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クライアント ポスチャ ポリシーの設定
この章では、Cisco Identity Services Engine（Cisco ISE）アプライアンスのポスチャ サービスについ
て説明します。このサービスを使用すると、ネットワークの保護された領域にクライアントがアクセス
する前に、コンプライアンスに関する企業のセキュリティ ポリシーを使用して、ご使用の Cisco ISE 対
応ネットワークに接続するすべてのエンドポイントの状態（ポスチャ）を確認できます。
この章では、Cisco ISE ポスチャ サービスの機能について詳しく説明します。

• 「ポスチャ サービス」（P.20-2）
• 「Cisco ISE におけるポスチャ管理設定」（P.20-9）
• