
ソース（RSA SecurID Identity Sources）] ページのフィールドについて説明します。 このページへ
のナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部
ID ソース（External Identity Sources）] > [RSA SecurID] です。
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RSA プロンプトの設定
次の表では、[RSA プロンプト（RSA Prompts）] タブ内のフィールドについて説明します。
表 75：RSA プロンプトの設定

フィールド

使用上のガイドライン

パスコード プロン
プトの入力（Enter
Passcode Prompt）

パス コードを取得するテキスト文字列を入力します。

次のトークン コー
ドの入力（Enter
Next Token Code）

次のトークンを要求するテキスト文字列を入力します。

PIN タイプの選択
PIN タイプを要求するテキスト文字列を入力します。
（Choose PIN Type）
システム PIN の受け システム生成の PIN を受け付けるテキスト文字列を入力します。
入れ（Accept System
PIN）
英数字 PIN の入力 英数字 PIN を要求するテキスト文字列を入力します。
（Enter Alphanumeric
PIN）
数値 PIN の入力
（Enter Numeric
PIN）

数値 PIN を要求するテキスト文字列を入力します。

PIN の再入力
（Re-enter PIN）

ユーザに PIN の再入力を要求するテキスト文字列を入力します。

RSA メッセージ設定（RSA Message Settings）
次の表では、[RSA メッセージ（RSA Messages）] タブ内のフィールドについて説明します。
表 76：RSA メッセージ設定（RSA Messages Settings）

フィールド

使用上のガイドライン

システム PIN メッセージ システム PIN メッセージのラベルにするテキスト文字列を入力しま
の表示（Display System す。
PIN Message）
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フィールド

使用上のガイドライン

システム PIN 通知の表示 ユーザに新しい PIN を覚えるように通知するテキスト文字列を入力し
（Display System PIN
ます。
Reminder）
数字を入力する必要があ PIN には数字のみを入力するようにユーザに指示するメッセージを入
るエラー（Must Enter
力します。
Numeric Error）
英数字を入力する必要が PIN には英数字のみを入力するようにユーザに指示するメッセージを
あるエラー（Must Enter 入力します。
Alpha Error）
PIN 受け入れメッセージ ユーザの PIN がシステムによって受け入れられたときに表示される
（PIN Accepted
メッセージを入力します。
Message）
PIN 拒否メッセージ
ユーザの PIN がシステムによって拒否されたときに表示されるメッ
（PIN Rejected Message） セージを入力します。
ユーザの PIN が異なるエ ユーザが不正な PIN を入力したときに表示されるメッセージを入力し
ラー（User Pins Differ
ます。
Error）
システム PIN 受け入れ ユーザの PIN がシステムによって受け入れられたときに表示される
メッセージ（System PIN メッセージを入力します。
Accepted Message）
不正パスワード長エラー ユーザが指定した PIN が、PIN 長ポリシーで指定されている範囲に収
（Bad Password Length
まらない場合に表示されるメッセージを入力します。
Error）

ID の管理の設定
ユーザ パスワード ポリシーの設定
次の表では、ユーザ パスワードの基準を定義するために使用できる [ユーザ パスワード ポリシー
（User Password Policy）] ページのフィールドについて説明します。 このページへのナビゲーショ
ン パスは、[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [設定（Settings）] >
[パスワード ポリシー（Password Policy）] です。
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表 77：ユーザ パスワード ポリシーの設定

オプション

説明

最小長（Minimum Length）

パスワードの最小長を設定します（文字単位）。

ユーザ名（Username）

ユーザ名またはその文字の逆順での使用を制限します。

Cisco

「cisco」またはその文字の逆の順序での使用を制限しま
す。

特殊文字（Special characters）

定義した特殊文字の逆の順序での使用を制限します。

文字の繰り返し（Repeated characters） 同じ文字を 4 回以上連続して繰り返すことを制限しま
す。
必須の文字（Required characters）

パスワードに、次のタイプがそれぞれ少なくとも 1 つは
含まれている必要があります。
• 小文字の英文字（Lowercase alphabetic characters）
• 大文字の英文字（Uppercase alphabetic characters）
• 数字（Numeric characters）
• 英数字以外の文字（Non-alphanumeric characters）

パスワード履歴（Password History）

同じパスワードが繰り返し使用されるのを防ぐために、
パスワードと異なっている必要がある前のバージョンの
数を入力します。
また、以前のパスワードと異なる必要がある文字数を入
力できます。
ユーザがパスワードを再使用できない日数を入力しま
す。

パスワード ライフタイム（Password
Lifetime）

次のオプションを指定して、指定した期間後にパスワー
ドを変更するようユーザに強制します。
• パスワードが変更されなかった場合にユーザ アカ
ウントを無効にするまでの時間（日数）（Time (in
days) before the user account is disabled if the password
is not changed）
• ユーザ アカウントが無効になるまでのリマインダ
（日数）（Reminder (in days) before the user account
is disabled）
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オプション

説明

ログイン試行の不正なアカウントを
ロックまたは一時停止する（Lock or
Suspend Account with Incorrect Login
Attempts）

Cisco ISE が、管理者を Cisco ISE からロックアウトし、
アカウント クレデンシャルを一時停止または無効にする
までに、誤った管理者パスワードを記録する回数を指定
します。
アカウントがロックされる管理者に電子メールが送信さ
れます。 カスタム電子メール修復メッセージを入力する
ことができます。

ネットワーク リソース
ネットワーク デバイス
これらのページを使用すると、ネットワーク デバイスを追加し、管理することができます。

ネットワーク デバイス定義の設定
次の表では、Cisco ISE のネットワーク アクセス デバイスを設定するために使用できる [ネット
ワーク デバイス（Network Devices）] ページのフィールドについて説明します。 このページへの
ナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）]
> [ネットワーク デバイス（Network Devices）] です。
ネットワーク デバイスの設定
次の表に、[ネットワーク デバイス（Network Device）] セクションのフィールドを示します。
表 78：ネットワーク デバイスの設定

フィールド

説明

名前（Name）

ネットワーク デバイスの名前を入力します。
ネットワーク デバイスに、デバイスのホスト名とは異なるわかりやすい
名前を指定できます。 デバイス名は論理識別子です。
（注）

説明（Description）

一度設定したデバイスの名前は編集できませ
ん。

デバイスの説明を入力します。
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フィールド

説明

IP アドレス/マスク
（IP Address/Mask）

1 つの IP アドレスおよびサブネット マスクを入力します。
IP アドレスとサブネット マスクを定義するときに従う必要があるガイド
ラインを次に示します。
• 特定の IP アドレスを定義するか、サブネット マスクを使用して範
囲を定義できます。 デバイス A の IP アドレス範囲が定義されてい
る場合、デバイスAに定義されている範囲の個別のアドレスを別の
デバイス B に設定できます。
• 同じ IP アドレスを持つ 2 台のデバイスを定義することはできませ
ん。
• 同じ IP 範囲を持つ 2 台のデバイスを定義することはできません。
IP 範囲は、一部または全部がオーバーラップすることはできませ
ん。

モデル名（Model
Name）

ドロップダウン リストをクリックして、Cisco Catalyst 6K、Cisco Nexus
7K などのデバイス モデルを選択します。
モデル名は、ルールベースのポリシーの条件をチェックするときに、パ
ラメータの 1 つとして使用できます。 この属性は、デバイス ディクショ
ナリにあります。

ソフトウェア バー
ジョン（Software
Version）

ドロップダウン リストをクリックして、ネットワーク デバイス上で実行
されているソフトウェアのバージョン（Cisco IOS Release 12.3、12.3（2）
など）を選択します。
ソフトウェア バージョンは、ルールベースのポリシーの条件をチェック
するときに、パラメータの 1 つとして使用できます。 この属性は、デバ
イス ディクショナリにあります。

ネットワーク デバイ [ロケーション（Location）] および [デバイス タイプ（Device Type）] ド
ス グループ（Network ロップダウン リストをクリックし、ネットワーク デバイスに関連付ける
Device Group）
ことができるロケーションとデバイス タイプを選択します。
グループを設定するときに、明確にデバイスをグループに割り当てない
と、そのデバイスはデフォルトのデバイス グループ（ルート NDG）に
含まれます。これにより、ロケーションはすべてのロケーション、デバ
イス タイプはすべてのデバイス タイプとなり、デフォルトのデバイス
グループ（ルート NDG）が割り当てられます。 たとえば、すべてのロ
ケーションとすべてのデバイス グループなどです。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
778

ネットワーク リソース

RADIUS 認証設定
次の表では、[RADIUS 認証設定（RADIUS Authentication Settings）] セクションのフィールドにつ
いて説明します。
表 79：RADIUS 認証設定

フィールド

使用上のガイドライン

プロトコル
（Protocol）

選択したプロトコルとして RADIUS を表示します。

共有秘密鍵（Shared
Secret）

共有秘密鍵を入力します。長さは、最大 128 文字です。

KeyWrap の有効化
（Enable KeyWrap）

ネットワーク デバイスでサポートされる場合にのみ、このチェックボッ
クスをオンにします。これにより、AES KeyWrap アルゴリズムによって
RADIUS のセキュリティが強化されます。

共有秘密鍵は、pac オプションを指定した radius-host コマンドを使用し
てネットワーク デバイスに設定したキーです。

（注）

FIPS モードで Cisco ISE を実行する場合は、ネットワーク デバ
イス上で KeyWrap を有効にする必要があります。

キー暗号キー（Key
Encryption Key）

（KeyWrap を有効にしている場合だけ表示されます）セッション暗号化
（秘密）に使用される暗号キーを入力します。

メッセージ オーセン
ティケータ コード
キー（Message
Authenticator Code
Key）

（KeyWrap を有効にしている場合だけ表示されます）RADIUS メッセー
ジのキー付き Hashed Message Authentication Code（HMAC）の計算に使用
されるキーを入力します。

キー入力形式（Key
Input Format）

次の形式のいずれか 1 つを選択します。
• [ASCII]：キー暗号キーの長さは 16 文字（バイト）、メッセージ
オーセンティケータ コード キーの長さは 20 文字（バイト）である
必要があります。
• [16 進数（Hexadecimal）]：キー暗号キーの長さは 32 バイトであり、
メッセージ オーセンティケータ コード キーの長さは 40 バイトであ
る必要があります。
Cisco ISE FIPS 暗号キーの入力に使用するキー入力形式を指定します。こ
れは、WLC の設定と一致する必要があります （指定する値はキーの正
しい（全体の）長さにする必要があり、それよりも短い値は許可されま
せん）。
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SNMP 設定
次の表では、[SNMP 設定（SNMP Settings）] セクションのフィールドについて説明します。
表 80：SNMP 設定

フィールド

使用上のガイドライン

SNMP バージョン
（SNMP Version）

[バージョン（Version）] ドロップダウン リストから要求に使用される
SNMP のバージョンを選択します。
次のバージョンがあります。
• 1：SNMPv1 は informs をサポートしていません。
• 2c
• 3：SNMPv3 は、[Priv] セキュリティ レベルを選択した場合にパケッ
ト暗号化が可能であるため、最もセキュアなモデルです。
（注）

ネットワーク デバイスに SNMPv3 パラメータを設定した
場合、モニタリング サービス（[操作（Operations）] > [レ
ポート（Reports）] > [カタログ（Catalog）] > [ネットワー
ク デバイス（Network Device）] > [セッション ステータス
概要（Session Status Summary）]）によって提供されるネッ
トワーク デバイス セッション ステータス概要レポートを
生成できません。 ネットワーク デバイスが SNMPv1 また
は SNMPv2c パラメータを使用して設定されている場合
は、このレポートを正常に生成できます。

SNMP RO コミュニ
ティ（SNMP RO
Community）

（SNMP バージョン 1 および 2c で選択された場合のみ）Cisco ISE にデ
バイスへの特定タイプのアクセスを提供する読み取り専用コミュニティ
ストリングを入力します。

SNMP ユーザ名
（SNMP Username）

（SNMP バージョン 3 の場合のみ）SNMP ユーザ名を入力します。

セキュリティ レベル
（Security Level）

（SNMP バージョン 3 の場合のみ）次からセキュリティ レベルを選択し
ます。
• [Auth]：Message Digest 5 またはセキュア ハッシュ アルゴリズム
（SHA）パケット認証をイネーブルにします
• [No Auth]：認証なし、プライバシーなしのセキュリティ レベルです
• [Priv]：データ暗号規格（DES）パケットの暗号化をイネーブルにし
ます
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フィールド

使用上のガイドライン

認証プロトコル（Auth （SNMP バージョン 3 でセキュリティ レベル Auth および Priv を選択し
Protocol）
た場合のみ）ネットワーク デバイスで使用する認証プロトコルを選択し
ます。
認証プロトコルには、Auth および Priv のセキュリティ レベルに対して
次のいずれかが含まれます。
• MD5
• SHA
認証パスワード（Auth （SNMP バージョン 3 でセキュリティ レベル Auth および Priv を選択し
Password）
た場合のみ）認証キーを入力します。このキーは 8 文字以上の長さにす
る必要があります。
デバイスにすでに設定されている認証パスワードを表示するには、[表示
（Show）] をクリックします。
プライバシー プロト
コル（Privacy
Protocol）

（SNMP バージョン 3 でセキュリティ レベル Priv を選択した場合のみ）
ネットワーク デバイスで使用するプライバシー プロトコルを選択しま
す。
プライバシー プロトコルは次のいずれかです。
• DES
• AES128
• AES192
• AES256
• 3DES

プライバシー パス
ワード（Privacy
Password）

（SNMP バージョン 3 でセキュリティ レベル Priv を選択した場合のみ）
プライバシー キーを入力します。

ポーリング間隔
（Polling Interval）

ポーリング間隔を秒単位で入力します。 デフォルトは 3600 秒です。

デバイスにすでに設定されているプライバシー パスワードを表示するに
は、[表示（Show）] をクリックします。

リンク トラップ クエ SNMP トラップを介して受信する linkup 通知と linkdown 通知を受信して
リー（Link Trap
解釈するには、このチェックボックスをオンにします。
Query）
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フィールド
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MAC トラップ クエ
リー（MAC Trap
Query）

SNMP トラップを介して受信する MAC 通知を受信して解釈するには、
このチェックボックスをオンにします。

送信元ポリシー サー
ビス ノード
（Originating Policy
Service Node）

SNMP データのポーリングに使用される ISE サーバを示します。 デフォ
ルトでは自動ですが、別の値を割り当てて設定を上書きできます。

高度な TrustSec 設定
次の表では、[高度な TrustSec 設定（Advanced TrustSec Settings）] セクションのフィールドについ
て説明します。
表 81：高度な TrustSec 設定

フィールド

使用上のガイドライン

TrustSec デバイスの通知および更新の設定
TrustSec ID にデバイ
ス ID を使用（Use
Device ID for TrustSec
Identification）

デバイス名をデバイス ID として [デバイス ID（Device ID）] フィールド
にリストする場合は、このチェックボックスをオンにします。

デバイス ID（Device
Id）

（[TrustSec ID にデバイス ID を使用（Use Device ID for TrustSec
Identification）] チェックボックスがオフの場合のみ）。 このフィールド
に入力されたデバイス名を論理識別子として使用できます。

パスワード
（Password）

TrustSec デバイスを認証するためのパスワードを入力します（TrustSec デ
バイスのコマンドライン インターフェイス（CLI）で設定したパスワー
ドと同じ）。

このチェックボックスをオンにした場合、デバイス名が [デバイス ID
（Device Id）] フィールドに表示されます。 また、このデバイス ID は、
任意の説明的な名前に変更できます。

TrustSec デバイスの認証に使用されるパスワードを表示するには、[表示
（Show）] をクリックします。
環境データのダウン
ロード間隔
（Download
Environment Data
Every）

Cisco ISE から TrustSec デバイス環境情報をダウンロードする時間間隔を
秒、分、時間、週、または日単位で設定できるようにする有効期限を指
定します。
たとえば、秒単位で 60 を入力すると、デバイスは Cisco ISE から環境デー
タを毎分ダウンロードします。 デフォルト値は 86,400 秒または 1 日で
す。 有効な範囲は 1 ～ 24850 です。
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フィールド

使用上のガイドライン

ピア許可ポリシーのダ
ウンロード間隔
（Download Peer
Authorization Policy
Every）

Cisco ISE からピア許可ポリシーをダウンロードする時間間隔を秒、分、
時間、週、または日単位で設定できる有効期限を指定します。

再認証間隔
（Reauthentication
Every）

再認証の秒、分、時間、週、または日単位の時間間隔を設定できる802.1X
再認証期間を指定します。

たとえば、60 秒を入力すると、デバイスは 1 分ごとに Cisco ISE からそ
のピア許可ポリシーをダウンロードします。 デフォルト値は 86,400 秒ま
たは 1 日です。 有効な範囲は 1 ～ 24850 です。

TrustSec ソリューションを使用して設定されたネットワークでは、TrustSec
デバイスは初期認証後に Cisco ISE に対して自分自身の再認証を行いま
す。
たとえば、1000 秒を入力すると、デバイスは 1000 秒ごとに Cisco ISE に
対して自身を認証します。 デフォルト値は 86,400 秒または 1 日です。
有効な範囲は 1 ～ 24850 です。

SGACL リストのダウ
ンロード間隔
（Download SGACL
Lists Every）

Cisco ISE から SGACL をダウンロードする時間間隔を秒、分、時間、週、
または日単位で設定できる有効期間を指定します。

その他の TrustSec デバ
イスでこのデバイスを
信頼する（信頼できる
TrustSec）（Other
TrustSec Devices to
Trust This Device
(TrustSec Trusted)）

すべてのピア デバイスでこの TrustSec デバイスを信頼する場合は、この
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フにした
場合、ピア デバイスはこのデバイスを信頼せず、このデバイスから到着
したすべてのパケットが適宜色付けされるかまたはタグ付けされます。

たとえば、3600 秒を入力すると、ネットワーク デバイスは 3600 秒ごと
に Cisco ISE から SGACL のリストを取得します。 デフォルト値は 86,400
秒または 1 日です。 有効な範囲は 1 ～ 24850 です。

TrustSec 設定の変更に Cisco ISE でこの TrustSec デバイスに TrustSec CoA 通知を送信する場合
ついてこのデバイスに は、このチェックボックスをオンにします。
通知する（Notify this
device about TrustSec
configuration changes）
デバイス設定の展開設定
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フィールド

使用上のガイドライン

セキュリティ グルー この TrustSec デバイスで、デバイス インターフェイス クレデンシャルを
プ タグ マッピングの 使用して IP と SGT とのマッピングを取得する場合は、このチェックボッ
展開時にこのデバイス クスをオンにします。
を含める（Include this
device when deploying
Security Group Tag
Mapping Updates）
EXEC モード ユーザ
名（Exec Mode
Username）

EXEC モードでデバイス設定を編集する権限を持つユーザ名を入力しま
す。

EXEC モード パス
ワード（Exec Mode
Password）

EXEC モードでデバイス設定を編集する権限を持つユーザのパスワード
を入力します。

有効モード パスワー
ド（Enable Mode
Password）

設定を編集できるデバイスの EXEC モード パスワードを有効にするため
のパスワードを入力します。
このデバイスにすでに設定されている EXEC モード パスワードを表示す
るには、[表示（Show）] をクリックします。

アウトオブバンド（OOB）TrustSec PAC（Out Of Band (OOB) Trustsec PAC）の表示
発行日（Issue Date）

この TrustSec デバイス用に Cisco ISE によって生成された最後の TrustSec
PAC の発行日を表示します。

期限日（Expiration
Date）

この TrustSec デバイス用に Cisco ISE によって生成された最後の TrustSec
PAC の有効期限を表示します。

発行元（Issued By）

このデバイス用に Cisco ISE によって生成された最後の TrustSec PAC の
発行者（TrustSec 管理者）の名前を表示します。

PAC の生成（Generate TrustSec Protected Access Credentials（PAC）を作成するには、[PAC の生
PAC）
成（Generate PAC）] をクリックします。
デフォルトでは、アウトオブバンド TrustSec Protected Access Credentials
（PAC）情報は空ですが、入力されている場合は無効と表示されます。
TrustSec PAC 情報は、TrustSec 対応デバイスの TrustSec PAC を生成する
ときに自動的に入力できます。
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デフォルトのネットワーク デバイス定義の設定
次の表に、Cisco ISE が RADIUS 認証に使用できる、デフォルトのネットワーク デバイスを設定
できるようにする [デフォルトのネットワーク デバイス（Default Network device）] 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、[管理（Administration）] > [ネットワー
ク リソース（Network Resources）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] > [デフォルト
デバイス（Default Device）] です。
表 82：デフォルトのネットワーク デバイス定義の設定

フィールド

使用上のガイドライン

デフォルトのネット
ワーク デバイスのス
テータス（Default
Network Device
Status）

デフォルトのネットワーク デバイス定義を有効にするには、[デフォルト
のネットワーク デバイスのステータス（Default Network Device Status）]
ドロップダウン リストから [有効化（Enable）] を選択します。

プロトコル
（Protocol）

選択したプロトコルとして RADIUS を表示します。

共有秘密鍵（Shared
Secret）

長さが最大 128 文字の共有秘密を入力します。

KeyWrap の有効化
（Enable KeyWrap）

ネットワーク デバイスでサポートされる場合にのみ、このチェックボッ
クスをオンにします。これにより、AES KeyWrap アルゴリズムによって
RADIUS のセキュリティが強化されます。

キー暗号キー（Key
Encryption Key）

KeyWrap を有効にしているときに、セッションの暗号化（秘密）に使用
される暗号キーを入力します。

メッセージ オーセン
ティケータ コード
キー（Message
Authenticator Code
Key）

KeyWrap を有効にしているときに、RADIUS メッセージに対するキー付
き Hashed Message Authentication Code（HMAC）の計算に使用されるキー
を入力します。

キー入力形式（Key
Input Format）

次の形式のいずれか 1 つを選択します。

共有秘密鍵は、pac オプションを指定した radius-host コマンドを使用し
てネットワーク デバイスに設定したキーです。

• [ASCII]：キー暗号キーの長さは 16 文字（バイト）、メッセージ
オーセンティケータ コード キーの長さは 20 文字（バイト）である
必要があります。
• [16 進数（Hexadecimal）]：キー暗号キーの長さは 32 バイトであり、
メッセージ オーセンティケータ コード キーの長さは 40 バイトであ
る必要があります。
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ネットワーク デバイスのインポート設定
次の表では、ネットワーク デバイスの詳細を Cisco ISE にインポートするために使用する [ネット
ワーク デバイス インポート（Network Device Import）] ページのフィールドについて説明します。
このページへのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network
Resources）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] です。
表 83：ネットワーク デバイスのインポート設定

フィールド

使用上のガイドライン

テンプレートの生成
（Generate a
Template）

カンマ区切り形式（.csv）テンプレート ファイルを作成するには、この
リンクをクリックします。

ファイル（File）

作成したか、または Cisco ISE 展開から以前にエクスポートしたカンマ区
切り形式ファイルの場所を参照するには、[参照（Browse）] をクリック
します。

同じ形式のネットワーク デバイス情報でテンプレートを更新し、それら
のネットワーク デバイスを Cisco ISE 展開にインポートするためにロー
カルで保存します。

インポートを使用して、新しい、更新されたネットワーク デバイス情報
を含むネットワーク デバイスを別の Cisco ISE 展開にインポートできま
す。
新しいデータで既存の
データを上書き
（Overwrite existing
data with new data）

Cisco ISE で既存のネットワーク デバイスをインポート ファイル内のデ
バイスに置き換える場合は、この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しない場合、インポート ファイル内の新
しいネットワーク デバイス定義がネットワーク デバイス リポジトリに
追加されます。 重複エントリは無視されます。

最初のエラーでイン インポート中にエラーが発生したときに Cisco ISE にインポートを中止さ
ポートを停止（Stop
せる場合、このチェックボックスをオンにしますが、Cisco ISE はエラー
Import on First Error） のその時点までネットワーク デバイスをインポートします。
このチェックボックスがオフで、エラーが発生した場合は、エラーが報
告され、Cisco ISE はデバイスを引き続きインポートします。

ネットワーク デバイス グループ
これらのページを使用すると、ネットワークデバイスグループを設定し、管理することができま
す。
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ネットワーク デバイス グループの設定
次の表では、ネットワーク デバイス グループを作成するために使用できる [ネットワーク デバイ
ス グループ（Network Device Groups）] ページのフィールドについて説明します。 このページへ
のナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）]
> [ネットワーク デバイス グループ（Network Device Groups）] > [グループ（Groups）] です。
表 84：ネットワーク デバイス グループの設定

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

ルート ネットワーク デバイス グループ（NDG）の名前を入力します。
ルート NDG の下の後続のすべての子ネットワーク デバイス グループに
対して、新しいネットワーク デバイス グループの名前を入力します。
ネットワーク デバイス グループの完全な名前には最大で 100 文字使用で
きます。 たとえば、親グループ Global > Asia の下にサブグループ India
を作成している場合、作成している NDG の完全な名前は Global#Asia#India
になります。この完全な名前は 100 文字を超えないようにしてください。
NDG の完全な名前が 100 文字を超えた場合、NDG の作成は失敗します。

説明（Description）

ルートまたは子のネットワーク デバイス グループの説明を入力します。

タイプ（Type）

ルート ネットワーク デバイス グループのタイプを入力します。
ルート NDG の下の後続のすべての子ネットワーク デバイス グループの
場合、タイプは親 NDG から継承されるため、ルート NDG の下にあるす
べての子 NDG は同じタイプになります。
この NDG がルート NDG の場合、そのタイプがデバイス ディクショナリ
で属性として使用できるようになります。 この属性に基づいて条件を定
義できます。 NDG の名前は、この属性が取得できる値のいずれかです。

ネットワーク デバイス グループのインポート設定
次の表では、Cisco ISE にネットワーク デバイス グループをインポートするために使用できる [ネッ
トワーク デバイス グループ インポート（Network Device Group Import）] ページのフィールドにつ
いて説明します。 このページへのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [ネットワー
ク リソース（Network Resources）] > [ネットワーク デバイス グループ（Network Device Groups）]
> [グループ（Groups）] です。
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表 85：ネットワーク デバイス グループのインポート設定

フィールド

使用上のガイドライン

テンプレートの生成
（Generate a Template）

カンマ区切り形式（.csv）テンプレート ファイルを作成するには、
このリンクをクリックします。
同じ形式のネットワーク デバイス グループ情報でテンプレートを更
新し、それらのネットワーク デバイス グループを Cisco ISE 展開に
インポートするためにローカルで保存します。

ファイル（File）

作成したか、または Cisco ISE 展開から以前にエクスポートしたカン
マ区切り形式ファイルの場所を参照するには、[参照（Browse）] を
クリックします。
インポートを使用して、新しい、更新されたネットワーク デバイス
グループ情報を含むネットワーク デバイス グループを別の Cisco ISE
展開にインポートできます。

新しいデータで既存のデー Cisco ISE で既存のネットワーク デバイス グループをインポート ファ
タを上書き（Overwrite
イル内のデバイス グループに置き換える場合は、このチェックボッ
existing data with new data） クスをオンにします。
このチェックボックスをオンにしない場合、インポート ファイル内
の新しいネットワーク デバイス グループがネットワーク デバイス
グループ リポジトリに追加されます。 重複エントリは無視されま
す。
最初のエラーでインポー
トを停止（Stop Import on
First Error）

インポート中にエラーが発生すると、Cisco ISE にインポートを中止
させる場合、このチェックボックスをオンにしますが、Cisco ISE は
エラーのその時点までネットワーク デバイス グループをインポート
します。
このチェックボックスがオフで、エラーが発生した場合は、エラー
が報告され、Cisco ISE はデバイス グループを引き続きインポートし
ます。

外部 RADIUS サーバの設定
次の表では、[外部 RADIUS サーバ（External RADIUS Server）] ページのフィールドについて説明
します。これらのフィールドを使用して、RADIUS サーバを設定できます。 Cisco ISE が RADIUS
サーバとして機能するためには、このページで設定する必要があります。 このページのナビゲー
ション パスは、[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [外部
RADIUS サーバ（External RADIUS Servers）] です。
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表 86：外部 RADIUS サーバの設定

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

外部 RADIUS サーバの名前を入力します。

説明（Description）

外部 RADIUS サーバの説明を入力します。

ホスト名/アドレス
（Host IP）

外部 RADIUS サーバの IP アドレスを入力します。

共有秘密鍵（Shared
Secret）

外部 RADIUS サーバの認証に使用される、Cisco ISE と外部 RADIUS サー
バの間の共有秘密を入力します。 共有秘密情報は、予期されるテキスト
文字列です。ユーザは、ネットワーク デバイスによってユーザ名および
パスワードが認証されるようにこれらの情報を提示する必要がありま
す。 ユーザが共有秘密情報を提示するまで、接続は拒否されます。 共
有秘密情報の長さは、最大 128 文字です。

KeyWrap の有効化
（Enable KeyWrap）

このオプションをオンにすると、AES KeyWrap アルゴリズムにより
RADIUS プロトコルのセキュリティが強化されます。

キー暗号キー（Key
Encryption Key）

（[keyWrap を有効にする（Enable keyWrap）] チェックボックスをオン
にした場合のみ）セッション暗号化（秘密）に使用される暗号キーを入
力します。

メッセージ オーセン
ティケータ コード
キー（Message
Authenticator Code
Key）

（[keyWrap を有効にする（Enable keyWrap）] チェックボックスをオン
にした場合のみ）RADIUS メッセージ上のキー付き HMAC 計算に使用
されるキーを入力します。

キー入力形式（Key
Input Format）

Cisco ISE 暗号キーの入力に使用する形式を指定します。これは、WLAN
コントローラ上の設定と一致する必要があります。 （指定する値の長さ
は、次に定義されているキーの最大長と正確に一致している必要があり
ます。これより短い値は許可されません）。
• [ASCII]：キー暗号キーの長さは 16 文字（バイト）、メッセージ
オーセンティケータ コード キーの長さは 20 文字（バイト）である
必要があります。
• [16 進数（Hexadecimal）]：キー暗号キーの長さは 32 バイトであ
り、メッセージ オーセンティケータ コード キーの長さは 40 バイ
トである必要があります。

認証ポート
RADIUS 認証のポート番号を入力します。 有効な範囲は 1 ～ 65535 で
（Authentication Port） す。 デフォルトは 1812 です。
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フィールド

使用上のガイドライン

アカウンティングポー RADIUS アカウンティングのポート番号を入力します。 有効な範囲は 1
ト（Accounting Port） ～ 65535 です。 デフォルトは 1813 です。
サーバ タイムアウト
（Server Timeout）

Cisco ISE が外部 RADIUS サーバからの応答を待機する秒数を入力しま
す。 デフォルトは 5 秒です。 有効な値は 5 ～ 120 です。

接続試行回数
（Connection
Attempts）

Cisco ISE が外部 RADIUS サーバへの接続を試行する回数を入力します。
デフォルトは 3 回に設定されています。 有効な値は 1 ～ 9 です。

RADIUS サーバ順序
次の表では、RADIUS サーバ順序を作成するために使用する [RADIUS サーバ順序（RADIUS Server
Sequences）] ページのフィールドについて説明します。 このページへのナビゲーション パスは、
[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [RADIUS サーバ順序
（RADIUS Server Sequences）] です。
表 87：RADIUS サーバ順序

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

RADIUS サーバ順序の名前を入力します。

説明（Description）

任意で説明を入力します。

ホスト名/アドレス
（Host IP）

外部 RADIUS サーバの IP アドレスを入力します。

ユーザが選択したサー [使用可能（Available）] リスト ボックスで、ポリシー サーバとして使用
ビス タイプ（User
する外部 RADIUS サーバを選択し、選択した外部 RADIUS サーバを [選
Selected Service Type） 択済み（Selected）] リスト ボックスに移動します。
リモートアカウンティ リモート ポリシー サーバでアカウンティングを有効にするには、この
ング（Remote
チェックボックスをオンにします。
Accounting）
ローカルアカウンティ Cisco ISE でのアカウンティングを有効にするには、このチェックボック
ング（Local
スをオンにします。
Accounting）
高度な属性設定（Advanced Attributes Settings）
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フィールド

使用上のガイドライン

サブジェクト名の先頭 プレフィクスからユーザ名を取り除くには、このチェックボックスをオ
から最後に出現する区 ンにします。 たとえば、サブジェクト名が acme\userA、区切り文字が \
切り文字まで削除
の場合、ユーザ名は userA になります。
（Strip Start of Subject
Name up to the First
Occurrence of the
Separator）
最初に出現する区切り サフィックスからユーザ名を取り除くには、このチェックボックスをオ
文字からサブジェクト ンにします。 たとえば、サブジェクト名が userA@abc.com、区切り文字
名の末尾まで削除
が @ の場合、ユーザ名は userA になります。
（Strip End of Subject
• NetBIOS または User Principle Name（UPN）フォーマットのユーザ
Name from the Last
名（user@domain.com または /domain/user）からユーザ名を抽出す
Occurrence of the
るには、これらのストリップ オプションを有効にする必要があり
Separator）
ます。RADIUS サーバでユーザを認証するために、ユーザ名だけが
RADIUS サーバに渡されるためです。
• \ および @ の両方のストリップ機能をアクティブ化し、Cisco
AnyConnect を使用している場合、Cisco ISE は最初に出現する \ を
文字列から正確に取り除くことができません。ただし、各ストリッ
プ機能は、Cisco AnyConnect を考慮して設計されているため、個別
に使用する場合は動作します。
外部 RADIUS サーバへ 認証済みの RADIUS サーバとの間で送受信する属性の操作を Cisco ISE
の要求に含まれる属性 に許可するには、このチェックボックスをオンにします。
を変更する（Modify
次の属性操作が可能です。
Attributes in the Request
to the External RADIUS
• [追加（Add）]：RADIUS 要求/応答全体に属性を追加します。
Server）
• [更新（Update）]：属性値（固定または静的）を変更します。また
は属性を別の属性値（動的）で置き換えます。
• [削除（Remove）]：属性または属性と値のペアを削除します。
• [すべて削除（RemoveAny）]：存在するすべての属性を削除しま
す。
認証ポリシーに進む
（Continue to
Authorization Policy）

ID ストア グループおよび属性の取得に基づいて、プロキシ フローを許
可ポリシーの実行に誘導して、より詳細な意思決定を行うには、この
チェックボックスをオンにします。 このオプションを有効にすると、外
部 RADIUS サーバからの応答に含まれる属性が、認証ポリシーの選択に
使用されます。 このコンテキストの既存の属性は、AAA サーバの受け
入れ応答属性の適切な値で更新されます。
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フィールド

使用上のガイドライン

Access-Accept の送信前 応答をデバイスに返送する直前に属性を変更するには、このチェック
に属性を変更する
ボックスをオンにします。
（Modify Attributes
before send an
Access-Accept）

NAC マネージャの設定
次の表では、NAC マネージャを追加するために使用できる [新規 NAC Manager（New NAC
Manager）] ページのフィールドについて説明します。 このページへのナビゲーション パスは、
[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [NAC Managers] です。
表 88：NAC マネージャの設定

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

Cisco Access Manager（CAM）の名前を入力します。

ステータス
（Status）

CAM への接続を認証する Cisco ISE プロファイラからの REST API 通信を有効
にする場合は、[ステータス（Status）] チェックボックスをオンにします。

説明
（Description）

CAM の説明を入力します。

IP アドレス（IP CAM の IP アドレスを入力します。 Cisco ISE で CAM を作成して保存した後、
Address）
CAM の IP アドレスを編集することはできません。
0.0.0.0 と 255.255.255.255 は、Cisco ISE で CAM の IP アドレスを検証するとき
に除外され、CAM の [IP アドレス（IP Address）] フィールドで使用できる有効
な IP アドレスではないため、使用できません。
（注）

ハイ アベイラビリティ構成で CAM のペアが共有する仮想サービス
IP アドレスを使用できます。 これで、ハイ アベイラビリティ構成で
CAM のフェールオーバーをサポートできます。

ユーザ名
（Username）

CAM のユーザ インターフェイスにログオンできる CAM 管理者のユーザ名を
入力します。

パスワード
（Password）

CAM のユーザ インターフェイスにログオンできる CAM 管理者のパスワード
を入力します。
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デバイス ポータルの管理
デバイス ポータルの設定
デバイス ポータルのグローバル設定
[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal Management）] > [設定（Settings）]
を選択します。
BYOD ポータルおよびデバイス ポータルの次の一般設定を設定できます。
• 従業員がいずれかのポータルを使用して随時登録できるパーソナル デバイスの最大数。
• BYOD の登録プロセス中に問題が発生した場合に、従業員のデバイスをそのプロセスに再接
続するための IP アドレスまたは URL。
これらの一般的な設定値を設定したら、これらの設定は会社に設定したすべて BYOD ポータルお
よびデバイス ポータルに適用されます。

デバイス ポータルのポータル ID 設定
これらの設定へのナビゲーションパスは、[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理
（Device Portal Management）] > [ブラックリスト ポータル（Blacklist Portal）]/[クライアント プロ
ビジョニング ポータル（Client Provisioning Portals）]/[BYOD ポータル（BYOD Portals）]/[MDM
ポータル（MDM Portals）]/[デバイス ポータル（My Device Portals）] > [作成、編集または複製
（Create, Edit or Duplicate）] > [ポータルの設定およびカスタマイズ（Portals Settings and
Customization）] です。
これらの設定を使用して、ポータルを特定し、すべてのポータル ページで使用する言語ファイル
を選択します。
フィールド

使用上のガイドライン

ポータル名（Portal Name）

このポータルにアクセスするための一意のポー
タル名を入力します。 このポータル名を、その
他のスポンサーやゲスト ポータルおよび非ゲス
ト ポータル（ブラックリスト、個人所有デバイ
スの持ち込み（BYOD）、クライアント プロビ
ジョニング、モバイルデバイス管理（MDM）、
およびデバイスの各ポータル）に使用しないで
ください。
この名前は、許可プロファイルのポータルの選
択でリダイレクションの選択肢として表示さ
れ、ポータルのリストに定義されているポータ
ルの中から簡単に識別するために使用されま
す。
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フィールド

使用上のガイドライン

説明（Description）

これはオプションです。

ポータル テスト URL（Portal test URL）

[保存（Save）] をクリックした後にリンクとし
て表示されるシステムにより生成された URL。
ポータルをテストするために使用します。
リンクをクリックすると新しいブラウザ タブが
開き、ポリシー サービスがオンになっているポ
リシー サービス ノード（PSN）によって提供さ
れているこのポータルの URL が表示されます。
ポリシー サービスがオンになっていない場合、
PSN は管理者ポータル以外のポータルの Web
ページを提供しません。

言語ファイル（Language File）

各ポータル タイプは、デフォルトで 15 種類の
言語をサポートします。これらの言語は、個々
のプロパティ ファイルとして使用できます。こ
れらのファイルは、圧縮された単一の言語ファ
イル内にまとめてバンドルされています。 ポー
タルで使用する圧縮言語ファイルをエクスポー
トまたはインポートします。 圧縮言語ファイル
には、ポータルのテキストを表示するために使
用可能な個別の言語ファイルがすべて含まれて
います。
言語ファイルには、その言語のポータル全体の
すべての文字列設定に加え、特定のブラウザの
ロケール設定（例：フランス語の場合は fr、
fr-fr、fr-ca）へのマッピングが含まれています。
1 つの言語ファイルには、翻訳およびローカリ
ゼーションの目的に容易に使用できるように、
サポートされるすべての言語が含まれていま
す。
1 つの言語用のブラウザ ロケール設定を変更し
た場合、変更内容は他のすべてのエンドユーザ
Web ポータルに適用されます。 たとえば、ホッ
トスポット ゲスト ポータルの French.properties
ブラウザ ロケールを fr,fr-fr,fr-ca から fr,fr-fr に
変更すると、この変更内容がデバイス ポータル
にも適用されます。
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ブラックリスト ポータルのポータル設定
この設定のナビゲーションパスは、[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device
Portal Management）] > [ブラックリスト ポータル（Blacklist Portal）] > [編集（Edit）] > [ポータル
の動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] > [ポータル設定（Portal Settings）]
です。
これらの設定を使用して、ユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサー、または従業員）に表示さ
れる特定のポータル ページではなく、ポータル全体に適用される値を指定したり動作を定義した
りします。
フィールド

使用上のガイドライン

HTTPS ポート（HTTPS port）

ブラックリスト ポータルの 8444 に割り当てら
れているデフォルト ポート値を変更できます。
ポータルが同じイーサネット インターフェイス
を使用していない場合、別のポータルにブラッ
クリスト ポータルのポート値を使用できます。
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フィールド
使用可能インターフェイス（Allowed interfaces）
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フィールド

使用上のガイドライン
特定のギガビット イーサネット インターフェ
イスに対してポータル トラフィックをパーティ
ショニングします。 異なるサブネット上の IP
アドレスを使用してイーサネット インターフェ
イスを設定する必要があります。 同じ HTTPS
ポートに割り当てられたポータルは、同じギガ
ビット イーサネット インターフェイスまたは
別のインターフェイスを使用できます。 これら
のポータルが同じポートとインターフェイスの
組み合わせを使用している場合、同じ証明書グ
ループ タグを使用する必要があります。 次に
例を示します。
• 有効な組み合わせには次が含まれます。
◦ スポンサー ポータル：ポート 8443、
インターフェイス 0、証明書タグ A、
およびデバイス ポータル：ポート
8443、インターフェイス 0、証明書グ
ループ A
◦ スポンサー ポータル：ポート 8443、
インターフェイス 0、証明書グループ
A、およびデバイス ポータル：ポー
ト 8445、インターフェイス 0、証明
書グループ B
◦ スポンサー ポータル：ポート 8444、
インターフェイス 1、証明書グループ
A、およびブラックリストポータル：
ポート 8444、インターフェイス 0、
証明書グループ B
• 無効な組み合わせには次が含まれます。
◦ スポンサー ポータル：ポート 8443、
インターフェイス 0、証明書グループ
A、およびデバイス ポータル：8443、
インターフェイス 0、証明書グループ
B
◦ スポンサー ポータル：ポート 8444、
インターフェイス 0、証明書タグ A、
およびブラックリストポータル：ポー
ト 8444、インターフェイス 0、証明
書グループ A

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
797

デバイス ポータルの管理

フィールド

使用上のガイドライン
これらのインターフェイスは、ポリシー サービ
スがオンになっているすべての PSN（VM ベー
スを含む）で使用可能である必要があります。
これは、これらのすべての PSN がゲスト セッ
ションの開始時にリダイレクトに使用される可
能性があるため、必須要件です。

証明書グループ タグ（Certificate group tag）

ポータルの HTTPS トラフィックに使用する証
明書を指定する証明書グループ タグを選択しま
す。

ブラウザのロケールを使用する（Use browser
locale）

ユーザのブラウザのロケール設定がポータルの
表示言語に使用されることを指定します。 これ
は、言語ファイルにブラウザのロケールに対応
する言語が存在することを想定しています。 そ
うでない場合は、フォールバック言語がポータ
ルに表示されるテキストに使用されます。

フォールバック言語（Fallback language）

ブラウザのロケールに対応する言語ファイルが
存在しない場合に使用する言語を選択します。

常に使用（Always use）

ポータルに使用する表示言語を選択します。 こ
の設定は、ユーザのブラウザのロケール オプ
ションを上書きします。

BYOD デバイス登録と MDM ポータルのポータル設定
この設定のナビゲーションパスは、[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device
Portal Management）] > [BYOD ポータルまたは MDM ポータル（BYOD Portals or MDM 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）] > [ポータル設定（Portal Settings）] です。
これらの設定を使用して、ユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサー、または従業員）に表示さ
れる特定のポータル ページではなく、ポータル全体に適用される値を指定したり動作を定義した
りします。
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フィールド

使用上のガイドライン

HTTPS ポート（HTTPS port）

8000 ～ 8999 の範囲のポート値を入力します。
デフォルト値はすべてのデフォルト ポータルで
8443 です。ただし、ブラックリスト ポータル
は 8444 です。 この範囲外のポート値を使用し
てアップグレードした場合は、このページで変
更を加えるまで維持されます。 このページを変
更する場合、この制限に従うようにポート設定
を変更する必要があります。
ゲスト ポータルに非ゲスト ポータル（デバイ
スなど）によって使用されるポートを割り当て
ると、エラー メッセージが表示されます。
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フィールド
使用可能インターフェイス（Allowed interfaces）
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フィールド

使用上のガイドライン
特定のギガビット イーサネット インターフェ
イスに対してポータル トラフィックをパーティ
ショニングします。 異なるサブネット上の IP
アドレスを使用してイーサネット インターフェ
イスを設定する必要があります。 同じ HTTPS
ポートに割り当てられたポータルは、同じギガ
ビット イーサネット インターフェイスまたは
別のインターフェイスを使用できます。 これら
のポータルが同じポートとインターフェイスの
組み合わせを使用している場合、同じ証明書グ
ループ タグを使用する必要があります。 次に
例を示します。
• 有効な組み合わせには次が含まれます。
◦ スポンサー ポータル：ポート 8443、
インターフェイス 0、証明書タグ A、
およびデバイス ポータル：ポート
8443、インターフェイス 0、証明書グ
ループ A
◦ スポンサー ポータル：ポート 8443、
インターフェイス 0、証明書グループ
A、およびデバイス ポータル：ポー
ト 8445、インターフェイス 0、証明
書グループ B
◦ スポンサー ポータル：ポート 8444、
インターフェイス 1、証明書グループ
A、およびブラックリストポータル：
ポート 8444、インターフェイス 0、
証明書グループ B
• 無効な組み合わせには次が含まれます。
◦ スポンサー ポータル：ポート 8443、
インターフェイス 0、証明書グループ
A、およびデバイス ポータル：8443、
インターフェイス 0、証明書グループ
B
◦ スポンサー ポータル：ポート 8444、
インターフェイス 0、証明書タグ A、
およびブラックリストポータル：ポー
ト 8444、インターフェイス 0、証明
書グループ A
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フィールド

使用上のガイドライン
これらのインターフェイスは、ポリシー サービ
スがオンになっているすべての PSN（VM ベー
スを含む）で使用可能である必要があります。
これは、これらのすべての PSN がゲスト セッ
ションの開始時にリダイレクトに使用される可
能性があるため、必須要件です。

証明書グループ タグ（Certificate group tag）

ポータルの HTTPS トラフィックに使用する証
明書を指定する証明書グループ タグを選択しま
す。

エンドポイント ID グループ（Endpoint Identity
Group）

従業員のデバイスを追跡するためのエンドポイ
ント ID グループを選択します。 Cisco ISE はデ
フォルトとして使用する RegisteredDevices のエ
ンドポイントIDグループを提供します。デフォ
ルトを使用しない場合、追加のエンドポイント
ID グループを作成することもできます。

__日に達した場合にこの ID グループ内のエン
ドポイントを消去する（Purge endpoints in this
identity group when they reach __ days）

ユーザ デバイスの登録後の日数を変更します。
この日数が経過すると、デバイスは Cisco ISE
データベースから消去されます。 消去は毎日実
行され、消去アクティビティは全体的な消去タ
イミングと同期されます。 変更は、このエンド
ポイント ID グループ全体に適用されます。
その他のポリシー条件に基づいてエンドポイン
ト消去ポリシーに変更が加えられた場合、この
設定は使用できなくなります。

ブラウザのロケールを使用する（Use browser
locale）

ユーザのブラウザのロケール設定がポータルの
表示言語に使用されることを指定します。 これ
は、言語ファイルにブラウザのロケールに対応
する言語が存在することを想定しています。 そ
うでない場合は、フォールバック言語がポータ
ルに表示されるテキストに使用されます。

フォールバック言語（Fallback language）

ブラウザのロケールに対応する言語ファイルが
存在しない場合に使用する言語を選択します。

常に使用（Always use）

ポータルに使用する表示言語を選択します。 こ
の設定は、ユーザのブラウザのロケール オプ
ションを上書きします。
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BYOD ポータルの BYOD 設定
この設定のナビゲーションパスは、[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device
Portal Management）] > [BYOD ポータル（BYOD 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）] > [BYOD
設定（BYOD Settings）] です。
この設定を使用して、パーソナル デバイスを使用する従業員の個人所有デバイスの持ち込み
（BYOD）機能を有効にし、企業ネットワークにアクセスできるようにします。
フィールド

使用上のガイドライン

AUP をページに含める/AUP をリンクとして含 会社のネットワーク使用の諸条件を、現在ユー
める（Include an AUP (on page/as link)）
ザに表示されるページ上のテキストとして、ま
たは AUP テキストが含まれる新しいタブまた
はウィンドウを開くリンクとして表示します。
同意が必要（Require acceptance）

ユーザのアカウントが完全に有効になる前に、
ユーザは AUP に同意する必要があります。 [ロ
グイン（Login）] ボタンは、ユーザが AUP を
受け入れない場合は有効になりません。 ユーザ
が AUP に同意しない場合、ネットワークにア
クセスできません。

AUP の最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）

このオプションは、[AUP をページに含める
（Include an AUP on page）] が有効である場合
のみ表示されます。
ユーザが AUP を最後まで読んだことを確認し
ます。 [同意（Accept）] ボタンは、ユーザが
AUP の最後までスクロールした後にのみアク
ティブになります。

登録時にデバイス ID フィールドを表示する
（Display Device ID field during registration）

登録プロセス中に、デバイス ID をユーザに表
示します。これは、デバイス ID が事前設定さ
れており、BYOD ポータルを使用しているとき
に変更できない場合も含みます。
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元の URL（Originating URL）

ネットワークへの認証に成功すると、可能な場
合はユーザのブラウザを、ユーザがアクセスし
ようとしていた元の Web サイトにリダイレク
トします。 リダイレクトできない場合は、認証
成功ページが表示されます。
Windows、MAC、および Android デバイスの場
合、制御はプロビジョニングを実行するセルフ
プロビジョニング ウィザード アプリケーショ
ンに渡されます。 そのため、これらのデバイス
は元の URL にリダイレクトされません。 ただ
し、iOS（dot1X）およびサポート対象外のデバ
イス（ネットワーク アクセスが許可されてい
る）では、この URL にリダイレクトされます。

成功ページ（Success page）

デバイスの登録が成功したことを示すページを
表示します。

URL

ネットワークへの認証に成功すると、ユーザの
ブラウザを指定された URL（会社の Web サイ
トなど）にリダイレクトします。

クライアント プロビジョニング ポータルのポータル設定
これらの設定へのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理
（Device Portal Management）] > [クライアント プロビジョニング ポータル（Client Provisioning
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）] > [ポータル設定（Portal Settings）] です。
これらの設定を使用して、ユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサー、または従業員）に表示さ
れる特定のポータル ページではなく、ポータル全体に適用される値を指定したり動作を定義した
りします。
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HTTPS ポート（HTTPS port）

8000 ～ 8999 の範囲のポート値を入力します。
デフォルト値はすべてのデフォルト ポータルで
8443 です。ただし、ブラックリスト ポータル
は 8444 です。 この範囲外のポート値を使用し
てアップグレードした場合は、このページで変
更を加えるまで維持されます。 このページを変
更する場合、この制限に従うようにポート設定
を変更する必要があります。
ゲスト ポータルに非ゲスト ポータル（デバイ
スなど）によって使用されるポートを割り当て
ると、エラー メッセージが表示されます。
ポスチャ評価と修復についてのみ、クライアン
ト プロビジョニング ポータルはポート 8905 お
よび 8909 も使用します。 それ以外の場合は、
ゲスト ポータルに割り当てられている同じポー
トを使用します。
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フィールド
使用可能インターフェイス（Allowed interfaces）
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フィールド

使用上のガイドライン
特定のギガビット イーサネット インターフェ
イスに対してポータル トラフィックをパーティ
ショニングします。 異なるサブネット上の IP
アドレスを使用してイーサネット インターフェ
イスを設定する必要があります。 同じ HTTPS
ポートに割り当てられたポータルは、同じギガ
ビット イーサネット インターフェイスまたは
別のインターフェイスを使用できます。 これら
のポータルが同じポートとインターフェイスの
組み合わせを使用している場合、同じ証明書グ
ループ タグを使用する必要があります。 次に
例を示します。
• 有効な組み合わせには次が含まれます。
◦ スポンサー ポータル：ポート 8443、
インターフェイス 0、証明書タグ A、
およびデバイス ポータル：ポート
8443、インターフェイス 0、証明書グ
ループ A
◦ スポンサー ポータル：ポート 8443、
インターフェイス 0、証明書グループ
A、およびデバイス ポータル：ポー
ト 8445、インターフェイス 0、証明
書グループ B
◦ スポンサー ポータル：ポート 8444、
インターフェイス 1、証明書グループ
A、およびブラックリストポータル：
ポート 8444、インターフェイス 0、
証明書グループ B
• 無効な組み合わせには次が含まれます。
◦ スポンサー ポータル：ポート 8443、
インターフェイス 0、証明書グループ
A、およびデバイス ポータル：8443、
インターフェイス 0、証明書グループ
B
◦ スポンサー ポータル：ポート 8444、
インターフェイス 0、証明書タグ A、
およびブラックリストポータル：ポー
ト 8444、インターフェイス 0、証明
書グループ A
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使用上のガイドライン
これらのインターフェイスは、ポリシー サービ
スがオンになっているすべての PSN（VM ベー
スを含む）で使用可能である必要があります。
これは、これらのすべての PSN がゲスト セッ
ションの開始時にリダイレクトに使用される可
能性があるため、必須要件です。

証明書グループ タグ（Certificate group tag）

ポータルの HTTPS トラフィックに使用する証
明書を指定する証明書グループ タグを選択しま
す。

ブラウザのロケールを使用する（Use browser
locale）

ユーザのブラウザのロケール設定がポータルの
表示言語に使用されることを指定します。 これ
は、言語ファイルにブラウザのロケールに対応
する言語が存在することを想定しています。 そ
うでない場合は、フォールバック言語がポータ
ルに表示されるテキストに使用されます。

フォールバック言語（Fallback language）

ブラウザのロケールに対応する言語ファイルが
存在しない場合に使用する言語を選択します。

常に使用（Always use）

ポータルに使用する表示言語を選択します。 こ
の設定は、ユーザのブラウザのロケール オプ
ションを上書きします。

MDM ポータルの従業員のモバイル デバイス管理設定
これらの設定へのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理
（Device Portal Management）] > [MDM ポータル（MDM 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）] >
[従業員のモバイル デバイス管理設定（Employee Mobile Device Management Settings）] です。
これらの設定を使用して、MDMポータルを使用する従業員のモバイルデバイス管理（MDM）機
能を有効にし、AUP エクスペリエンスを定義します。
フィールド

使用上のガイドライン

AUP をページに含める/AUP をリンクとして含 会社のネットワーク使用の諸条件を、現在ユー
める（Include an AUP (on page/as link)）
ザに表示されるページ上のテキストとして、ま
たは AUP テキストが含まれる新しいタブまた
はウィンドウを開くリンクとして表示します。
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同意が必要（Require acceptance）

ユーザのアカウントが完全に有効になる前に、
ユーザは AUP に同意する必要があります。 [ロ
グイン（Login）] ボタンは、ユーザが AUP を
受け入れない場合は有効になりません。 ユーザ
が AUP に同意しない場合、ネットワークにア
クセスできません。

AUP の最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）

このオプションは、[AUP をページに含める
（Include an AUP on page）] が有効である場合
のみ表示されます。
ユーザが AUP を最後まで読んだことを確認し
ます。 [同意（Accept）] ボタンは、ユーザが
AUP の最後までスクロールした後にのみアク
ティブになります。

デバイス ポータルのポータル設定
これらの設定へのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理
（Device Portal Management）] > [デバイス ポータル（My Devices 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）] > [ポータル設定（Portal Settings）] です。
これらの設定を使用して、ユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサー、または従業員）に表示さ
れる特定のポータル ページではなく、ポータル全体に適用される値を指定したり動作を定義した
りします。
フィールド

使用上のガイドライン

HTTPS ポート（HTTPS port）

8000 ～ 8999 の範囲のポート値を入力します。
デフォルト値はすべてのデフォルト ポータルで
8443 です。ただし、ブラックリスト ポータル
は 8444 です。 この範囲外のポート値を使用し
てアップグレードした場合は、このページで変
更を加えるまで維持されます。 このページを変
更する場合、この制限に従うようにポート設定
を変更する必要があります。
ゲスト ポータルに非ゲスト ポータル（デバイ
スなど）によって使用されるポートを割り当て
ると、エラー メッセージが表示されます。
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使用可能インターフェイス（Allowed interfaces）
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フィールド

使用上のガイドライン
特定のギガビット イーサネット インターフェ
イスに対してポータル トラフィックをパーティ
ショニングします。 異なるサブネット上の IP
アドレスを使用してイーサネット インターフェ
イスを設定する必要があります。 同じ HTTPS
ポートに割り当てられたポータルは、同じギガ
ビット イーサネット インターフェイスまたは
別のインターフェイスを使用できます。 これら
のポータルが同じポートとインターフェイスの
組み合わせを使用している場合、同じ証明書グ
ループ タグを使用する必要があります。 次に
例を示します。
• 有効な組み合わせには次が含まれます。
◦ スポンサー ポータル：ポート 8443、
インターフェイス 0、証明書タグ A、
およびデバイス ポータル：ポート
8443、インターフェイス 0、証明書グ
ループ A
◦ スポンサー ポータル：ポート 8443、
インターフェイス 0、証明書グループ
A、およびデバイス ポータル：ポー
ト 8445、インターフェイス 0、証明
書グループ B
◦ スポンサー ポータル：ポート 8444、
インターフェイス 1、証明書グループ
A、およびブラックリストポータル：
ポート 8444、インターフェイス 0、
証明書グループ B
• 無効な組み合わせには次が含まれます。
◦ スポンサー ポータル：ポート 8443、
インターフェイス 0、証明書グループ
A、およびデバイス ポータル：8443、
インターフェイス 0、証明書グループ
B
◦ スポンサー ポータル：ポート 8444、
インターフェイス 0、証明書タグ A、
およびブラックリストポータル：ポー
ト 8444、インターフェイス 0、証明
書グループ A
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フィールド

使用上のガイドライン
これらのインターフェイスは、ポリシー サービ
スがオンになっているすべての PSN（VM ベー
スを含む）で使用可能である必要があります。
これは、これらのすべての PSN がゲスト セッ
ションの開始時にリダイレクトに使用される可
能性があるため、必須要件です。

証明書グループ タグ（Certificate group tag）

ポータルの HTTPS トラフィックに使用する証
明書を指定する証明書グループ タグを選択しま
す。

完全修飾ドメイン名（FQDN）（Fully Qualified ポータルの一意の FQDN またはホスト名（また
Domain Name (FQDN)）
はその両方）を入力します。 たとえば、スポン
サー ポータルに sponsorportal.yourcompany.com,
sponsor と入力でき、デバイス ポータルに
mydevicesportal.yourcompany.com, mydevices と入
力できます。 カンマを使用して名前を区切りま
すが、エントリ間にスペースを挿入しないでく
ださい。
デフォルトの FQDN を更新する場合は、次を実
行する必要があります。
• DNS を更新して、新しい URL の FQDN が
有効なポリシー サービス ノード（PSN）
の IP アドレスに確実に解決するようにし
ます。
• 名前の不一致による証明書の警告メッセー
ジを回避するために、Cisco ISE PSN のロー
カル サーバ証明書のサブジェクト代替名
（SAN）属性に、カスタマイズされたURL
の FQDN を含めます。
• 証明書署名要求（CSR）を送信するときに
認証局（CA）サーバの SAN 属性などの
Cisco ISE 以外の SAN 属性を指定するか、
または openssl などのユーティリティを使
用してカスタム CSR を作成します。
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ID ソース順序（Identity source sequence）

従業員がデバイス ポータルにログインできるよ
うに、ID ストア順序を指定します。 従業員（内
部ユーザ）に対してデバイス ポータルへのアク
セスを認証および許可するために、従業員の ID
ソース順序と従業員のログイン クレデンシャル
が使用されます。 ID ソース順序では、従業員
の認証を解決するために、どのストアにどの順
序でアクセスするかを定義し、ここにはローカ
ル Cisco ISE ID ストアと外部ストアを含めるこ
とができます。
ポータルへの認証に使用する ID ソース順序
（ISS）を選択します。 ISS はユーザがユーザ
名を使用してログインするときに順に検索され
るポリシー情報ポイント（PIP）のリストです。
たとえば、内部ゲスト ユーザ、内部ユーザ、
Active Directory A、LDAP ディレクトリ B など
があります。
Cisco ISE には従業員のデフォルトの ID ソース
順序である [MyDevices_Portal_Sequence] が含ま
れ、ここにはデフォルト ID ストアである [内部
ユーザ（Internal Users）] が含まれています。
ユーザ名がゲスト ユーザまたは内部ユーザの
データベースで一致し、パスワードも同様に一
致した場合、Cisco ISE はデータベースのリスト
をたどる検索を停止します。 ただし、一致が見
つからない場合は、一致が見つかるかリストの
最後のデータベースの終端に到達するまでデー
タベースを検索し続けます。

エンドポイント ID グループ（Endpoint Identity
Group）

従業員のデバイスを追跡するためのエンドポイ
ント ID グループを選択します。 Cisco ISE はデ
フォルトとして使用する RegisteredDevices のエ
ンドポイントIDグループを提供します。デフォ
ルトを使用しない場合、追加のエンドポイント
ID グループを作成することもできます。
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__日に達した場合にこの ID グループ内のエン
ドポイントを消去する（Purge endpoints in this
identity group when they reach __ days）

ユーザ デバイスの登録後の日数を変更します。
この日数が経過すると、デバイスは Cisco ISE
データベースから消去されます。 消去は毎日実
行され、消去アクティビティは全体的な消去タ
イミングと同期されます。 変更は、このエンド
ポイント ID グループ全体に適用されます。
その他のポリシー条件に基づいてエンドポイン
ト消去ポリシーに変更が加えられた場合、この
設定は使用できなくなります。

アイドル タイムアウト（Idle timeout）

ポータルでアクティビティがない場合にユーザ
をログアウトするまでに Cisco ISE が待機する
時間（分）を入力します。 有効な範囲は 1 ～
30 分です。

ブラウザのロケールを使用する（Use browser
locale）

ユーザのブラウザのロケール設定がポータルの
表示言語に使用されることを指定します。 これ
は、言語ファイルにブラウザのロケールに対応
する言語が存在することを想定しています。 そ
うでない場合は、フォールバック言語がポータ
ルに表示されるテキストに使用されます。

フォールバック言語（Fallback language）

ブラウザのロケールに対応する言語ファイルが
存在しない場合に使用する言語を選択します。

常に使用（Always use）

ポータルに使用する表示言語を選択します。 こ
の設定は、ユーザのブラウザのロケール オプ
ションを上書きします。

デバイス ポータルのログイン ページ設定
このページへのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device
Portal Management）] > [デバイス ポータル（My Devices 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）] >
[ログイン ページ設定（Login Page Settings）] です。
これらの設定を使用して、ユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは従業員）のログイン
のエクスペリエンス、ログイン試行失敗のパラメータ、およびこのページについてのAUP情報を
定義します。
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頻度制限までの最大ログイン試行失敗数
（Maximum failed login attempts before rate
limiting）

単一のブラウザ セッションからのログイン試行
失敗回数を指定します。この回数を超過する
と、Cisco ISE はログイン試行を実行できる頻度
を意図的に低下させて、追加のログイン試行を
防ぎます。 ログイン失敗がこの回数に達した後
のログイン試行の間隔は、[頻度制限時のログイ
ン試行間隔（Time between login attempts when
rate limiting）] で指定されます。

頻度制限時のログイン試行間隔（Time between [頻度制限までの最大ログイン試行失敗数
login attempts when rate limiting）
（Maximum failed login attempts before rate
limiting）] で定義された回数のログインの失敗
後に、ユーザが再度ログインを試行するまでに
待機する必要がある時間を分単位で設定しま
す。
AUP をページに含める/AUP をリンクとして含 会社のネットワーク使用の諸条件を、現在ユー
める（Include an AUP (on page/as link)）
ザに表示されるページ上のテキストとして、ま
たは AUP テキストが含まれる新しいタブまた
はウィンドウを開くリンクとして表示します。
同意が必要（Require acceptance）

ポータルにアクセスする前にユーザが AUP を
受け入れることを要求します。 [ログイン
（Login）] ボタンは、ユーザが AUP を受け入
れない場合は有効になりません。 AUP を受け
入れないユーザは、ポータルにアクセスできま
せん。

AUP の最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）

このオプションは、[AUP をページに含める
（Include an AUP on page）] が有効である場合
のみ表示されます。
ユーザが AUP を最後まで読んだことを確認し
ます。 [同意（Accept）] ボタンは、ユーザが
AUP の最後までスクロールした後にのみアク
ティブになります。

デバイス ポータルの利用規定（AUP）ページ設定
このページへのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device
Portal Management）] > [デバイス ポータル（My Devices 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）] >
[利用規定（AUP）ページ設定（Acceptable Use Policy (AUP) Page Settings）] です。
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これらの設定を使用して、ユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは従業員）に対して
AUP エクスペリエンスを定義します。
フィールド

使用上のガイドライン

AUP ページを含める（Include an AUP page）

会社のネットワーク使用諸条件を、別のページ
でユーザに表示します。

AUP の最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）

ユーザが AUP を最後まで読んだことを確認し
ます。 [同意（Accept）] ボタンは、ユーザが
AUP の最後までスクロールした後にのみアク
ティブになります。

初回のログインのみ（On first login only）

ユーザがネットワークまたはポータルに初めて
ログインしたときのみ、AUP を表示します。

ログインごと（On every login）

ユーザがネットワークまたはポータルにログイ
ンするごとに、AUP を表示します。

__日ごと（初回のログインから）（Every __ days ユーザがネットワークまたはポータルに初めて
(starting at first login)）
ログインした後に、定期的に AUP を表示しま
す。

デバイス ポータルのポストログイン バナー ページ設定
このページへのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device
Portal Management）] > [デバイス ポータル（My Devices 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）] >
[ポストログイン バナー ページ設定（Post-Login Banner Page Settings）] です。
これらの設定を使用して、正常なログイン後にユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは
従業員）に追加情報を通知します。
フィールド

使用上のガイドライン

ポストログイン バナー ページを含める（Include ユーザが正常にログインした後、ネットワーク
a Post-Login Banner page）
アクセスを付与される前に追加情報を表示しま
す。

デバイス ポータルの従業員によるパスワード変更の設定
このページへのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device
Portal Management）] > [デバイス ポータル（My Devices 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）] >
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[従業員のパスワード変更設定（Employee Change Password Settings）] です。 これらの設定を使用
して、デバイス ポータルを使用している従業員のパスワード要件を定義します。
従業員のパスワード ポリシーを設定するには、[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity
Management）] > [設定（Settings）] > [ユーザ名パスワード ポリシー（Username Password Policy）]
を選択します。
フィールド

使用上のガイドライン

内部ユーザにパスワードの変更を許可する
（Allow internal users to change password）

従業員が、デバイス ポータルにログインした後
で、自分のパスワードを変更することを許可し
ます。
これは、アカウントが Cisco ISE データベース
保存されている従業員に適用され、Active
Directory や LDAP などの外部データベースに保
存されている場合には適用されません。

デバイス ポータルのデバイス管理設定
これらの設定へのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理
（Device Portal Management）] > [デバイス ポータル（My Devices Portals）] > [作成、編集または複
製（Create, Edit or Duplicate）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page Customization）] >
[デバイスの管理（Manage Device）] です。
[ページのカスタマイズ（Page Customizations）] で、デバイス ポータルの [アカウントの管理
（Manage Accounts）] タブに表示される、メッセージ、タイトル、コンテンツ、手順、および
フィールドやボタンのラベルをカスタマイズできます。
[設定（Settings）] では、このデバイス ポータルを使用する従業員が各自の登録されたパーソナル
デバイスで実行可能なアクションを指定できます。
表 89：デバイス ポータルのデバイス管理設定

フィールド

使用上のガイドライン

紛失（Lost）

すべてのデバイス。
デバイスを紛失したことを従業員が示すことができ
るようにします。 このアクションは、デバイス ポー
タルのデバイスのステータスを [紛失（Lost）] に更
新し、ブラックリストのエンドポイントの ID グルー
プにそのデバイスを追加します。
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フィールド

使用上のガイドライン

復元（Reinstate）

すべてのデバイス。
このアクションでは、ブラックリストに記載されて
いるか、紛失したか、または盗難されたデバイスを
復元し、そのステータスを最後の既知の値にリセッ
トします。 このアクションでは、ネットワークに接
続する前に追加プロビジョニングを実行する必要が
あるため、盗難デバイスのステータスを [未登録
（Not Registered）] にリセットします。
ブラックリストに記載されているデバイスを従業員
が復元できないようにする場合は、デバイス ポータ
ルでこのオプションを有効にしないでください。

削除（Delete）

すべてのデバイス。
登録済みデバイスの最大数に到達した場合、従業員
が、登録されたデバイスをデバイス ポータルから削
除したり、未使用のデバイスを削除して新しいデバ
イスを追加したりできるようにします。 このアク
ションによって、デバイス ポータルに表示されるデ
バイス リストからデバイスが削除されますが、デバ
イスは Cisco ISE データベースに残り、エンドポイ
ントのリストに表示されます。
BYOD またはデバイス ポータルを使用して従業員が
登録できるパーソナル デバイスの最大数を定義する
には、[管理（Administration）] > [デバイス ポータル
管理（Device Portal Management）] > [設定
（Settings）] > [従業員登録済みデバイス（Employee
Registered Devices）] を選択します。
完全に Cisco ISE データベースからデバイスを削除
するには、[管理（Administration）] > [ID の管理
（Identity Management）] > [ID（Identities）] > [エン
ドポイント（Endpoints）] を選択します。

盗難（Stolen）

すべてのデバイス。
デバイスが盗まれたことを従業員が示すことができ
るようにします。 このアクションは、デバイス ポー
タルのデバイスのステータスを [盗難（Stolen）] に
更新し、ブラックリストのエンドポイントの ID グ
ループにそのデバイスを追加し、証明書を削除しま
す。
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フィールド

使用上のガイドライン

デバイス ロック（Device lock）

MDM 登録デバイスのみ。
デバイスの紛失または盗難が発生した場合、従業員
がすぐにデバイス ポータルからリモートでデバイス
をロックできるようにします。 このアクションに
よって、デバイスの不正使用が防止されます。
ただし、デバイス ポータルでは PIN を設定できない
ため、従業員が事前にモバイル デバイスに設定して
おく必要があります。

登録解除（Unenroll）

MDM 登録デバイスのみ。
職場でデバイスを使用する必要がなくなった場合
に、従業員がこのオプションを選択できるようにし
ます。 このアクションでは、会社がインストールし
ているアプリケーションと設定のみが削除され、従
業員のモバイル デバイス上の他のアプリケーション
およびデータは維持されます。

完全消去（Full wipe）

MDM 登録デバイスのみ。
デバイスを紛失したり、新しいものに交換したりし
た場合に、従業員がこのオプションを選択できるよ
うにします。 このアクションでは、従業員のモバイ
ル デバイスを工場出荷時のデフォルト設定にリセッ
トし、インストール済みのアプリケーションとデー
タを削除します。

デバイス ポータルのデバイス カスタマイズの追加、編集、および検索
これらの設定へのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理
（Device Portal Management）] > [デバイス ポータル（My Devices Portals）] > [作成、編集または複
製（Create, Edit or Duplicate）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page Customization）] >
[デバイスの追加、デバイスの編集またはデバイスの検索（Add Devices, Edit Devices or Locate
Devices）] です。
[ページのカスタマイズ（Page Customizations）] で、デバイス ポータルの [追加（Add）]、[編集
（Edit）]、および [検索（Locate）] の各タブに表示される、メッセージ、タイトル、コンテンツ、
手順、およびフィールドやボタンのラベルをカスタマイズできます。

デバイス ポータルのサポート情報ページの設定
この設定へのナビゲーションパスは、[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device
Portal Management）] > [BYOD ポータル（BYOD Portals）]/[クライアント プロビジョニング ポー
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タル（Client Provisioning Portals）]/[MDM ポータル（MDM Portals）]/[デバイス ポータル（My
Device 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）] > [サポート情報ページの設定（Support Information
Page Settings）] です。
これらの設定を使用して、ヘルプ デスクがユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは従業
員）が体験したアクセスの問題をトラブルシューティングするために使用できる情報を表示しま
す。
フィールド

使用上のガイドライン

サポート情報ページを含める（Include a Support 該当ポータルのすべての有効なページ上で、問
Information Page）
い合わせ先などの情報へのリンクを表示しま
す。
MAC アドレス（MAC address）

[サポート情報（Support Information）] ページに
デバイスの MAC アドレスを含めます。

IP アドレス（IP Address）

[サポート情報（Support Information）] ページに
デバイスの IP アドレスを含めます。

ブラウザのユーザ エージェント（Browser user
agent）

[サポート情報（Support Information）] ページ
に、要求の発信元のユーザ エージェントの製品
名とバージョン、レイアウト エンジン、バー
ジョンなど、ブラウザの詳細を含めます。

ポリシー サーバ（Policy server）

[サポート情報（Support Information）] ページ
に、このポータルを提供している ISE ポリシー
サービス ノード（PSN）の IP アドレスを含め
ます。

障害コード（Failure code）

可能な場合は、ログ メッセージ カタログ内の
対応する番号を含めます。 メッセージ カタロ
グにアクセスしてこれを表示するには、[管理
（Administration）] > [システム（System）] > [ロ
ギング（Logging）] > [メッセージ カタログ
（Message Catalog）] に移動します。

フィールドを隠す（Hide field）

含める情報が存在しない場合、[サポート情報
（Support Information）] ページ上の該当する
フィールド ラベルを表示しません。 たとえば、
障害コードが不明であるために空白である場
合、[障害コード（Failure code）] は、選択され
ている場合でも表示されません。
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フィールド

使用上のガイドライン

値のないラベルを表示（Display label with no
value）

含める情報が存在しない場合でも、選択されて
いるすべてのフィールドのラベルを [サポート
情報（Support Information）] ページに表示しま
す。 たとえば、障害コードが不明な場合、[障
害コード（Failure code）] は空白であっても表
示されます。

デフォルト値でラベルを表示（Display label with [サポート情報（Support Information）] ページ上
default value）
の選択されているフィールドに含まれる情報が
存在しない場合、このテキストがこれらのすべ
てのフィールドに表示されます。 たとえば、こ
のフィールドに「情報なし」と入力した場合に
障害コード不明が不明な場合は、[障害コード
（Failure code）] に「情報なし」と表示されま
す。
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ゲストアクセスのユーザインターフェイス
のリファレンス
• 構成, 823 ページ

構成
ゲストおよびスポンサー ポータルのグローバル設定
[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Settings）] を選択します。 Cisco ISE 内のゲスト ポー
タル、スポンサー ポータル、ゲスト タイプ、およびスポンサー グループに適用される、次の一
般設定を設定できます。
• ゲスト アカウントの消去、およびユーザ名とパスワードの生成のポリシー。
• 電子メールおよび SMS 通知をゲスト アカウントとスポンサーに送信するときに使用する
SMTP サーバおよび SMS ゲートウェイ。
• アカウント登録ゲスト ポータルを使用したゲスト アカウントの作成およびゲストの登録時
に選択する場所、タイム ゾーン、SSID およびカスタム フィールド。
これらのグローバル設定を指定すると、特定のゲスト ポータルとスポンサー ポータル、ゲスト
タイプおよびスポンサー グループの設定時にそれらを必要に応じて使用できます。

ゲスト ポータル設定
ゲスト ポータルのポータル ID 設定
これらの設定へのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [ゲスト ポータルまたはスポンサー ポータル（Guest Portals or Sponsor Portals）] > [作成、編集ま
たは複製（Create, Edit or Duplicate）] > [ゲスト ポータルおよびスポンサー ポータルの設定とカス
タマイズ（Guest Portals or Sponsor Portals Settings and Customization）] です。
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これらの設定を使用して、ポータルを特定し、すべてのポータル ページで使用する言語ファイル
を選択します。
フィールド

使用上のガイドライン

ポータル名（Portal Name）

このポータルにアクセスするための一意のポー
タル名を入力します。 このポータル名を、その
他のスポンサーやゲスト ポータルおよび非ゲス
ト ポータル（ブラックリスト、個人所有デバイ
スの持ち込み（BYOD）、クライアント プロビ
ジョニング、モバイルデバイス管理（MDM）、
およびデバイスの各ポータル）に使用しないで
ください。
この名前は、許可プロファイルのポータルの選
択でリダイレクションの選択肢として表示さ
れ、ポータルのリストに定義されているポータ
ルの中から簡単に識別するために使用されま
す。

説明（Description）

これはオプションです。

ポータル テスト URL（Portal test URL）

[保存（Save）] をクリックした後にリンクとし
て表示されるシステムにより生成された URL。
ポータルをテストするために使用します。
リンクをクリックすると新しいブラウザ タブが
開き、ポリシー サービスがオンになっているポ
リシー サービス ノード（PSN）によって提供さ
れているこのポータルの URL が表示されます。
ポリシー サービスがオンになっていない場合、
PSN は管理者ポータル以外のポータルの Web
ページを提供しません。
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フィールド

使用上のガイドライン

言語ファイル（Language File）

各ポータル タイプは、デフォルトで 15 種類の
言語をサポートします。これらの言語は、個々
のプロパティ ファイルとして使用できます。こ
れらのファイルは、圧縮された単一の言語ファ
イル内にまとめてバンドルされています。 ポー
タルで使用する圧縮言語ファイルをエクスポー
トまたはインポートします。 圧縮言語ファイル
には、ポータルのテキストを表示するために使
用可能な個別の言語ファイルがすべて含まれて
います。
言語ファイルには、その言語のポータル全体の
すべての文字列設定に加え、特定のブラウザの
ロケール設定（例：フランス語の場合は fr、
fr-fr、fr-ca）へのマッピングが含まれています。
1 つの言語ファイルには、翻訳およびローカリ
ゼーションの目的に容易に使用できるように、
サポートされるすべての言語が含まれていま
す。
1 つの言語用のブラウザ ロケール設定を変更し
た場合、変更内容は他のすべてのエンドユーザ
Web ポータルに適用されます。 たとえば、ホッ
トスポット ゲスト ポータルの French.properties
ブラウザ ロケールを fr,fr-fr,fr-ca から fr,fr-fr に
変更すると、この変更内容がデバイス ポータル
にも適用されます。

ホットスポット ゲスト ポータルのポータル設定
これらの設定へのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [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）] > [ポータル設定（Portal
Settings）] です。
これらの設定を使用して、ポータルを特定し、すべてのポータル ページで使用する言語ファイル
を選択します。
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フィールド

使用上のガイドライン

HTTPS ポート（HTTPS port）

8000 ～ 8999 の範囲のポート値を入力します。
デフォルト値はすべてのデフォルト ポータルで
8443 です。ただし、ブラックリスト ポータル
は 8444 です。 この範囲外のポート値を使用し
てアップグレードした場合は、このページで変
更を加えるまで維持されます。 このページを変
更する場合、この制限に従うようにポート設定
を変更する必要があります。
ゲスト ポータルに非ゲスト ポータル（デバイ
スなど）によって使用されるポートを割り当て
ると、エラー メッセージが表示されます。

使用可能インターフェイス（Allowed interfaces） 特定のギガビット イーサネット インターフェ
イスに対してポータル トラフィックをパーティ
ショニングします。 異なるサブネット上の IP
アドレスを使用してイーサネット インターフェ
イスを設定する必要があります。 同じ HTTPS
ポートに割り当てられたポータルは、同じギガ
ビット イーサネット インターフェイスまたは
別のインターフェイスを使用できます。 これら
のポータルが同じポートとインターフェイスの
組み合わせを使用している場合、同じ証明書グ
ループ タグを使用する必要があります。 次に
例を示します。
これらのインターフェイスは、ポリシー サービ
スがオンになっているすべての PSN（VM ベー
スを含む）で使用可能である必要があります。
これは、これらのすべての PSN がゲスト セッ
ションの開始時にリダイレクトに使用される可
能性があるため、必須要件です。
証明書グループ タグ（Certificate group tag）

ポータルの HTTPS トラフィックに使用する証
明書を指定する証明書グループ タグを選択しま
す。

エンドポイント ID グループ（Endpoint Identity
Group）

ゲストのデバイスを追跡するためのエンドポイ
ント ID グループを選択します。 Cisco ISE はデ
フォルトとして使用する GuestEndpoints のエン
ドポイント ID グループを提供します。 デフォ
ルトを使用しない場合、追加のエンドポイント
ID グループを作成することもできます。
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__日に達した場合にこの ID グループ内のエン
ドポイントを消去する（Purge endpoints in this
identity group when they reach __ days）

ユーザ デバイスの登録後の日数を変更します。
この日数が経過すると、デバイスは Cisco ISE
データベースから消去されます。 消去は毎日実
行され、消去アクティビティは全体的な消去タ
イミングと同期されます。 変更は、このエンド
ポイント ID グループ全体に適用されます。
その他のポリシー条件に基づいてエンドポイン
ト消去ポリシーに変更が加えられた場合、この
設定は使用できなくなります。

ブラウザのロケールを使用する（Use browser
locale）

ユーザのブラウザのロケール設定がポータルの
表示言語に使用されることを指定します。 これ
は、言語ファイルにブラウザのロケールに対応
する言語が存在することを想定しています。 そ
うでない場合は、フォールバック言語がポータ
ルに表示されるテキストに使用されます。

フォールバック言語（Fallback language）

ブラウザのロケールに対応する言語ファイルが
存在しない場合に使用する言語を選択します。

常に使用（Always use）

ポータルに使用する表示言語を選択します。 こ
の設定は、ユーザのブラウザのロケール オプ
ションを上書きします。

ホットスポット ゲスト ポータルの利用規定（AUP）ページ設定
このページへのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [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）] > [利用規定（AUP）ページ設
定（Acceptable Use Policy (AUP) Page Settings）] です。
これらの設定を使用して、ユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは従業員）に対して
AUP エクスペリエンスを定義します。
フィールド

使用上のガイドライン

AUP ページを含める（Include an AUP page）

会社のネットワーク使用諸条件を、別のページ
でユーザに表示します。
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アクセス コードが必要（Require an access code） 複数のゲストがネットワークへのアクセスを獲
得ために使用する必要があるログイン クレデン
シャルとして、アクセス コードを割り当てま
す。 アクセス コードは、物理的に存在するゲ
ストに対して指定される、主にローカルで認識
されるコードです（ホワイトボードによって視
覚的に、またはロビー アンバサダーにより口頭
で）。 これは、ネットワークにアクセスするた
めに部外者に認知されることも使用されること
もありません。
個別のゲストにログイン クレデンシャルとして
提供されるユーザ名とパスワードに加えて、こ
のオプションを使用できます。
AUP の最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）

ユーザが AUP を最後まで読んだことを確認し
ます。 [同意（Accept）] ボタンは、ユーザが
AUP の最後までスクロールした後にのみアク
ティブになります。

ホットスポット ポータルのポストアクセス バナー ページ設定
このページへのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [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）] > [アクセス後のバナー ペー
ジ設定（Post-Access Banner Page Settings）] です。
この設定を使用して、ゲストにアクセス ステータスおよび必要に応じてその他の追加アクション
を通知します。
フィールド

使用上のガイドライン

アクセス後バナー ページを含める（Include a
Post-Access Banner page）

ゲストが正常に認証された後、ネットワーク ア
クセスを付与される前に追加情報を表示しま
す。

クレデンシャルを持つゲスト ポータルのポータル設定
これらの設定へのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [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）] > [ポータル設定（Portal
Settings）] です。
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これらの設定を使用して、ユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサー、または従業員）に表示さ
れる特定のポータル ページではなく、ポータル全体に適用される値を指定したり動作を定義した
りします。
フィールド

使用上のガイドライン

HTTPS ポート（HTTPS port）

8000 ～ 8999 の範囲のポート値を入力します。
デフォルト値はすべてのデフォルト ポータルで
8443 です。ただし、ブラックリスト ポータル
は 8444 です。 この範囲外のポート値を使用し
てアップグレードした場合は、このページで変
更を加えるまで維持されます。 このページを変
更する場合、この制限に従うようにポート設定
を変更する必要があります。
ゲスト ポータルに非ゲスト ポータル（デバイ
スなど）によって使用されるポートを割り当て
ると、エラー メッセージが表示されます。
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特定のギガビット イーサネット インターフェ
イスに対してポータル トラフィックをパーティ
ショニングします。 異なるサブネット上の IP
アドレスを使用してイーサネット インターフェ
イスを設定する必要があります。 同じ HTTPS
ポートに割り当てられたポータルは、同じギガ
ビット イーサネット インターフェイスまたは
別のインターフェイスを使用できます。 これら
のポータルが同じポートとインターフェイスの
組み合わせを使用している場合、同じ証明書グ
ループ タグを使用する必要があります。 次に
例を示します。
• 有効な組み合わせには次が含まれます。
◦ スポンサー ポータル：ポート 8443、
インターフェイス 0、証明書タグ A、
およびデバイス ポータル：ポート
8443、インターフェイス 0、証明書グ
ループ A
◦ スポンサー ポータル：ポート 8443、
インターフェイス 0、証明書グループ
A、およびデバイス ポータル：ポー
ト 8445、インターフェイス 0、証明
書グループ B
◦ スポンサー ポータル：ポート 8444、
インターフェイス 1、証明書グループ
A、およびブラックリストポータル：
ポート 8444、インターフェイス 0、
証明書グループ B
• 無効な組み合わせには次が含まれます。
◦ スポンサー ポータル：ポート 8443、
インターフェイス 0、証明書グループ
A、およびデバイス ポータル：8443、
インターフェイス 0、証明書グループ
B
◦ スポンサー ポータル：ポート 8444、
インターフェイス 0、証明書タグ A、
およびブラックリストポータル：ポー
ト 8444、インターフェイス 0、証明
書グループ A
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これらのインターフェイスは、ポリシー サービ
スがオンになっているすべての PSN（VM ベー
スを含む）で使用可能である必要があります。
これは、これらのすべての PSN がゲスト セッ
ションの開始時にリダイレクトに使用される可
能性があるため、必須要件です。

証明書グループ タグ（Certificate group tag）

ポータルの HTTPS トラフィックに使用する証
明書を指定する証明書グループ タグを選択しま
す。

ID ソース順序（Identity source sequence）

ゲスト ID ソース順序は、ゲストのログイン ク
レデンシャルとともに、クレデンシャルを持つ
ゲスト ポータルにアクセスするゲストを認証お
よび許可するために使用されます。 順序で
チェックされる複数の認証ソースを設定でき、
複数のストアにユーザが存在するか、または同
じフローで従業員および従来のゲストの組み合
わせを使用する場合に便利です。
ポータルへの認証に使用する ID ソース順序
（ISS）を選択します。 ISS はユーザがユーザ
名を使用してログインするときに順に検索され
るポリシー情報ポイント（PIP）のリストです。
たとえば、内部ゲスト ユーザ、内部ユーザ、
Active Directory A、LDAP ディレクトリ B など
があります。
Cisco ISE には、デフォルトの ID ストアである
内部ユーザを含む、デフォルトのゲスト ID ソー
ス順序（Guest_Portal_Sequence）があります。
ユーザ名がゲスト ユーザまたは内部ユーザの
データベースで一致し、パスワードも同様に一
致した場合、Cisco ISE はデータベースのリスト
をたどる検索を停止します。 ただし、一致が見
つからない場合は、一致が見つかるかリストの
最後のデータベースの終端に到達するまでデー
タベースを検索し続けます。

ゲストとしてこのポータルを使用している従業 このクレデンシャルを持つゲスト ポータルをゲ
員が、ログイン オプションを継承します
ストとして使用する従業員に適用するログイン
オプションのゲスト タイプを選択します。
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ブラウザのロケールを使用する（Use browser
locale）

ユーザのブラウザのロケール設定がポータルの
表示言語に使用されることを指定します。 これ
は、言語ファイルにブラウザのロケールに対応
する言語が存在することを想定しています。 そ
うでない場合は、フォールバック言語がポータ
ルに表示されるテキストに使用されます。

フォールバック言語（Fallback language）

ブラウザのロケールに対応する言語ファイルが
存在しない場合に使用する言語を選択します。

常に使用（Always use）

ポータルに使用する表示言語を選択します。 こ
の設定は、ユーザのブラウザのロケール オプ
ションを上書きします。

クレデンシャルを持つゲスト ポータルのログイン ページ設定
このページへのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [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）] > [ログイン ページ設定（Login
Page Setting）] です。
これらの設定を使用して、ユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは従業員）のログイン
のエクスペリエンス、ログイン試行失敗のパラメータ、およびこのページについてのAUP情報を
定義します。
フィールド

使用上のガイドライン

アクセス コードが必要（Require an access code） 複数のゲストがネットワークへのアクセスを獲
得ために使用する必要があるログイン クレデン
シャルとして、アクセス コードを割り当てま
す。 アクセス コードは、物理的に存在するゲ
ストに対して指定される、主にローカルで認識
されるコードです（ホワイトボードによって視
覚的に、またはロビー アンバサダーにより口頭
で）。 これは、ネットワークにアクセスするた
めに部外者に認知されることも使用されること
もありません。
個別のゲストにログイン クレデンシャルとして
提供されるユーザ名とパスワードに加えて、こ
のオプションを使用できます。
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頻度制限までの最大ログイン試行失敗数
（Maximum failed login attempts before rate
limiting）

単一のブラウザ セッションからのログイン試行
失敗回数を指定します。この回数を超過する
と、Cisco ISE はログイン試行を実行できる頻度
を意図的に低下させて、追加のログイン試行を
防ぎます。 ログイン失敗がこの回数に達した後
のログイン試行の間隔は、[頻度制限時のログイ
ン試行間隔（Time between login attempts when
rate limiting）] で指定されます。

頻度制限時のログイン試行間隔（Time between [頻度制限までの最大ログイン試行失敗数
login attempts when rate limiting）
（Maximum failed login attempts before rate
limiting）] で定義された回数のログインの失敗
後に、ユーザが再度ログインを試行するまでに
待機する必要がある時間を分単位で設定しま
す。
AUP をページに含める/AUP をリンクとして含 会社のネットワーク使用の諸条件を、現在ユー
める（Include an AUP (on page/as link)）
ザに表示されるページ上のテキストとして、ま
たは AUP テキストが含まれる新しいタブまた
はウィンドウを開くリンクとして表示します。
同意が必要（Require acceptance）

ユーザのアカウントが完全に有効になる前に、
ユーザは AUP に同意する必要があります。 [ロ
グイン（Login）] ボタンは、ユーザが AUP を
受け入れない場合は有効になりません。 ユーザ
が AUP に同意しない場合、ネットワークにア
クセスできません。

AUP の最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）

このオプションは、[AUP をページに含める
（Include an AUP on page）] が有効である場合
のみ表示されます。
ユーザが AUP を最後まで読んだことを確認し
ます。 [同意（Accept）] ボタンは、ユーザが
AUP の最後までスクロールした後にのみアク
ティブになります。

ゲストに自分自身のアカウントの作成を許可
（Allow guests to create their own accounts）

ゲストが自身を登録できるようにこのポータル
のログイン ページのオプションを提供します。
ゲストがこのオプションを選択した場合、自身
のゲスト アカウントを作成するために必要な情
報を入力できるアカウント登録フォームが示さ
れます。
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ゲストにログイン後のパスワード変更を許可
（Allow guests to change password after login）

ゲストが正常に認証され、AUP に同意した後
に、ゲストに必要に応じてパスワードを変更す
ることを許可します。
ゲストが自分のパスワードを変更した場合、ス
ポンサーはゲストにログイン クレデンシャル情
報を提供できません。 スポンサーは、ゲストの
パスワードをランダム パスワードにリセットす
ることだけが可能です。

クレデンシャルを持つゲスト ポータルのアカウント登録ページ設定
このページのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [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）] > [アカウント登録ページ設定
（Self Registration Page Settings）] です。 これらの設定を使用して、ゲストが自身を登録し、提供
する必要がある情報をアカウント登録フォームで指定できるようにします。
フィールド

使用上のガイドライン

アカウント登録したゲストをゲスト タイプに割 このポータルを使用してアカウント登録したす
り当てる（Assign self-registered guests to guest
べてのゲストが割り当てられる必要があるゲス
type）
トのタイプを選択します。
アカウントの有効期間（Account valid for）

アカウントの有効期間を、日、時間、または分
で指定します。この期間を超過した場合、管理
者またはスポンサーがスポンサーポータルでア
カウント有効期間を延長した場合を除き、アカ
ウントは失効します。

アカウント登録に登録コードを必要とする
（Require a registration code for self registration）

アカウント登録ゲストがアカウント登録フォー
ムを正常に送信するために入力する必要がある
コードを割り当てます。部外者がシステムにア
クセスすることを防ぐために、アクセスコード
と同様に、登録コードはオフラインで提供され
ます。
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含めるフィールド/必須（Fields to include /
Required）

アカウント登録フォームに表示するフィールド
のチェックボックスをオンにします。その後、
ゲストがこのフォームを送信してゲストアカウ
ントを受信するために入力が必須であるフィー
ルドのチェックボックスをオンにします。アカ
ウント登録ゲストから重要な情報を収集するた
めに、[SMS サービス プロバイダー（SMS
Service Provider）] および [訪問先担当者（Person
being Visited）] フィールドを必須にすることが
できます。

ゲストは次の中から自分の時間帯を選択してタ アカウント登録のゲストが定義済みリストを使
イム ゾーンを設定できる（Guests can choose from 用して登録時に選択できる場所を入力します。
these locations to set their time zone）
これにより、これらのゲストの有効なアクセス
時間として自動的に関連するタイムゾーンが割
り当てられます。場所の名前は、選択時に混乱
を回避するために具体的にする必要があります
（たとえば、ボストン オフィス、500 Park Ave
New York、シンガポールなど）
1 つの場所のみを指定した場合は、デフォルト
の場所として自動的に割り当てられ、ポータル
ではゲストに表示されません。 また、[場所
（Location）] は、[含めるフィールド（Fields to
include）] のリスト内で無効になります。
SMS サービス プロバイダー（SMS Service
Provider）

アカウント登録フォームに SMS プロバイダー
を表示して、アカウント登録ゲストが自分の
SMS プロバイダーを選択できるようにします。
これで、会社の経費を最小化するために、ゲス
トの SMS サービスを使用して SMS 通知を送信
できるようになります。

ゲストは、これらの SMS プロバイダーから選
択できる（Guests can choose from these SMS
providers）

アカウント登録フォームに表示される SMS プ
ロバイダーを選択します。
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カスタム フィールド（Custom Fields）

アカウント登録ゲストから収集する任意の追加
情報を選択します。その後、ゲストがアカウン
ト登録フォームを送信してゲストアカウントを
受信するために入力が必須であるフィールドの
チェックボックスをオンにします。 これらの
フィールドは名前のアルファベット順に表示さ
れます。

AUP をページに含める/AUP をリンクとして含 会社のネットワーク使用の諸条件を、現在ユー
める（Include an AUP (on page/as link)）
ザに表示されるページ上のテキストとして、ま
たは AUP テキストが含まれる新しいタブまた
はウィンドウを開くリンクとして表示します。
同意が必要（Require acceptance）

ユーザのアカウントが完全に有効になる前に、
ユーザは AUP に同意する必要があります。 [ロ
グイン（Login）] ボタンは、ユーザが AUP を
受け入れない場合は有効になりません。ユーザ
が AUP に同意しない場合、ネットワークにア
クセスできません。

AUP の最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）

このオプションは、[AUP をページに含める
（Include an AUP on page）] が有効である場合
のみ表示されます。
ユーザが AUP を最後まで読んだことを確認し
ます。 [同意（Accept）] ボタンは、ユーザが
AUP の最後までスクロールした後にのみアク
ティブになります。
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次の電子メール アドレスを持つゲストのみを許 アカウント登録ゲストが [電子メール アドレス
可（Only allow guests with an email address from） （Email Address）] に入力してアカウント クレ
デンシャルを正常に受信できるホワイトリスト
電子メール アドレス ドメインを指定します
（例：cisco.com、example.com）。
この例では、ゲストが自分の電子メールアドレ
スとして myname@cisco.com と入力した場合、
ゲストは通常のアカウント作成後にログインク
レデンシャルを受信します。しかし、ゲストが
myname@hotmail.com（またはその他の cisco.com
または example.com 以外のアドレス）を入力し
た場合、アカウントは作成されず、ゲストはク
レデンシャルを取得しません。
このフィールドを空白にした場合は、[次の電
子メール アドレスを持つゲストを許可しない
（Do not allow guests with email address from）]
にブラックリストドメインがリストされていな
い限り、すべてのドメインからの登録が可能に
なります。
次の電子メール アドレスを持つゲストを許可し アカウント登録ゲストが [電子メール アドレス
ない（Do not allow guests with email address from） （Email Address）] に入力してもアカウント ク
レデンシャルを正常に受信できないブラックリ
スト電子メール アドレス ドメインを指定しま
す（例：cisco.com、example.com）。
この例では、ゲストが自分の電子メールアドレ
スとして myname@cisco.com と入力した場合、
アカウントは作成されず、ゲストはログインク
レデンシャルを受信しません。
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アカウント登録ゲストが承認される必要がある このポータルを使用するアカウント登録ゲスト
（Require self-registered guests to be approved）
は、ゲストのクレデンシャルを受信する前にス
ポンサーによる承認が必要であることを指定し
ます。
次に、このページの [登録の送信後のゲストの
誘導先（After registration submission, direct guest
to）] の下にある次のいずれかのオプションを
指定します。
• アカウント登録の成功ページ
（Self-Registration Success page）
• ログイン クレデンシャルを取得する方法
の手順を含むログイン ページ（Login page
with instructions about how to obtain login
credentials）
• URL
有効の場合、このページの [承認後のクレデン
シャル送信手段（Send credential notification upon
approval using）] 下で [電子メール（Email）] ま
たは [SMS] のいずれかまたは両方を有効にする
必要があります。
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承認要求電子メール送信先（Email approval
request to）

各オプションは次のとおりです。
• [下に示すスポンサーの電子メールアドレ
ス（sponsor email addresses listed below）]：
承認者として指名されたスポンサーの電子
メール アドレス、または、すべてのゲス
トの承認要求の送信先となる電子メール
アドレスまたはメール ソフトウェアを入
力します。
• [訪問先担当者（person being visited）]：[含
めるフィールド（Fields to include）] の [訪
問先担当者（Person being visited）] および
[必須（Required）] オプションも有効化さ
れます（以前に無効になっている場合）。
これらのフィールドはアカウント登録
フォームに表示され、アカウント登録ゲス
トからこの情報を要求します。
これらの担当者は、アカウント登録ゲストが承
認を要求していることが記載された電子メール
通知を受信します。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
840

構成

フィールド

使用上のガイドライン

アカウント登録の成功ページ（Self-Registration アカウント登録に成功したゲストを [アカウン
Success page）
ト登録成功（Self-Registration Success）] ページ
に誘導します。このページには、[アカウント
登録成功ページの設定（Self Registration Success
Page Settings）] で指定したメッセージとフィー
ルドが表示されます。
すべての情報を表示することが望ましくない場
合があります。システムはアカウントの承認待
ち（このページで有効になっている場合）であ
るか、またはこのページで指定されたホワイト
リスト、ブラックリストドメインに基づいて電
子メール アドレスまたは電話番号にログイン
クレデンシャルを提供する可能性があるためで
す。
[アカウント登録成功ページの設定（Self
Registration Success Page Settings）] で [ゲストの
アカウント登録成功ページからの直接ログイン
を許可する（Allow guests to log in directly from
the Self-Registration Success page）] を有効にし
た場合、アカウント登録に成功したゲストはこ
のページから直接ログインすることができま
す。これが有効になっていない場合、ゲストは
[アカウント登録成功（Self-Registration
Success）] ページが表示された後にポータルの
ログイン ページに誘導されます。
ログイン クレデンシャルを取得する方法の手順 アカウント登録に成功したゲストをポータルの
を含むログイン ページ（Login page with
ログイン ページに再び誘導し、「ゲスト クレ
instructions about how to obtain login credentials） デンシャルが電子メール、SMS、または印刷物
で提供されるのを待ってからログインに進んで
ください。」などのメッセージを表示します。
デフォルト メッセージをカスタマイズするに
は、[ポータル ページのカスタマイズ（Portal
Page Customization）] タブをクリックして、[ア
カウント登録ページ設定（Self Registration Page
Settings）] を選択します。
システムはアカウントの承認待ち（このページ
で有効になっている場合）であるか、またはこ
のページで指定されたホワイトリスト、ブラッ
クリスト ドメインに基づいて電子メール アド
レスまたは電話番号にログインクレデンシャル
を提供する可能性があります。
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URL

アカウント登録に成功したゲストを、アカウン
トクレデンシャルの提供を待機している間に、
指定された URL に誘導します。
システムはアカウントの承認待ち（このページ
で有効になっている場合）であるか、またはこ
のページで指定されたホワイトリスト、ブラッ
クリスト ドメインに基づいて電子メール アド
レスまたは電話番号にログインクレデンシャル
を提供する可能性があります。

電子メール（Email）

アカウント登録に成功したゲストがログインク
レデンシャルを受信する手段のオプションとし
て電子メールを選択します。このオプションを
選択した場合、[電子メール アドレス（Email
address）] が [含めるフィールド（Fields to
include）] のリストで必須フィールドになり、
このオプションを無効にできなくなります。

SMS

アカウント登録に成功したゲストがログインク
レデンシャルを受信する手段のオプションとし
て SMS を選択します。 このオプションを選択
した場合、[SMS サービス プロバイダー（SMS
Service Provider）] が [含めるフィールド（Fields
to include）] のリストで必須フィールドになり、
このオプションを無効にできなくなります。

クレデンシャルを持つゲスト ポータルのアカウント登録成功ページ設定
このページのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [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）] > [アカウント登録成功ページ設
定（Self Registration Success Page Settings）] です。 これらの設定を使用して、正常にアカウント登
録したゲストに、ネットワークへのアクセスを獲得するために必要なクレデンシャルを通知しま
す。
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アカウント登録の成功ページにこの情報を含め [アカウント登録成功（Self-Registration Success）]
る（Include this information on the Self-Registration ページで正常に登録されたゲストに表示される
Success page）
フィールドのチェックボックスをオンにしま
す。
スポンサーによるゲストの承認が必要ない場合
は、[ユーザ名（Username）] と [パスワード
（Password）] のチェックボックスをオンにし
て、ゲストにこれらのクレデンシャルを表示し
ます。 スポンサーの承認が必要な場合、クレデ
ンシャルはゲストが承認された後にのみ提供さ
れるため、これらのフィールドを無効にしま
す。
ゲストは次の手段で情報を自分に送信できる
（Allow guest to send information to self using）

正常にアカウント登録したゲストが自分自身に
クレデンシャル情報を送信するためのオプショ
ンのチェックボックスをオンにします。[印刷
（Print）]、[電子メール（Email）]、または
[SMS]。

AUP をページに含める/AUP をリンクとして含 会社のネットワーク使用の諸条件を、現在ユー
める（Include an AUP (on page/as link)）
ザに表示されるページ上のテキストとして、ま
たは AUP テキストが含まれる新しいタブまた
はウィンドウを開くリンクとして表示します。
同意が必要（Require acceptance）

ユーザのアカウントが完全に有効になる前に、
ユーザは AUP に同意する必要があります。 [ロ
グイン（Login）] ボタンは、ユーザが AUP を
受け入れない場合は有効になりません。 ユーザ
が AUP に同意しない場合、ネットワークにア
クセスできません。

AUP の最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）

このフィールドは、[ページ上の AUP（AUP on
page）] オプションを選択した場合のみ表示さ
れます。
ユーザが AUP を最後まで読んだことを確認し
ます。 [同意（Accept）] ボタンは、ユーザが
AUP の最後までスクロールした後にのみアク
ティブになります。
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ゲストをアカウント登録の成功ページから直接 [アカウント登録の成功（Self-Registration
ログインできるようにする（Allow guests to log Success）] ページ下部に [ログイン（Login）] ボ
in directly from the Self-Registration Success page） タンを表示します。 これにより、ゲストはログ
イン ページをバイパスし、自動的にログイン
クレデンシャルをポータルに提供して、ポータ
ル フローの次のページ（たとえば AUP ページ）
を表示できるようになります。

クレデンシャルを持つゲスト ポータルの利用規定（AUP）ページ設定
このページへのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [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）] > [利用規定（AUP）ページ設
定（Acceptable Use Policy (AUP) Page Settings）] です。
これらの設定を使用して、ユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは従業員）に対して
AUP エクスペリエンスを定義します。
フィールド

使用上のガイドライン

AUP ページを含める（Include an AUP page）

会社のネットワーク使用諸条件を、別のページ
でユーザに表示します。

従業員に別の AUP を使用する（Use different
AUP for employees）

従業員専用に別の AUP およびネットワーク使
用諸条件を表示します。 このオプションを選択
すると、[従業員用の AUP をスキップ（Skip
AUP for employees）] は選択できません。

従業員用の AUP をスキップ（Skip AUP for
employees）

従業員は、ネットワークにアクセスする前に
AUP に同意する必要はありません。 このオプ
ションを選択すると、[従業員に別の AUP を使
用する（Use different AUP for employees）] は選
択できません。

AUP の最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）

ユーザが AUP を最後まで読んだことを確認し
ます。 [同意（Accept）] ボタンは、ユーザが
AUP の最後までスクロールした後にのみアク
ティブになります。

初回のログインのみ（On first login only）

ユーザがネットワークまたはポータルに初めて
ログインしたときのみ、AUP を表示します。

ログインごと（On every login）

ユーザがネットワークまたはポータルにログイ
ンするごとに、AUP を表示します。
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__日ごと（初回のログインから）（Every __ days ユーザがネットワークまたはポータルに初めて
(starting at first login)）
ログインした後に、定期的に AUP を表示しま
す。

クレデンシャルを持つゲスト ポータルのゲストによるパスワード変更の設定
このページへのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [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）] > [ゲストによるパスワード変
更設定（Guest Change Password Settings）] です。
すべてのゲストに、最初にログインした後に自分のパスワードの変更を要求するには、この設定
を使用します。
フィールド

使用上のガイドライン

初回のログイン時にパスワードの変更を要求
ゲストの初回ログイン後に、ゲストにパスワー
（Require guest to change password at first login） ドの変更を要求します。
ゲストがログインしてパスワードを変更した後
に、ゲストが自分のログイン クレデンシャルを
紛失した場合、スポンサーは、ゲストのパス
ワードをランダム パスワードにリセットするこ
とのみ可能です。
ゲスト ポータルを使用している内部ユーザに、
次回ログイン後にパスワードの変更を要求する
には、[管理（Administration）] > [ID の管理
（Identity Management）] > [ID（Identities）] >
[ユーザ（Users）] を選択します。 [ネットワー
ク アクセス ユーザ（Network Access Users）] リ
ストから特定の内部ユーザを選択し、パスワー
ド変更のチェックボックスをオンにします。

クレデンシャルを持つゲスト ポータルのゲスト デバイス登録の設定
このページへのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [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 デバイス登録の設
定（Guest Device Registration Settings）] です。
これらの設定を使用して、ゲストがログインしたら Cisco ISE がゲストのデバイスを自動的に登録
するようにするか、ゲストがログイン後に手動で自身のデバイスを登録することを許可できます。
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ゲストのデバイスを自動登録（Automatically
register guest devices）

ゲストがこのポータルにアクセスするデバイス
のエンドポイントを自動的に作成します。 エン
ドポイントは、このポータルに指定されたエン
ドポイント ID グループに追加され、その ID グ
ループの消去ポリシーが適用されます。
許可ルールの作成が可能になり、該当 ID グルー
プ内のエンドポイントへのアクセスが許可され
ます。そのため、Web 認証は不要になります。
登録済みデバイスの最大数に到達すると、シス
テムは自動的に最初の登録デバイスを削除し、
ゲストがログインしようとしているデバイスを
登録し、このことをゲストに通知します。 ゲス
トが登録できるデバイスの最大数を変更するに
は、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定
（Configure）] > [ゲスト タイプ（Guest Types）]
を選択ます。

ゲストにデバイスの登録を許可（Allow guests
to register devices）

ゲストは、名前、説明、および MAC アドレス
を入力して、自分のデバイスを手動で登録でき
ます。 MAC アドレスはエンドポイント ID グ
ループに関連付けられます。
登録済みデバイスの最大数に到達した場合に別
のデバイスを登録できるようにするには、ゲス
トは少なくとも 1 個のデバイスを削除する必要
があります。

クレデンシャルを持つゲスト ポータルの BYOD 設定
このページへのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [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）] > [BYOD 設定（BYOD Settings）]
です。
この設定を使用して、従業員などゲスト以外の個人所有デバイスの持ち込み（BYOD）機能を有
効にし、クレデンシャルを持つゲスト ポータルを使用して企業ネットワークにアクセスできるよ
うにします。
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従業員がネットワークでパーソナル デバイスを このポータルに [従業員の個人所有デバイス
使用することを許可する（Allow employees to
（BYOD）の登録（Employee Bring Your Own
use personal devices on the network）
Device (BYOD) Registration）] ページを追加し
て、従業員がデバイス登録プロセスを実行でき
るようにして、場合によってはネイティブ サプ
リカントおよび証明書のプロビジョニングを実
行できるようにします。これは、従業員のパー
ソナル デバイス タイプ（iOS、Android、RT ま
たはモバイルを除く Windows、OSX など）のク
ライアント プロビジョニングの設定に応じて異
なります。
エンドポイント ID グループ（Endpoint Identity
Group）

ゲストのデバイスを追跡するためのエンドポイ
ント ID グループを選択します。 Cisco ISE はデ
フォルトとして使用する GuestEndpoints のエン
ドポイント ID グループを提供します。 デフォ
ルトを使用しない場合、追加のエンドポイント
ID グループを作成することもできます。

__日に達した場合にこの ID グループ内のエン
ドポイントを消去する（Purge endpoints in this
identity group when they reach __ days）

ユーザ デバイスの登録後の日数を変更します。
この日数が経過すると、デバイスは Cisco ISE
データベースから消去されます。 消去は毎日実
行され、消去アクティビティは全体的な消去タ
イミングと同期されます。 変更は、このエンド
ポイント ID グループ全体に適用されます。
その他のポリシー条件に基づいてエンドポイン
ト消去ポリシーに変更が加えられた場合、この
設定は使用できなくなります。

従業員にゲスト アクセスの選択のみを許可する 従業員をゲスト ネットワークにアクセスさせ
（Allow employees to choose to get guest access
て、企業ネットワークへのアクセスに必要にな
only）
ることがある追加のプロビジョニングおよび登
録を避けます。
登録時にデバイス ID フィールドを表示する
（Display Device ID field during registration）

登録プロセス中に、デバイス ID をユーザに表
示します。これは、デバイス ID が事前設定さ
れており、BYOD ポータルを使用しているとき
に変更できない場合も含みます。
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元の URL（Originating URL）

ネットワークへの認証に成功すると、可能な場
合はユーザのブラウザを、ユーザがアクセスし
ようとしていた元の Web サイトにリダイレク
トします。 リダイレクトできない場合は、認証
成功ページが表示されます。
Windows、MAC、および Android デバイスの場
合、制御はプロビジョニングを実行するセルフ
プロビジョニング ウィザード アプリケーショ
ンに渡されます。 そのため、これらのデバイス
は元の URL にリダイレクトされません。 ただ
し、iOS（dot1X）およびサポート対象外のデバ
イス（ネットワーク アクセスが許可されてい
る）では、この URL にリダイレクトされます。

成功ページ（Success page）

デバイスの登録が成功したことを示すページを
表示します。

URL

ネットワークへの認証に成功すると、ユーザの
ブラウザを指定された URL（会社の Web サイ
トなど）にリダイレクトします。

クレデンシャルを持つゲスト ポータルのポストログイン バナー ページ設定
このページへのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [ゲスト ポータルおよびスポンサー ポータル（Guest Portals or Sponsor 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）] > [ポストログイン バナー ページ設定（Post-Login Banner Page Settings）] です。
これらの設定を使用して、正常なログイン後にユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは
従業員）に追加情報を通知します。
フィールド

使用上のガイドライン

ポストログイン バナー ページを含める（Include ユーザが正常にログインした後、ネットワーク
a Post-Login Banner page）
アクセスを付与される前に追加情報を表示しま
す。

クレデンシャルを持つゲスト ポータルのゲスト デバイスのコンプライアンス設定
このページへのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [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
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クにアクセスするためにデバイスのクライアント プロビジョニングを実行するようゲストおよび
ゲスト ポータルを使用する従業員に要求します。
フィールド

使用上のガイドライン

ゲスト デバイス コンプライアンスが必要
（Require guest device compliance）

ゲストを [クライアント プロビジョニング
（Client Provisioning）] ページにルーティング
し、最初にポスチャ エージェントをダウンロー
ドするように要求します。 これは、ウイルス保
護ソフトウェアなどの確認のようなゲストのポ
スチャ ポリシーを有効にします。
ゲストが、ネットワークへのアクセスにクレデ
ンシャルを持つゲスト ポータルを使用している
従業員の場合：
• [BYOD 設定（BYOD Settings）] で [従業員
にネットワークでのパーソナル デバイス
の使用を許可する（Allow employees to use
personal devices on the network）] が有効に
なっている場合、従業員は BYOD フロー
にリダイレクトされ、クライアントのプロ
ビジョニングは実行されません。
• [BYOD 設定（BYOD Settings）] で [従業員
にネットワークでのパーソナル デバイス
の使用を許可する（Allow employees to use
personal devices on the network）] および [従
業員にゲスト アクセスの選択のみを許可
する（Allow employees to choose to get guest
access only）] が有効になっていて、従業
員がゲスト アクセスを選択する場合、[ク
ライアント プロビジョニング（Client
Provisioning）] ページにルーティングされ
ます。

ゲスト ポータルの VLAN DHCP リリース ページ設定
このページのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [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）] > [VLAN DHCP リリース ページ
設定（VLAN DHCP Release Page Settings）] です。
これらの設定を使用して、ゲスト デバイス IP アドレスのリリースと更新を可能にします。
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VLAN DHCP リリースを有効にする（Enable
VLAN DHCP release）

ゲスト用の有線およびワイヤレス環境の両方で
VLAN を変更した後に、Windows または Mac
OS デバイスの IP アドレスをリフレッシュする
ために使用します。
これは、ネットワーク アクセスでゲスト VLAN
が新しい VLAN に変更されたときに、最終的な
許可処理時の中央 WebAuth（CWA）フローに
影響します。 ゲストの古い IP アドレスは VLAN
の変更の前にリリースされる必要があり、新し
いゲスト IP アドレスは VLAN アクセスが使用
可能になったら DHCP を介して要求される必要
があります。 IP アドレスのリリースおよび更
新操作は、使用しているブラウザおよびオペ
レーティング システムによって異なります。
Internet Explorer は ActiveX コントロールを使用
し、Firefox と Google Chrome は Java アプレッ
トを使用します。 Internet Explorer 以外のブラウ
ザでは、ブラウザで Java をインストールして有
効にする必要があります。
VLAN DHCP リリース オプションは、モバイル
デバイスでは動作しません。 代わりに、ゲスト
が IP アドレスを手動でリセットする必要があ
ります。 この方法はデバイスによって異なりま
す。 たとえば、Apple iOS デバイスでは、ゲス
トは Wi-Fi ネットワークを選択して、[リースを
更新（Renew Lease）] ボタンをクリックできま
す。

リリースを__秒遅延（Delay to release __
seconds）

リリースの遅延時間を入力します。 リリース
は、アプレットをダウンロードした直後から、
Cisco ISE サーバが CoA 要求を再認証するよう
NAD に指示するまでの間に行う必要があるた
め、この時間は短くする必要があります。

CoA を__秒遅延（Delay to CoA __ seconds）

Cisco ISE が CoA の実行を遅延する時間を入力
します。 十分な時間を指定して（ガイドライン
としてデフォルト値を使用）、アプレットによ
るクライアント上での IP リリースのダウンロー
ドと実行を可能にします。
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更新を__秒遅延（Delay to renew __ seconds）

更新の遅延値を入力します。 この時間は IP リ
リース値に追加され、コントロールがダウン
ロードされるまで計時が開始されません。 十分
な時間を指定して（ガイドラインとしてデフォ
ルト値を使用）、CoA の処理を可能にし、新し
い VLAN アクセスが付与されるようにします。

ゲスト ポータルの認証成功の設定
このページへのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [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）] > [認証成功の設定
（Authentication Success Settings）] です。
これらの設定を使用して、ユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは従業員）に認証の成
功を通知するか、URL を表示します。
フィールド

使用上のガイドライン

元の URL（Originating URL）

ネットワークへの認証に成功すると、可能な場
合はユーザのブラウザを、ユーザがアクセスし
ようとしていた元の Web サイトにリダイレク
トします。 リダイレクトできない場合は、認証
成功ページが表示されます。
Windows、MAC、および Android デバイスの場
合、制御はプロビジョニングを実行するセルフ
プロビジョニング ウィザード アプリケーショ
ンに渡されます。 そのため、これらのデバイス
は元の URL にリダイレクトされません。 ただ
し、iOS（dot1X）およびサポート対象外のデバ
イス（ネットワーク アクセスが許可されてい
る）では、この URL にリダイレクトされます。

認証の成功ページ（Authentication Success page） ユーザの正常な認証の通知。
URL

ネットワークへの認証に成功すると、ユーザの
ブラウザを指定された URL（会社の Web サイ
トなど）にリダイレクトします。
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ゲスト ポータルのサポート情報ページの設定
このページのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [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）] > [サポート情報ページの設定
（Support Information Page Settings）] です。
これらの設定を使用して、ヘルプ デスクがユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは従業
員）が体験したアクセスの問題をトラブルシューティングするために使用できる情報を表示しま
す。
フィールド

使用上のガイドライン

サポート情報ページを含める（Include a Support 該当ポータルのすべての有効なページ上で、問
Information Page）
い合わせ先などの情報へのリンクを表示しま
す。
MAC アドレス（MAC address）

[サポート情報（Support Information）] ページに
デバイスの MAC アドレスを含めます。

IP アドレス（IP Address）

[サポート情報（Support Information）] ページに
デバイスの IP アドレスを含めます。

ブラウザのユーザ エージェント（Browser user
agent）

[サポート情報（Support Information）] ページ
に、要求の発信元のユーザ エージェントの製品
名とバージョン、レイアウト エンジン、バー
ジョンなど、ブラウザの詳細を含めます。

ポリシー サーバ（Policy server）

[サポート情報（Support Information）] ページ
に、このポータルを提供している ISE ポリシー
サービス ノード（PSN）の IP アドレスを含め
ます。

障害コード（Failure code）

可能な場合は、ログ メッセージ カタログ内の
対応する番号を含めます。 メッセージ カタロ
グにアクセスしてこれを表示するには、[管理
（Administration）] > [システム（System）] > [ロ
ギング（Logging）] > [メッセージ カタログ
（Message Catalog）] に移動します。

フィールドを隠す（Hide field）

含める情報が存在しない場合、[サポート情報
（Support Information）] ページ上の該当する
フィールド ラベルを表示しません。 たとえば、
障害コードが不明であるために空白である場
合、[障害コード（Failure code）] は、選択され
ている場合でも表示されません。
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値のないラベルを表示（Display label with no
value）

含める情報が存在しない場合でも、選択されて
いるすべてのフィールドのラベルを [サポート
情報（Support Information）] ページに表示しま
す。 たとえば、障害コードが不明な場合、[障
害コード（Failure code）] は空白であっても表
示されます。

デフォルト値でラベルを表示（Display label with [サポート情報（Support Information）] ページ上
default value）
の選択されているフィールドに含まれる情報が
存在しない場合、このテキストがこれらのすべ
てのフィールドに表示されます。 たとえば、こ
のフィールドに「情報なし」と入力した場合に
障害コード不明が不明な場合は、[障害コード
（Failure code）] に「情報なし」と表示されま
す。

ゲスト タイプの設定
これら設定のナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] >
[ゲスト タイプ（Guest Types）] です。 これらの設定を使用して、ネットワークにアクセスできる
ゲストのタイプおよびそのアクセス権限を作成します。 また、このタイプのゲストを作成できる
スポンサー グループを指定できます。
フィールド

使用上のガイドライン

ゲスト タイプ名（Guest type name）

デフォルトのゲスト タイプおよび作成した別の
タイプと区別できるこのゲスト タイプの名前を
入力します（1 ～ 256 文字）。

説明（Description）

このゲスト タイプの推奨される使用方法に関す
る追加情報（最大 2000 文字）を入力します（ア
カウント登録ゲストに使用、ゲスト アカウント
の作成に使用禁止、など）。

カスタム フィールド（Custom Fields）

スポンサーがゲスト アカウントを作成している
とき、またはゲストがこのゲスト タイプを使用
して自身をアカウント登録しているときに、ス
ポンサーから収集する追加情報を選択します。
これらのカスタム フィールドは、[ゲスト アク
セス（Guest Access）] > [設定（Settings）] > [カ
スタム フィールド（Custom Fields）] で定義で
きます。
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最大アカウント期間（Maximum account
duration）

このゲスト タイプがネットワークにアクセスし
て接続を保持できる日数、時間、または分の最
大数を入力します。 デフォルトの期間は、ゲス
トのタイプによって異なります。
この設定を変更した場合、変更内容は初期設定
を使用して作成されたゲスト アカウントには適
用されません。

これらの曜日および時間のみアクセスを許可
（Allow access only on these days and times）

時間範囲を入力し、曜日を選択して、このゲス
ト タイプがいつネットワークにアクセスできる
かを指定します。 このゲスト タイプがこれら
の時間パラメータを超えて接続を維持している
場合、ログオフされます。 時間範囲は、このゲ
スト タイプを使用してゲストに割り当てられた
場所で定義されたタイム ゾーンと関連していま
す。
+ および - をクリックして、アクセス時間制限
を増減します。

最大同時ログイン数（Maximum simultaneous
logins）

このゲスト タイプが同時に実行できる最大ユー
ザ セッション数を入力します。

ゲストが制限を超えた場合（When guest exceeds ゲスト タイプがユーザ セッションの最大数を
limit）
超過したときの動作を選択します。
• [接続しない（Don't connect）]：最後のロ
グイン試行の成功を許可しません。
• [最も古い接続を削除（Remove the oldest
connection）]：実行中の最も古いユーザ
セッションを切断します。
ゲストが登録可能な最大デバイス数（Maximum 各ゲストに対して登録できるデバイスの最大数
devices guests can register）
を入力します。 ゲスト タイプのゲスト用にす
でに登録されている値より小さい値に制限を設
定できます。 これは、新しく作成されたゲスト
アカウントのみに影響します。
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エンドポイント ID グループにデバイス情報を
保存する（Store device information in endpoint
identity group）

ゲストのデバイスを追跡するためのエンドポイ
ント ID グループを選択します。 Cisco ISE はデ
フォルトとして使用する GuestEndpoints のエン
ドポイント ID グループを提供します。 デフォ
ルトを使用しない場合、追加のエンドポイント
ID グループを作成することもできます。

作成から__日に達した場合にこの ID グループ ユーザ デバイスの登録後の日数を変更します。
内のエンドポイントを消去する（Purge endpoints この日数が経過すると、デバイスは Cisco ISE
in this identity group when they reach __ days old） データベースから消去されます。 消去は毎日実
行され、消去アクティビティは全体的な消去タ
イミングと同期されます。 変更は、このエンド
ポイント ID グループ全体に適用されます。
その他のポリシー条件に基づいてエンドポイン
ト消去ポリシーに変更が加えられた場合、この
設定は使用できなくなります。
ゲストにゲスト ポータルのバイパスを許可する クレデンシャルを持つゲストのキャプティブ
（Allow guest to bypass the Guest portal）
ポータル（Web 認証ページ）をバイパスし、有
線およびワイヤレス（dot1x）サプリカントまた
は VPN クライアントに認証情報を提供するこ
とでネットワークにアクセスすることをユーザ
に許可します。 ゲスト アカウントは、[初期ロ
グインを待機（Awaiting Initial Login）] 状態を
バイパスし、AUP ページが必須の場合でもこれ
をバイパスして [アクティブ（Active）] 状態に
なります。
この設定を有効にしない場合、ユーザは初めに
クレデンシャルを持つゲストのキャプティブ
ポータルを使用してログインしないと、ネット
ワークの他の部分にアクセスできません。
アカウント期限切れの__日前にアカウント期限 ゲストのアカウントが期限切れになる前にゲス
切れ通知を送信する（Send account expiration
トに通知を送信します。期限切れの何日前に通
notification __ days before account expires）
知するかを指定します。
メッセージの表示言語（View messages in）

設定どおりに電子メールまたは SMS 通知を表
示する言語を指定します。

電子メール（Email）

アカウントの失効通知に使用する手段として
メールを選択します。
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次のカスタマイズを使用（Use customization
from）

クレデンシャルを持つゲスト ポータルなどの電
子メールのカスタマイズが可能な他のポータル
で電子メール通知用にすでに指定されているカ
スタマイズを選択します。

メッセージ（Messages）

ゲストのアカウントの差し迫った期限をゲスト
に通知する情報を入力します。

テキストのコピー元（Copy text from）

別のゲスト タイプ用に作成済みの任意の電子
メール メッセージを再使用して編集します。

テスト電子メールの送信先（Send test email to
me at）

自分の電子メール アドレスに送信することに
よって、電子メール通知が意図したとおりに表
示されることを確認します。

SMS

アカウントの失効通知に使用する手段としてテ
キスト（SMS）を選択します。

メッセージ（Messages）

ゲストのアカウントの差し迫った期限をゲスト
に通知する情報を入力します。

テキストのコピー元（Copy text from）

別のゲスト タイプ用に作成済みのテキスト メッ
セージを再使用します。

テスト SMS の送信先（Send test SMS to me at） 自分の携帯電話に送信することによって、テキ
スト通知が意図したとおりに表示されることを
確認します。
これらのスポンサー グループはこのゲスト タ
イプを作成できる（These sponsor groups can
create this guest type）

デフォルトまたは作成したスポンサー グループ
のリストから選択して、このゲスト タイプを使
用してゲスト アカウントを作成できるスポン
サー グループを指定します。
このゲスト タイプの使用を無効にする場合は、
どのスポンサー グループにも割り当てないでく
ださい。 このゲスト タイプの使用を中止する
には、リストされたスポンサー グループを削除
します。

スポンサー グループ設定
これらの設定へのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [スポンサー グループ（Sponsor Groups）] です。 スポンサー グループにメンバーを追加したり、
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ゲストタイプおよびロケーション特権を定義したり、ゲストアカウントの作成と管理に関連する
権限を設定したりする場合に、これらの設定を使用します。
フィールド

使用上のガイドライン

スポンサー グループの無効化（Disable Sponsor このスポンサー グループのメンバーがスポン
Group）
サー ポータルにアクセスできないようにしま
す。
たとえば、管理者ポータルで設定を変更してい
る間、スポンサーが一時的にスポンサー ポータ
ルにログインできないようにします。 あるい
は、再びアクティブ化する必要があるまで、年
次会議のスポンサーシップ ゲストなど、頻繁に
は発生しないアクティビティに関するスポン
サー グループを無効にします。
スポンサー グループ名（Sponsor group name）

一意の名前を入力します（1 ～ 256 文字）。

説明（Description）

このスポンサー グループで使用されるゲスト
タイプなどの有益な情報を入力します（最大
2000 文字）。

メンバー（Members）

[スポンサー グループ メンバーの選択（Select
Sponsor Group Members）] ボックスを表示する
場合にクリックします。ここでは、使用可能な
ユーザ ID グループを（内部および外部の ID ス
トアから）選択し、このスポンサー グループの
メンバーとして追加できます。

スポンサー グループ メンバー（Sponsor Group
Members）

選択したスポンサー グループのリストを検索お
よびフィルタリングし、含めないグループを削
除します。
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このスポンサー グループはこれらのゲスト タ
イプを使用してアカウントを作成可能（This
sponsor group can create accounts using these guest
types）

このスポンサー グループのメンバーがゲスト
アカウントを作成する場合に使用できるゲスト
タイプを指定します。 有効にするスポンサー
グループには、使用できる少なくとも 1 つのゲ
スト タイプが設定されている必要があります。
このスポンサー グループに 1 つのゲスト タイ
プのみを割り当てる場合、それが使用可能な唯
一の有効なゲストであるため、スポンサー ポー
タルに表示しないことを選択できます。 [ゲス
ト アクセス（Guest Access）] > [設定
（Configure）] > [スポンサー ポータル（Sponsor
Portal）] > [ページ カスタマイズ（Page
Customization）] > [アカウントの作成（Create
Accounts）] > [ゲスト タイプ（Guest Types）] >
[設定（Settings）] を選択します。 このオプショ
ンを有効にするには、[スポンサーで 1 つのみ使
用できる場合はゲスト タイプを非表示（Hide
guest type if only one is available to sponsor）] を
オンにします。

ゲスト タイプを作成（Create Guest Types at）
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ゲストが訪問するロケーションを選択（Select
the locations that guests will be visiting）

このグループのスポンサーがゲストのアカウン
トを作成するときにゲストに割り当てることが
できる、さまざまなロケーションを選択しま
す。 このことは、これらのゲスト アカウント
の有効な時間帯を定義し、有効なアクセス時間
などゲストに適用するすべての時間パラメータ
を指定する場合に役立ちます。このことによっ
て、ゲストが他のロケーションからネットワー
クに接続できなくなることはありません。
有効にするスポンサー グループには、使用でき
る少なくとも 1 つのロケーションが設定されて
いる必要があります。
このスポンサー グループに 1 つのロケーション
のみを割り当てると、それが、メンバーが作成
するゲスト アカウントの唯一の有効な時間帯に
なります。 デフォルトでは、スポンサー ポー
タルに表示されません。

ゲスト ロケーションの管理（Manage Guest
Locations at）

より多くのロケーションを追加する必要がある
場合は、[ゲスト アクセス（Guest Access）] >
[設定（Configure）] > [ゲスト ロケーション
（Guest Locations）] をクリックし、追加のロ
ケーションおよび関連する時間帯を選択しま
す。

特定のゲストに割り当てられた複数のゲスト ア スポンサーは、ファイルから姓名などのゲスト
カウント（インポート）（Multiple guest accounts の詳細をインポートすることによって、複数の
assigned to specific guests (Import)）
ゲスト アカウントを作成できます。
このオプションが有効である場合、[インポート
（Import）] ボタンがスポンサー ポータルの [ア
カウントの作成（Create Accounts）] ページに表
示されます。 [インポート（Import）] オプショ
ンは、Internet Explorer、Firefox、Safari などデ
スクトップ ブラウザだけで使用可能です（モバ
イルは不可）。
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バッチに制限（Limit to batch of）

このスポンサー グループが複数のアカウントを
同時に作成できる場合、単一のインポート操作
で作成可能なゲスト アカウントの数を指定しま
す。
スポンサーは最大 10,000 個のアカウントを作成
できますが、潜在的なパフォーマンスの問題が
あるため、作成するアカウントの数を制限する
ことを推奨します。

任意のゲストに割り当てる複数のゲスト アカウ スポンサーは、ゲストがまだ認識されていない
ント（ランダム）（Multiple guest accounts to be 場合や、多数のアカウントをすばやく作成する
assigned to any guests (Random)）
必要がある場合、ゲストのプレースホルダとし
て複数のランダムなゲスト アカウントを作成で
きます。
このオプションが有効である場合、[ランダム
（Random）] ボタンがスポンサー ポータルの
[アカウントの作成（Create Accounts）] ページ
に表示されます。
デフォルトのユーザ名プレフィクス（Default
username prefix）

スポンサーが複数のランダムなゲスト アカウン
トを作成する場合に使用できるユーザ名プレ
フィクスを指定します。 指定した場合、このプ
レフィクスはランダムなゲスト アカウントを作
成するときにスポンサー ポータルに表示されま
す。 また、[スポンサーにユーザ名プレフィク
スの指定を許可（Allow sponsor to specify a
username prefix）] の設定により、次のようにな
ります。
• 有効：スポンサーは、スポンサー ポータ
ルでデフォルトのプレフィクスを編集でき
ます。
• 無効：スポンサーは、スポンサー ポータ
ルでデフォルトのプレフィクスを編集でき
ません。
ユーザ名プレフィクスを指定しないか、または
スポンサーにユーザ名プレフィクスの指定を許
可しない場合、スポンサーにはスポンサー ポー
タルでユーザ名プレフィクスを割り当てるオプ
ションがありません。
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[スポンサーにユーザ名プレフィクスの指定を許 スポンサーは、スポンサー ポータルでユーザ名
可（Allow sponsor to specify a username prefix）] プレフィクスを指定して、複数のランダムなゲ
スト アカウントを作成する場合に使用できま
す。 有効な場合、スポンサーは、スポンサー
ポータルで任意のプレフィクスを割り当てた
り、デフォルトのプレフィクス（使用可能な場
合）を編集したりできます。
バッチに制限（Limit to batch of）

このスポンサー グループが複数のアカウントを
同時に作成できる場合、単一の操作で作成可能
なランダムなゲスト アカウントの数を指定しま
す。
スポンサーは最大 10,000 個のアカウントを作成
できますが、潜在的なパフォーマンスの問題が
あるため、その数を制限することを推奨しま
す。

開始日は今後 __ 日以内（Start date can be no more 有効にし、作成した複数のゲスト アカウントの
than __ days into the future）
開始日としてスポンサーが設定しなければなら
ない日数を指定します。
スポンサーが作成したアカウントのみ（Only
accounts sponsor has created）

スポンサーは、自分が作成または承認したゲス
ト アカウントのみを表示および管理できます。

このスポンサー グループのメンバーが作成した スポンサーは、このスポンサー グループのすべ
アカウント（Accounts created by members of this てのメンバーが作成または承認したゲスト アカ
sponsor group）
ウントを表示および管理できます。
すべてのゲスト アカウント（All guest accounts） スポンサーは、他のスポンサー グループに属す
るスポンサーも含めてすべてのスポンサーが作
成または承認したすべてのゲスト アカウントを
表示および管理できます。
ゲスト パスワードの表示（View guests’
passwords）

スポンサーは、自分が管理できるゲスト アカウ
ントについて、そのパスワードを表示できま
す。
ゲストがパスワードを変更した場合、スポン
サーは Cisco ISE によって生成されたランダム
なパスワードにリセットしない限り、そのパス
ワードを表示できません。
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ゲスト アカウントのパスワードのリセット
（Reset guest account passwords）

スポンサーは、自分が管理できるゲスト アカウ
ントについて、そのパスワードを Cisco ISE に
よって生成されたランダムなパスワードにリ
セットできます。

ゲスト アカウントの延長（Extend guests’
accounts）

スポンサーは、自分が管理できるゲスト アカウ
ントについて、その有効期限を延長できます。
スポンサーは、アカウントの有効期限に関して
ゲストに送信される電子メール通知に自動的に
コピーされます。

ゲスト クレデンシャルで SMS 通知を送信（Send スポンサーは、自分が管理できるゲスト アカウ
SMS notifications with guests’ credentials）
ントについて、アカウントの詳細とログイン ク
レデンシャルとともにゲストに SMS（テキス
ト）通知を送信できます。
ゲスト アカウントの削除（Delete guests’
accounts）

スポンサーは、自分が管理できるゲスト アカウ
ントについて、アカウントを削除し、ゲストが
企業のネットワークにアクセスすることを防ぐ
ことができます。

ゲスト アカウントの一時停止（Suspend guests’ スポンサーは、自分が管理できるゲスト アカウ
accounts）
ントについて、アカウントを一時停止してゲス
トが一時的にログインすることを防ぐことがで
きます。
また、このアクションは、許可変更（CoA）終
了を発行して、一時停止されていたゲストを
ネットワークから排除できます。
スポンサーは理由の入力が必要（Require sponsor スポンサーは、ゲスト アカウントの一時停止に
to provide a reason）
関する説明を提供する必要があります。
一時停止したゲスト アカウントの復元
（Reinstate suspended guest accounts）

スポンサーは、自分が管理できるゲスト アカウ
ントについて、一時停止されたアカウントを復
元できます。

アカウント登録ゲストからの要求を承認
（Approve requests from self-registering guests）

スポンサーは、自分が管理できるゲスト アカウ
ントについて、承認を要求する電子メールを受
信したときにアカウント登録ゲストを承認でき
ます。
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プログラマチック インターフェイス（ゲスト
REST API）を使用して Cisco ISE ゲスト アカウ
ントにアクセス（Access Cisco ISE guest accounts
using the programmatic interface (Guest REST
API)）

スポンサーは、自分が管理できるゲスト アカウ
ントについては、ゲスト REST API プログラミ
ング インターフェイスを使用してゲスト アカ
ウントにアクセスできます。

スポンサー ポータル アプリケーションの設定
スポンサー ポータルのポータル ID 設定
これらの設定へのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [ゲスト ポータルまたはスポンサー ポータル（Guest Portals or Sponsor Portals）] > [作成、編集ま
たは複製（Create, Edit or Duplicate）] > [ゲスト ポータルおよびスポンサー ポータルの設定とカス
タマイズ（Guest Portals or Sponsor Portals Settings and Customization）] です。
これらの設定を使用して、ポータルを特定し、すべてのポータル ページで使用する言語ファイル
を選択します。
フィールド

使用上のガイドライン

ポータル名（Portal Name）

このポータルにアクセスするための一意のポー
タル名を入力します。 このポータル名を、その
他のスポンサーやゲスト ポータルおよび非ゲス
ト ポータル（ブラックリスト、個人所有デバイ
スの持ち込み（BYOD）、クライアント プロビ
ジョニング、モバイルデバイス管理（MDM）、
およびデバイスの各ポータル）に使用しないで
ください。
この名前は、許可プロファイルのポータルの選
択でリダイレクションの選択肢として表示さ
れ、ポータルのリストに定義されているポータ
ルの中から簡単に識別するために使用されま
す。

説明（Description）

これはオプションです。
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ポータル テスト URL（Portal test URL）

[保存（Save）] をクリックした後にリンクとし
て表示されるシステムにより生成された URL。
ポータルをテストするために使用します。
リンクをクリックすると新しいブラウザ タブが
開き、ポリシー サービスがオンになっているポ
リシー サービス ノード（PSN）によって提供さ
れているこのポータルの URL が表示されます。
ポリシー サービスがオンになっていない場合、
PSN は管理者ポータル以外のポータルの Web
ページを提供しません。

言語ファイル（Language File）

各ポータル タイプは、デフォルトで 15 種類の
言語をサポートします。これらの言語は、個々
のプロパティ ファイルとして使用できます。こ
れらのファイルは、圧縮された単一の言語ファ
イル内にまとめてバンドルされています。 ポー
タルで使用する圧縮言語ファイルをエクスポー
トまたはインポートします。 圧縮言語ファイル
には、ポータルのテキストを表示するために使
用可能な個別の言語ファイルがすべて含まれて
います。
言語ファイルには、その言語のポータル全体の
すべての文字列設定に加え、特定のブラウザの
ロケール設定（例：フランス語の場合は fr、
fr-fr、fr-ca）へのマッピングが含まれています。
1 つの言語ファイルには、翻訳およびローカリ
ゼーションの目的に容易に使用できるように、
サポートされるすべての言語が含まれていま
す。
1 つの言語用のブラウザ ロケール設定を変更し
た場合、変更内容は他のすべてのエンドユーザ
Web ポータルに適用されます。 たとえば、ホッ
トスポット ゲスト ポータルの French.properties
ブラウザ ロケールを fr,fr-fr,fr-ca から fr,fr-fr に
変更すると、この変更内容がデバイス ポータル
にも適用されます。

スポンサー ポータルのポータル設定
これらの設定へのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [スポンサー ポータル（Sponsor Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）]
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> [ポータルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] > [ポータル設定（Portal
Settings）] です。
これらの設定を使用して、ポータルを特定し、すべてのポータル ページで使用する言語ファイル
を選択します。
フィールド

使用上のガイドライン

HTTPS ポート（HTTPS port）

8000 ～ 8999 の範囲のポート値を入力します。
デフォルト値はすべてのデフォルト ポータルで
8443 です。ただし、ブラックリスト ポータル
は 8444 です。 この範囲外のポート値を使用し
てアップグレードした場合は、このページで変
更を加えるまで維持されます。 このページを変
更する場合、この制限に従うようにポート設定
を変更する必要があります。
ゲスト ポータルに非ゲスト ポータル（デバイ
スなど）によって使用されるポートを割り当て
ると、エラー メッセージが表示されます。
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特定のギガビット イーサネット インターフェ
イスに対してポータル トラフィックをパーティ
ショニングします。 異なるサブネット上の IP
アドレスを使用してイーサネット インターフェ
イスを設定する必要があります。 同じ HTTPS
ポートに割り当てられたポータルは、同じギガ
ビット イーサネット インターフェイスまたは
別のインターフェイスを使用できます。 これら
のポータルが同じポートとインターフェイスの
組み合わせを使用している場合、同じ証明書グ
ループ タグを使用する必要があります。 次に
例を示します。
• 有効な組み合わせには次が含まれます。
◦ スポンサー ポータル：ポート 8443、
インターフェイス 0、証明書タグ A、
およびデバイス ポータル：ポート
8443、インターフェイス 0、証明書グ
ループ A
◦ スポンサー ポータル：ポート 8443、
インターフェイス 0、証明書グループ
A、およびデバイス ポータル：ポー
ト 8445、インターフェイス 0、証明
書グループ B
◦ スポンサー ポータル：ポート 8444、
インターフェイス 1、証明書グループ
A、およびブラックリストポータル：
ポート 8444、インターフェイス 0、
証明書グループ B
• 無効な組み合わせには次が含まれます。
◦ スポンサー ポータル：ポート 8443、
インターフェイス 0、証明書グループ
A、およびデバイス ポータル：8443、
インターフェイス 0、証明書グループ
B
◦ スポンサー ポータル：ポート 8444、
インターフェイス 0、証明書タグ A、
およびブラックリストポータル：ポー
ト 8444、インターフェイス 0、証明
書グループ A
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これらのインターフェイスは、ポリシー サービ
スがオンになっているすべての PSN（VM ベー
スを含む）で使用可能である必要があります。
これは、これらのすべての PSN がゲスト セッ
ションの開始時にリダイレクトに使用される可
能性があるため、必須要件です。

証明書グループ タグ（Certificate group tag）

ポータルの HTTPS トラフィックに使用する証
明書を指定する証明書グループ タグを選択しま
す。

完全修飾ドメイン名（FQDN）（Fully Qualified ポータルの一意の FQDN またはホスト名（また
Domain Name (FQDN)）
はその両方）を入力します。 たとえば、スポン
サー ポータルに sponsorportal.yourcompany.com,
sponsor と入力でき、デバイス ポータルに
mydevicesportal.yourcompany.com, mydevices と入
力できます。 カンマを使用して名前を区切りま
すが、エントリ間にスペースを挿入しないでく
ださい。
デフォルトの FQDN を更新する場合は、次を実
行する必要があります。
• DNS を更新して、新しい URL の FQDN が
有効なポリシー サービス ノード（PSN）
の IP アドレスに確実に解決するようにし
ます。
• 名前の不一致による証明書の警告メッセー
ジを回避するために、Cisco ISE PSN のロー
カル サーバ証明書のサブジェクト代替名
（SAN）属性に、カスタマイズされたURL
の FQDN を含めます。
• 証明書署名要求（CSR）を送信するときに
認証局（CA）サーバの SAN 属性などの
Cisco ISE 以外の SAN 属性を指定するか、
または openssl などのユーティリティを使
用してカスタム CSR を作成します。
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ID ソース順序（Identity source sequence）

スポンサー ID ソース順序は、スポンサーのロ
グイン クレデンシャルとともに、スポンサー
ポータルにアクセスするスポンサーを認証およ
び許可するために使用されます。 ID ソース順
序には、スポンサーの認証を解決するためにど
のストアにどの順序でアクセスするかを定義
し、ローカル Cisco ISE ID ストアと外部ストア
を含めることができます。
ポータルへの認証に使用する ID ソース順序
（ISS）を選択します。 ISS はユーザがユーザ
名を使用してログインするときに順に検索され
るポリシー情報ポイント（PIP）のリストです。
たとえば、内部ゲスト ユーザ、内部ユーザ、
Active Directory A、LDAP ディレクトリ B など
があります。
Cisco ISE には、デフォルトの ID ストアである
内部ユーザを含む、デフォルトのスポンサー ID
ソース順序（Sponsor_Portal_Sequence）があり
ます。
ユーザ名がゲスト ユーザまたは内部ユーザの
データベースで一致し、パスワードも同様に一
致した場合、Cisco ISE はデータベースのリスト
をたどる検索を停止します。 ただし、一致が見
つからない場合は、一致が見つかるかリストの
最後のデータベースの終端に到達するまでデー
タベースを検索し続けます。

アイドル タイムアウト（Idle timeout）

ポータルでアクティビティがない場合にユーザ
をログアウトするまでに Cisco ISE が待機する
時間（分）を入力します。 有効な範囲は 1 ～
30 分です。

ブラウザのロケールを使用する（Use browser
locale）

ユーザのブラウザのロケール設定がポータルの
表示言語に使用されることを指定します。 これ
は、言語ファイルにブラウザのロケールに対応
する言語が存在することを想定しています。 そ
うでない場合は、フォールバック言語がポータ
ルに表示されるテキストに使用されます。

フォールバック言語（Fallback language）

ブラウザのロケールに対応する言語ファイルが
存在しない場合に使用する言語を選択します。
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常に使用（Always use）

ポータルに使用する表示言語を選択します。 こ
の設定は、ユーザのブラウザのロケール オプ
ションを上書きします。

スポンサーに使用可能な SSID（SSIDs available ゲストの訪問にあたり、スポンサーが正しい接
to sponsors）
続先ネットワークとしてゲストに通知できる、
ネットワークの SSID（セッション サービス識
別子）の名前を入力します。

スポンサー ポータルのログイン ページ設定
このページへのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [スポンサー ポータル（Sponsor 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）] > [ログイン ページ設
定（Login Page Settings）] です。
これらの設定を使用して、ユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは従業員）のログイン
のエクスペリエンス、ログイン試行失敗のパラメータ、およびこのページについてのAUP情報を
定義します。
表 90：スポンサー ポータルのログイン ページ設定

フィールド

使用上のガイドライン

頻度制限までの最大ログイン試行失敗数
（Maximum failed login attempts before rate
limiting）

単一のブラウザ セッションからのログイン試行
失敗回数を指定します。この回数を超過する
と、Cisco ISE はログイン試行を実行できる頻度
を意図的に低下させて、追加のログイン試行を
防ぎます。 ログイン失敗がこの回数に達した後
のログイン試行の間隔は、[頻度制限時のログイ
ン試行間隔（Time between login attempts when
rate limiting）] で指定されます。

頻度制限時のログイン試行間隔（Time between [頻度制限までの最大ログイン試行失敗数
login attempts when rate limiting）
（Maximum failed login attempts before rate
limiting）] で定義された回数のログインの失敗
後に、ユーザが再度ログインを試行するまでに
待機する必要がある時間を分単位で設定しま
す。
AUP をページに含める/AUP をリンクとして含 会社のネットワーク使用の諸条件を、現在ユー
める（Include an AUP (on page/as link)）
ザに表示されるページ上のテキストとして、ま
たは AUP テキストが含まれる新しいタブまた
はウィンドウを開くリンクとして表示します。
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同意が必要（Require acceptance）

ユーザのアカウントが完全に有効になる前に、
ユーザは AUP に同意する必要があります。 [ロ
グイン（Login）] ボタンは、ユーザが AUP を
受け入れない場合は有効になりません。 ユーザ
が AUP に同意しない場合、ネットワークにア
クセスできません。

AUP の最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）

このオプションは、[AUP をページに含める
（Include an AUP on page）] が有効である場合
のみ表示されます。
ユーザが AUP を最後まで読んだことを確認し
ます。 [同意（Accept）] ボタンは、ユーザが
AUP の最後までスクロールした後にのみアク
ティブになります。

スポンサー ポータルの利用規定（AUP）ページ設定
このページへのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [スポンサー ポータル（Sponsor 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）] > [利用規定（AUP）
ページ設定（Acceptable Use Policy (AUP) Page Settings）] です。
これらの設定を使用して、ユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは従業員）に対して
AUP エクスペリエンスを定義します。
フィールド

使用上のガイドライン

AUP ページを含める（Include an AUP page）

会社のネットワーク使用諸条件を、別のページ
でユーザに表示します。

AUP の最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）

ユーザが AUP を最後まで読んだことを確認し
ます。 [同意（Accept）] ボタンは、ユーザが
AUP の最後までスクロールした後にのみアク
ティブになります。

初回のログインのみ（On first login only）

ユーザがネットワークまたはポータルに初めて
ログインしたときのみ、AUP を表示します。

ログインごと（On every login）

ユーザがネットワークまたはポータルにログイ
ンするごとに、AUP を表示します。

__日ごと（初回のログインから）（Every __ days ユーザがネットワークまたはポータルに初めて
(starting at first login)）
ログインした後に、定期的に AUP を表示しま
す。
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スポンサー ポータルのスポンサーのパスワード変更設定
このページへのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [スポンサー ポータル（Sponsor 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）] > [スポンサーのパス
ワード変更設定（Sponsor Change Password Settings）] です。 スポンサー ポータルを使用してスポ
ンサーのパスワード要件を定義するには、これらの設定を使用します。
スポンサーのパスワード ポリシーを設定するには、[管理（Administration）] > [ID の管理（Identity
Management）] > [設定（Settings）] > [ユーザ パスワード ポリシー（User Password Policy）] を選
択します。
フィールド

使用上のガイドライン

スポンサーは自身のパスワードを変更可能
スポンサーは、スポンサー ポータルにログイン
（Allow sponsors to change their own passwords） した後、自身のパスワードを変更できます。 こ
のオプションは、スポンサーが内部ユーザ デー
タベースの一部である場合にだけ、[パスワード
の変更（Change Password）] ページを表示しま
す。

スポンサー ポータルのポストログイン バナー ページ設定
このページへのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [ゲスト ポータルおよびスポンサー ポータル（Guest Portals or Sponsor 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）] > [ポストログイン バナー ページ設定（Post-Login Banner Page Settings）] です。
これらの設定を使用して、正常なログイン後にユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは
従業員）に追加情報を通知します。
フィールド

使用上のガイドライン

ポストログイン バナー ページを含める（Include ユーザが正常にログインした後、ネットワーク
a Post-Login Banner page）
アクセスを付与される前に追加情報を表示しま
す。

スポンサー ポータルのサポート情報ページの設定
このページへのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [スポンサー ポータル（Sponsor 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）] > [サポート情報ページ
の設定（Support Information Page Settings）] です。
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これらの設定を使用して、ヘルプ デスクがユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは従業
員）が体験したアクセスの問題をトラブルシューティングするために使用できる情報を表示しま
す。
フィールド

使用上のガイドライン

サポート情報ページを含める（Include a Support 該当ポータルのすべての有効なページ上で、問
Information Page）
い合わせ先などの情報へのリンクを表示しま
す。
MAC アドレス（MAC address）

[サポート情報（Support Information）] ページに
デバイスの MAC アドレスを含めます。

IP アドレス（IP Address）

[サポート情報（Support Information）] ページに
デバイスの IP アドレスを含めます。

ブラウザのユーザ エージェント（Browser user
agent）

[サポート情報（Support Information）] ページ
に、要求の発信元のユーザ エージェントの製品
名とバージョン、レイアウト エンジン、バー
ジョンなど、ブラウザの詳細を含めます。

ポリシー サーバ（Policy server）

[サポート情報（Support Information）] ページ
に、このポータルを提供している ISE ポリシー
サービス ノード（PSN）の IP アドレスを含め
ます。

障害コード（Failure code）

可能な場合は、ログ メッセージ カタログ内の
対応する番号を含めます。 メッセージ カタロ
グにアクセスしてこれを表示するには、[管理
（Administration）] > [システム（System）] > [ロ
ギング（Logging）] > [メッセージ カタログ
（Message Catalog）] に移動します。

フィールドを隠す（Hide field）

含める情報が存在しない場合、[サポート情報
（Support Information）] ページ上の該当する
フィールド ラベルを表示しません。 たとえば、
障害コードが不明であるために空白である場
合、[障害コード（Failure code）] は、選択され
ている場合でも表示されません。

値のないラベルを表示（Display label with no
value）

含める情報が存在しない場合でも、選択されて
いるすべてのフィールドのラベルを [サポート
情報（Support Information）] ページに表示しま
す。 たとえば、障害コードが不明な場合、[障
害コード（Failure code）] は空白であっても表
示されます。
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デフォルト値でラベルを表示（Display label with [サポート情報（Support Information）] ページ上
default value）
の選択されているフィールドに含まれる情報が
存在しない場合、このテキストがこれらのすべ
てのフィールドに表示されます。 たとえば、こ
のフィールドに「情報なし」と入力した場合に
障害コード不明が不明な場合は、[障害コード
（Failure code）] に「情報なし」と表示されま
す。

スポンサー ポータルのアカウント作成の設定
これらの設定へのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [スポンサー ポータル（Sponsor Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）]
> [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page Customization）] > [アカウントの作成（Create
Accounts）] です。
[ページのカスタマイズ（Page Customizations）] で、スポンサー ポータルの [アカウントの作成
（Create Accounts）] タブに表示される、メッセージ、タイトル、コンテンツ、手順、およびフィー
ルドやボタンのラベルをカスタマイズできます。
[設定（Settings）] では、スポンサーがスポンサー ポータルでゲスト アカウントを作成するときに
何を表示し、何を実行できるかを決定する設定を指定できます。
ページ

フィールドおよび使用上のガイドライン

ゲスト タイプ（Guest Types）

このポータルを使用するスポンサー グループ メン
バーにゲスト タイプが 1 つのみ割り当てられている
場合は、[スポンサーで 1 つのみ使用できる場合はゲ
スト タイプを非表示（Hide guest type if only one is
available to sponsor）] をオンにします。
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既知のゲストにアカウントを作成（Create [含めるフィールド（Fields to include）] と、情報を
Account for Known Guests）
使用できるゲストのアカウントをスポンサーが作成
する場合にどのフィールドが必須であるかを指定し
ます。
[SMS プロバイダー（SMS providers）] を選択する
と、スポンサーはゲストが SMS 通知を送信するた
めのプロバイダーを指定できます。 このオプション
は、1 つの SMS プロバイダーのみがゲスト ポータ
ルとスポンサー ポータル用に設定されている場合は
使用できません。
誕生日、滞在日数、別の電子メール アドレスなど、
ゲストからまだここに示されていない追加情報をス
ポンサーが収集可能にする他のフィールドを追加す
るには、[カスタム フィールド（Custom Fields）] を
クリックします。
既知のゲストにアカウントを作成（Create すべてのゲスト アカウントに対して、次をオンにし
Account for Known Guests）
ます。
ランダム ゲストにアカウントを作成
（Create Account for Random Guests）

• [スポンサーはアカウントにグループ所属とし

インポートされたゲストにアカウントを作
成（Create Account for Imported Guests）

てタグ付け可能（Allow sponsor to tag accounts
as belonging to a group）]：スポンサーが追跡目
的で特定のゲスト アカウントをグループ化で
きる場合。 たとえば、会議に参加している特
定のロケーションのすべてのゲストにタグ付け
します。
• [スポンサーは通知言語を選択可能（Allow
sponsor to choose notification language）]：スポン
サーが作成したアカウントを持つゲストに送信
されるすべての通知で使用する言語を指定でき
る場合。
• [AUP リンクを含める（Include AUP link）]：ス
ポンサーが利用規定（AUP）を読んでからゲス
ト アカウントを作成する必要がある場合。
• [受け入れが必要（Require Acceptance）]：ゲス
トアカウントを作成する前にスポンサーがAUP
を受け入れる必要がある場合。 [作成（Create）]
ボタンは、受け入れない場合アクティブ化され
ません。
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ゲスト アクセス情報

次をオンにします。
• [AUP リンクを含める（Include AUP link）]：ス
ポンサーが利用規定（AUP）を読んでからゲス
ト アカウントを作成する必要がある場合。
• [受け入れが必要（Require Acceptance）]：ゲス
トアカウントを作成する前にスポンサーがAUP
を受け入れる必要がある場合。 [作成（Create）]
ボタンは、受け入れない場合アクティブ化され
ません。

スポンサー ポータルのゲストへの通知のカスタマイズ
これらの設定へのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [スポンサー ポータル（Sponsor Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）]
> [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page Customization）] > [ゲストへの通知（Notify Guests）]
です。
[ページのカスタマイズ（Page Customizations）] で、スポンサーがスポンサー ポータルからゲスト
に送信する通知に表示される、メッセージ、タイトル、コンテンツ、手順、およびフィールドや
ボタンのラベルをカスタマイズできます。
[設定（Settings）] では、スポンサーが電子メールまたは SMS を使用してゲストにユーザ名とパス
ワードを個別に送信できるかどうかを指定できます。また、ヘルプデスクがアクセスの問題をト
ラブルシューティングするために使用できる情報を提供するために、スポンサーがゲストに [サ
ポート情報（Support Information）] ページを表示できるかどうかを指定できます。

スポンサー ポータルのカスタマイズの管理と承認
これらの設定へのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [スポンサー ポータル（Sponsor Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）]
> [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page Customization）] > [管理と承認（Manage and
Approve）] です。
[ページのカスタマイズ（Page Customizations）] で、スポンサー ポータルの [管理と承認（Manage
and Approve）] タブに表示される、メッセージ、タイトル、コンテンツ、手順、およびフィール
ドやボタンのラベルをカスタマイズできます。
これらには、アカウント（登録済みおよび保留）の概要および詳細ビュー、スポンサーがゲスト
アカウントに対して実行する編集、拡張、一時停止などの操作に基づいて表示されるポップアッ
プ ダイアログ、さらに汎用ポータルやアカウント アクション メッセージが含まれています。
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章

Web ポータルのカスタマイズのリファレン
ス
• ポータル ページのタイトル、コンテンツおよびラベルの文字数制限, 877 ページ
• ポータルのカスタマイズ, 879 ページ
• ポータル言語ファイルの HTML サポート, 881 ページ
• カスタム ゲスト通知, 891 ページ

ポータル ページのタイトル、コンテンツおよびラベルの文字数制限
[ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page Customization）] タブのタイトル、テキスト ボック
ス、手順、フィールド、ボタン ラベル、およびその他の視覚的な要素に入力できる文字数には上
限および下限があります。

ポータル ページのタイトル、コンテンツおよびラベルの文字数制限
ポータル ページの UI 要素へのナビゲーション パスは、次のとおりです。
• ゲスト ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータ
ル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] > [ページ（Pages）] を選択します。
• スポンサー ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー
ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] > [ページ（Pages）] を選択します。
• デバイス ポータル。[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > （任意のポータル） > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ
（Portal Page Customization）] > [ページ（Pages）] を選択します。
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タイトル、テキスト ボックス、手順、フィールドとボタンのラベル、およびカスタマイズしてい
るポータル ページのその他のビジュアル要素のコンテンツを入力する際に、この情報を使用しま
す。 これらの更新は、カスタマイズしている特定のページにのみ適用されます。
（注）
シングルバイト文字とマルチバイト文字のどちらを入力するかにかかわらず、識別され
る最大文字数のみをフィールドに入力できます。 マルチバイト文字は文字数制限には
影響しません。
フィールド フィールド
のカテゴリ

フィールド ラ
ベル：最小文
字数

フィールドラ フィールドの
ベル：最大文 入力値：最小
字数
文字数

共通のペー バナー タイトル
ジ要素

256

フッター要素

0

2000

ブラウザ ページのタ
イトル

0

256

説明テキスト

0

2000

コンテンツ タイトル

0

256

オプション コンテン
ツ1

0

2000

オプション コンテン
ツ2

0

2000

0

50,000

メッセージ メッセージ テキスト
テキスト
（ページに表示）

0

2000

メッセージ テキスト
（ポップアップ ウィ
ンドウに表示）

0

256

ボタン ラベル

AUP

0

64

チェックボックス ラ 0
ベル

64

タブ ラベル

0

64

リンク ラベル

0

256

AUP テキスト
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入力値：最大
文字数
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フィールド フィールド
のカテゴリ

フィールド ラ
ベル：最小文
字数

フィールド すべてのフィールド 0
ラベル
ラベル

フィールドラ フィールドの
ベル：最大文 入力値：最小
字数
文字数

フィールドの
入力値：最大
文字数

256

フィールド 一般的なフィールド
入力（一
入力（次の特別な場
般）
合を参照）

0

256

フィールド [アクセス コード
入力（特別 （Access Code）]
な場合）
フィールド

1

20

[登録コード
（Registration
Code）] フィールド

1

20

[ユーザ名
（Username）]
フィールド

1

64

[パスワード
（Password）] フィー
ルド

1

256

[電話番号（Phone
Number）] フィール
ド

0

64

[デバイス ID（Device
ID）] フィールド

12

17

ポータルのカスタマイズ
エンドユーザ Web ポータルおよびゲスト エクスペリエンスの外観をカスタマイズできます。 カ
スケーディング スタイル シート（CSS）言語と Javascript の使用経験がある場合、ポータル ペー
ジのレイアウトを変更することで、jQuery Mobile ThemeRoller アプリケーションを使用してポータ
ルのテーマをカスタマイズできます。
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エンドユーザ ポータルのページ レイアウトの CSS クラスと説明
Cisco ISE エンドユーザ Web ポータルのページ レイアウトを定義および変更するには、次の CSS
クラスを使用します。
CSS クラス名

説明

cisco-ise-banner

ロゴ、バナー イメージ、およびバナー テキス
トが含まれます。
スポンサー ポータルおよびデバイス ポータル
では、このクラスにコンテキスト メニューをア
クティブ化できるボタンも含まれます。 たとえ
ば、このメニューで [ログアウト（Log Out）]、
[パスワードの変更（Change Password）] などの
オプションが含まれるポップアップ ウィンドウ
を表示できます。

cisco-ise-body

バナーの一部ではないすべてのページの要素が
含まれます。

cisco-ise-optional-content-1

デフォルトでは空です。 テキスト、リンク、お
よび HTML コードと JavaScript コードを追加で
きます。

cisco-ise-main-content

説明テキスト、操作ボタン、および
cisco-ise-footer コンテナなど、ポータル ページ
のメイン コンテンツが含まれます。

cisco-ise-optional-content-2

デフォルトでは空です。 テキスト、リンク、お
よび HTML コードと JavaScript コードを追加で
きます。

cisco-ise-footer

フッターの一部です。サポートへの問い合わせ
やオンライン ヘルプなどのリンクのプレースホ
ルダーです。

cisco-ise-footer-text

デフォルトでは空です。 著作権表示または免責
事項など、ポータル ページの下部に表示するも
ののプレースホルダーです。
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図 37：エンドユーザ ポータルのページ レイアウトで使用される CSS クラス

ポータル言語ファイルの HTML サポート
各ポータルの圧縮済み言語ファイルには、そのポータルのデフォルト言語プロパティ ファイルが
含まれます。各プロパティファイルには、ポータルに表示される内容を定義するディクショナリ
キーが含まれます。
[説明テキスト（Instructional Text）]、[コンテンツ（Content）]、[オプション コンテンツ 1（Optional
Content 1）]、[オプション コンテンツ 2（Optional Content 2）] の各テキスト ボックスの内容など、
ポータルに表示されるテキストをカスタマイズすることができます。これらのテキストボックス
には、デフォルト コンテンツがあるものと空白のものがあります。
これらのテキストボックスに関連付けられたディクショナリキーの一部でのみ、その値（テキス
ト）で HTML がサポートされます。
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ブラックリスト ポータルの言語ファイルの HTML サポート
このポータルの [説明テキスト（Instructional Text）]、[コンテンツ（Content）]、[任意のコンテン
ツ 1（Optional Content 1）]、および [任意のコンテンツ 2（Optional Content 2）] テキスト ボックス
へのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > [ブラックリスト ポータル（Blacklist Portal）] > [編集（Edit）] > [ポータル ペー
ジのカスタマイズ（Portal Page Customization）] > [ページ（Pages）] です。 テキスト ボックスの
ミニ エディタの [HTML ソースの表示（View HTML Source）] アイコンを使用して、コンテンツ
に HTML コードを追加できます。
ポータルの言語プロパティ ファイルの次のディクショナリ キーで、テキスト内の HTML がサポー
トされています。

（注）

これは、ファイル内のディクショナリ キーの完全なリストではありません。
• key.blacklist.ui_reject_message

個人所有デバイスの持ち込みポータルの言語ファイルの HTML サポート
このポータルの [説明テキスト（Instructional Text）]、[コンテンツ（Content）]、[任意のコンテン
ツ 1（Optional Content 1）]、および [任意のコンテンツ 2（Optional Content 2）] テキスト ボックス
へのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > [BYOD ポータル（BYOD Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタ
マイズ（Portal Page Customization）] > [ページ（Pages）] です。 テキスト ボックスのミニ エディ
タの [HTML ソースの表示（View HTML Source）] アイコンを使用して、コンテンツに HTML コー
ドを追加できます。
ポータルの言語プロパティ ファイルの次のディクショナリ キーで、テキスト内の HTML がサポー
トされています。

（注）

これは、ファイル内のディクショナリ キーの完全なリストではありません。
• key.guest.ui_contact_instruction_message
• key.guest.ui_byod_welcome_optional_content_1
• key.guest.ui_byod_welcome_optional_content_2
• key.guest.ui_byod_reg_limit_message
• key.guest.ui_byod_reg_content_message
• key.guest.ui_byod_success_manual_reconnect_message
• key.guest.ui_byod_install_winmac_instruction_message
• key.guest.ui_byod_install_optional_content_1
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• key.guest.ui_byod_reg_optional_content_2
• key.guest.ui_byod_install_optional_content_2
• key.guest.ui_byod_reg_optional_content_1
• key.guest.ui_byod_reg_instruction_message
• key.guest.ui_byod_welcome_aup_text
• key.guest.ui_contact_optional_content_2
• key.guest.ui_contact_optional_content_1
• key.guest.ui_byod_install_ios_instruction_message
• key.guest.ui_byod_welcome_instruction_message
• key.guest.ui_error_optional_content_2
• key.guest.ui_error_optional_content_1
• key.guest.ui_byod_welcome_renew_cert_message
• key.guest.ui_byod_install_android_instruction_message
• key.guest.ui_byod_install_instruction_message
• key.guest.ui_byod_welcome_config_device_message
• key.guest.ui_byod_success_message
• key.guest.ui_byod_success_unsupported_device_message
• key.guest.ui_byod_success_optional_content_1
• key.guest.ui_byod_success_optional_content_2
• key.guest.ui_error_instruction_message

クライアント プロビジョニング ポータルの言語ファイルの HTML サポート
このポータルの [説明テキスト（Instructional Text）]、[コンテンツ（Content）]、[任意のコンテン
ツ 1（Optional Content 1）]、および [任意のコンテンツ 2（Optional Content 2）] テキスト ボックス
へのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > [クライアント プロビジョニング ポータル（Client Provisioning Portals）] > [編集
（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page Customization）] > [ページ（Pages）] で
す。 テキスト ボックスのミニ エディタの [HTML ソースの表示（View HTML Source）] アイコン
を使用して、コンテンツに HTML コードを追加できます。
ポータルの言語プロパティ ファイルの次のディクショナリ キーで、テキスト内の HTML がサポー
トされています。

（注）

これは、ファイル内のディクショナリ キーの完全なリストではありません。
• key.guest.ui_client_provision_agent_installed_instructions_without_java_message
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• key.guest.ui_contact_instruction_message
• key.guest.ui_success_message
• key.guest.ui_client_provision_unable_to_detect_message
• key.guest.ui_client_provision_instruction_message
• key.guest.ui_client_provision_agent_installation_message
• key.guest.ui_client_provision_posture_agent_check_message
• key.guest.ui_vlan_instruction_message
• key.guest.ui_client_provision_agent_installation_instructions_with_no_java_message
• key.guest.ui_success_instruction_message
• key.guest.ui_vlan_optional_content_1
• key.guest.ui_vlan_optional_content_2
• key.guest.ui_contact_optional_content_2
• key.guest.ui_contact_optional_content_1
• key.guest.ui_contact_optional_content_1
• key.guest.ui_client_provision_posture_check_compliant_message
• key.guest.ui_client_provision_optional_content_2
• key.guest.ui_client_provision_optional_content_1
• key.guest.ui_error_optional_content_2
• key.guest.ui_error_optional_content_1
• key.guest.ui_client_provision_posture_check_non_compliant_message
• key.guest.ui_vlan_install_message
• key.guest.ui_success_optional_content_1
• key.guest.ui_success_optional_content_2
• key.guest.ui_client_provision_posture_agent_scan_message

クレデンシャル ゲスト ポータルの言語ファイルの HTML サポート
このポータルの [説明テキスト（Instructional Text）]、[コンテンツ（Content）]、[オプション コン
テンツ 1（Optional Content 1）]、および [オプション コンテンツ 2（Optional Content 2）] テキスト
ボックスへのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] >
[ゲスト ポータル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] > [ページ（Pages）] です。 テキスト ボックスのミニ エディタの [HTML ソース
の表示（View HTML Source）] アイコンを使用して、コンテンツに HTML コードを追加できます。
ポータルの言語プロパティ ファイルの次のディクショナリ キーで、テキスト内の HTML がサポー
トされています。
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（注）

これは、ファイル内のディクショナリ キーの完全なリストではありません。
• key.guest.ui_contact_instruction_message
• key.guest.ui_login_optional_content_1
• key.guest.ui_login_optional_content_2
• key.guest.ui_client_provision_unable_to_detect_message
• key.guest.ui_client_provision_instruction_message
• key.guest.ui_device_reg_optional_content_2
• key.guest.ui_device_reg_optional_content_1
• key.guest.ui_byod_success_manual_reconnect_message
• key.guest.ui_byod_reg_optional_content_2
• key.guest.ui_byod_reg_optional_content_1
• key.guest.ui_client_provision_agent_installation_instructions_with_no_java_message
• key.guest.ui_success_instruction_message
• key.guest.ui_max_devices_instruction_message
• key.guest.ui_max_devices_optional_content_1
• key.guest.ui_self_reg_results_instruction_message
• key.guest.notification_credentials_email_body
• key.guest.ui_max_devices_optional_content_2
• key.guest.ui_contact_optional_content_2
• key.guest.ui_contact_optional_content_1
• key.guest.ui_byod_install_ios_instruction_message
• key.guest.ui_changepwd_instruction_message
• key.guest.ui_client_provision_posture_check_compliant_message
• key.guest.ui_aup_instruction_message
• key.guest.ui_changepwd_optional_content_2
• key.guest.ui_changepwd_optional_content_1
• key.guest.ui_self_reg_results_optional_content_2
• key.guest.ui_self_reg_results_optional_content_1
• key.guest.ui_device_reg_instruction_message
• key.guest.ui_byod_welcome_renew_cert_message
• key.guest.ui_vlan_execute_message
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• key.guest.ui_byod_install_android_instruction_message
• key.guest.ui_client_provision_posture_check_non_compliant_message
• key.guest.ui_byod_install_instruction_message
• key.guest.ui_device_reg_max_reached_message
• key.guest.ui_byod_success_message
• key.guest.ui_byod_success_unsupported_device_message
• key.guest.ui_byod_success_optional_content_1
• key.guest.ui_byod_success_optional_content_2
• key.guest.ui_aup_employee_text
• key.guest.ui_client_provision_agent_installed_instructions_without_java_message
• key.guest.ui_success_message
• key.guest.ui_byod_welcome_optional_content_1
• key.guest.ui_byod_welcome_optional_content_2
• key.guest.ui_self_reg_optional_content_2
• key.guest.ui_self_reg_optional_content_1
• key.guest.ui_byod_reg_limit_message
• key.guest.notification_credentials_print_body
• key.guest.ui_byod_reg_content_message
• key.guest.ui_client_provision_agent_installation_message
• key.guest.ui_post_access_message
• key.guest.ui_vlan_instruction_message
• key.guest.ui_byod_install_winmac_instruction_message
• key.guest.ui_aup_guest_text
• key.guest.ui_byod_install_optional_content_1
• key.guest.ui_byod_install_optional_content_2
• key.guest.ui_byod_reg_instruction_message
• key.guest.ui_aup_optional_content_1
• key.guest.ui_aup_optional_content_2
• key.guest.ui_self_reg_aup_text
• key.guest.ui_login_instruction_message
• key.guest.ui_vlan_optional_content_1
• key.guest.ui_vlan_optional_content_2
• key.guest.ui_self_reg_results_aup_text
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• key.guest.ui_device_reg_register_message
• key.guest.ui_byod_welcome_instruction_message
• key.guest.ui_client_provision_optional_content_2
• key.guest.ui_self_reg_instruction_message
• key.guest.ui_vlan_install_message
• key.guest.ui_success_optional_content_1
• key.guest.ui_success_optional_content_2
• key.guest.ui_post_access_instruction_message
• key.guest.ui_post_access_optional_content_2
• key.guest.ui_post_access_optional_content_1
• key.guest.ui_byod_welcome_config_device_message
• key.guest.ui_client_provision_posture_agent_scan_message

ホットスポット ゲスト ポータルの言語ファイルの HTML サポート
このポータルの [説明テキスト（Instructional Text）]、[コンテンツ（Content）]、[オプション コン
テンツ 1（Optional Content 1）]、および [オプション コンテンツ 2（Optional Content 2）] テキスト
ボックスへのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] >
[ゲスト ポータル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] > [ページ（Pages）] です。 テキスト ボックスのミニ エディタの [HTML ソース
の表示（View HTML Source）] アイコンを使用して、コンテンツに HTML コードを追加できます。
ポータルの言語プロパティ ファイルの次のディクショナリ キーで、テキスト内の HTML がサポー
トされています。

（注）

これは、ファイル内のディクショナリ キーの完全なリストではありません。
• key.guest.ui_contact_instruction_message
• key.guest.ui_success_message
• key.guest.ui_post_access_message
• key.guest.ui_vlan_instruction_message
• key.guest.ui_success_instruction_message
• key.guest.ui_aup_optional_content_1
• key.guest.ui_aup_optional_content_2
• key.guest.ui_vlan_unsupported_error_message
• key.guest.ui_vlan_optional_content_1
• key.guest.ui_vlan_optional_content_2
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• key.guest.ui_contact_optional_content_2
• key.guest.ui_contact_optional_content_1
• key.guest.ui_aup_instruction_message
• key.guest.ui_aup_hotspot_text
• key.guest.ui_vlan_execute_message
• key.guest.ui_vlan_install_message
• key.guest.ui_success_optional_content_1
• key.guest.ui_success_optional_content_2
• key.guest.ui_post_access_instruction_message
• key.guest.ui_post_access_optional_content_2
• key.guest.ui_post_access_optional_content_1

モバイル デバイス管理ポータルの言語ファイルの HTML サポート
このポータルの [説明テキスト（Instructional Text）]、[コンテンツ（Content）]、[オプション コン
テンツ 1（Optional Content 1）]、および [オプション コンテンツ 2（Optional Content 2）] テキスト
ボックスへのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device
Portal Management）] > [MDM ポータル（MDM Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカ
スタマイズ（Portal Page Customization）] > [ページ（Pages）] です。 テキスト ボックスのミニ エ
ディタの [HTML ソースの表示（View HTML Source）] アイコンを使用して、コンテンツに HTML
コードを追加できます。
ポータルの言語プロパティ ファイルの次のディクショナリ キーで、テキスト内の HTML がサポー
トされています。

（注）

これは、ファイル内のディクショナリ キーの完全なリストではありません。
• key.mdm.ui_contact_instruction_message
• key.mdm.ui_mdm_enrollment_after_message
• key.mdm.ui_error_optional_content_2
• key.mdm.ui_error_optional_content_1
• key.mdm.ui_mdm_enroll_optional_content_1
• key.mdm.ui_mdm_enroll_optional_content_1
• key.mdm.ui_mdm_enroll_optional_content_2
• key.mdm.ui_mdm_enroll_instruction_message
• key.mdm.ui_error_instruction_message
• key.mdm.ui_mdm_enrollment_link_message
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• key.mdm.ui_mdm_not_reachable_message
• key.mdm.ui_contact_optional_content_2
• key.mdm.ui_mdm_continue_message
• key.mdm.ui_contact_optional_content_1

デバイス ポータルの言語ファイルの HTML サポート
このポータルの [説明テキスト（Instructional Text）]、[コンテンツ（Content）]、[任意のコンテン
ツ 1（Optional Content 1）]、および [任意のコンテンツ 2（Optional Content 2）] テキスト ボックス
へのナビゲーション パスは、[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > [デバイス ポータル（My Devices Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページの
カスタマイズ（Portal Page Customization）] > [ページ（Pages）] です。 テキスト ボックスのミニ
エディタの [HTML ソースの表示（View HTML Source）] アイコンを使用して、コンテンツに HTML
コードを追加できます。
ポータルの言語プロパティ ファイルの次のディクショナリ キーで、テキスト内の HTML がサポー
トされています。

（注）

これは、ファイル内のディクショナリ キーの完全なリストではありません。
• key.mydevices.ui_add_optional_content_1
• key.mydevices.ui_add_optional_content_2
• key.mydevices.ui_post_access_instruction_message
• key.mydevices.ui_edit_instruction_message
• key.mydevices.ui_contact_optional_content_2
• key.mydevices.ui_contact_optional_content_1
• key.mydevices.ui_changepwd_optional_content_1
• key.mydevices.ui_changepwd_optional_content_2
• key.mydevices.ui_post_access_message
• key.mydevices.ui_home_instruction_message
• key.mydevices.ui_edit_optional_content_1
• key.mydevices.ui_edit_optional_content_2
• key.mydevices.ui_add_instruction_message
• key.mydevices.ui_post_access_optional_content_2
• key.mydevices.ui_post_access_optional_content_1
• key.mydevices.ui_error_instruction_message
• key.mydevices.ui_actions_instruction_message
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• key.mydevices.ui_home_optional_content_2
• key.mydevices.ui_aup_optional_content_1
• key.mydevices.ui_aup_optional_content_2
• key.mydevices.ui_home_optional_content_1
• key.mydevices.ui_changepwd_instruction_message
• key.mydevices.ui_contact_instruction_message
• key.mydevices.ui_aup_employee_text
• key.mydevices.ui_login_optional_content_2
• key.mydevices.ui_login_optional_content_1
• key.mydevices.ui_login_instruction_message
• key.mydevices.ui_error_optional_content_1
• key.mydevices.ui_error_optional_content_2
• key.mydevices.ui_aup_instruction_message

スポンサー ポータルの言語ファイルの HTML サポート
このポータルの [説明テキスト（Instructional Text）]、[コンテンツ（Content）]、[オプション コン
テンツ 1（Optional Content 1）]、および [オプション コンテンツ 2（Optional Content 2）] テキスト
ボックスへのナビゲーション パスは、[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] >
[スポンサー ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal
Page Customization）] > [ページ（Pages）] です。 テキスト ボックスのミニ エディタの [HTML ソー
スの表示（View HTML Source）] アイコンを使用して、コンテンツに HTML コードを追加できま
す。
ポータルの言語プロパティ ファイルの次のディクショナリ キーで、テキスト内の HTML がサポー
トされています。

（注）

これは、ファイル内のディクショナリ キーの完全なリストではありません。
• key.sponsor.ui_aup_instruction_message
• key.sponsor.ui_create_random_instruction_message
• key.sponsor.ui_home_instruction_message
• key.sponsor.ui_post_access_instruction_message
• key.sponsor.notification_credentials_print_body
• key.sponsor.ui_aup_sponsor_text
• key.sponsor.ui_create_accounts_access_info_instruction_message
• key.sponsor.ui_login_instruction_message
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• key.sponsor.notification_credentials_email_body
• key.sponsor.ui_create_known_instruction_message
• key.sponsor.ui_create_import_instruction_message
• key.sponsor.ui_suspend_account_instruction_message
• key.sponsor.ui_post_access_message
• key.sponsor.ui_login_optional_content_2
• key.sponsor.ui_login_optional_content_1
• key.sponsor.notification_credentials_email_password_body
• key.sponsor.ui_contact_optional_content_2
• key.sponsor.ui_contact_optional_content_1
• key.sponsor.ui_login_aup_text
• key.sponsor.ui_changepwd_instruction_message
• key.sponsor.ui_create_accounts_guest_type_instruction_message
• key.sponsor.ui_changepwd_optional_content_1
• key.sponsor.ui_changepwd_optional_content_2
• key.sponsor.notification_credentials_email_username_body
• key.sponsor.ui_aup_optional_content_1
• key.sponsor.ui_aup_optional_content_2
• key.sponsor.ui_post_access_optional_content_1
• key.sponsor.ui_post_access_optional_content_2
• key.sponsor.ui_contact_instruction_message

カスタム ゲスト通知
各ポータル内で、ゲストが受信する電子メール、SMSテキストメッセージ、または印刷された通
知をカスタマイズできます。

ポータル ページのカスタマイズ用の変数のリスト
これらのポータル ページ テキスト ボックスへのナビゲーション パス:
• ゲスト ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲスト ポータ
ル（Guest Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] > [ページ（Pages）] を選択します。
• スポンサー ポータル。[ゲスト アクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサー
ポータル（Sponsor Portals）] > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] > [ページ（Pages）] を選択します。
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• デバイス ポータル。[管理（Administration）] > [デバイス ポータル管理（Device Portal
Management）] > （任意のポータル） > [編集（Edit）] > [ポータル ページのカスタマイズ
（Portal Page Customization）] > [ページ（Pages）] を選択します。
ポータル ユーザ（ゲスト、スポンサーおよび従業員）に表示される情報の一貫性を維持するため
に、ポータル コンテンツおよびゲスト通知用のテンプレートを作成するときにこれらの変数を使
用します。 [説明テキスト（Instructional Text）]、[オプション コンテンツ 1（Optional Content 1）]、
および [オプション コンテンツ 2（Optional Content 2）] テキスト ボックスで、各ポータルのテキ
ストを次に示す変数名と置き換えます。
表 91：ゲスト ポータルの変数のリスト

表示名

変数名による代替

アクセス コード（Access code）

ui_access_code

電子メール、テキストまたは印刷物の通知を使
用して、ゲストにアクセス コードを提供するた
めのテキスト。
BYOD IOS SSID

ui_byod_success_ios_ssid

デュアル SSID フローに入った後にデバイスが
接続する必要があるネットワークを指定するた
めに使用します。
クライアント プロビジョニング エージェント
のタイプ（Client Provisioning Agent Type）

ui_client_provision_agent_type

AnyConnect エージェントや NAC エージェント
など、クライアント プロビジョニング ポリシー
で現在設定されているエージェントを指定する
ために使用します。
クライアント プロビジョニング エージェント
の URL（Client Provisioning Agent URL）
ポスチャ エージェントのダウンロード URL を
指定するために使用します。
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表示名

変数名による代替

クライアント プロビジョニング エージェント ui_client_provision_install_agent_mins
インストール分数（Client Provisioning agent install
minutes）
ゲストに、クライアント プロビジョニング ペー
ジでインストール手順を完了する必要がある制
限時間（修復タイマーにより設定）を通知する
ために使用します。 タイマーが時間切れになる
前にゲストがインストール手順を完了しなかっ
た場合、ゲストはブラウザ ページをリフレッ
シュして、ログイン プロセスをやり直す必要が
あります。
会社（Company）

ui_company

電子メール アドレス（Email address）

ui_email_address

終了日時（End date and time）

ui_end_date_time

名（First name）

ui_first_name

姓（Last name）

ui_last_name

ロケーション名（Location name）

ui_location_name

最大登録デバイス数（Maximum registered
devices）

ui_max_reg_devices

最大同時ログイン数（Maximum simultaneous
logins）

ui_max_siml_login

パスワード（Password）

ui_password

訪問先担当者（電子メール）（Person being
visited (email)）

ui_person_visited

電話番号（Phone number）

ui_phone_number

訪問の理由（Reason for visit）

ui_reason_visit

SMS プロバイダー（SMS Provider）

ui_sms_provider
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表示名

変数名による代替

SSID

ui_ssid

ゲストがネットワークに接続するために使用で
きるワイヤレス ネットワークを指定するために
使用します。
開始日時（Start date and time）

ui_start_date_time

残り時間（Time left）

ui_time_left

ユーザ名（Username）

ui_user_name

表 92：スポンサー ポータルの変数のリスト

表示名

変数名による代替

ゲスト - 会社（Guest - Company）

ui_guest_company

ゲスト - 電子メール アドレス（Guest - Email
address）

ui_guest_email_address

ゲスト- 終了日時（Guest - End date and time）

ui_guest_end_date_time

ゲスト - 名（Guest - First name）

ui_guest_first_name

ゲスト - 姓（Guest - Last name）

ui_guest_last_name

ゲスト - ロケーション名（Guest - Location
name）

ui_guest_location_name

ゲスト - 最大登録デバイス数（Guest - Maximum ui_guest_max_reg_devices
registered devices）
ゲスト - 最大同時ログイン数（Guest - Maximum ui_guest_max_siml_login
simultaneous logins）
ゲスト - パスワード（Guest - Password）

ui_guest_password

ゲスト - 訪問先担当者（電子メール）（Guest - ui_guest_person_visited
Person being visited (email)）
ゲスト - 電話番号（Guest - Phone number）

ui_guest_phone_number

ゲスト - 訪問の理由（Guest - Reason for visit）

ui_guest_reason_visit

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
894

カスタム ゲスト通知

表示名

変数名による代替

ゲスト - SMS プロバイダー（Guest - SMS
Provider）

ui_guest_sms_provider

ゲスト - SSID（Guest - SSID）

ui_guest_ssid

ゲストがネットワークに接続するために使用で
きるワイヤレス ネットワークを指定するために
使用します。
ゲスト - 開始日時（Guest - Start date and time）

ui_guest_start_date_time

ゲスト - 残り時間（Guest - Time left）

ui_guest_time_left

ゲスト - ユーザ名（Guest - Username）

ui_guest_user_name

ユーザ名（Username）

ui_sponsor_user_name

ポータルにログインしたユーザのユーザ名を指
定するために使用します。

表 93：MDM ポータルの変数のリスト

表示名

変数名による代替

MDM - ベンダー名（MDM - Vendor Name）

ui_mdm_vendor_name

表 94：デバイス ポータルの変数のリスト

表示名

変数名による代替

デバイス - ログイン失敗の頻度制限（MyDevices $user_login_failure_rate_limit$
- Login Failure Rate Limit）
デバイス - 最大登録デバイス数（MyDevices Max Devices to Register）

ui_max_register_devices

デバイス - ユーザ名（MyDevices - User Name） $session_username$
ポータルにログインしたユーザのユーザ名を指
定するために使用します。
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ポリシーのユーザ インターフェイスのリ
ファレンス
• 認証, 897 ページ
• 許可ポリシーの設定, 902 ページ
• エンドポイント プロファイリング ポリシーの設定, 902 ページ
• ディクショナリ, 908 ページ
• 条件, 909 ページ
• 結果, 922 ページ

認証
ここでは、単純な認証ポリシーおよびルールベースの認証ポリシーを設定できる認証ポリシー
ページについて説明します。

簡易認証ポリシーの構成設定
次の表では、簡易認証ポリシーを設定できる、単純認証ポリシー ページのフィールドについて説
明します。 このページへのナビゲーション パスは、[ポリシー（Policy）] > [認証（Authentication）]
です。
表 95：簡易認証ポリシーの構成設定

フィールド

使用上のガイドライン

ネットワークアクセス 作成済みの許可されるプロトコルを選択します。
サービス（Network
Access Service）
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フィールド

使用上のガイドライン

ID ソース（Identity
Source）

認証に使用する ID ソースを選択します。 ID ソース順序が設定済みであ
る場合、これを選択することも可能です。
デフォルトの ID ソースを編集して、このルールで定義されたいずれの
ID ソースも要求に一致しない場合に Cisco ISE が使用する ID ソースを
指定できます。

オプション（Options） 認証失敗、ユーザが見つからない、プロセス障害、の各イベントに対す
る今後のアクションのコースを定義します。 次のいずれかのオプション
を選択できます。
• [拒否（Reject）]：拒否応答が送信されます。
• [ドロップ（Drop）]：応答は送信されません。
• [続行（Continue）]：Cisco ISE は許可ポリシーの処理を続行しま
す。

ルールベースの認証ポリシーの構成設定
次の表では、簡易認証ポリシーを設定できる、ルールベースの認証ポリシー ページのフィールド
について説明します。 このページへのナビゲーション パスは、[ポリシー（Policy）] > [認証
（Authentication）] > [ルールベース（Rule-Based）] です。
表 96：ルールベースの認証ポリシーの構成設定

フィールド

使用上のガイドライン

ステータス（Status）

このポリシーのステータスを選択します。 次のいずれかにできます。
• [有効（Enabled）]：このポリシー条件はアクティブです。
• [無効（Disabled）]：このポリシー条件は非アクティブであり、評
価されません。
• [モニタのみ（Monitor Only）]：このポリシー条件は評価されます
が、結果は適用されません。 [ライブ ログ認証（Live Log
authentication）] ページでこのポリシー条件の結果を照会できます。
ここでは、モニタされる手順と属性を含む詳細レポートを参照して
ください。 たとえば、新しいポリシー条件を追加する場合に、条
件がもたらす結果が正しいかどうかを判断できないことがありま
す。 この場合、モニタ モードでポリシー条件を作成して、結果を
確認できます。結果に問題がない場合はそのポリシー条件を有効化
できます。
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フィールド

使用上のガイドライン

標準ルール（Standard
Rule）

このポリシーの名前を入力し、条件および許可されるプロトコルを選択
します。

条件（Conditions）

[条件（Conditions）] 固定オーバーレイを拡大するにはプラス（+）記号
をクリックし、固定オーバーレイを閉じるにはマイナス（-）記号また
は固定オーバーレイの外側をクリックします。
• [既存の条件をライブラリから選択（Select Existing Condition from
Library）] または [新しい条件の作成（高度なオプション）（Create
New Condition (Advanced Option)）] を選択します。
• [既存の条件をライブラリから選択（Select Existing Condition from
Library）]：ポリシー要素ライブラリからシスコによって事前定義
された条件を選択して、式を定義できます。
• [新しい条件の作成（高度なオプション）（Create New Condition
(Advanced Option)）]：さまざまなシステム定義またはユーザ定義の
ディクショナリから属性を選択することによって、式を定義できま
す。
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フィールド

使用上のガイドライン

既存の条件をライブラ 次を実行できます。
リから選択（Select
1 事前定義された条件からポリシー要素の認証用に定義する条件を選
Existing Condition from
択し、AND 演算子または OR 演算子を使用して複数の条件を追加で
Library）
きます。
次のディクショナリまたは属性を含む、事前定義された特定の条件
を選択することはできません。
• ディクショナリ「Certificate」、および任意の属性
• ディクショナリ「Network Access」、および次の属性：
◦ Device IP Address
◦ ISE Host Name
◦ NetworkDeviceName
◦ Protocol
◦ UseCase
このような条件が使用できる場合、選択ボックスの最初のエントリ
は「関連する条件のみ選択可能」です。
2 [操作（Action）] アイコンをクリックして、後続のステップで次を実
行します。
• [属性/値の追加（Add Attribute/Value）]：アドホック属性/値の組
み合わせを追加できます
• [ライブラリから条件を追加（Add Condition from Library）]：シ
スコによって事前定義された条件を追加できます
• [複製（Duplicate）]：選択した条件のコピーを作成します
• [ライブラリに条件を追加（Add Condition to Library）]：作成し
たアドホック属性/値の組み合わせをポリシー要素ライブラリに
保存できます
• [削除（Delete）]：選択した条件を削除します
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フィールド

使用上のガイドライン

新しい条件の作成（高 次を実行できます。
度なオプション）
1 式にアドホック属性/値の組み合わせを追加し、AND または OR 演算
（Create New Condition
子を使用すると、複数の条件を追加できます。
(Advance Option)）
2 [操作（Action）] アイコンをクリックして、後続のステップで次を実
行します。
• [属性/値の追加（Add Attribute/Value）]：アドホック属性/値の組
み合わせを追加できます
• [ライブラリから条件を追加（Add Condition from Library）]：シ
スコによって事前定義された条件を追加できます
• [複製（Duplicate）]：選択した条件のコピーを作成します
• [ライブラリに条件を追加（Add Condition to Library）]：作成し
たアドホック属性/値の組み合わせをポリシー要素ライブラリに
保存できます
• [削除（Delete）]：選択した条件を削除します。ここでは、AND
または OR 演算子を使用できます

ネットワークアクセス 許可されるプロトコルまたは RADIUS サーバ順序から選択します。
の選択（Select Network
Access）
矢印ボタン（Arrow
Button）

ID ソース選択条件を定義する場合にクリックします。

ID ソース順序（Identity 次を実行できます。
Source Sequence）
1 デフォルトの ID ソース行の [操作（action）] アイコンをクリックし、
[新規行を上に挿入（Insert new row above）] をクリックします。
2 作成した ID ソース ルールの名前を入力します。
3 ボタンをクリックして、選択する ID ソースに応じて条件を定義しま
す。
4 ID ソース順序または ID ソース、および Cisco ISE で実行する操作を
選択します。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
901

許可ポリシーの設定

許可ポリシーの設定
次の表に、許可ポリシーを設定できるようにする許可ポリシー 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）] > [許可（Authorization）] です。
表 97：許可ポリシーの設定

フィールド

使用上のガイドライン

ステータス（Status）

ポリシーを適用するには、次のいずれかを選択します。
• [有効（Enabled）]：このポリシー条件はアクティブです。
• [無効（Disabled）]：このポリシー条件は非アクティブであり、評
価されません。
• [モニタのみ（Monitor Only）]：このポリシー条件は評価されます
が、結果は適用されません。 [ライブ ログ認証（Live Log
authentication）] ページでこのポリシー条件の結果を照会できます。
ここでは、モニタされる手順と属性を含む詳細レポートを参照して
ください。 たとえば、新しいポリシー条件を追加する場合に、条
件がもたらす結果が正しいかどうかを判断できないことがありま
す。 この場合、モニタ モードでポリシー条件を作成して、結果を
確認できます。結果に問題がない場合はそのポリシー条件を有効化
できます。

ルール名（Rule
Name）

ルール名に名前を入力します。

条件（Conditions）
最初のドロップダウンから ID グループを選択します。
（ID グループおよびそ 2 番目のドロップダウンから条件を選択します。
の他の条件）
既存の条件から選択することも、新しい条件を作成することもできま
す。
権限（Permissions）

[標準（Standard）] カテゴリから許可プロファイルを選択します。

エンドポイント プロファイリング ポリシーの設定
次の表では、[エンドポイント ポリシー（Endpoint Policies）] ページのフィールドについて説明し
ます。 このページのナビゲーション パスは、[ポリシー（Policy）] > [プロファイリング（Profiling）]
> [プロファイリング ポリシー（Profiling Policies）] です。
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表 98：エンドポイント プロファイリング ポリシーの設定

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

作成するエンドポイント プロファイリング ポリシーの名前を入力しま
す。

説明（Description）

作成するエンドポイント プロファイリング ポリシーの説明を入力しま
す。

ポリシー有効（Policy
Enabled）

デフォルトでは [ポリシー有効（Policy Enabled）] チェックボックスはオ
ンになっており、エンドポイントのプロファイリング時に、一致するプ
ロファイリング ポリシーが関連付けられます。
オフになっている場合、エンドポイントのプロファイリング時に、エン
ドポイント プロファイリング ポリシーは除外されます。

最小確実度計数
（Minimum Certainty
Factor）

プロファイリング ポリシーに関連付ける最小値を入力します。 デフォ
ルト値は、10 です。

例外アクション
（Exception Action）

プロファイリング ポリシー内のルールを定義するときに条件に関連付け
る例外アクションを選択します。
デフォルトは [なし（NONE）] です。 例外アクションは、[ポリシー
（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [プ
ロファイリング（Profiling）] > [例外アクション（Exception Actions）] で
定義されます。

ネットワーク スキャン
（NMAP）アクション
（Network Scan
(NMAP) Action）

必要に応じて、プロファイリング ポリシー内のルールを定義するときに
条件に関連付けるネットワーク スキャン アクションをリストから選択
します。

ポリシーの ID グルー
プの作成（Create an
Identity Group for the
policy）

エンドポイント ID グループを作成するには、次のオプションのいずれ
かをオンにします。

デフォルトは [なし（NONE）] です。 例外アクションは、[ポリシー
（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [プ
ロファイリング（Profiling）] > [ネットワーク スキャン アクション
（Network Scan (NMAP) Actions）] で定義されます。

• はい、一致する ID グループを作成します（Yes, create matching
Identity Group）
• いいえ、既存の ID グループ階層を使用します（No, use existing
Identity Group hierarchy）
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フィールド

使用上のガイドライン

はい、一致する ID グ
ループを作成します
（Yes, create matching
Identity Group）

既存のプロファイリング ポリシーを使用する場合、このオプションを選
択します。
このオプションは、これらのエンドポイントの一致する ID グループを
作成します。エンドポイント プロファイルが既存のプロファイリング
ポリシーと一致した場合に、ID グループは Profiled エンドポイント ID
グループの子になります。
たとえば、ネットワーク上で検出されたエンドポイントが Xerox-Device
プロファイルに一致する場合は、[エンドポイント ID グループ（Endpoint
Identity Groups）] ページで Xerox-Device エンドポイント ID グループが
作成されます。

いいえ、既存の ID グ
ループ階層を使用しま
す（No, use existing
Identity Group
hierarchy）

プロファイリング ポリシーおよび ID グループの階層構造を使用して、
一致する親エンドポイント ID グループにエンドポイントを割り当てる
には、このチェックボックスをオンにします。
このオプションを使用すると、エンドポイント プロファイリング ポリ
シー階層を利用することができ、エンドポイントはいずれかの一致する
親エンドポイント ID グループ、さらに、親 ID グループに関連付けられ
たエンドポイント ID グループに割り当てられます。
たとえば、既存のプロファイルに一致するエンドポイントは、適切な親
エンドポイント ID グループの下にグループ化されます。 ここで、不明
プロファイルに一致するエンドポイントは、[不明（Unknown）] の下に
グループ化され、既存のプロファイルに一致するエンドポイントは、プ
ロファイリングされたエンドポイント ID グループの下にグループ化さ
れます。 次に例を示します。
• エンドポイントが Cisco-IP-Phone プロファイルに一致する場合、こ
れらのエンドポイントは Cisco-IP-Phone エンドポイント ID グルー
プの下でグループ化されます。
• エンドポイントが Workstation プロファイルに一致する場合、これ
らのエンドポイントは、Workstation エンドポイント ID グループの
下でグループ化されます。
Cisco-IP-Phone および Workstation エンドポイント ID グループは、
システム内の Profiled エンドポイント ID グループに関連付けられ
ます。

親ポリシー（Parent
Policy）

新しいエンドポイント プロファイリング ポリシーを関連付ける、シス
テムで定義されている親プロファイリング ポリシーを選択します。
子にルールと条件を継承できる親プロファイリング ポリシーを選択でき
ます。
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フィールド

使用上のガイドライン

関連 CoA タイプ
（Associated CoA
Type）

エンドポイント プロファイリング ポリシーと関連付ける次のいずれか
の CoA タイプを選択します。
• CoA なし（No CoA）
• ポート バウンス（Port Bounce）
• 再認証（Reauth）
• [グローバル設定（Global Settings）]：[管理（Administration）] > [シ
ステム（System）] > [設定（Settings）] > [プロファイリング
（Profiling）] で設定されたプロファイラ設定から適用されます。

ルール（Rule）

エンドポイント プロファイリング ポリシーで定義された 1 つ以上のルー
ルにより、エンドポイントの一致するプロファイリング ポリシーが決定
されます。これにより、プロファイルに応じたエンドポイントのグルー
プ化が可能になります。
ポリシー要素ライブラリからの 1 つ以上のプロファイリング条件がルー
ルに使用され、エンドポイント属性およびその値が、全体的な分類用に
検証されます。
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フィールド

使用上のガイドライン

条件（Conditions）

プラス（+）記号をクリックして、条件の固定オーバーレイを展開しま
す。マイナス（-）記号をクリックするか、固定オーバーレイの外側を
クリックして条件を閉じます。
[既存の条件をライブラリから選択（Select Existing Condition from
Library）] または [新しい条件の作成（高度なオプション）（Create New
Condition (Advanced Option)）] をクリックします。
[既存の条件をライブラリから選択（Select Existing Condition from
Library）]：ポリシー要素ライブラリからシスコによって事前定義され
た条件を選択して、式を定義できます。
[新しい条件の作成（高度なオプション）（Create New Condition (Advanced
Option)）]：さまざまなシステム辞書またはユーザ定義辞書から属性を
選択して、式を定義できます。
プロファイリング条件と次のいずれかとを関連付けることができます。
• 各条件の確実度係数の整数値
• その条件の例外アクションまたはネットワーク スキャン アクショ
ン
プロファイリング条件と関連付ける、次のいずれかの定義済み設定を選
択します。
• [確実度計数が増加する（Certainty Factor Increases）]：各ルールの
確実度値を入力します。この値は、全体的な分類に関するすべての
一致ルールに対して追加されます。
• [例外の操作を行う（Take Exception Action）]：このエンドポイント
プロファイリング ポリシーの [例外アクション（Exception Action）]
フィールドで設定された例外アクションがトリガーされます。
• [ネットワーク スキャンを行う（Take Network Scan Action）]：この
エンドポイント プロファイリング ポリシーの [ネットワーク スキャ
ン（NMAP）アクション（Network Scan (NMAP) Action）] フィール
ドで設定されたネットワーク スキャン アクションがトリガーされ
ます。
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フィールド

使用上のガイドライン

既存の条件をライブラ 次を実行できます。
リから選択（Select
• ポリシー要素ライブラリに存在するシスコによって事前定義された
Existing Condition from
条件を選択できます。AND または OR 演算子を使用して複数の条
Library）
件を追加できます。
• [操作（Action）] アイコンをクリックして、後続のステップで次を
実行します。
◦ [属性/値の追加（Add Attribute/Value）]：アドホック属性/値の
組み合わせを追加できます
◦ [ライブラリから条件を追加（Add Condition from Library）]：
シスコによって事前定義された条件を追加できます
◦ [複製（Duplicate）]：選択した条件のコピーを作成します
◦ [ライブラリに条件を追加（Add Condition to Library）]：作成
したアドホック属性/値の組み合わせをポリシー要素ライブラ
リに保存できます
◦ [削除（Delete）]：選択した条件を削除します

新しい条件の作成（高 次を実行できます。
度なオプション）
• 式にアドホック属性/値の組み合わせを追加し、AND または OR 演
（Create New Condition
算子を使用すると、複数の条件を追加できます。
(Advance Option)）
• [操作（Action）] アイコンをクリックして、後続のステップで次を
実行します。
◦ [属性/値の追加（Add Attribute/Value）]：アドホック属性/値の
組み合わせを追加できます
◦ [ライブラリから条件を追加（Add Condition from Library）]：
シスコによって事前定義された条件を追加できます
◦ [複製（Duplicate）]：選択した条件のコピーを作成します
◦ [ライブラリに条件を追加（Add Condition to Library）]：作成
したアドホック属性/値の組み合わせをポリシー要素ライブラ
リに保存できます
◦ [削除（Delete）]：選択した条件を削除します。ここでは、
AND または OR 演算子を使用できます
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ディクショナリ
ここでは、Cisco ISE で使用される RADIUS ベンダーのディクショナリについて説明します。
次の表に、RADIUS ベンダーのディクショナリ属性を設定できるようにする RADIUS ベンダーの
[ディクショナリ（Dictionary）] 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）] > [ディクショナリ（Dictionaries）]
> [システム（System）] > [RADIUS > [RADIUS ベンダー（RADIUS Vendors）] です。
表 99：RADIUS ベンダー ディクショナリ属性の設定

フィールド

使用上のガイドライン

属性名（Attribute
Name）

選択した RADIUS ベンダーのベンダー固有属性名を入力します。

説明（Description）

ベンダー固有属性のオプションの説明を入力します。

内部名（Internal
Name）

内部のデータベースで表されるベンダー固有属性の名前を入力します。

データ型（Data Type） ベンダー固有属性に対して、次のデータ型のいずれかを選択します。
• STRING
• OCTET_STRING
• UNIT32
• UNIT64
• IPV4
MAC を有効にするオ MAC アドレスとしての RADIUS 属性の比較を有効にするには、この
プション（Enable MAC チェックボックスをオンにします。 デフォルトで、RADIUS 属性
option）
Calling-Station-ID に対して、このオプションは有効とマークされ、無効
にできません。 RADIUS ベンダー ディクショナリ内の別のディクショ
ナリ属性（文字列型）の場合は、このオプションを有効または無効にで
きます。
このオプションを有効にした場合、認証および許可条件の設定中に、テ
キスト オプションを選択して比較をクリアな文字列にするか、または
MAC アドレスオプションを選択して比較を MAC アドレスにするかを
定義できます。
方向（Direction）

RADIUS メッセージに適用するいずれかのオプションを選択します。

ID

ベンダー属性 ID を入力します。 有効な範囲は 0 ～ 255 です。
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条件

フィールド

使用上のガイドライン

タギングの許可
（Allow Tagging）

このチェックボックスをオンにします。

プロファイルでこの属 プロファイルでこの RADIUS ベンダー固有属性の複数のインスタンスが
性の複数のインスタン 必要な場合は、このチェックボックスをオンにします。
スを許可する（Allow
multiple instances of this
attribute in a profile）

条件
ここでは、エンドポイント、ポスチャ クライアントのプロファイリングに使用され、Cisco ISE リ
ソースへのアクセス権を制限または拡張するためのポリシー条件について説明します。

プロファイラ条件の設定
次の表では、[プロファイラ条件（Profiler Condition）] ページのフィールドについて説明します。
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）]
> [条件（Conditions）] > [プロファイリング（Profiling）] です。
表 100：プロファイラ条件の設定

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

プロファイラ条件の名前。

説明（Description）

プロファイラ条件の説明。

タイプ（Type）

事前定義済みタイプのいずれかを選択します。

属性名（Attribute
Name）

プロファイラ条件が基づく属性を選択します。

演算子（Operator）

演算子を選択します。

属性値（Attribute
Value）

選択した属性の値を入力します。 事前定義された属性値を含む属性名の
場合、事前定義された値のドロップダウン リストが表示され、値を選択
できます。
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条件

フィールド

使用上のガイドライン

システム タイプ
（System Type）

プロファイリング条件は、次のいずれかのタイプになります。
• [シスコ提供（Cisco Provided）]：シスコ提供として識別され、展開
時に Cisco ISE によって提供されるプロファイリング条件。 システ
ムから編集したり削除したりすることはできません。
• [管理者作成（Administrator Created）]：管理者作成として識別さ
れ、Cisco ISE の管理者として作成したプロファイリング条件。

ポスチャ条件の設定
ここでは、ポスチャに使用される単純条件および複合条件について説明します。

ファイル条件の設定
次の表では、[ファイル条件（File Conditions）] ページのフィールドについて説明します。 この
ページのナビゲーション パスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条
件（Conditions）] > [ポスチャ（Posture）] > [ファイル条件（File Condition）] です。
表 101：ファイル条件の設定

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

ファイル条件の名前を入力します。

説明
（Description）

ファイル条件の説明を入力します。

ファイル パス
（File Path）

次のいずれか 1 つの事前定義済み設定を選択します。
• ABSOLUTE_PATH：ファイルの完全修飾パスのファイルをチェックし
ます。 例：C:\<directory>\file name。 その他の設定では、ファイル名の
みを入力します。
• SYSTEM_32：C:\WINDOWS\system32ディレクトリ内のファイルをチェッ
クします。 ファイル名を入力します。
• SYSTEM_DRIVE：C:\ ドライブ内のファイルをチェックします。 ファ
イル名を入力します。
• SYTEM_PROGRAMS：C:\Program Files 内のファイルをチェックしま
す。 ファイル名を入力します。
• SYSTEM_ROOT：Windows システムのルート パス内のファイルをチェッ
クします。 ファイル名を入力します。
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条件

フィールド

使用上のガイドライン

ファイル タイプ
（File Type）

次のいずれか 1 つの事前定義済み設定を選択します。
• FileExistence：システムにファイルが存在するかどうかを調べます。
• FileDate：特定のファイル作成日またはファイル更新日のファイルがシ
ステムに存在するかどうかをチェックします。
• FileVersion：特定のバージョンのファイルがシステムに存在するかどう
かを調べます。

ファイル日付タイ ファイル タイプとして FileDate を選択した場合に限り使用可能）ファイルの
プ（File Date
日付タイプを選択します。
Type）
ファイル演算子/演 [ファイル演算子（File Operator）] オプションは、[ファイル タイプ（File
算子（File
Type）] で選択した設定に応じて変化します。 次の設定を適切に選択しま
Operator/Operator） す。
FileExistence
• Exists
• DoesNotExist
FileDate
• EarlierThan
• LaterThan
• EqualTo
FileVersion
• EarlierThan
• LaterThan
• EqualTo
日付および時刻
（ファイル タイプとして FileDate を選択した場合に限り使用可能）クライア
（Date and Time） ント システムの日付と時刻を、mm/dd/yyyy および hh:mm:ss 形式で入力しま
す。
ファイル バージョ （ファイル タイプとして FileVersion を選択した場合に限り使用可能）チェッ
ン（File Version） クされるファイルのバージョンを入力します。
オペレーティング ファイル条件が適用されるオペレーティング システムを選択します。
システム
（Operating
System）
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レジストリ条件の設定
次の表では、[レジストリ条件（Registry Conditions）] ページのフィールドについて説明します。
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）]
> [条件（Conditions）] > [ポスチャ（Posture）] > [レジストリ条件（Registry Condition）] です。
表 102：レジストリ条件の設定

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

レジストリ条件の名前を入力します。

説明
（Description）

レジストリ条件の説明を入力します。

レジストリ タイプ レジストリ タイプとして事前定義済み設定の 1 つを選択します。
（Registry Type）
レジストリ ルート レジストリ ルート キーとして事前定義済み設定の 1 つを選択します。
キー（Registry
Root Key）
サブ キー（Sub
Key）

レジストリ ルート キーに指定されたパスのレジストリ キーをチェックする
には、バックスラッシュ（「\」）なしでサブ キーを入力します。
たとえば、SOFTWARE\Symantec\Norton AntiVirus\version によって、次のパ
スのキーがチェックされます。
HKLM\SOFTWARE\Symantec\NortonAntiVirus\version

値の名前（Value
Name）

（[レジストリ タイプ（Registry Type）] として [RegistryValue] または
[RegistryValueDefault] を選択した場合にのみ使用可能）[RegistryValue] を
チェックするレジストリ キー値の名前を入力します。
これは [RegistryValueDefault] のデフォルト フィールドです。
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フィールド

使用上のガイドライン

値データ型（Value （[レジストリ タイプ（Registry Type）] として [RegistryValue] または
Data Type）
[RegistryValueDefault] を選択した場合にのみ使用可能）次の設定の 1 つを選
択します。
• [未指定（Unspecified）]：レジストリ キー値があるかどうかをチェック
します。 このオプションは、[RegistryValue] の場合にのみ使用できま
す。
• [数字（Number）]：レジストリ キー値の指定された数字をチェックし
ます。
• [文字列（String）]：レジストリ キー値の文字列をチェックします
• [バージョン（Version）]：レジストリ キー値のバージョンをチェック
します。
値演算子（Value
Operator）

設定を適切に選択します。

値データ（Value
Data）

（[レジストリ タイプ（Registry Type）] として [RegistryValue] または
[RegistryValueDefault] を選択した場合にのみ使用可能）[値データ型（Value
Data Type）] で選択したデータ型に応じてレジストリ キーの値を入力しま
す。

オペレーティング レジストリ条件を適用する必要のあるオペレーティング システムを選択し
システム
ます。
（Operating
System）

アプリケーション条件の設定
次の表に、[アプリケーション条件（Application Conditions）] 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）]
> [条件（Conditions）] > [ポスチャ（Posture）] > [アプリケーション条件（Application Conditions）]
です。
表 103：アプリケーション条件の設定

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

アプリケーションの条件の名前を入力します。

説明
（Description）

アプリケーションの状態の説明を入力します。
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フィールド

使用上のガイドライン

プロセス名
（Process Name）

調べるアプリケーションの名前を入力します。

アプリケーション 調べるステータスを選択します。
演算子
（Application
Operator）
オペレーティング アプリケーション条件が適用されるオペレーティング システムを選択しま
システム
す。
（Operating
System）

サービス条件の設定
次の表では、[サービス条件（Service Conditions）] ページのフィールドについて説明します。 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）]
> [条件（Conditions）] > [ポスチャ（Posture）] > [サービス条件（Service Condition）] です。
表 104：サービス条件の設定

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

サービス条件の名前を入力します。

説明
（Description）

サービス条件の説明を入力します。

サービス名
（Service Name）

チェックするサービスの名前を入力します。

サービス オペレー 調べるステータスを選択します。
タ（Service
Operator）
オペレーティング サービス条件を適用する必要のあるオペレーティング システムを選択しま
システム
す。
（Operating
System）
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ポスチャ複合条件の設定
次の表では、[複合条件（Compound Conditions）] ページのフィールドについて説明します。 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）] >
[条件（Conditions）] > [ポスチャ（Posture）] > [複合条件（Compound Condition）] です。
表 105：ポスチャ複合条件の設定

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

作成する複合条件の名前を入力します。

説明（Description）

作成する複合条件の説明を入力します。

オペレーティング システム
（Operating System）

1 つ以上の Windows オペレーティング システムを選択します。
これにより、条件が適用される Windows オペレーティング シス
テムを関連付けることができます。

カッコ ( )（Parentheses ( )）

ファイル、レジストリ、アプリケーション、サービス条件という
単純な条件タイプから 2 つの単純条件を組み合わせるには、カッ
コをクリックします。

（& ）：AND 演算子（AND 複合条件内には AND 演算子（アンパサンド（&））を使用でき
演算子には「&」を使用しま ます。 たとえば、Condition1 & Condition2 と入力します。
す）
（|）：OR 演算子（OR 演算子 複合条件内には OR 演算子（縦線「|」）を使用できます。 たと
には「|」を使用します）
えば、Condition1 & Condition2 と入力します。
（ ! ）：NOT 演算子（NOT 演 複合条件内には NOT 演算子（感嘆符（!））を使用できます。 た
算子には「!」を使用します） とえば、Condition1 & Condition2 と入力します。
単純条件

ファイル、レジストリ、アプリケーション、サービス条件という
単純条件のリストから選択します。
また、オブジェクト セレクタからファイル、レジストリ、アプ
リケーション、サービス条件という単純条件を作成できます。
ファイル、レジストリ、アプリケーション、サービス条件という
単純条件を作成するには、[操作（Action）] ボタンのクイック
ピッカー（下向き矢印）をクリックします。
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アンチウイルス複合条件の設定
次の表に、[AV 複合条件（AV Compound Conditions）] 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）] > [条件
（Conditions）] > [ポスチャ（Posture）] > [AV 複合条件（AV Compound Condition）] です。
表 106：アンチウイルス複合条件の設定

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

作成するアンチウイルス複合条件の名前を入力します。

説明（Description）

作成するアンチウイルス複合条件の説明を入力します。

オペレーティング システム オペレーティング システムを選択して、クライアント上のアンチ
（Operating System）
ウイルス プログラムのインストールをチェックするか、または条
件が適用される最新のアンチウイルス定義ファイルの更新をチェッ
クします。
ベンダー（Vendor）

ドロップダウン リストからベンダーを選択します。 ベンダーを選
択すると、アンチウイルス製品およびバージョンが取得され、[選
択したベンダーの製品（Products for Selected Vendor）] テーブルに
表示されます。

チェック タイプ（Check
Type）

クライアント上でインストールをチェックするか、または最新の
定義ファイルの更新をチェックするかを選択します。

インストール（Installation） クライアント上のアンチウイルス プログラムのインストールのみ
をチェックする場合に選択します。
定義（Definition）

クライアント上のアンチウイルス製品の、最新の定義ファイルの
更新のみをチェックする場合に選択します。

最新の AV 定義ファイルの
バージョンに対してチェッ
クします（使用可能な場
合）。（Check against latest
AV definition file version, if
available.） （それ以外の場
合は、最新の定義ファイル
の日付に対してチェックし
ます）。

（[定義（Definition）] チェック タイプを選択した場合にのみ使用
可能）クライアントのアンチウイルス定義ファイルのバージョン
をチェックする場合に選択します。Cisco ISE でのポスチャ更新の
結果として、最新のアンチウイルス定義ファイルのバージョンを
使用できるときには、そのバージョンに対するチェックが行われ
ます。 それ以外の場合、このオプションを使用すると、クライア
ント上の定義ファイルの日付を、Cisco ISE の最新の定義ファイル
の日付に対してチェックできます。
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フィールド

使用上のガイドライン

ウイルス定義ファイルを
（有効）にすることを許可
する（Allow virus definition
file to be (Enabled)）

（定義チェック タイプを選択した場合のみ使用可能）アンチウイ
ルス定義ファイルのバージョンと、クライアント上の最新のアン
チウイルス定義ファイルの日付をチェックする場合に選択します。
最新の定義ファイルの日付が、製品の最新のアンチウイルス定義
ファイルの日付または現在のシステム日付から、次のフィールド
（[より古い日数（days older than）] フィールド）で定義した日数
よりも古いことは許容されません。
オフにした場合、[最新の AV 定義ファイルのバージョンに対して
チェックします（使用可能な場合）。（Check against latest AV
definition file version, if available.）] オプションを使用してアンチウ
イルス定義ファイルのバージョンのみをチェックすることができ
ます。

より古い日数（days older
than）

クライアント上の最新のアンチウイルス定義ファイルの日付が、
製品の最新のアンチウイルス定義ファイルの日付または現在のシ
ステム日付よりも何日古いことが許容されるかを定義します。 デ
フォルト値は 0 です。

最新のファイルの日付
（latest file date）

[より古い日数（days older than）] クライアント上のアンチウイル
ス定義ファイルの日付をチェックすることを選択します。この日
付は、フィールドで定義した日数だけ古いことが許容されます。
日数をデフォルト値（0）に設定する場合、クライアント上のアン
チウイルス定義ファイルの日付が、製品の最新のアンチウイルス
定義ファイルの日付よりも古いことは許容されません。

現在のシステム日付（current [より古い日数（days older than）] クライアント上のアンチウイル
system date）
ス定義ファイルの日付をチェックすることを選択します。この日
付は、フィールドで定義した日数だけ古いことが許容されます。
日数をデフォルト値（0）に設定する場合、クライアント上のアン
チウイルス定義ファイルの日付が、現在のシステム日付よりも古
いことは許容されません。
選択したベンダーの製品
（Products for Selected
Vendor）

テーブルからアンチウイルス製品を選択します。[新しいアンチウ
イルス複合条件（New Anti-virus Compound Condition）] ページで選
択したベンダーに基づいて、テーブルは、アンチウイルス製品お
よびバージョン、提供する修復のサポート、最新の定義ファイル
の日付とバージョンに関する情報を取得します。
テーブルから製品を選択すると、アンチウイルス プログラムのイ
ンストールをチェックしたり、最新のアンチウイルス定義ファイ
ルの日付および最新バージョンをチェックしたりできます。
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アンチスパイウェア複合条件の設定
次の表に、[AS 複合条件（AS Compound Conditions）] 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）] > [条件
（Conditions）] > [AS 複合条件（AS Compound Condition）] です。
表 107：アンチスパイウェア複合条件の設定

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

作成するアンチスパイウェア複合条件の名前を入力します。

説明（Description）

作成するアンチスパイウェア複合条件の説明を入力します。

オペレーティング システム オペレーティング システムを選択すると、クライアント上のアン
（Operating System）
チスパイウェア プログラムのインストールをチェックするか、ま
たは条件が適用される最新のアンチスパイウェア定義ファイルの
更新をチェックすることができます。
ベンダー（Vendor）

ドロップダウン リストからベンダーを選択します。 ベンダーを選
択すると、アンチスパイウェア製品およびバージョンが取得され、
[選択したベンダーの製品（Products for Selected Vendor）] テーブル
に表示されます。

チェック タイプ（Check
Type）

クライアント上でインストールをチェックするか、または最新の
定義ファイルの更新をチェックするか、いずれかのタイプを選択
します。

インストール（Installation） クライアント上のアンチスパイウェア プログラムのインストール
のみをチェックする場合に選択します。
定義（Definition）

クライアント上のアンチスパイウェア製品の、最新の定義ファイ
ルの更新のみをチェックする場合に選択します。
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フィールド

使用上のガイドライン

ウイルス定義ファイルを（有
効）にすることを許可する
（Allow virus definition file to
be (Enabled)）

このチェックボックスは、アンチスパイウェア定義チェック タイ
プを作成するときはオンにし、アンチスパイウェア インストール
チェック タイプを作成するときはオフにします。
オンにすると、その選択により、クライアント上のアンチスパイ
ウェア定義ファイルのバージョンおよび最新のアンチスパイウェ
ア定義ファイルの日付をチェックできます。 最新の定義ファイル
の日付が、現在のシステム日付から、[より古い日数（days older
than）]フィールドで定義した日数より古いことは許容されません。
オフの場合、その選択により、[ウイルス定義ファイルを（有効）
にすることを許可する（Allow virus definition file to be (Enabled)）]
チェックボックスがオフのときに、アンチスパイウェア定義ファ
イルのバージョンのみをチェックすることができます。

より古い日数（days older
than）

クライアント上の最新のアンチスパイウェア定義ファイルの日付
が、現在のシステム日付よりも何日古いことが許容されるかを定
義します。 デフォルト値は 0 です。

現在のシステム日付（current [より古い日数（days older than）] クライアント上のアンチスパイ
system date）
ウェア定義ファイルの日付をチェックすることを選択します。こ
の日付は、フィールドで定義した日数だけ古いことが許容されま
す。
日数をデフォルト値（0）に設定する場合、クライアント上のアン
チスパイウェア定義ファイルの日付が、現在のシステム日付より
も古いことは許容されません。
選択したベンダーの製品
（Products for Selected
Vendor）

テーブルからアンチスパイウェア製品を選択します。 [新しいアン
チスパイウェア複合条件（New Anti-spyware Compound Condition）]
ページで選択したベンダーに基づいて、テーブルは、アンチスパ
イウェア製品およびバージョン、提供する修復のサポート、最新
の定義ファイルの日付とバージョンに関する情報を取得します。
テーブルから製品を選択すると、アンチスパイウェア プログラム
のインストールをチェックしたり、最新のアンチスパイウェア定
義ファイルの日付および最新バージョンをチェックしたりできま
す。

ディクショナリ単純条件の設定
次の表に、[ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple Conditions）] 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）] > [条件（Conditions）] > [ポスチャ（Posture）] > [ディクショナリ単純条件（Dictionary
Simple Conditions）] です。
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表 108：ディクショナリ単純条件の設定

フィールド 使用上のガイドライン
名前
（Name）

作成するディクショナリ単純条件の名前を入力します。

説明
作成するディクショナリ単純条件の説明を入力します。
（Description）
属性
ディクショナリから属性を選択します。
（Attribute）
演算子
選択した属性に値を関連付ける演算子を選択します。
（Operator）
値
（Value）

ディクショナリ属性に関連付ける値を入力するか、またはドロップダウン リスト
から事前定義済みの値を選択します。

ディクショナリ複合条件の設定
次の表に、[ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound Conditions）] の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）] > [条件（Conditions）] > [ポスチャ（Posture）] > [ディクショナリ複合条件（Dictionary
Compound Conditions）] です。
表 109：ディクショナリ複合条件の設定

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

作成するディクショナリ複合条件の名前を入力します。

説明（Description）

作成するディクショナリ複合条件の説明を入力します。

既存の条件をライブ ポリシー要素ライブラリから事前定義済みの条件を選択して式を定義す
ラリから選択（Select るか、または後のステップでアドホック属性/値のペアを式に追加しま
Existing Condition from す。
Library）
条件名（Condition
Name）

ポリシー要素ライブラリからすでに作成しているディクショナリ単純条
件を選択します。

式（Expression）

[条件名（Condition Name）] ドロップダウン リストでの選択に基づいて
式が更新されます。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
920

条件

フィールド

使用上のガイドライン

AND または OR 演算 ライブラリから追加できるディクショナリ単純条件を論理的に組み合わ
子（AND or OR
せるには、AND または OR 演算子を選択します。
operator）
次の操作を行うには、[操作（Action）] アイコンをクリックします。
• 属性/値の追加（Add Attribute/Value）
• ライブラリから条件を追加（Add Condition from Library）
• 削除（Delete）
新しい条件の作成
（高度なオプショ
ン）（Create New
Condition (Advance
Option)）

さまざまなシステム ディクショナリまたはユーザ定義ディクショナリか
ら属性を選択します。

条件名（Condition
Name）

すでに作成したディクショナリ単純条件を選択します。

式（Expression）

[式（Expression）] ドロップダウン リストから、ディクショナリ単純条件
を作成できます。

演算子（Operator）

属性に値を関連付ける演算子を選択します。

値（Value）

ディクショナリ属性に関連付ける値を入力するか、またはドロップダウ
ン リストから値を選択します。

後のステップで事前定義された条件をポリシー要素ライブラリから追加
することもできます。

時刻と日付の条件の設定
次の表では、[時刻と日付の条件（Time and Date Conditions）] ページのフィールドについて説明し
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）] > [条件（Conditions）] > [共通（Common）] > [時刻と日付（Time and Date）] です。
表 110：時刻と日付の条件の設定

フィールド

使用上のガイドライン

条件名（Condition
Name）

時刻と日付の条件の名前を入力します。

説明（Description）

時刻と日付の条件の説明を入力します。

標準設定（Standard Settings）
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終日（All Day）

（デフォルト）全日用に設定します。

特定の時間（Specific 時間、分、および AM/PM を設定して、時間範囲を設定します。
Hours）
毎日（Every Day）

（デフォルト）毎日用に設定します。

特定の曜日（Specific 1 つ以上の特定の曜日を設定します。
Days）
開始日と終了日なし （デフォルト）開始または終了日なしで設定します。
（No Start and End
Dates）
特定の日付範囲
（Specific Date
Range）

月、日、および年を設定して日付範囲を設定します。

特定の日付（Specific 特定の月、日、年を設定します。
Date）
例外（Exceptions）
時間範囲（Time
Range）

時間、分、および AM/PM を設定して、時間範囲を設定します。

曜日（Week Days）

1 つ以上の特定の曜日を設定します。

日付の範囲（Date
Range）

次の 2 つのいずれかのオプションを選択します。
• [特定の日付範囲（Specific Date Range）]：月、日、および年で特定の
日付範囲を設定するために使用できるドロップダウン リストが提供
されます。
• [特定の日付（Specific Date）]：特定の月、日、および年を設定する
ために使用できるドロップダウン リストが提供されます。

結果
ここでは、Cisco ISE サービスの要件について説明します。
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次の表に、認証中に使用するプロトコルを設定できるようにする [許可されるプロトコル サービ
ス（Allowed Protocols Services）] 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）] > [認証
（Authentication）] > [許可されるプロトコル（Allowed Protocols）] です。
次の表で、PAC は Protected Access Credentials を意味します。
表 111：許可されるプロトコル サービスの設定

フィールド 使用上のガイドライン
許可されるプロトコル
ホスト ルッ
クアップの
処理
（Process
Host
Lookup）

たとえば RADIUS Service-Type が 10 の場合に [ホスト ルックアップ（Host Lookup）]
フィールドを処理し、RADIUS Calling-Station-ID 属性の System UserName 属性を使
用するように ISE を設定するには、このチェックボックスをオンにします。 Cisco
ISE でホスト ルックアップ要求を無視し、認証に system UserName 属性の元の値を
使用するには、このチェックボックスをオフにします。 オフにすると、メッセー
ジ処理はプロトコル（たとえば PAP）に従って行われます。

認証プロトコル（Authentication Protocols）
PAP/ASCII [PAP をホスト ルックアップとして検出する（Detect PAP as Host Lookup）] をオン
を許可
にして、このタイプの要求を PAP ではなくホスト ルックアップ要求として検出す
（Allow
るように Cisco ISE を設定するには、このチェックボックスをオンにします。
PAP/ASCII）
このオプションによって、PAP/ASCII が有効になります。 PAP は、平文パスワー
ド（つまり暗号化されていないパスワード）を使用する最も安全性の低い認証プロ
トコルです。
CHAP を許 [CHAP をホスト ルックアップとして検出する（Detect CHAP as Host Lookup）] を
可（Allow オンにして、このタイプの要求をホスト ルックアップ要求として検出するように
CHAP）
Cisco ISE を設定するには、このチェックボックスをオンにします。 このオプショ
ンを有効にすると、シスコ以外のデバイスでの MAB が ISE によって許可されま
す。
このオプションによって、CHAP 認証が有効になります。 CHAP は、パスワードの
暗号化とともにチャレンジ/レスポンス方式を使用します。 CHAP は、Microsoft
Active Directory では使用できません。
MS-CHAPv1 MS-CHAPv1 を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。
を許可
（Allow
MS-CHAPv1）

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
923

結果

フィールド 使用上のガイドライン
MS-CHAPv2 MS-CHAPv2 を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。
を許可
（Allow
MS-CHAPv2）
EAP-MD5 EAP ベースの MD5 ハッシュ認証を有効にするには、このチェックボックスをオン
を許可
にします。
（Allow
[EAP-MD5 を許可（Allow EAP-MD5）] チェックボックスをオンにすると、[EAP-MD5
EAP-MD5）
をホスト ルックアップとして検出する（Detect EAP-MD5 as Host Lookup）] チェッ
クボックスをオンにして、このタイプの要求を EAP-MD5 ではなくホスト ルック
アップ要求として検出するように Cisco ISE を設定できます。
EAP-TLS を
許可
（Allow
EAP-TLS）

EAP-TLS 認証プロトコルを有効にする場合、および EAP-TLS 設定値を設定する場
合は、このチェックボックスをオンにします。 エンドユーザ クライアントからの
EAP Identity 応答で提示されたユーザ ID を Cisco ISE が確認する方法を指定できま
す。 ユーザ ID は、エンドユーザ クライアントによって提示された証明書の情報に
照らして確認されます。 この比較は、Cisco ISE とエンドユーザ クライアントとの
間に EAP-TLS トンネルが確立された後に行われます。
EAP-TLS は、証明書ベースの認証プロトコルです。 EAP-TLS 認証が行
われるのは、証明書の設定に必要な手順を完了した場合に限られます。
ユーザによる証明書の更新を許可する場合は、[期限切れ証明書の認証を許可して、
許可ポリシーの証明書の更新を許可する（Allow authentication of expired certificates
to allow certificate renewal in Authorization Policy）] 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と、要求をさらに処理する前に証明書が
更新されたかどうかをチェックするように適切な許可ポリシー ルールを設定しま
す。
（注）

LEAP を許
可（Allow
LEAP）

Lightweight Extensible Authentication Protocol（LEAP）認証を有効にするには、この
チェックボックスをオンにします。
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PEAP を許
可（Allow
PEAP）

PEAP 認証プロトコルおよび PEAP 設定値を有効にする場合は、このチェックボッ
クスをオンにします。 デフォルトの内部方式は、MS-CHAPv2 です。
[PEAP を許可（Allow PEAP）] チェックボックスをオンにすると、次の PEAP 内部
方式を設定できます。
• [EAP-MS-CHAPv2 を許可（Allow EAP-MS-CHAPv2）]：内部方式として
EAP-MS-CHAPv2 を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。
◦ [パスワード変更の許可（Allow Password Change）]：Cisco ISE でパスワー
ド変更をサポートする場合は、このチェックボックスをオンにします。
◦ [再試行（Retry Attempts）]：Cisco ISE でログイン失敗を返す前にユーザ
クレデンシャルを要求する回数を指定します。 有効な値は 1 ～ 3 です。
• [EAP-GTC を許可（Allow EAP-GTC）]：内部方式として EAP-GTC を使用する
場合は、このチェックボックスをオンにします。
◦ [パスワード変更の許可（Allow Password Change）]：Cisco ISE でパスワー
ド変更をサポートする場合は、このチェックボックスをオンにします。
◦ [再試行（Retry Attempts）]：Cisco ISE でログイン失敗を返す前にユーザ
クレデンシャルを要求する回数を指定します。 有効な値は 1 ～ 3 です。
• [EAP-TLS を許可（Allow EAP-TLS）]：内部方式として EAP-TLS を使用する
場合は、このチェックボックスをオンにします。
ユーザによる証明書の更新を許可する場合は、[期限切れ証明書の認証を許可
して、許可ポリシーの証明書の更新を許可する（Allow authentication of expired
certificates to allow certificate renewal in Authorization Policy）] 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と、要求をさらに処理
する前に証明書が更新されたかどうかをチェックするように適切な許可ポリ
シー ルールを設定します。
• [レガシー クライアントにのみ PEAPv0 を許可（Allow PEAPv0 only for legacy
clients）]：PEAP サプリカントが PEAPv0 を使用してネゴシエーションできる
ようにするには、このチェックボックスをオンにします。 一部のレガシー ク
ライアントは PEAPv1 プロトコル規格に準拠しません。 そのような EAP カン
バセーションがドロップされないようにするには、このチェックボックスを
オンにします。
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EAP-FAST
を許可
（Allow
EAP-FAST）
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EAP-FAST 認証プロトコルおよび EAP-FAST 設定を有効にする場合は、このチェッ
クボックスをオンにします。 EAP-FAST プロトコルは、同じサーバ上の複数の内
部プロトコルをサポートできます。 デフォルトの内部方式は、MS-CHAPv2 です。
[EAP-FAST を許可（Allow EAP-FAST）] チェックボックスをオンにすると、
EAP-FAST を内部方式として設定できます。
• EAP-MS-CHAPv2 を許可（Allow EAP-MS-CHAPv2）
◦ [パスワード変更の許可（Allow Password Change）]：Cisco ISE で EAP-FAST
のフェーズ 0 とフェーズ 2 でのパスワード変更をサポートする場合は、
このチェックボックスをオンにします。
◦ [再試行（Retry Attempts）]：Cisco ISE でログイン失敗を返す前にユーザ
クレデンシャルを要求する回数を指定します。 有効な値は 1 ～ 3 です。
• EAP-GTC を許可（Allow EAP-GTC）
[パスワード変更の許可（Allow Password Change）]：Cisco ISE で EAP-FAST
のフェーズ 0 とフェーズ 2 でのパスワード変更をサポートする場合は、この
チェックボックスをオンにします。
[再試行（Retry Attempts）]：Cisco ISE でログイン失敗を返す前にユーザ クレ
デンシャルを要求する回数を指定します。 有効な値は 1 ～ 3 です。
• [PAC の使用（Use PACs）]：EAP-FAST クライアントに認可 PAC をプロビジョ
ニングするように Cisco ISE を設定する場合にこのオプションを選択します。
追加の PAC オプションが表示されます。
• [PAC を使用しない（Don’t use PACs）]：トンネルまたはマシン PAC を発行し
たり受け入れたりしないで EAP-FAST を使用するように Cisco ISE を設定する
場合にこのオプションを選択します。 PAC のすべての要求は無視され、Cisco
ISE は PAC を含まない Success-TLV で応答します。
このオプションを選択すると、マシン認証を実行するように Cisco ISE を設定
できます。
• [EAP-TLS を許可（Allow EAP-TLS）]：内部方式として EAP-TLS を使用する
場合は、このチェックボックスをオンにします。
ユーザによる証明書の更新を許可する場合は、[期限切れ証明書の認証を許可
して、許可ポリシーの証明書の更新を許可する（Allow authentication of expired
certificates to allow certificate renewal in Authorization Policy）] 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と、要求をさらに処理
する前に証明書が更新されたかどうかをチェックするように適切な許可ポリ
シー ルールを設定します。
• [EAP チェーンを有効化（Enable EAP Chaining）]：EAP チェーンを有効にする
には、このチェックボックスをオンにします。
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EAP チェーンによって、Cisco ISE はユーザ認証とマシン認証の結果を関連付
け、EAPChainingResult 属性を使用して適切な許可ポリシーを適用することが
できます。
EAP チェーンには、クライアント デバイスで EAP チェーンをサポートするサ
プリカントが必要です。 Cisco ISE は、AnyConnect 4.0 をサポートします。 サ
プリカントで [ユーザ認証およびマシン認証（User and Machine Authentication）]
オプションを選択します。
EAP チェーンは、EAP-FAST プロトコル（PAC ベース モードおよび PAC レ
ス モードの両方）を選択するときに使用できます。
PAC ベースの認証では、ユーザ認可 PAC またはマシン認可 PAC のいずれか
を使用するか、両方を使用して内部方式をスキップすることができます。
証明書ベースの認証では、（許可されるプロトコル サービスの）EAP-FAST
プロトコルに対して [プロビジョニングの受信クライアント証明書（Accept
Client Certificate for Provisioning）] オプションが有効な場合、およびエンドポ
イント（AnyConnect）がトンネル内のユーザ証明書を送信するように設定さ
れている場合、トンネルの確立中に、ISE が証明書を使用してユーザを認証し
（内部方式はスキップされます）、マシン認証は内部方式によって実行され
ます。 これらのオプションが設定されていない場合、EAP-TLS が内部方式と
してユーザ認証に使用されます。
EAP チェーンを有効にした後、許可ポリシーを更新し、
NetworkAccess:EapChainingResult 属性を使用して条件を追加し、適切な権限を
割り当てます。 次に例を示します。
◦ EapChainingResult = ユーザとマシンの両方が成功：フル アクセス
◦ EapChainingResult = ユーザは成功、マシンは失敗：アクセス制限
◦ EapChainingResult = ユーザは失敗、マシンは成功：アクセス制限
◦ EapChainingResult = ユーザとマシンの両方が失敗：認証の失敗。 Cisco
ISE は許可ポリシーを処理せず、アクセス拒否メッセージを送信しませ
ん。

優先 EAP
EAP-FAST、PEAP、LEAP、EAP-TLS、および EAP-MD5 から任意の優先 EAP プロ
プロトコル トコルを選択するには、このチェックボックスをオンにします。 デフォルトでは、
（Preferred LEAP は、このフィールドを有効にしない場合に使用する優先プロトコルです。
EAP
protocol）
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PAC オプション
次の表では、[許可されるプロトコル サービス リスト（Allowed Protocols Services List）] ページで
[PAC を使用（Use PAC）] を選択した後のフィールドについて説明します。 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）]
> [認証（Authentication）] > [許可されるプロトコル（Allowed Protocols）] です。
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表 112：PAC オプション

フィールド

使用上のガイドライン

PAC を使用（Use
PAC）
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• [トンネル PAC の存続可能時間（Tunnel PAC Time To Live）]：存続可
能時間（TTL）の値によって PAC のライフタイムが制限されます。 ラ
イフタイム値と単位を指定します。 デフォルトは 90 日です。 範囲は
1 ～ 1825 日です。
• [プロアクティブ PAC 更新の条件：<n%> の PAC TTL が残っている場
合（Proactive PAC Update When: <n%> of PAC TTL is Left）]：Update 値
により、クライアントに有効な PAC が保持されます。 Cisco ISE は、
最初に認証が成功してから TTL によって設定された有効期限までに更
新を開始します。 update 値は、TTL の残り時間のパーセンテージです。
デフォルトは 90 % です。
• [匿名インバンド PAC プロビジョニングを許可（Allow Anonymous In-band
PAC Provisioning）]：Cisco ISE でクライアントとのセキュアな匿名 TLS
ハンドシェイクを確立し、クライアントに PAC をプロビジョニングす
る場合にこのチェックボックスをオンにします。その際、EAP-FAST
のフェーズ 0 と EAP-MSCHAPv2 が使用されます。 匿名 PAC プロビ
ジョニングを有効にするには、内部方式として EAP-MSCHAPv2 と
EAP-GTC の両方を選択する必要があります。
• [認証付きインバンド PAC プロビジョニングを許可（Allow Authenticated
In-band PAC Provisioning）]：Cisco ISE は SSL サーバ側の認証を使用し
て、EAP-FAST のフェーズ 0 中にクライアントに PAC をプロビジョニ
ングします。 このオプションは匿名プロビジョニングよりもセキュア
ですが、サーバ証明書および信頼できるルート CA が Cisco ISE にイン
ストールされている必要があります。
このオプションをオンにすると、認証された PAC プロビジョニングの
成功後に Access-Accept メッセージをクライアントに返すように Cisco
ISE を設定できます。
◦ [認証されたプロビジョニングの後にサーバから Access-Accept を
返す（Server Returns Access Accept After Authenticated
Provisioning）]：認証された PAC プロビジョニングの後に Cisco
ISE から access-accept パッケージを返す場合にこのチェックボッ
クスをオンにします。
• [マシン認証を許可（Allow Machine Authentication）]：Cisco ISE でエン
ドユーザ クライアントにマシン PAC をプロビジョニングし、（マシン
クレデンシャルを持たないエンドユーザ クライアントに対して）マシ
ン認証を実行する場合にこのチェックボックスをオンにします。 マシ
ン PAC は、要求（インバンド）によって、または管理者（アウトオブ
バンド）によって、クライアントにプロビジョニングできます。 Cisco
ISE がエンドユーザ クライアントから有効なマシン PAC を受信する
と、その PAC からマシン ID の詳細が抽出され、Cisco ISE 外部 ID ソー
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スで確認されます。 マシン認証の外部 ID ソースとして Cisco ISE に
よってサポートされるのは、Active Directory だけです。 その詳細が正
しいことが確認されると、その後の認証は実行されません。
このオプションをオンにすると、マシン PAC を使用するために受け入
れることができる期間の値を入力できます。 Cisco ISE は、期限切れの
マシン PAC を受け取ると、（エンドユーザ クライアントからの新規マ
シン PAC 要求を待たずに）エンドユーザ クライアントに新規マシン
PAC を自動的に再プロビジョニングします。
• [ステートレス セッション再開の有効化（Enable Stateless Session
Resume）]：Cisco ISE で EAP-FAST クライアントに認可 PAC をプロビ
ジョニングし、常に EAP-FAST のフェーズ 2 を実行する場合にこの
チェックボックスをオンにします（デフォルトはオン）。
このチェックボックスは次の場合にオフにします。
◦ Cisco ISE が EAP-FAST クライアントに認可 PAC をプロビジョニ
ングしないようにする場合
◦ EAP-FAST のフェーズ 2 を常に実行する場合
このオプションをオンにすると、ユーザ認可 PAC の認可期間を入
力できます。 この期間の終了後、PAC は期限切れになります。
Cisco ISE は期限切れの認可 PAC を受信すると、EAP-FAST 認証
のフェーズ 2 を実行します。

許可プロファイルの設定
次の表に、[標準許可プロファイル（Standard Authorization Profiles）] 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）] > [許可（Authorization）] > [許可プロファイル（Authorization
Profiles）] です。
表 113：許可プロファイルの設定

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

新しい許可プロファイルを識別する名前を入力します。

説明（Description）

許可プロファイルの説明を入力します。

アクセス タイプ
（Access Type）

アクセス タイプ オプション（[ACCESS_ACCEPT] または
[ACCESS_REJECT]）を選択します。
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サービス テンプレー Cisco ISE で SAnet 対応デバイスから接続しているセッションをサポート
ト（Service
できるようにする場合にこのチェックボックスをオンにします。 ISE は、
Template）
サービス テンプレートを、「サービス テンプレート」互換としてマーク
する特別なフラグを含む許可プロファイルとして実行します。 このよう
にすると、認可プロファイルでもあるサービス テンプレートを 1 つのポ
リシーで使用して、SAnet および非 SAnet デバイスとの接続をサポートで
きます。
共通タスク（Common Tasks）
DACL 名（DACL
Name）

チェックボックスをオンにし、使用可能な既存のダウンロード可能 ACL
オプションを選択します（たとえば、Cisco ISE には、ドロップダウン リ
ストに [PERMIT_ALL_TRAFFIC] または [DENY_ALL_TRAFFIC] の 2 つの
デフォルト値が用意されています）。 リストには、ローカル データベー
スの、現在のすべての DACL が含まれています。

VLAN

チェックボックスをオンにし、作成している新しい許可プロファイルに関
連付ける仮想 LAN（VLAN）ID を識別する属性値を入力します（VLAN
ID には整数値と文字列値の両方がサポートされます）。 このエントリの
形式は、Tunnel-Private-Group-ID:VLANnumber です。
（注）

音声ドメイン権限
（Voice Domain
Permission）

VLAN ID を選択しないと、Cisco ISE は、デフォルト値である
VLAN ID = 1 を使用します。 たとえば、VLAN 番号として 123
とのみ入力した場合、[属性詳細（Attributes Details）] ペインは
次の値を反映します。Tunnel-Private-Group-ID = 1:123。

チェックボックスをオンにして「cisco-av-pair」のベンダー固有属性（VSA）
を有効にし、「device-traffic-class=voice」の値と関連付けます。 複数ドメ
インの許可モードでは、ネットワーク スイッチがこの VSA を受信した場
合、エンドポイントは、許可後に音声ドメインに配置されます。

ポスチャ検出
チェックボックスをオンにして Cisco ISE のポスチャ検出に使用されるリ
（Posture Discovery） ダイレクション プロセスを有効にし、この許可プロファイルに関連付け
るデバイスの ACL を入力します。 たとえば、入力した値が acl119 の場
合、これは [属性詳細（Attributes Details）] ペインで cisco-av-pair =
url-redirect-acl = acl119 として反映されます。 [属性詳細（Attributes Details）]
ペインには、cisco-av-pair =
url-redirect=https://ip:8443/guestportal/gateway?sessionid=
SessionValueIdValue&action=cpp も表示されます。
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中央集中 Web 認証
（Centralized Web
Authentication）

チェックボックスをオンにして、ポスチャ検出と似ているがゲスト ユー
ザのアクセス要求を Cisco ISE のゲスト サーバにリダイレクトするリダイ
レクション プロセスを有効にします。 この許可プロファイルに関連付け
るデバイスの ACL を入力し、redirect オプションとして [デフォルト
（Default）] または [手動（Manual）] を選択します。 たとえば、入力した
値が acl-999 の場合、これは [属性詳細（Attributes Details）] ペインで
cisco-av-pair = url-redirect-acl = acl-99 として反映されます。 [属性詳細
（Attributes Details）] ペインには、cisco-av-pair =
url-redirect=https://ip:8443/guestportal/gateway?sessionid=SessionValueIdValue&action=cwa
も表示されます。
ユーザをリダイレクトする正確な IP アドレスまたはホスト名を指定する
には、[スタティック IP/ホスト名（Static IP/Host Name）] 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がオフの場合、ユーザはこの
要求を受信したポリシー サービス ノードの FQDN にリダイレクトされま
す。

Web リダイレクショ
ン（Web
Redirection）
（CWA、DRW、
MDM、NSP、CPP）
Auto SmartPort

チェックボックスをオンにして Auto SmartPort 機能を有効にし、対応する
イベント名の値をテキスト ボックスに入力します。 これにより、VSA
cisco-av-pair が有効になり、このオプションの値が
「auto-smart-port=event_name」になります。 選択は [属性詳細（Attributes
Details）] ペインに反映されます。

フィルタ ID
（Filter-ID）

チェックボックスをオンにして、テキスト ボックスで定義した ACL 名
（これには自動的に「.in」が付加されます）を送信する RADIUS フィル
タ属性を有効にします。 選択は [属性詳細（Attributes Details）] ペインに
反映されます。

再認証
（Reauthentication）

チェックボックスをオンにし、再認証中に接続を維持するために値を秒単
位で入力します。 [タイマー（Timer）] ドロップダウン リストから属性値
を選択することもできます。 デフォルト（値 0）または [RADIUS 要求
（RADIUS-Request）]（値 1）を使用すること選択して、再認証中に接続
を維持することを選択します。 これを [RADIUS 要求（RADIUS-Request）]
値に設定すると、再認証プロセス中に接続が維持されます。
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MACSec ポリシー
（MACSec Policy）

チェックボックスをオンにして、MACSec 対応クライアントが Cisco ISE
に接続したときに必ず MACSec 暗号化ポリシーを有効にし、次の 3 つの
オプションのいずれかを選択します。[must-secure]、[should-secure]、また
は [must-not-secure]。 たとえば、選択肢は [属性詳細（Attributes Details）]
ペインに cisco-av-pair = linksec-policy=must-secure として反映されます。

NEAT

チェックボックスをオンにして、ネットワーク間の ID 認識を拡張する機
能であるネットワーク エッジ アクセス トポロジ（NEAT）を有効にしま
す。 このチェックボックスをオンにすると、[属性詳細（Attributes Details）]
ペインに、cisco-av-pair = device-traffic-class=switch という値が表示されま
す。

Web 認証（ローカル
Web 認証）（Web
Authentication (Local
Web Auth)）

チェックボックスをオンにしてこの許可プロファイルのローカル Web 認
証を有効にします。 この値では、Cisco ISE が DACL とともに VSA を送
信することによって Web 認証の許可をスイッチが認識できます。 VSA は
cisco-av-pair = priv-lvl=15 で、これは [属性詳細（Attributes Details）] ペイ
ンで反映されます。

ワイヤレス LAN コン
トローラ（WLC）
（Wireless LAN
Controller (WLC)）

チェックボックスをオンにし、テキスト フィールドに ACL 名を入力しま
す。 この値は、必須の [Airespace VSA] で使用され、ローカルで定義され
た ACL の WLC 上の接続への追加を許可します。 たとえば、rsa-1188 と
入力した場合、これは [属性詳細（Attributes Details）] ペインに
Airespace-ACL-Name = rsa-1188 として反映されます。

ASA VPN

チェックボックスをオンにして、適応型セキュリティ アプライアンス
（ASA）VPN グループ ポリシーを有効にします。 [属性（Attribute）] リ
ストから値を選択してこの設定を行います。

高度な属性設定（Advanced Attributes Settings）
ディクショナリ
（Dictionaries）

下矢印アイコンをクリックし、[ディクショナリ（Dictionaries）] ウィンド
ウに選択可能なオプションを表示します。 目的のディクショナリおよび
属性をクリックして選択し、最初のフィールドで設定します。
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属性値（Attribute
Values）

下矢印アイコンをクリックし、[属性値（Attribute Values）] ウィンドウに
選択可能なオプションを表示します。 2 番目のフィールドに目的の属性グ
ループおよび属性値をクリックして選択します。 この値は、最初のフィー
ルドで選択した値と一致します。 設定する [高度な属性（Advanced
Attributes）] 設定が [属性詳細（Attribute Details）] パネルに表示されます。
（注）

[属性詳細（Attributes Details）] ペインに表示された読み取り専
用値を変更または削除するには、対応する[共通タスク（Common
Tasks）] フィールドまたは [高度な属性設定（Advanced Attributes
Settings）] ペインの [属性値（Attribute Values）] テキスト ボッ
クスで選択した属性でこれらの値を変更または削除する必要が
あります。

属性詳細（Attributes このペインは、[共通タスク（Common Tasks）] および [高度な属性
Details）
（Advanced Attributes）] に設定した設定済みの属性値を表示します。
（注）

[属性詳細（Attributes Details）] ペインに表示される値は読み取
り専用で、このペインでは編集または削除できません。

プロファイリング例外アクションの設定
次の表では、[新規プロファイラ例外アクション（New Profiler Exception Action）] ページのフィー
ルドについて説明します。 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）] > [プロファイリング（Profiling）] > [例外アク
ション（Exception Actions）] です。
表 114：例外アクションの作成

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

作成する例外アクションの名前を入力します。

説明（Description）

作成する例外アクションの説明を入力します。

CoA を適用する CoA
アクション（CoA
Action to enforce
CoA）

CoA を適用するには、[CoA アクション（CoA Action）] チェックボック
スをオンにします。
エンドポイント プロファイリング ポリシーで例外アクションを関連付け
て CoA を適用する場合は、Cisco ISE で CoA をグローバルに設定する必
要があります。これは、[管理（Administration）] > [システム（System）]
> [設定（Settings）] > [プロファイリング（Profiling）] で実行できます。
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ポリシー割り当て
[ポリシー割り当て（Policy Assignment）] ドロップダウン リストをクリッ
（Policy Assignment） クして Cisco ISE に設定されたエンドポイント プロファイリング ポリシー
を表示し、例外アクションがトリガーされると一致した値に関係なくエ
ンドポイントがプロファイリングされるプロファイリング ポリシーを選
択します。
システム タイプ
（System Type）

例外アクションのタイプは次のいずれかになります。
• [シスコ提供（Cisco Provided）]：AuthorizationChange、EndpointDelete
および FirstTimeProfile が含まれます。
• [管理者作成（Administrator Created）]：Cisco ISE の管理者として作
成されたものが含まれます。

ファイル修復
次の表では、[ファイル修復（File Remediation）] ページのフィールドについて説明します。 この
ページのナビゲーション パスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結
果（Results）] > [ポスチャ（Posture）] > [修復アクション（Remediation Actions）] > [ファイル修復
（File Remediation）] です。
表 115：ファイル修復

フィールド

使用上のガイドライン

ファイルの修復名（File
Remediation Name）

ファイル修復の名前を入力します。 作成して保存した後は、ファイ
ル修復名を編集できません。

ファイル修復の説明（File ファイル修復の説明を入力します。
Remediation Description）
バージョン（Version）

ファイル バージョンを入力します。

アップロードするファイ [参照（Browse）] をクリックして、Cisco ISE サーバにアップロード
ル（File to upload）
するファイル名を特定します。 これは、ファイル修復アクションが
トリガーされたときにクライアントにダウンロードされるファイルで
す。
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リンク修復
次の表では、[リンク修復（Link Remediation）] ページのフィールドについて説明します。 ナビ
ゲーション パスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）]
> [ポスチャ（Posture）] > [修復アクション（Remediation Actions）] > [リンク修復（Link
Remediation）] です。
表 116：リンク修復

フィールド

使用上のガイドライン

リンク修復名（Link
Remediation Name）

リンク修復の名前を入力します。

リンク修復の説明（Link リンク修復の説明を入力します。
Remediation Description）
修復タイプ（Remediation 次のいずれかを選択します。
Type）
• [自動（Automatic）]：選択されている場合、[間隔（Interval）] お
よび [再試行回数（Retry Count）] の値を入力する必要がありま
す。
• [手動（Manual）]：選択されていると、[再試行回数（Retry
Count）] および [間隔（Interval）] フィールドは編集できません。
再試行回数（Retry
Count）

クライアントがリンクからの修復を試行できる回数を入力します。

間隔（秒単位）（Interval クライアントが前回の試行後にリンクからの修復を試行できる時間間
(in seconds)）
隔を秒単位で入力します。
修復のページまたはリソースへの有効な URL を入力します。

URL

アンチウイルス修復
次の表に、[AV 修復（AV Remediation）] 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）] > [ポスチャ
（Posture）] > [修復アクション（Remediation Actions）] > [AV 修復（AV Remediation）] です。
表 117：アンチウイルス修復

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

アンチウイルス修復の名前を入力します。
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説明
（Description）

アンチウイルス修復の説明を入力します。

修復タイプ
（Remediation
Type）

次のいずれかを選択します。
• [自動（Automatic）]：選択されている場合、[間隔（Interval）] および
[再試行回数（Retry Count）] の値を入力する必要があります。
• [手動（Manual）]：選択されていると、[再試行回数（Retry Count）] お
よび [間隔（Interval）] フィールドは編集できません。

間隔（秒単位）
（Interval (in
seconds)）

クライアントが修復を試行した後で次回の試行ができるようになるまでの時
間間隔を秒単位で入力します。

再試行回数（Retry クライアントがアンチウイルス定義の更新を試行できる回数を入力します。
Count）
オペレーティング 次のいずれかを選択します。
システム
• Windows
（Operating
• Macintosh：選択されていると、[修復タイプ（Remediation Type）] フィー
System）
ルド、[間隔（Interval）] フィールド、および [再試行回数（Retry Count）]
フィールドは編集できません
AV ベンダー名
（AV Vendor
Name）

アンチウイルス ベンダーを選択します。

アンチスパイウェア修復
次の表に、[AS 修復（AS Remediation）] 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）] > [ポスチャ
（Posture）] > [修復アクション（Remediation Actions）] > [AS 修復（AS Remediation）] です。
表 118：アンチスパイウェア修復

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

アンチスパイウェア修復の名前を入力します。

説明（Description） アンチスパイウェア修復の説明を入力します。
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修復タイプ
（Remediation
Type）

次のいずれかを選択します。
• [自動（Automatic）]：選択されている場合、[間隔（Interval）] および
[再試行回数（Retry Count）] の値を入力する必要があります。
• [手動（Manual）]：選択されていると、[再試行回数（Retry Count）]
および [間隔（Interval）] フィールドは編集できません。

間隔（秒単位）
（Interval (in
seconds)）

クライアントが修復を試行した後で次回の試行ができるようになるまでの
時間間隔を秒単位で入力します。

再試行回数（Retry
Count）

クライアントがアンチスパイウェア定義の更新を試行できる試行回数を入
力します。

オペレーティング 次のいずれかを選択します。
システム（Operating
• Windows
System）
• Macintosh：選択した場合、[修復タイプ（Remediation Type）]、[間隔
（Interval）]、および [再試行回数（Retry Count）] フィールドは編集
できません。
AS のベンダー名
アンチスパイウェア ベンダーを選択します。
（AS Vendor Name）

プログラム修復起動
次の表では、[プログラム修復起動（Launch Program Remediation）] ページのフィールドについて
説明します。 ナビゲーション パスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）]
> [結果（Results）] > [ポスチャ（Posture）] > [修復アクション（Remediation Actions）] > [プログ
ラム修復起動（Launch Program Remediation）] です。
表 119：プログラム修復起動

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

プログラム修復起動の名前を入力します。

説明
（Description）

ユーザが作成するプログラム修復起動の説明を入力します。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
940

結果

フィールド

使用上のガイドライン

修復タイプ
（Remediation
Type）

次のいずれかを選択します。
• [自動（Automatic）]：選択した場合、[再試行回数（Retry Count）] およ
び [間隔（Interval）] オプションに入力する必要があります。
• [手動（Manual）]：選択されている場合、[間隔（Interval）] および [再
試行回数（Retry Count）] フィールドは編集できません。

間隔（秒単位）
（Interval (in
seconds)）

クライアントが修復を試行した後で次回の試行ができるようになるまでの時
間間隔を秒単位で入力します。

再試行回数（Retry 必要なプログラムを起動するためにクライアントが試行できる回数を入力し
Count）
ます。
プログラムのイン ドロップダウン リストから、修復プログラムがインストールされるパスを
ストール パス
選択します。
（Program
• ABSOLUTE_PATH：修復プログラムは、ファイルの完全修飾パスにイ
Installation Path）
ンストールされます。 例：C:\<directory>\
• SYSTEM_32：修復プログラムは C:\WINDOWS\system32 ディレクトリ
にインストールされます。
• SYSTEM_DRIVE：修復プログラムは C:\ ドライブにインストールされ
ます。
• SYSTEM_PROGRAMS：修復プログラムは C:\Program Files ファイルに
インストールされます。
• SYSTEM_ROOT：修復プログラムは Windows システムのルート パスに
インストールされます。
プログラム実行
修復プログラムの実行ファイルまたはインストール ファイルの名前を入力
ファイル（Program します。
Executable）
プログラム パラ
メータ（Program
Parameters）

修復プログラムに必要なパラメータを入力します。
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フィールド

使用上のガイドライン

既存プログラム
（Existing
Programs）

既存プログラム テーブルは修復プログラムのインストール パス、名前、お
よびパラメータ（存在する場合）を表示します。
• 既存プログラムリストに修復プログラムを追加するには、[追加（Add）]
をクリックします。
• リストから修復プログラムを削除するには、削除アイコンをクリック
します。

Windows Update 修復
次の表では、[Windows Update 修復（Windows Update Remediation）] ページのフィールドについて
説明します。 ナビゲーション パスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）]
> [結果（Results）] > [ポスチャ（Posture）] > [修復アクション（Remediation Actions）] > [Windows
Update 修復（Windows Update Remediation）] です。
表 120：Windows Update 修復

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

Windows Update 修復の名前を入力します。

説明（Description）

Windows Update 修復の説明を入力します。

修復タイプ（Remediation
Type）

次のいずれかを選択します。
• [自動（Automatic）]：選択した場合、[再試行回数（Retry
Count）] および [間隔（Interval）] オプションに入力する必要
があります。
• [手動（Manual）]：選択されている場合、[間隔（Interval）]
および [再試行回数（Retry Count）] フィールドは編集できま
せん。

間隔（秒単位）（Interval (in クライアントが修復を試行した後で次回の試行ができるようにな
seconds)）
るまでの時間間隔を秒単位で入力します。
再試行回数（Retry Count）

Windows クライアントが Windows Update を試行できる回数を入力
します。
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フィールド

使用上のガイドライン

Windows Update 設定
（Windows Update Setting）

次のオプションから選択します。
• [設定を変更しない（Do not change setting）]：Windows 自動
更新のクライアント設定は、Windows Update 修復中または実
行後に変更されません。
• [ダウンロードおよびインストールを通知（Notify to download
and install）]：Windows によってクライアントへの通知のみ
が行われ、ダウンロードやインストールは自動的には行われ
ません。
• [自動的にダウンロードし、インストールを通知（Automatically
download and notify to install）]：Windows によってクライアン
トに更新プログラムがダウンロードされ、Windows Update を
インストールするようにクライアントに通知されます。
• [自動的にダウンロードしてインストール（Automatically
download and install）]：Windows によって自動的に Windows
Update がダウンロードされてインストールされます。 これ
は、Windows クライアントに対して強く推奨される設定で
す。

Windows Update 設定を管理
者の設定でオーバーライド
（Override User’s Windows
Update setting with
administrator’s）

Windows Update 修復の実行中および実行後に、管理者が Windows
自動更新に対して指定した設定をすべてのクライアント マシンに
適用するには、このチェックボックスをチェックします。
このチェックボックスをオフにすると、次の設定が適用されます。
• 管理者が指定した設定（Windows クライアントで自動更新が
無効になっている場合のみ）。
• Windows クライアントが指定した設定（クライアントで
Windows 自動更新が有効になっている場合のみ）。

Windows Server Update Services 修復
次の表では、[Windows Update 修復（Windows Update Remediation）] ページのフィールドについて
説明します。 ナビゲーション パスは、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）]
> [結果（Results）] > [ポスチャ（Posture）] > [修復アクション（Remediation Actions）] > [Windows
Update 修復（Windows Update Remediation）] です。
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表 121：WSUS 修復

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

WSUS 修復の名前を入力します。

説明（Description）

WSUS 修復の説明を入力します。

修復タイプ（Remediation 次のオプションから選択します。
Type）
• [自動（Automatic）]：NAC Agent は、Windows クライアントを
最新の WSUS 更新で更新します。
• [手動（Manual）]：選択すると、[間隔（Interval）] フィールドと
[再試行回数（Retry Count）] フィールドを編集できなくなりま
す。 ユーザは、コンプライアンスのために、Microsoft で管理さ
れている WSUS サーバまたはローカルに管理されている WSUS
サーバからの最新の WSUS 更新を使用して、Windows クライア
ントを手動で更新します。
間隔（秒単位）（Interval NAC Agent と Web Agent が前回の試行後に再試行を試みるまでに
(in seconds)）
WSUS 更新を遅延させる間隔を秒単位で入力します（デフォルトの間
隔は 0 です）。
再試行回数（Retry
Count）

NAC Agent と Web Agent が WSUS 更新を使用して Windows クライア
ントの更新を再試行する回数を入力します。

Windows Update の検証方 次のオプションから選択します。
法（Validate Windows
• [シスコ ルール（Cisco Rules）]：このオプションを選択すると、
updates using）
ポスチャ要件の条件としてカスタム ルールまたは事前設定済み
ルールを選択できます。
• [重大度レベル（Severity Level）]：このオプションを選択する
と、ポスチャ要件の条件としてカスタム ルールまたは事前設定
済みルールを選択できますが、いずれも使用されません。 この
ため、WSUS 修復を指定するポスチャ要件内にはプレースホル
ダ条件（ダミー条件）として pr_WSUSRule を使用できます。
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フィールド

使用上のガイドライン

Windows Update 重大度レ 重大度レベルを選択します。
ベル（Windows Updates
• [緊急（Critical）]：緊急の Windows Update のみをインストール
Severity Level）
します。
• [至急（Express）]：重要かつ重大な Windows Update をインストー
ルします。
• [中（Medium）]：重大度および重要性が中程度のすべての
Windows Update をインストールします。
• [すべて（All）]：重大度および重要性が中程度および低程度の
すべての Windows Update をインストールします。
（注）

重大度レベル オプションを使用してポスチャ要件に
WSUS 修復アクションを関連付けて Windows Update
を検証する場合は、ポスチャ要件に pr_WSUSRule（ダ
ミー複合条件）複合条件を選択する必要があります。
ポスチャ要件が失敗すると、NAC Agent は、WSUS 修
復で定義した重大度レベルに基づいて修復アクション
（Windows Update）を適用します。

最新の OS サービス パッ クライアントのオペレーティング システムで使用できる最新のサー
クに更新（Update to latest ビス パックを WSUS 修復が自動的にインストールできるようにする
OS Service Pack）
には、このチェックボックスをオンにします。
（注）

オペレーティング システムのサービス パックは、WSUS 修
復で選択されている [中（Medium）] および [すべて（All）]
の重大度レベル オプションに関係なく、自動的に更新され
ます。

Windows Update インス
Windows クライアントに WSUS 更新をインストールするソースを指
トール ソース（Windows 定します。
Updates Installation
• [Microsoft サーバ（Microsoft server）]：Microsoft で管理されてい
Source）
る WSUS サーバ
• [管理対象サーバ（Managed server）]：ローカルに管理されてい
る WSUS サーバ
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フィールド

使用上のガイドライン

インストール ウィザード WSUS 更新中にクライアントにインストール ウィザードを表示でき
インターフェイス設定
るようにします。
（Installation Wizard
• [UI を表示（Show UI）]：Windows クライアントで Windows Update
Interface Setting）
インストール ウィザードを表示します。 ユーザは、クライアン
トに対して WSUS 更新中にインストール ウィザードを表示する
ための管理者権限を持っている必要があります。
• [UI なし（No UI）]：Windows クライアントで Windows Update
インストール ウィザードを非表示にします。

クライアントのポスチャ要件
次の表に、[ポスチャ要件（Posture Requirements）] 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）] > [ポス
チャ（Posture）] > [要件（Requirements）] です。
表 122：ポスチャ要件

フィールド

使用上のガイドライン

名前（Name）

要件の名前を入力します。

オペレーティング オペレーティング システムを選択します。
システム
プラス記号 [+] をクリックして、複数のオペレーティング システムをポリ
（Operating
シーに関連付けます。
Systems）
マイナス記号 [-] をクリックして、ポリシーからオペレーティング システム
を削除します。
条件（Conditions） リストから条件を選択します。
[操作（Action）] アイコンをクリックして、ユーザ定義の条件を作成して、
要件に関連付けることもできます。 ユーザ定義の条件を作成中に関連する
親オペレーティング システムは編集できません。
pr_WSUSRule は、Windows Server Update Services（WSUS）修復が関連付け
られているポスチャ要件で使用される、ダミーの複合条件です。 関連 WSUS
修復アクションは、重大度レベル オプションを使用して Windows Updates を
検証するように設定する必要があります。 この要件が失敗すると、Windows
クライアントにインストールされている NAC Agent は、WSUS 修復で定義
した重大度レベルに基づいて WSUS 修復アクションを適用します。
pr_WSUSRule は複合条件のリスト ページには表示できません。 条件ウィ
ジェットからのみ pr_WSUSRule を選択できます。
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修復アクション
（Remediation
Actions）

リストから修復を選択します。
修復アクションを作成して、要件に関連付けることもできます。
Agent ユーザとの通信に使用できるすべての修復タイプのテキスト ボックス
があります。 修復アクションに加えて、クライアントの非準拠に関してメッ
セージで Agent ユーザと通信することができます。
[メッセージ テキストのみ（Message Text Only）] オプションで Agent ユーザ
に非準拠について通知します。 また、詳細情報を得るためにヘルプ デスク
に連絡したり、クライアントを手動で修復したりするオプションの手順が
ユーザに提供されています。 このシナリオでは、NAC Agent は修復アクショ
ンをトリガーしません。
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操作のユーザ インターフェイスのリファレ
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• 最近の RADIUS 認証, 949 ページ
• ライブ セッションの表示, 951 ページ
• 診断ツール, 954 ページ

最近の RADIUS 認証
次の表では、最近の RADIUS 認証を表示する [認証（Authentications）] ページのフィールドにつ
いて説明します。 このページへのナビゲーション パスは、[操作（Operations）] > [認証
（Authentications）] > [ライブ認証の表示（Show Live Authentication）] です。
表 123：ライブ認証

オプション

使用上のガイドライン

時刻（Time）

モニタリングおよびトラブルシューティング収集エージェントがログを受信
した時刻を表示します。 このカラムは必須です。選択解除することはできま
せん。

ステータス
（Status）

認証が成功したか失敗したかを示します。 このカラムは必須です。選択解除
することはできません。 緑色は認証が成功したことを示します。 赤色は認
証が失敗したことを示します。

詳細（Details）

虫眼鏡アイコンをクリックすると、選択した認証シナリオをドリルダウン
し、詳細情報を確認できるレポートが表示されます。 このカラムは必須で
す。選択解除することはできません。
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最近の RADIUS 認証

オプション

使用上のガイドライン

リピート カウン
タ（Repeat
Counter）

ID、ネットワーク デバイス、および許可のコンテキストで変更がなく、直近
の 24 時間で認証要求が繰り返された回数を表示します。

繰り返し回数のリ すべてのエンドポイントに対して再試行オプションをリセットする場合にク
セット
リックします。
ID（Identity）

認証に関連付けられたユーザ名を表示します。

エンドポイント
エンドポイントの固有識別子を表示します。通常は MAC または IP アドレス
ID（Endpoint ID） です。
エンドポイント
プロファイル
（Endpoint
Profile）

プロファイリングされるエンドポイントのタイプを示します（たとえば、
iPhone、Android、MacBook、Xbox になるようにプロファイリングされま
す）。

認証ポリシー
（Authentication
policy）

特定の認証に選択されているポリシーの名前を表示します。

IP アドレス（IP
Address）

エンドポイント デバイスの IP アドレスを表示します。

ネットワーク デ
バイス（Network
Device）

ネットワーク アクセス デバイスの IP アドレスを表示します。

デバイス ポート
（Device Port）

エンドポイントが接続されているポート番号を表示します。

許可プロファイル 認証に使用された許可プロファイルを表示します。
（Authorization
Profiles）
ID グループ
ログの生成対象となるユーザまたはエンドポイントに割り当てられる ID グ
（Identity Group） ループを表示します。
ポスチャ ステー
タス（Posture
Status）

ポスチャ検証のステータスと認証の詳細を表示します。

イベント
（Event）

イベント ステータスを表示します。
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ライブ セッションの表示

オプション

使用上のガイドライン

失敗の理由
認証が失敗した場合、その失敗の詳細な理由を表示します。
（Failure Reason）
認証方式（Auth
Method）

Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2（MS-CHAPv2）、
IEE 802.1x、dot1x など、RADIUS プロトコルによって使用される認証方式を
表示します。

認証プロトコル
（Authentication
Protocol）

保護拡張認証プロトコル（PEAP）や拡張認証プロトコル（EAP）など、使用
される認証プロトコルを表示します。

セキュリティ グ
ループ（Security
Group）

認証ログによって識別されるグループを表示します。

サーバ（Server） ログの生成元になったポリシー サービスが示されます。
セッション ID
（Session ID）

セッション ID を表示します。

ライブ セッションの表示
次の表では、ライブ認証セッションが表示される [ライブ セッション（live sessions）] ページの
フィールドについて説明します。 このページへのナビゲーション パスは、[操作（Operations）] >
[認証（Authentications）] > [ライブ セッションの表示（Show Live Sessions）] です。
表 124：ライブ セッション

フィールド

説明

開始（Initiated）

認証セッションが開始されたタイムスタンプを表示します。

更新（Updated）

CoA アクションなど何らかの変更のためにセッションが最後に更新されたタ
イム スタンプを表示します。

アカウント セッ ユーザ セッションの期間（秒単位）を表示します。
ション時間
（Account Session
Time）
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ライブ セッションの表示

フィールド

説明

セッション ス
エンドポイント デバイスの現在のステータスを表示します。
テータス（Session
Status）
CoA アクション
（CoA Action）

アクティブな RADIUS セッションの許可を動的に変更する場合や、アクティ
ブな RADIUS セッションの接続を解除する場合には、これを使用します。

繰り返し回数
（Repeat Count）

セッションが再試行された回数を表示します。

エンドポイント
エンドポイントの固有識別子を表示します。通常は MAC または IP アドレス
ID（Endpoint ID） です。
ID（Identity）

エンドポイント デバイスのユーザ名を表示します。

IP アドレス（IP
Address）

エンドポイント デバイスの IP アドレスを表示します。

監査セッション
NAS によって提供される一意のセッション ID を表示します。
ID（Audit Session
ID）
アカウント セッ NAS によって提供される一意の ID を表示します。
ション ID
（Account Session
ID）
エンドポイント
プロファイル
（Endpoint
Profile）

デバイスのエンドポイント プロファイルを表示します。

ポスチャ ステー
タス（Posture
Status）

ポスチャ検証のステータスと認証の詳細を表示します。

セキュリティ グ
ループ（Security
Group）

認証ログによって識別されるグループを表示します。

サーバ（Server） ログの生成元になったポリシー サービスが示されます。
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ライブ セッションの表示

フィールド

説明

認証方式（Auth
Method）

パスワード認証プロトコル（PAP）、チャレンジ ハンドシェイク認証プロト
コル（CHAP）、IEE 802.1x、dot1x など、RADIUS プロトコルによって使用
される認証方式を表示します。

認証プロトコル
（Authentication
Protocol）

保護拡張認証プロトコル（PEAP）や拡張認証プロトコル（EAP）など、使用
される認証プロトコルを表示します。

NAS IP アドレス
（NAS IP
Address）

ネットワーク デバイスの IP アドレスを表示します。

デバイス ポート
（Device Port）

ネットワーク デバイスに接続されたポートを表示します。

PRA アクション
（PRA Action）

ネットワークでのコンプライアンスのためにクライアントが正常にポスチャ
された後、そのクライアントで実行される定期的な再評価アクションを表示
します。

EPS ステータス
（EPS Status）

[隔離（Quarantine）]、[隔離解除（Unquarantine）]、または [シャットダウン
（Shutdown）] としてデバイスのエンドポイント保護サービスのステータス
を表示します。

WLC ローミング
（WLC Roam）

エンドポイントがローミング中に WLC 間でハンドオフされたことを追跡す
るために使用されるブール値（Y/N）を表示します。 cisco-av-pair=nas-update
の値は Y または N です。

パケット入力
（Packets In）

受信したパケットの数を表示します。

パケット出力
（Packets Out）

送信したパケットの数を表示します。

受信バイト数
（Bytes In）

受信したバイト数を表示します。

送信バイト数
（Bytes Out）

送信したバイト数を表示します。

セッション送信元 エンドポイントが RADIUS で認証されたか、ID マッピングで認証されたか
（Session Source） を表示します。
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診断ツール

診断ツール
RADIUS 認証のトラブルシューティングの設定
次の表では、RADIUS 認証の問題を認識し、解決できる [RADIUS 認証のトラブルシューティング
（RADIUS authentication troubleshooting）] ページのフィールドについて説明します。 このページ
へのナビゲーション パスは、[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）] > [RADIUS 認証のトラブルシュー
ティング（RADIUS Authentication Troubleshooting）] です。
表 125：RADIUS 認証のトラブルシューティングの設定

オプション

使用上のガイドライン

ユーザ名（Username）

認証をトラブルシューティングするユーザのユーザ名を入力します。

MAC アドレス（MAC
Address）

トラブルシューティングするデバイスの MAC アドレスを入力しま
す。

監査セッション ID（Audit トラブルシューティングする監査セッション ID を入力します。
Session ID）
NAS IP

NAS の IP アドレスを入力します。

NAS ポート（NAS Port） NAS のポート番号を入力します。
認証状況（Authentication RADIUS 認証のステータスを選択します。
Status）
失敗の理由（Failure
Reason）

失敗理由を入力するか、または [選択（Select）] をクリックしてリス
トから失敗理由を選択します。 失敗理由をクリアするには、[クリア
（Clear）] をクリックします。

時間範囲（Time Range） 時間範囲を選択します。 この時間範囲に作成された RADIUS 認証レ
コードが使用されます。
開始日時（Start
Date-Time）

[時間範囲（Time Range）] として [カスタム（Custom）] を選択した場
合は、開始日時を入力するか、またはカレンダ アイコンをクリック
して開始日時を選択します。 日付は mm/dd/yyyy 形式、時刻は hh:mm
形式である必要があります。

終了日時（End
Date-Time）

[時間範囲（Time Range）] として [カスタム（Custom）] を選択した場
合は、終了日時を入力するか、またはカレンダ アイコンをクリック
して終了日時を選択します。 日付は mm/dd/yyyy 形式、時刻は hh:mm
形式である必要があります。
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オプション

使用上のガイドライン

レコード数の取得（Fetch 取得するレコードの数をドロップダウン リストから選択します。10、
Number of Records）
20、50、100、200、または 500 を選択できます。

ネットワーク デバイス コマンドの実行の設定
次の表では、[ネットワーク デバイス コマンドの実行（Execute Network Device Command）] ペー
ジのフィールドについて説明します。これらのフィールドを使用して、ネットワーク デバイス上
で show コマンドを実行します。 このページのナビゲーション パスは、[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）] > [ネットワーク デバイスの実行（Execute Network Device）] です。
表 126：ネットワーク デバイス コマンドの実行の設定

オプション

使用上のガイドライン

情報の入力
ネットワーク デバイス IP
（Network Device IP）

コマンドを実行するネットワーク デバイスの IP アドレスを入
力します。

コマンド（Command）

show コマンドを入力します。

設定バリデータの評価の設定
次の表では、[設定バリデータの評価（Evaluate Configuration Validator）] ページのフィールドにつ
いて説明します。これらのフィールドを使用してネットワーク デバイスの設定を評価して、設定
の問題を特定します。 このページのナビゲーション パスは、[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）]
> [設定バリデータの評価（Evaluate Configuration Validator）] です。
表 127：設定バリデータの評価の設定

オプション

使用上のガイドライン

情報の入力
ネットワーク デバイス IP
（Network Device IP）

設定を評価するネットワーク デバイスの IP アドレスを入力し
ます。

推奨テンプレートと比較する設定項目を、次のうちから選択します。
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オプション

使用上のガイドライン

AAA

このオプションは、デフォルトで選択されます。

RADIUS

このオプションは、デフォルトで選択されます。

デバイス検出（Device
Discovery）

このオプションは、デフォルトで選択されます。

ログ（Logging）

このオプションは、デフォルトで選択されます。

Web 認証（Web Authentication） Web 認証の設定を比較する場合にこのチェックボックスをオン
にします。
プロファイラ設定（Profiler
Configuration）

プロファイラの設定を比較する場合にこのチェックボックスを
オンにします。

TrustSec

TrustSec 設定を比較する場合にこのチェックボックスをオンに
します。

802.1X

802.1X 設定を比較する場合にこのチェックボックスをオンにし
ます。使用可能ないずれかのオプションを選択します。

ポスチャのトラブルシューティングの設定
次の表では、ネットワーク内のポスチャ問題の検出と解決に使用する [ポスチャのトラブルシュー
ティング（Posture troubleshooting）] ページのフィールドについて説明します。 このページへのナ
ビゲーション パスは、[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）] > [ポスチャのトラブルシューティン
グ（Posture Troubleshooting）] です。
表 128：ポスチャのトラブルシューティングの設定

オプション

使用上のガイドライン

トラブルシューティングが必要なポスチャ イベントの検索と選択
ユーザ名（Username）

フィルタリング基準として使用するユーザ名を入力します。

MAC アドレス（MAC Address）

フィルタリング基準として使用する MAC アドレスを、
xx-xx-xx-xx-xx-xx 形式で入力します。

ポスチャ ステータス（Posture
Status）

フィルタリング基準として使用する認証ステータスを選択し
ます。
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オプション

使用上のガイドライン

失敗の理由（Failure Reason）

失敗理由を入力するか、または [選択（Select）] をクリック
してリストから失敗理由を選択します。 失敗理由をクリア
するには、[クリア（Clear）] をクリックします。

時間範囲（Time Range）

時間範囲を選択します。 この時間範囲に作成された RADIUS
認証レコードが使用されます。

開始日時：（Start Date-Time:）

（[時間範囲（Time Range）] として [カスタム（Custom）]
を選択した場合にのみ使用可能）開始日時を入力するか、ま
たはカレンダ アイコンをクリックして開始日時を選択しま
す。 日付は mm/dd/yyyy 形式、時刻は hh:mm 形式である必要
があります。

終了日時：（End Date-Time:）

（[時間範囲（Time Range）] として [カスタム（Custom）]
を選択した場合にのみ使用可能）終了日時を入力するか、ま
たはカレンダ アイコンをクリックして終了日時を選択しま
す。 日付は mm/dd/yyyy 形式、時刻は hh:mm 形式である必要
があります。

レコード数の取得（Fetch Number
of Records）

表示するレコードの数を選択します。10、20、50、100、
200、または 500 を選択できます。

検索結果
時刻（Time）

イベントの時刻

ステータス（Status）

ポスチャ ステータス

ユーザ名（Username）

イベントに関連付けられたユーザ名

MAC アドレス（MAC Address）

システムの MAC アドレス

失敗の理由（Failure Reason）

イベントの失敗理由

TCP ダンプの設定
次の表では、ネットワーク インターフェイスのパケットの内容をモニタし、ネットワークで問題
が発生したときにはトラブルシューティングするために使用する tcpdump ユーティリティ ページ
のフィールドについて説明します。 このページへのナビゲーション パスは、[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）] > [TCP ダンプ（TCP Dump）] です。
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表 129：TCP ダンプの設定

オプション
ステータス（Status）

使用上のガイドライン
• [停止済み（Stopped）]：tcpdump ユーティリティは実行
されていません。
• [開始（Start）]：tcpdump ユーティリティによるネット
ワークのモニタリングを開始する場合にクリックしま
す。
• [停止（Stop）]：tcpdump ユーティリティを停止する場
合にクリックします。

ホスト名（Host Name）

モニタするホストの名前をドロップダウン リストから選択
します。
（注）

ネットワーク インターフェイス
（Network Interface）

モニタするネットワーク インターフェイスの名前をドロッ
プダウン リストから選択します。
（注）

無差別モード（Promiscuous Mode）

インライン ポスチャ ノードは、サポートされてい
ません。

IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを持つすべての
ネットワーク インターフェイス カード（NIC）を
Cisco ISE 管理者ポータルに表示されるように設定
する必要があります。

• [オン（On）]：無差別モードを有効にする場合にクリッ
クします（デフォルト）。
• [オフ（Off）]：無差別モードを無効にする場合にクリッ
クします。
無差別モードがデフォルトのパケット スニッフィング モー
ドです。 有効に設定しておくことを推奨します。 このモー
ドでは、ネットワーク インターフェイスはすべてのトラ
フィックをシステムの CPU に渡します。

フィルタ（Filter）

フィルタリング基準として使用するブール式を入力します。
標準の tcpdump フィルタ式がサポートされます。

フォーマット（Format）

tcpdump ファイルのフォーマットを選択します。
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オプション

使用上のガイドライン

ダンプ ファイル（Dump File）

最後のダンプ ファイルに記録された、次のようなデータを
表示します。
Last created on Wed Apr 27 20:42:38 UTC 2011 by admin
File size: 3,744 bytes
Format: Raw Packet Data
Host Name: Positron
Network Interface: GigabitEthernet 0
Promiscuous Mode: On

• [ダウンロード（Download）]：最新のダンプ ファイル
をダウンロードする場合にクリックします。
• [削除（Delete）]：最新のダンプ ファイルを削除する場
合にクリックします。

SXP-IP マッピング
次の表では、デバイスとそのピア間のマッピングを比較するために使用する [SXP-IP マッピング
（SXP-IP mappings）] ページのフィールドについて説明します。 このページへのナビゲーション
パスは、[操作（Operations）] > [トラブルシューティング（Troubleshoot）] > [診断ツール（Diagnostic
Tools）] > [TrustSec ツール（Trustsec Tools）] > [SXP-IP マッピング（SXP-IP mappings）] です。
ピア SXP デバイス
表 130：SXP-IP マッピングのピア SXP デバイス

オプション

使用上のガイドライン

ピア SXP デバイス（Peer SXP Devices）
ピア IP アドレス（Peer IP ピア SXP デバイスの IP アドレス。
Address）
VRF

ピア デバイスの VRF インスタンス。

ピア SXP モード（Peer
SXP Mode）

送信者であるかまたは受信者であるかなどの、ピア デバイスの SXP
モード。

セルフ SXP モード（Self 送信者であるかまたは受信者であるかなどの、ネットワーク デバイ
SXP Mode）
スの SXP モード。
接続状態（Connection
State）

接続のステータス。
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オプション

使用上のガイドライン

共通接続パラメータ（Common Connection Parameters）
ユーザ共通接続パラメー すべてのピア SXP デバイスの共通接続パラメータを有効にする場合
タ（User Common
にこのチェックボックスをオンにします。
Connection Parameters）
（注）
共通接続パラメータが指定されていない場合、または何ら
かの理由で共通接続パラメータが機能しない場合には、
Expert Troubleshooter によって再度その特定のピア デバイス
に対する接続パラメータの入力を要求するプロンプトが表
示されます。
ユーザ名（Username）

ピア SXP デバイスのユーザ名を入力します。

パスワード（Password） ピア デバイスにアクセスするためのパスワードを入力します。
プロトコル（Protocol）

• プロトコルを選択します。
（注）

ポート（Port）

[Telnet] がデフォルトのオプションです。 [SSHv2] を選
択した場合は、ネットワーク デバイスで SSH 接続を
有効にする必要があります。

• ポート番号を入力します。 デフォルトのポート番号は、Telnet
は 23、SSH は 22 です。

イネーブル パスワード
（Enable Password）

イネーブル パスワードがログイン パスワードと異なる場合に入力し
ます。

ログイン パスワードと同 イネーブル パスワードがログイン パスワードと同じ場合は、この
じ（Same as login
チェックボックスをオンにします。
password）

IP ユーザ SGT
次の表では、[IP ユーザ SGT（IP User SGT）] ページのフィールドについて説明します。これらの
フィールドを使用して、デバイス上の IP-SGT 値を ISE が割り当てた SGT と比較します。 この
ページへのナビゲーション パスは、[操作（Operations）] > [トラブルシューティング（Troubleshoot）]
> [診断ツール（Diagnostic Tools）] > [TrustSec ツール（TrustSec Tools）] > [IP ユーザ SGT（IP User
SGT）] です。
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表 131：IP ユーザ SGT

オプション

使用上のガイドライン

情報の入力
ネットワーク デバイス IP（Network ネットワーク デバイスの IP アドレスを入力します。
Device IP）
結果のフィルタリング
ユーザ名（Username）

レコードをトラブルシューティングするユーザのユーザ名
を入力します。

ユーザ IP アドレス（User IP
Address）

レコードをトラブルシューティングするユーザの IP アドレ
スを入力します。

SGT

ユーザ SGT 値を入力します。

デバイス SGT の設定
次の表に、デバイス SGT を、割り当てられた最新の SGT 値と比較するために使用する [デバイス
SGT（Device SGT）] 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、
[操作（Operations）] > [トラブルシューティング（Troubleshoot）] > [診断ツール（Diagnostic Tools）]
> [TrustSec ツール（Trustsec Tools）] > [デバイス SGT（Device SGT）] です。
表 132：デバイス SGT の設定

オプション

使用上のガイドライン

情報の入力
ネットワーク デバイス IP
ISE によって割り当てられたデバイス SGT と比較するデバイ
（Network Device IPs）（カンマ区 ス SGT のネットワーク デバイス IP アドレスをカンマで区
切りのリスト）
切って入力します。
共通接続パラメータ（Common Connection Parameters）
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オプション

使用上のガイドライン

共通接続パラメータを使用（Use
Common Connection Parameters）

比較時に次の共通接続パラメータを使用する場合にこの
チェックボックスをオンにします。
• [ユーザ名（Username）]：ネットワーク デバイスのユー
ザ名を入力します。
• [パスワード（Password）]：パスワードを入力します。
• [プロトコル（Protocol）]：プロトコルを選択します。
（注）

[Telnet] がデフォルトのオプションです。
[SSHv2] を選択した場合は、ネットワーク デ
バイスで SSH 接続を有効にする必要がありま
す。

• [ポート（Port）]：ポート番号を入力します。 デフォル
トのポート番号は、Telnet は 23、SSH は 22 です。
イネーブル パスワード（Enable
Password）

イネーブル パスワードがログイン パスワードと異なる場合
に入力します。

ログイン パスワードと同じ（Same イネーブルパスワードがログインパスワードと同じ場合は、
as login password）
このチェックボックスをオンにします。

進行状況の詳細の設定
次の表では、いずれかの診断ツールの [ユーザ入力必須（User Input Required）] ボタンをクリック
すると表示される [進行状況詳細（Progress Details）] ページのフィールドについて説明します。
このページには、詳細なトラブルシューティング情報が表示されます。 このページへのナビゲー
ション パスは、[操作（Operations）] > [トラブルシューティング（Troubleshoot）] > [診断ツール
（Diagnostic Tools）] > [任意の診断ツール（Any Diagnostic Tool）] です。
表 133：進行状況の詳細の設定

オプション

使用上のガイドライン

ネットワーク デバイス a.b.c.d の接続パラメータの指定
ユーザ名（Username）

ネットワーク デバイスにログインするためのユーザ名を入力しま
す。

パスワード（Password）

パスワードを入力します。
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オプション

使用上のガイドライン

プロトコル（Protocol）

プロトコルを選択します。
（注）

[Telnet] がデフォルトのオプションです。 [SSHv2] を選択
した場合は、ネットワーク デバイスで SSH 接続を有効
にする必要があります。

ポート（Port）

ポート番号を入力します。

イネーブル パスワード
（Enable Password）

イネーブル パスワードを入力します。

ログイン パスワードと同じ イネーブル パスワードがログイン パスワードと同じ場合は、この
（Same As Login Password） チェックボックスをオンにします。
コンソール サーバを使用
（Use Console Server）

コンソール サーバを使用する場合にこのチェックボックスをオン
にします。

コンソール IP アドレス
（Console IP Address）

（[コンソール サーバを使用（Use Console Server）] チェックボッ
クスをオンにした場合）コンソールの IP アドレスを入力します。

高度なオプション（「タイムアウト エラー（Expect timeout error）」が表示される場合や、デバ
イスから非標準のプロンプト文字列が返される場合に使用）
（注）

高度なオプションは、一部のトラブルシューティング ツールに対してだけ表示されま
す。

ユーザ名用文字列
（Username Expect String）

Username: や Login: などの、ネットワーク デバイスによってユー
ザ名入力用プロンプトとして使用される文字列を入力します。

パスワード用文字列
（Password Expect String）

Password: などの、ネットワーク デバイスによってパスワード入力
用プロンプトとして使用される文字列を入力します。

プロンプト用文字列
（Prompt Expect String）

ネットワーク デバイスで使用されるプロンプトを入力します。 た
とえば、#、>、@ を入力します。

認証失敗用文字列
（Authentication Failure
Expect String）

Incorrect password や Login invalid などの、認証エラーが発生した場
合にネットワーク デバイスから返される文字列を入力します。

結果概要
次の表では、診断ツールを使用したときに結果として表示される結果概要ページのフィールドに
ついて説明します。

Cisco Identity Services Engine 管理者ガイド リリース 1.3
963

診断ツール

表 134：RADIUS 認証のトラブルシューティングの結果概要

オプション

使用上のガイドライン

診断と解決策（Diagnosis and Resolution）
診断（Diagnosis）

問題の診断がここに表示されます。

解決策（Resolution）

問題の解決手順がここに詳細に表示されます。

トラブルシューティングの概要（Troubleshooting Summary）
要約（Summary）

トラブルシューティング情報の各ステップの概要がここに表示されま
す。 任意のステップを展開して、詳細を表示できます。
すべての設定エラーが赤いテキストで示されます。
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パスワード ベースの認証
認証とは、ユーザ情報を検証してユーザ ID を確認することです。 従来の認証方式では、名前と
ある決まったパスワードが使用されていました。 これは、最も一般的かつ単純で、低コストの認
証方式です。 この方式の欠点は、ユーザ名やパスワードの情報が簡単に第三者に伝えられたり、
推測または不正に取得されたりする可能性がある点です。 単純な暗号化されていないユーザ名と
パスワードを使用する方法は、強力な認証方式とは考えられていませんが、インターネット アク
セスなど、許可または特権レベルが低い場合は十分に要件を満たす可能性があります。

暗号化されたパスワードと暗号化技術を使用したセキュアな認証
ネットワーク上でパスワードが不正に取得される危険性を低減するには、暗号化を使用する必要
があります。 RADIUS などのクライアント/サーバ アクセス コントロール プロトコルでは、パス
ワードを暗号化することにより、ネットワーク内でパスワードが不正に取得される事態を防止し
ます。 ただし、RADIUS は認証、許可、およびアカウンティング（AAA）クライアントと Cisco
ISE との間でだけ動作します。 認証プロセスでは、このポイントの前で、許可されていないユー
ザが次のような例で暗号化されていないパスワードを入手する可能性があります。
• 電話回線を介してダイヤルアップ接続を行うエンドユーザ クライアントとの間の通信
• ネットワーク アクセス サーバで終了する ISDN 回線
• エンドユーザ クライアントとホスティング デバイスの間の Telnet セッションを介して行わ
れる通信
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よりセキュアな方式では、チャレンジ ハンドシェイク認証プロトコル（CHAP）、ワンタイム パ
スワード（OTP）、および高度な EAP ベースのプロトコルの内部で使用されるような暗号化技術
を使用します。 Cisco ISE は、これらのさまざまな認証方式をサポートしています。

認証方式と許可特権
認証と許可には基本的な暗黙の関係があります。 ユーザに与えられる許可特権が多くなればなる
ほど、それに応じて認証を強化する必要があります。 Cisco ISE では、さまざまな認証方式を提供
することにより、この関係がサポートされています。

Cisco ISE の RADIUS プロトコルのサポート
RADIUS は、クライアント/サーバ プロトコルです。リモート アクセス サーバは、このプロトコ
ルを使用して中央サーバと通信してダイヤルイン ユーザを認証し、要求されたシステムまたは
サービスへのアクセスを許可します。 RADIUS を使用すると、すべてのリモート サーバが共有で
きる中央データベースでユーザプロファイルを管理できます。このプロトコルはセキュリティを
向上させます。また、このプロトコルを使用して、単一の管理ネットワーク ポイントで適用され
るポリシーを設定できます。
RADIUS は、Cisco ISE の RADIUS クライアントとしても機能し、リモート RADIUS サーバへの要
求をプロキシ処理します。また、アクティブ セッション中に許可変更（CoA）アクティビティを
提供します。
Cisco ISE では、RFC 2865 と、その仕様および拡張仕様に記載されているすべての一般的な RADIUS
属性の包括的なサポートに従って、RADIUS プロトコルのフローがサポートされます。 Cisco ISE
では、Cisco ISE ディクショナリで定義されているベンダーだけを対象に、ベンダー固有属性の解
析がサポートされます。
RADIUS インターフェイスでは、RFC 2865 で定義されている次の属性データ型がサポートされま
す。
• テキスト（Unicode Transformation Format（UTF））
• 文字列（バイナリ）
• アドレス（IP）
• 整数（Integer）
• 時刻（Time）

ユーザのネットワーク アクセス
ネットワーク アクセスでは、ホストはネットワーク デバイスに接続し、ネットワーク リソース
の使用を要求します。ネットワークデバイスは、新しく接続されたホストを識別し、転送方式と
して RADIUS プロトコルを使用して、ユーザの認証および許可を Cisco ISE に要求します。
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Cisco ISE では、RADIUS プロトコルを使用して転送されるプロトコルに応じて、ネットワーク ア
クセス フローがサポートされます。

EAP を使用しない RADIUS ベースのプロトコル
EAP を含まない RADIUS ベースのプロトコルは、次のとおりです。
• パスワード認証プロトコル（PAP）
• CHAP
• Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 1（MS-CHAPv1）
• MS-CHAP バージョン 2（MS-CHAPv2）

RADIUS-Based Non-EAP 認証フロー
ここでは、EAP 認証を使用しない RADIUS ベースのフローについて説明します。 PAP 認証を使用
する RADIUS ベースのフローは、次のプロセスで発生します。
1 ホストがネットワーク デバイスに接続します。
2 ネットワーク デバイスが RADIUS 要求（Access-Request）を Cisco ISE に送信します。この要
求には、使用する特定のプロトコル（PAP、CHAP、MS-CHAPv1、または MS-CHAPv2）に適
した RADIUS 属性が含まれます。
3 Cisco ISE では、ID ストアを使用してユーザ クレデンシャルを検証します。
4 RADIUS 応答（Access-Accept または Access-Reject）が、決定を適用するネットワーク デバイ
スに送信されます。
次の図は、EAP を使用しない RADIUS ベースの認証を示しています。
図 38：EAP を使用しない RADIUS ベースの認証

Cisco ISE でサポートされる非 EAP プロトコルは次のとおりです。

パスワード認証プロトコル
PAP では、ユーザが双方向ハンドシェイクを使用して ID を確立できる単純な方法が提供されま
す。 PAP パスワードは共有秘密を使用して暗号化されるため、最もセキュリティ レベルの低い認
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証プロトコルです。 PAP は、反復的な試行錯誤攻撃に対する保護がほとんどないため、確実な認
証方式ではありません。

Cisco ISE の RADIUS-Based PAP 認証
Cisco ISE では、ID ストアに対してユーザ名とパスワードのペアをチェックし、最終的にその認証
を確認するか、接続を終了します。
Cisco ISE では、異なるセキュリティ レベルを同時に使用して、さまざまな要件に対応できます。
PAP は双方向ハンドシェイク手順を適用します。 認証に成功した場合、Cisco ISE は確認応答を返
します。認証に失敗した場合、Cisco ISE は接続を終了するか、認証の要求元にもう一度チャンス
を与えます。
認証の要求元が、試行の頻度とタイミングを総合的に制御します。 したがって、より強力な認証
方式を使用できるサーバは、PAP よりも前にその方式のネゴシエーションを提案します。 PAP は
RFC 1334 で定義されています。
Cisco ISE では、RADIUS UserPassword 属性に基づく標準の RADIUS PAP 認証がサポートされま
す。 RADIUS PAP 認証は、すべての ID ストアと互換性があります。
PAP 認証フローを使用する RADIUS には、試行の成功と失敗のロギングが含まれます。

チャレンジ ハンドシェイク認証プロトコル
CHAP は、応答時に一方向の暗号化を使用するチャレンジ/レスポンス方式です。 CHAP を使用す
ることで、Cisco ISE は、セキュリティ レベルの高い順からセキュリティ暗号化方式をネゴシエー
トし、プロセス中に伝送されるパスワードを保護します。 CHAP パスワードは再利用が可能です。
Cisco ISE 内部データベースを認証に使用する場合は、PAP または CHAP のどちらかを使用できま
す。 CHAP は、Microsoft ユーザ データベースでは使用できません。 RADIUS PAP と比較した場
合、エンドユーザ クライアントから AAA クライアントに通信するときに CHAP を使用すると、
パスワードが暗号化されるため、高いセキュリティ レベルを確保できます。
Cisco ISE では、RADIUS ChapPassword 属性に基づく標準の RADIUS CHAP 認証がサポートされま
す。 Cisco ISE では、外部 ID ストアを使用した RADIUS CHAP 認証だけがサポートされます。

Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 1
Cisco ISE では、RADIUS MS-CHAPv1 認証およびパスワード変更機能がサポートされます。 RADIUS
MS-CHAPv1 には、Change-Password-V1 と Change-Password-V2 の 2 つのバージョンのパスワード
変更機能が含まれます。Cisco ISE は RADIUS MS-CHAP-CPW-1 属性に基づいた Change-Password-V1
パスワード変更をサポートせず、MS-CHAP-CPW-2 属性に基づいた Change-Password-V2 のみをサ
ポートします。RADIUS MS-CHAPv1 認証およびパスワード変更機能は、次の ID ソースを使用し
てサポートされます。
• 内部 ID ストア
• Microsoft Active Directory ID ストア
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Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2
RADIUS MS-CHAPv2 認証およびパスワード変更機能は、次の ID ソースを使用してサポートされ
ます。
• 内部 ID ストア
• Microsoft Active Directory ID ストア

RADIUS ベースの EAP プロトコル
EAP では、さまざまな認証タイプをサポートする拡張可能なフレームワークが提供されます。 こ
こでは、Cisco ISE でサポートされる EAP 方式について説明します。次のトピックを扱います。
単純な EAP 方式
• EAP-Message Digest 5
• Lightweight EAP
認証に Cisco ISE サーバ証明書を使用する EAP 方式
• PEAP/EAP-MS-CHAPv2
• PEAP/EAP-GTC
• EAP-FAST/EAP-MS-CHAPv2
• EAP-FAST/EAP-GTC
上記にリストした方式とは別に、サーバ認証とクライアント認証の両方に証明書を使用する EAP
方式があります。

RADIUS-Based EAP 認証フロー
認証プロセスで EAP が使用される場合は常に、そのプロセスよりも、具体的にどの EAP 方式（お
よび該当する場合は内部方式）を使用する必要があるかを決定するネゴシエーション フェーズが
先行します。 EAP ベースの認証は、次のプロセスで発生します。
1 ホストがネットワーク デバイスに接続します。
2 ネットワーク デバイスが EAP 要求をホストに送信します。
3 ホストは、EAP 応答によって、ネットワーク デバイスに応答します。
4 ネットワーク デバイスは、ホストから受信した EAP 応答を RADIUS Access-Request 内に
（EAP-Message RADIUS 属性を使用して）カプセル化し、RADIUS Access-Request を Cisco ISE
に送信します。
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5 Cisco ISE は、RADIUS パケットから EAP 応答を抽出して新しい EAP 要求を作成し、この EAP
要求を RADIUS Access-Challenge 内に（この場合も EAP-Message RADIUS 属性を使用して）カ
プセル化し、ネットワーク デバイスに送信します。
6 ネットワーク デバイスは、EAP 要求を抽出し、ホストへ送信します。
この方法で、ホストと Cisco ISE は間接的に EAP メッセージを交換します（EAP メッセージは、
RADIUS を使用して転送され、ネットワーク デバイスを介して渡されます）。 この方法で交換さ
れる EAP メッセージの最初のセットによって、特定の EAP 方式がネゴシエートされます。その
後、認証を実行する場合に、この EAP 方式が使用されます。
その後交換される EAP メッセージは、実際の認証の実行に必要なデータを伝送するために使用さ
れます。 ネゴシエートされた特定の EAP 認証方式で必要な場合、Cisco ISE では ID ストアを使用
してユーザ クレデンシャルを検証します。
Cisco ISE では、認証が成功か失敗かを決定した後、EAP-Success または EAP-Failure メッセージ
を、RADIUS Access-Accept または Access-Reject メッセージ内にカプセル化された状態で、ネット
ワーク デバイスに（最終的にはホストにも）送信します。
次の図は、EAP を使用する RADIUS ベースの認証を示しています。
図 39：EAP を使用する RADIUS ベースの認証

Extensible Authentication Protocol-Message Digest 5
Extensible Authentication Protocol-Message Digest 5（EAP-MD5）では、一方向のクライアント認証
が提供されます。 サーバは、クライアントにランダム チャレンジを送信します。 クライアント
は、チャレンジとそのパスワードを MD5 で暗号化することによって、応答でその ID を証明しま
す。 中間者がチャレンジと応答を見ることができるため、EAP-MD5 は、公開メディアで使用さ
れる場合にはディクショナリ攻撃に対して脆弱です。 サーバ認証が行われないため、スプーフィ
ングに対しても脆弱です。 Cisco ISE では、Cisco ISE 内部 ID ストアに対する EAP-MD5 認証がサ
ポートされます。 EAP-MD5 プロトコルを使用している場合は、ホスト ルックアップもサポート
されます。

Lightweight Extensible Authentication Protocol
Cisco ISE では現在、Lightweight Extensible Authentication Protocol（LEAP）を Cisco Aironet ワイヤ
レス ネットワーキングに対してだけ使用します。 このオプションを有効にしないと、LEAP 認証
を実行するように設定された Cisco Aironet エンドユーザ クライアントは、ネットワークにアクセ
スできなくなります。 Cisco Aironet エンドユーザ クライアントすべてが Extensible Authentication
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Protocol-Transport Layer Security（EAP-TLS）などの異なる認証プロトコルを使用する場合は、こ
のオプションを無効にすることを推奨します。

（注）

[ネットワーク デバイス（Network Devices）] セクションで RADIUS（Cisco Aironet）デバイス
として定義された AAA クライアントを使用してユーザがネットワークにアクセスする場合は、
LEAP、EAP-TLS、またはその両方を有効にする必要があります。これ以外の場合、Cisco Aironet
ユーザは認証を受けることができません。

保護拡張認証プロトコル
保護拡張認証プロトコル（PEAP）では、相互認証が提供され、脆弱なユーザ クレデンシャルの機
密性と整合性が保証されます。またこのプロトコルでは、自身をパッシブ（盗聴）およびアクティ
ブ（中間者）攻撃から保護し、セキュアに暗号キー関連情報を生成します。 PEAP は、IEEE 802.1X
標準および RADIUS プロトコルと互換性があります。 Cisco ISE では、Extensible Authentication
Protocol-Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol（EAP-MS-CHAP）、Extensible
Authentication Protocol-Generic Token Card（EAP-GTC）、および EAP-TLS 内部方式で PEAP バー
ジョン 0（PEAPv0）と PEAP バージョン 1（PEAPv1）がサポートされます。 Cisco Secure Services
Client（SSC）サプリカントでは、Cisco ISE でサポートされるすべての PEAPv1 内部方式がサポー
トされます。

PEAP の使用の利点
PEAP を使用すると、次のような利点があります。PEAP は、広く実装されセキュリティが細部に
わたって確認された TLS に基づいています。 キーを生成しない方式に対しては、キーを確立しま
す。 トンネル内で ID を送信します。 内部方式の交換と結果メッセージを保護します。 フラグメ
ンテーションがサポートされます。

PEAP プロトコルでサポートされているサプリカント
PEAP では、次のサプリカントがサポートされます。
• Microsoft Built-In Clients 802.1X XP
• Microsoft Built-In Clients 802.1X Vista
• Cisco Secure Services Client（SSC）Release 4.0
• Cisco SSC リリース 5.1
• Funk Odyssey Access Client リリース 4.72
• Intel リリース 12.4.0.0

PEAP プロトコルのフロー
PEAP カンバセーションは、次の 3 つの部分に分かれます。
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1 Cisco ISE とピアが TLS トンネルを構築します。 Cisco ISE は自身の証明書を提示しますが、ピ
アは提示しません。 ピアと Cisco ISE はキーを作成して、トンネル内のデータを暗号化します。
2 内部方式によって、次のようにトンネル内のフローが決定されます。
EAP-MS-CHAPv2 内部方式：EAP-MS-CHAPv2 パケットは、ヘッダーなしでトンネル内を移動
します。 ヘッダーの先頭のバイトにタイプ フィールドが含まれます。 EAP-MS-CHAPv2 内部
方式では、パスワード変更機能がサポートされます。 ユーザが管理者ポータルでパスワードの
変更を試行できる回数を設定できます。 ユーザ認証試行回数は、この回数で制限されます。
EAP-GTC 内部方式：PEAPv0 と PEAPv1 の両方が EAP-GTC 内部方式をサポートしています。
サポートされるサプリカントでは、EAP-GTC 内部方式を使用する PEAPv0 はサポートされま
せん。 EAP-GTC では、パスワード変更機能がサポートされます。 ユーザが管理者ポータルで
パスワードの変更を試行できる回数を設定できます。 ユーザ認証試行回数は、この回数で制限
されます。EAP-TLS 内部方式：Windows に組み込みのサプリカントは、トンネルの確立後、
メッセージのフラグメンテーションをサポートしません。これは EAP-TLS 内部方式に影響を
与えます。 Cisco ISE では、トンネルが確立された後の外部 PEAP メッセージのフラグメンテー
ションはサポートされません。 トンネルの確立中、フラグメンテーションは PEAP のドキュメ
ントで指定されているとおりに動作します。 PEAPv0 では EAP-TLS パケット ヘッダーが除去
され、PEAPv1 では EAP-TLS パケットが変更されずに送信されます。拡張認証プロトコル タ
イプ、長さ、値（EAP-TLV）拡張：EAP-TLV パケットは変更されずに送信されます。 EAP-TLV
パケットは、トンネル内をヘッダー付きで移動します。
3 カンバセーションが内部方式に到達した場合、保護された成功と失敗の確認応答があります。
クライアント EAP メッセージは常に RADIUS Access-Request メッセージで送信され、サーバ
EAP メッセージは常に RADIUS Access-Challenge メッセージで送信されます。 EAP-Success メッ
セージは、常に RADIUS Access-Accept メッセージで送信されます。 EAP-Failure メッセージ
は、常に RADIUS Access-Reject メッセージで送信されます。 クライアント PEAP メッセージ
をドロップすると、RADIUS クライアント メッセージがドロップされます。

Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling
Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling（EAP-FAST）は、相互
認証を提供する認証プロトコルであり、共有秘密を使用してトンネルを確立します。 このトンネ
ルは、パスワードに基づく弱い認証方式を保護するために使用されます。 Protected Access Credentials
（PAC）キーと呼ばれる共有秘密は、トンネルのセキュリティを確保するときにクライアントと
サーバを相互認証するために使用されます。

EAP-FAST の利点
EAP-FAST は、他の認証プロトコルに比べて次の利点があります。
• 相互認証：EAP サーバはピアの ID と信頼性を確認できる必要があり、ピアは EAP サーバの
信頼性を確認できる必要があります。
• パッシブ ディクショナリ攻撃に対する耐性：多くの認証プロトコルでは、ピアから EAP サー
バにパスワードがクリア テキストまたはハッシュとして明示的に提供される必要がありま
す。
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• 中間者攻撃に対する耐性：相互認証された保護トンネルの確立時に、プロトコルは、ピアと
EAP サーバとの間のカンバセーションに攻撃者が情報を挿入することを防ぐ必要がありま
す。
• MS-CHAPv2 や汎用トークン カード（GTC）などの多くの異なるパスワード認証インターフェ
イスをサポートできる柔軟性：EAP-FAST は、同じサーバで複数の内部プロトコルをサポー
トできる拡張可能なフレームワークです。
• 効率性：無線メディアを使用する場合、ピアは計算資源と電源リソースを制限されます。
EAP-FAST では、ネットワーク アクセス通信の計算を軽量化できます。
• 認証サーバのユーザごとの認証状態要件の最小化：大規模な展開では、通常、多くのサーバ
が多くのピアに対する認証サーバとして機能する必要があります。 ユーザ名とパスワードを
使用してネットワークにアクセスするのと同じように、ピアが同じ共有秘密を使用してトン
ネルのセキュリティを確保することも強く推奨されます。 EAP-FAST により、サーバでキャッ
シュおよび管理する必要があるユーザごとおよびデバイスごとの状態を最小にすることがで
き、ピアによる強力な単一共有秘密の使用が容易になります。

EAP-FAST フロー
EAP-FAST プロトコルのフローは常に、次のフェーズを組み合わせたものになります。
1 プロビジョニング フェーズ：これは EAP-FAST のフェーズ 0 です。 このフェーズでは、Cisco
ISE とピアとの間で共有される、PAC と呼ばれる一意の強力な秘密を使用して、ピアがプロビ
ジョニングされます。
2 トンネル確立フェーズ：PAC を使用して新しいトンネル キーを確立することによって、クラ
イアントとサーバを相互認証します。 トンネル キーはその後、残りのカンバセーションを保
護するために使用され、メッセージの機密性と信頼性を提供します。
3 認証フェーズ：認証がトンネル内で処理され、セッション キーの生成と保護された終了が行わ
れます。Cisco ISE では、EAP-FAST バージョン 1 および 1a がサポートされます。
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章

Cisco ISE の機能をサポートするために必要
なスイッチとワイヤレス LAN コントローラ
の設定
Cisco ISE がネットワーク スイッチと相互運用し、Cisco ISE の機能がネットワーク セグメント全
体で正常に動作することを保証するには、Cisco ISE との通信に必要な NTP、RADIUS/AAA、
802.1X、MAB などの設定を使用して、ネットワーク スイッチを設定する必要があります。
• スイッチでの標準 Web 認証のサポートの有効化, 976 ページ
• 代理 RADIUS トランザクション用のローカル ユーザ名とパスワードの定義, 976 ページ
• ログとアカウンティングのタイムスタンプの正確性を保証するための NTP サーバ設定, 976
ページ
• AAA 機能を有効にするコマンド, 977 ページ
• スイッチ上の RADIUS サーバの設定, 977 ページ
• RADIUS アカウンティングの開始/停止をインライン ポスチャ ノードに送信するためのスイッ
チの設定, 978 ページ
• RADIUS 許可変更（CoA）を有効にするコマンド, 978 ページ
• デバイス トラッキングと DHCP スヌーピングを有効にするコマンド, 979 ページ
• 802.1X ポートベースの認証を有効にするコマンド, 979 ページ
• クリティカルな認証の EAP を有効にするコマンド, 979 ページ
• リカバリ遅延を使用して AAA 要求をスロットリングするコマンド, 980 ページ
• 適用状態に基づく VLAN の定義, 980 ページ
• スイッチのローカル（デフォルト）ACL 定義, 981 ページ
• Cisco TrustSec スイッチ ポートの有効化, 982 ページ
• EPM ロギングを有効にするコマンド, 984 ページ
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• SNMP トラップを有効にするコマンド, 984 ページ
• プロファイリング用の SNMP v3 クエリーを有効にするコマンド, 984 ページ
• プロファイラによる収集を可能にするための MAC 通知トラップを有効にするコマンド, 985
ページ
• スイッチ上での RADIUS Idle-timeout の設定, 985 ページ
• iOS サプリカント プロビジョニングのためのワイヤレス LAN コントローラ設定, 985 ページ
• Apple デバイス用のワイヤレス LAN コントローラのサポート, 985 ページ
• MDM Interoperability のためのワイヤレス LAN コントローラでの ACL の設定, 986 ページ

スイッチでの標準 Web 認証のサポートの有効化
認証時の URL リダイレクションのプロビジョニングなど、Cisco ISE 用の標準 Web 認証機能を有
効にするには、次のコマンドをスイッチ設定に含めます。
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.2.3
ip http server
! Must enable HTTP/HTTPS for URL-redirection on port 80/443

ip http secure-server

代理 RADIUS トランザクション用のローカル ユーザ名とパスワードの
定義
スイッチがこのネットワーク セグメントの RADIUS サーバであるかのように Cisco ISE ノードと
通信するには、次のコマンドを入力します。
username test-radius password 0 cisco123

ログとアカウンティングのタイムスタンプの正確性を保証するための
NTP サーバ設定
次のコマンドを入力して、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] >
[システム時刻（System Time）] で Cisco ISE に設定したのと同じ NTP サーバを指定していること
を確認してください。
ntp server <IP_address>|<domain_name>
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AAA 機能を有効にするコマンド
802.1X および MAB 認証機能など、スイッチと Cisco ISE との間でさまざまな AAA 機能を有効に
するには、次のコマンドを入力します。
aaa new-model
! Creates an 802.1X port-based authentication method list

aaa authentication dot1x default group radius
! Required for VLAN/ACL assignment

aaa authorization network default group radius
! Authentication & authorization for webauth transactions

aaa authorization auth-proxy default group radius
! Enables accounting for 802.1X and MAB authentications

aaa accounting dot1x default start-stop group radius
!

aaa session-id common
!

aaa accounting update periodic 5
! Update AAA accounting information periodically every 5 minutes

aaa accounting system default start-stop group radius
!

aaa server radius dynamic-author <cr>
client 10.0.56.17 server-key cisco
! Enables Cisco ISE to act as a AAA server when interacting with the client at IP address
10.0.56.17

スイッチ上の RADIUS サーバの設定
Cisco ISE と相互運用し、RADIUS ソース サーバとして動作するようスイッチを設定するには、次
のコマンドを入力します。
!

radius-server attribute 6 on-for-login-auth
! Include RADIUS attribute 8 in every Access-Request

radius-server attribute 8 include-in-access-req
! Include RADIUS attribute 25 in every Access-Request
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radius-server attribute 25 access-request include
! Wait 3 x 30 seconds before marking RADIUS server as dead

radius-server dead-criteria time 30 tries 3
! Use RFC-standard ports (1812/1813)

radius-server host <Cisco_ISE_IP_address> auth-port 1812 acct-port 1813 test usernametest-radius key
0 <RADIUS-KEY>
!

radius-server vsa send accounting
!

radius-server vsa send authentication
!
! send RADIUS requests from the MANAGEMENT VLAN

ip radius source-interface <VLAN_number>

（注）

3 回の再試行を含む 30 秒のデッド基準時間を設定し、Active Directory を認証に使用する RADIUS
要求に対して、より長い応答時間を提供することを推奨します。

RADIUS アカウンティングの開始/停止をインライン ポスチャ ノードに
送信するためのスイッチの設定
セッションの始めと終わりに RADIUS アカウンティングの「開始」および「停止」メッセージを
それぞれインライン ポスチャ ノードに送信し、それらのメッセージにリモート デバイスの IP ア
ドレスを含めるようネットワーク アクセス デバイスを設定する必要があります。 インライン ポ
スチャ ノードでは、デバイスの IP アドレスを、セッション中にダウンロードされた関連する許可
プロファイルと関連付けます。たとえば、リモートデバイスが初回ログイン時に「コンプライア
ンス状態が不明な」許可プロファイルを保持した状態から、CoA に従って「準拠した」許可プロ
ファイルに切り替える（デバイスのポスチャ評価の成功が前提となります）場合があります。

RADIUS 許可変更（CoA）を有効にするコマンド
スイッチが RADIUS 許可変更動作を適切に処理し、Cisco ISE のポスチャ機能をサポートできるよ
うにするための設定を指定するには、次のコマンドを入力します。
aaa server radius dynamic-author
client <ISE-IP> server-key 0 cisco123
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（注）

Cisco ISE では、RFC の CoA 用デフォルト ポート 3799 に対して、ポート 1700（Cisco IOS ソフ
トウェアのデフォルト）を使用します。 既存の Cisco Secure ACS 5.x ユーザは、既存の ACS の
実装の一部として CoA を使用している場合、すでにこれをポート 3799 に設定している可能性
があります。

デバイス トラッキングと DHCP スヌーピングを有効にするコマンド
セキュリティに関連する Cisco ISE のオプション機能を提供できるようにするには、次のコマンド
を入力することによって、デバイス トラッキングと DHCP スヌーピングを有効にし、スイッチ
ポートのダイナミック ACL 内で IP 置換を実現します。
! Optional

ip dhcp snooping
! Required!

ip device tracking
RADIUS アカウンティングでは、DHCP スヌーピングが有効になっていても、DHCP 属性は IOS
センサーによって Cisco ISE に送信されません。 このような場合、DHCP スヌーピングを VLAN
で有効にして DHCP をアクティブにする必要があります。
VLAN で DHCP スヌーピングを有効にするには、次のコマンドを使用します。
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 1-100
（データおよび VLAN に使用する範囲を含める必要があります）

802.1X ポートベースの認証を有効にするコマンド
スイッチ ポートに対してグローバルに 802.1X 認証を有効にするには、次のコマンドを入力しま
す。
dot1x system-auth-control

クリティカルな認証の EAP を有効にするコマンド
サプリカントによる LAN 経由での認証要求をサポートするには、次のコマンドを入力することに
よって、EAP をクリティカルな認証（アクセスできない認証バイパス）に対して有効にします。
dot1x critical eapol
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リカバリ遅延を使用して AAA 要求をスロットリングするコマンド
クリティカルな認証リカバリ イベントが発生した場合、次のコマンドを入力することによって、
自動的に遅延（秒単位）を発生させるようスイッチを設定し、Cisco ISE がリカバリ後にサービス
を再起動できるようにすることが可能です。
authentication critical recovery delay 1000

適用状態に基づく VLAN の定義
ネットワーク内の既知の適用状態に基づいて VLAN 名、番号、および SVI を定義するには、次の
コマンドを入力します。 ネットワーク間のルーティングを有効にするには、それぞれの VLAN イ
ンターフェイスを作成します。これは特に、同じネットワークセグメントを経由して渡される、
複数のソースからのトラフィックを処理する場合に役立ちます。たとえば、PC とその PC がネッ
トワークへの接続時に経由する IP 電話の両方からのトラフィックが考えられます。

（注）

1 つ目の IP ヘルパーは DHCP サーバにアクセスし、2 つ目の IP ヘルパーは DHCP 要求のコピー
をプロファイリング用にインライン ポスチャ ノードに送信します。

vlan <VLAN_number>
name ACCESS!
vlan <VLAN_number>
name VOICE
!

interface <VLAN_number>
description ACCESS
ip address 10.1.2.3 255.255.255.0
ip helper-address <DHCP_Server_IP_address>
ip helper-address <Cisco_ISE_IP_address>
!

interface <VLAN_number>
description VOICE
ip address 10.2.3.4 255.255.255.0
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ip helper-address <DHCP_Server_IP_address>

スイッチのローカル（デフォルト）ACL 定義
このような機能を古いバージョンのスイッチ（Cisco IOS ソフトウェア リリースのバージョンが
12.2(55)SE よりも前）で有効にし、Cisco ISE が認証と許可に必要なダイナミック ACL の更新を実
行できるようにするには、次のコマンドを入力します。
ip access-list extended ACL-ALLOW
permit ip any any
!
ip access-list extended ACL-DEFAULT
remark DHCP
permit udp any eq bootpc any eq bootps
remark DNS
permit udp any any eq domain
remark Ping
permit icmp any any
remark Ping
permit icmp any any
remark PXE / TFTP
permit udp any any eq tftp
remark Allow HTTP/S to ISE and WebAuth portal
permit tcp any host <Cisco_ISE_IP_address> eq www

permit tcp any host <Cisco_ISE_IP_address> eq 443

permit tcp any host <Cisco_ISE_IP_address> eq 8443

permit tcp any host <Cisco_ISE_IP_address> eq 8905
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permit udp any host <Cisco_ISE_IP_address> eq 8905

permit udp any host <Cisco_ISE_IP_address> eq 8906

permit tcp any host <Cisco_ISE_IP_address> eq 8080

permit udp any host <Cisco_ISE_IP_address> eq 9996

remark Drop all the rest
deny ip any any log
!
! The ACL to allow URL-redirection for WebAuth

ip access-list extended ACL-WEBAUTH-REDIRECT
deny ip any host <Cisco_ISE_IP_address>
permit tcp any any eq www
permit tcp any any eq 443
permit tcp any any eq 8443

Cisco TrustSec スイッチ ポートの有効化
Cisco ISE が既存の Cisco TrustSec の展開と相互運用できるようにするには、次の手順を使用して、
スイッチで必要なすべての機能を有効にします。

手順
ステップ 1

すべてのアクセス スイッチ ポートのコンフィギュレーション モードを開始します。
interface range FastEthernet0/1-8

ステップ 2

次のように、（トランク モードではなく）アクセス モードのスイッチ ポートを有効にします。
switchport mode access

ステップ 3

静的にアクセス VLAN を設定します。 アクセス VLAN のローカル プロビジョニングを提供する
この手順は、オープン モード認証に必要となります。
switchport access <VLAN_number>

ステップ 4

静的に音声 VLAN を設定します。
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switchport voice <VLAN_number>
ステップ 5

オープン モード認証を有効にします。 オープン モードを使用すると、認証が完了する前に、ト
ラフィックをデータおよび音声 VLAN 上にブリッジングできます。 実稼働環境では、ポートベー
スの ACL を使用して不正アクセスを防ぐことを強く推奨します。
! Enables pre-auth access before AAA response; subject to port ACL authentication open

ステップ 6

ポートベースの ACL を適用して、認証されていないエンドポイントからアクセス VLAN 上にデ
フォルトでどのトラフィックをブリッジングするかを決定します。 最初にすべてのアクセスを許
可してからポリシーを適用する必要があるため、ACL-ALLOW を適用して、スイッチ ポートを通
過するすべてのトラフィックを許可する必要があります。 すでに現時点のすべてのトラフィック
を許可するデフォルトの ISE 許可を作成しましたが、この理由は、完全な可視性を実現し、既存
のエンドユーザ環境にはまだ影響を与えないようにするためです。
! An ACL must be configured to prepend dACLs from AAA server. ip access-group ACL-ALLOW in
（注）
DSBU スイッチ上に Cisco IOS Release 12.2(55)SE ソフトウェアを用意する前に、RADIUS
AAA サーバからのダイナミック ACL を適用するためのポート ACL が必要です。 デフォ
ルトの ACL を用意できなかった場合、割り当てられた dACL はスイッチによって無視
されます。 Cisco IOS Release12.2(55)SE ソフトウェアでは、デフォルトの ACL が自動的
に生成および適用されます。
（注）
テストの現段階では、ポートベースの 802.1X 認証を有効にし、さらに既存のネットワー
クへの影響を避けるために、ACL-ALLOW を使用しています。 今後のテストでは、実
稼働環境に必要のないトラフィックをブロックする、異なる ACL-DEFAULT を適用す
る予定です。

ステップ 7

マルチ認証ホスト モードを有効にします。 マルチ認証は、基本的には複数ドメイン認証（MDA）
のスーパーセットです。 MDA では、データ ドメイン内の単一のエンドポイントだけが許可され
ます。 マルチ認証を設定すると、音声ドメイン内では認証された単一の電話が（MDA の場合と
同じように）許可されますが、データドメイン内では認証できるデータデバイスの数に制限があ
りません。
! Allow voice + multiple endpoints on same physical access port authentication host-mode multi-auth
（注）
IP 電話の背後で複数のデータ デバイス（仮想デバイスであるかハブに接続されている
物理デバイスであるかにかかわらず）を使用すると、アクセス ポートの物理リンクス
テート認識度が低下する可能性があります。

ステップ 8

次のように、さまざまな認証方式オプションを有効にします。
! Enable re-authentication authentication periodic ! Enable re-authentication via RADIUS Session-Timeout
authentication timer reauthenticate server authentication event fail action next-method authentication
event server dead action authorize <VLAN_number> authentication event server alive action reinitialize
! IOS Flex-Auth authentication should do 802.1X then MAB authentication order dot1x mab authentication
priority dot1x mab

ステップ 9

次のように、スイッチ ポートで 802.1X ポート制御を有効にします。
! Enables port-based authentication on the interface authentication port-control auto authentication violation
restrict

ステップ 10

次のように、MAC 認証バイパス（MAB）を有効にします。
! Enable MAC Authentication Bypass (MAB) mab

ステップ 11

次のように、スイッチ ポートで 802.1X を有効にします。
! Enables 802.1X authentication on the interface dot1x pae authenticator

ステップ 12

次のように、再送信時間を 10 秒に設定します。
dot1x timeout tx-period 10
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（注）

ステップ 13

dot1x tx-period のタイムアウトは、10 秒に設定する必要があります。 この値を変更する
場合は、その影響を理解したうえで行ってください。

次のように、PortFast 機能を有効にします。
spanning-tree portfast

EPM ロギングを有効にするコマンド
Cisco ISE の機能について発生する可能性があるトラブルシューティングや記録をサポートするに
は、次のように、スイッチに標準のロギング機能を設定します。
epm logging

SNMP トラップを有効にするコマンド
次のように、スイッチがこのネットワーク セグメント内の適切な VLAN を経由して、Cisco ISE
から SNMP トラップ転送を受信できるようにします。
snmp-server community public RO
snmp-server trap-source <VLAN_number>

プロファイリング用の SNMP v3 クエリーを有効にするコマンド
SNMP v3 ポーリングが正常に発生し、Cisco ISE プロファイリング サービスがサポートされるよ
うに、スイッチを設定します。 まず、[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network
Resources）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] > [追加（Add）]|[編集（Edit）] > [SNMP
設定（SNMP Settings）] を選択して、Cisco ISE の SNMP 設定を設定します。
Snmp-server user <name> <group> v3 auth md5 <string> priv des <string>
snmp-server group <group> v3 priv
snmp-server group <group> v3 priv context vlan-1

（注）

snmp-server group <group> v3 priv context vlan-1 コマンドは、コンテキストごとに設定する必
要があります。 snmp show context コマンドでは、すべてのコンテキスト情報がリストされま
す。
SNMP 要求がタイムアウトになり、接続の問題が発生していない場合は、タイムアウト値を増加
させることができます。
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プロファイラによる収集を可能にするための MAC 通知トラップを有効にするコマンド

プロファイラによる収集を可能にするための MAC 通知トラップを有
効にするコマンド
次のように、適切な MAC 通知トラップを送信するようスイッチを設定し、Cisco ISE プロファイ
ラ機能がネットワーク エンドポイントで情報を収集できるようにします。
mac address-table notification change
mac address-table notification mac-move
snmp trap mac-notification change added
snmp trap mac-notification change removed

スイッチ上での RADIUS Idle-timeout の設定
スイッチに RADIUS Idle-timeout を設定するには、次のコマンドを使用します。
authentication timer inactivity
inactivity は、クライアント アクティビティが不正と見なされるまでの非アクティブ間隔を秒単位
で表したものです。
Switch(config-if)#

Cisco ISE では、そのようなセッションの非アクティブ タイマーを適用する必要がある許可ポリ
シーに対して、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [許
可（Authorization）] > [許可プロファイル（Authorization Profiles）] からこのオプションを有効に
できます。

iOS サプリカント プロビジョニングのためのワイヤレス LAN コント
ローラ設定
同じワイヤレス アクセス ポイントで、Apple iOS ベースのデバイス（iPhone/iPad）が、ある SSID
から別の SSID に切り替えることができるようにするには、「FAST SSID change」機能を有効にす
るようワイヤレス LAN コントローラ（WLC）を設定します。 この機能によって、iOS ベースの
デバイスがより迅速に SSID 間の切り替えを行うことができます。
WLC (config)#

FAST SSID change

Apple デバイス用のワイヤレス LAN コントローラのサポート
Apple デバイスには、Apple Captive Network Assistant（CNA）機能が組み込まれています。この機
能は、キャプティブ ネットワーク（Cisco ISE WebAuth ページなど）を検出しますが、ゲストや
パーソナル デバイスをサポートするために必要なポータル リダイレクションを妨げます。
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MDM Interoperability のためのワイヤレス LAN コントローラでの ACL の設定

ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）上で web-auth captive-bypass コマンドを有効にすると、
この機能をバイパスできます。
WLC > config

network web-auth captive-bypass enable

Web-auth support for Captive-Bypass will be enabled.
You must reset system for this setting to take effect.
WLC >

save config

Are you sure you want to save? (y/n) y
Configuration Saved!
WLC >

MDM Interoperability のためのワイヤレス LAN コントローラでの ACL の
設定
未登録のデバイスおよび証明書プロビジョニングをリダイレクトするために許可ポリシーで使用
する ACL をワイヤレス LAN コントローラで設定します。 ACL は次の順序にする必要がありま
す。

手順
ステップ 1

サーバからクライアントへのすべての発信トラフィックを許可します。

ステップ 2

（任意）トラブルシューティングのためにクライアントからサーバへの ICMP 着信トラフィック
を許可します。

ステップ 3

未登録および非準拠のデバイスが MDM エージェントをダウンロードし、コンプライアンス チェッ
クに進むように MDM サーバへのアクセスを許可します。

ステップ 4

Web ポータルおよびサプリカント用 ISE、および証明書プロビジョニング フローに対するクライ
アントからサーバへのすべての着信トラフィックを許可します。

ステップ 5

名前解決のためにクライアントからサーバへの着信 DNS トラフィックを許可します。

ステップ 6

IP アドレスのためにクライアントからサーバへの着信 DHCP トラフィックを許可します。

ステップ 7

ISE へのリダイレクションのための、クライアントからサーバへの企業リソースに対するすべて
の着信トラフィックを（会社のポリシーに応じて）拒否します。

ステップ 8

（任意）残りのトラフィックを許可します。

次の例では、未登録のデバイスを BYOD フローにリダイレクトするための ACL を示しています。
この例では、Cisco ISE IP アドレスは 10.35.50.165 で、社内ネットワークの IP アドレスは 192.168.0.0
および 172.16.0.0（リダイレクト用）で、MDM サーバ サブネットは 204.8.168.0 です。
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Cisco ISE でサポートされる管理情報ベース
• IF-MIB, 987 ページ
• SNMPv2-MIB, 988 ページ
• IP-MIB, 989 ページ
• CISCO-CDP-MIB, 989 ページ
• CISCO-VTP-MIB, 990 ページ
• CISCO-STACK-MIB, 990 ページ
• BRIDGE-MIB, 991 ページ
• OLD-CISCO-INTERFACE-MIB, 991 ページ
• CISCO-LWAPP-AP-MIB, 991 ページ
• CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-MIB, 993 ページ
• CISCO-AUTH-FRAMEWORK-MIB, 994 ページ
• EEE8021-PAE-MIB: RFC IEEE 802.1X, 994 ページ
• HOST-RESOURCES-MIB, 995 ページ
• LLDP-MIB, 995 ページ

IF-MIB
表 135：

オブジェクト

OID

ifIndex

1.3.6.1.2.1.2.2.1.1

ifDescr

1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
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SNMPv2-MIB

オブジェクト

OID

ifType

1.3.6.1.2.1.2.2.1.3

ifSpeed

1.3.6.1.2.1.2.2.1.5

ifPhysAddress

1.3.6.1.2.1.2.2.1.6

ifAdminStatus

1.3.6.1.2.1.2.2.1.7

ifOperStatus

1.3.6.1.2.1.2.2.1.8

SNMPv2-MIB
表 136：

オブジェクト

OID

システム

1.3.6.1.2.1.1

sysDescr

1.3.6.1.2.1.1.1.0

sysObjectID

1.3.6.1.2.1.1.2.0

sysUpTime

1.3.6.1.2.1.1.3.0

sysContact

1.3.6.1.2.1.1.4.0

sysName

1.3.6.1.2.1.1.5.0

sysLocation

1.3.6.1.2.1.1.6.0

sysServices

1.3.6.1.2.1.1.7.0

sysORLastChange

1.3.6.1.2.1.1.8.0

sysORTable

1.3.6.1.2.1.1.9.0
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IP-MIB

IP-MIB
表 137：

オブジェクト

OID

ipAdEntIfIndex

1.3.6.1.2.1.4.20.1.2

ipAdEntNetMask

1.3.6.1.2.1.4.20.1.3

ipNetToMediaPhysAddress

1.3.6.1.2.1.4.22.1.2

CISCO-CDP-MIB
表 138：

オブジェクト

OID

cdpCacheEntry

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1

cdpCacheIfIndex

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.1

cdpCacheDeviceIndex

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.2

cdpCacheAddressType

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.3

cdpCacheAddress

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.4

cdpCacheVersion

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.5

cdpCacheDeviceId

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6

cdpCacheDevicePort

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.7

cdpCachePlatform

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.8

cdpCacheCapabilities

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.9

cdpCacheVTPMgmtDomain

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.10

cdpCacheNativeVLAN

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.11

cdpCacheDuplex

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.12

cdpCacheApplianceID

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.13
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CISCO-VTP-MIB

オブジェクト

OID

cdpCacheVlanID

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.14

cdpCachePowerConsumption

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.15

cdpCacheMTU

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.16

cdpCacheSysName

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.17

cdpCacheSysObjectID

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.18

cdpCachePrimaryMgmtAddrType

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.19

cdpCachePrimaryMgmtAddr

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.20

cdpCacheSecondaryMgmtAddrType

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.21

cdpCacheSecondaryMgmtAddr

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.22

cdpCachePhysLocation

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.23

cdpCacheLastChange

1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.24

CISCO-VTP-MIB
表 139：

オブジェクト

OID

vtpVlanIfIndex

1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.3.1.1.18.1

vtpVlanName

1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.3.1.1.4.1

vtpVlanState

1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.3.1.1.2.1

CISCO-STACK-MIB
表 140：

オブジェクト

OID

portIfIndex

1.3.6.1.4.1.9.5.1.4.1.1.11
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BRIDGE-MIB

オブジェクト

OID

vlanPortVlan

1.3.6.1.4.1.9.5.1.9.3.1.3.1

BRIDGE-MIB
表 141：

オブジェクト

OID

dot1dTpFdbPort

1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2

dot1dBasePortIfIndex

1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2

OLD-CISCO-INTERFACE-MIB
表 142：

オブジェクト

OID

locIfReason

1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.20

CISCO-LWAPP-AP-MIB
表 143：

オブジェクト

OID

cLApEntry

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1

cLApSysMacAddress

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.1

cLApIfMacAddress

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.2

cLApMaxNumberOfDot11Slots

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.3

cLApEntPhysicalIndex

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.4

cLApName

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.5

cLApUpTime

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.6
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CISCO-LWAPP-AP-MIB

オブジェクト

OID

cLLwappUpTime

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.7

cLLwappJoinTakenTime

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.8

cLApMaxNumberOfEthernetSlots

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.9

cLApPrimaryControllerAddressType

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.10

cLApPrimaryControllerAddress

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.11

cLApSecondaryControllerAddressType

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.12

cLApSecondaryControllerAddress

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.13

cLApTertiaryControllerAddressType

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.14

cLApTertiaryControllerAddress

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.15

cLApLastRebootReason

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.16

cLApEncryptionEnable

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.17

cLApFailoverPriority

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.18

cLApPowerStatus

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.19

cLApTelnetEnable

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.20

cLApSshEnable

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.21

cLApPreStdStateEnabled

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.22

cLApPwrInjectorStateEnabled

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.23

cLApPwrInjectorSelection

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.24

cLApPwrInjectorSwMacAddr

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.25

cLApWipsEnable

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.26

cLApMonitorModeOptimization

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.27

cLApDomainName

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.28

cLApNameServerAddressType

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.29

cLApNameServerAddress

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.30
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CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-MIB

オブジェクト

OID

cLApAMSDUEnable

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.31

cLApEncryptionSupported

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.32

cLApRogueDetectionEnabled

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.33

CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-MIB
表 144：

オブジェクト

OID

cldcClientEntry

1.3.6.1.4.1.9.9.599.1.3.1.1

cldcClientMacAddress

1.3.6.1.4.1.9.9.599.1.3.1.1.1

cldcClientStatus

1.3.6.1.4.1.9.9.599.1.3.1.1.2

cldcClientWlanProfileName

1.3.6.1.4.1.9.9.599.1.3.1.1.3

cldcClientWgbStatus

1.3.6.1.4.1.9.9.599.1.3.1.1.4

cldcClientWgbMacAddress

1.3.6.1.4.1.9.9.599.1.3.1.1.5

cldcClientProtocol

1.3.6.1.4.1.9.9.599.1.3.1.1.6

cldcAssociationMode

1.3.6.1.4.1.9.9.599.1.3.1.1.7

cldcApMacAddress

1.3.6.1.4.1.9.9.599.1.3.1.1.8

cldcIfType

1.3.6.1.4.1.9.9.599.1.3.1.1.9

cldcClientIPAddress

1.3.6.1.4.1.9.9.599.1.3.1.1.10

cldcClientNacState

1.3.6.1.4.1.9.9.599.1.3.1.1.11

cldcClientQuarantineVLAN

1.3.6.1.4.1.9.9.599.1.3.1.1.12

cldcClientAccessVLAN

1.3.6.1.4.1.9.9.599.1.3.1.1.13

cldcClientLoginTime

1.3.6.1.4.1.9.9.599.1.3.1.1.14

cldcClientUpTime

1.3.6.1.4.1.9.9.599.1.3.1.1.15

cldcClientPowerSaveMode

1.3.6.1.4.1.9.9.599.1.3.1.1.16
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CISCO-AUTH-FRAMEWORK-MIB

オブジェクト

OID

cldcClientCurrentTxRateSet

1.3.6.1.4.1.9.9.599.1.3.1.1.17

cldcClientDataRateSet

1.3.6.1.4.1.9.9.599.1.3.1.1.18

CISCO-AUTH-FRAMEWORK-MIB
表 145：

オブジェクト

OID

cafPortConfigEntry

1.3.6.1.4.1.9.9.656.1.2.1.1

cafSessionClientMacAddress

1.3.6.1.4.1.9.9.656.1.4.1.1.2

cafSessionStatus

1.3.6.1.4.1.9.9.656.1.4.1.1.5

cafSessionDomain

1.3.6.1.4.1.9.9.656.1.4.1.1.6

cafSessionAuthUserName

1.3.6.1.4.1.9.9.656.1.4.1.1.10

cafSessionAuthorizedBy

1.3.6.1.4.1.9.9.656.1.4.1.1.12

cafSessionAuthVlan

1.3.6.1.4.1.9.9.656.1.4.1.1.14

EEE8021-PAE-MIB: RFC IEEE 802.1X
表 146：

オブジェクト

OID

dot1xAuthAuthControlledPortStatus

1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.5

dot1xAuthAuthControlledPortControl

1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.6

dot1xAuthSessionUserName

1.0.8802.1.1.1.1.2.4.1.9
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HOST-RESOURCES-MIB

HOST-RESOURCES-MIB
表 147：

オブジェクト

OID

hrDeviceDescr

1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.3

hrDeviceStatus

1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.5

LLDP-MIB
表 148：

オブジェクト

OID

lldpEntry

1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1

lldpTimeMark

1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.1

lldpLocalPortNum

1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.2

lldpIndex

1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.3

lldpChassisIdSubtype

1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4

lldpChassisId

1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5

lldpPortIdSubtype

1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.6

lldpPortId

1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.7

lldpPortDescription

1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.8

lldpSystemName

1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.9

lldpSystemDescription

1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.10

ldpCapabilitiesMapSupported

1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.11

lldpCacheCapabilities

1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.12
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LLDP-MIB
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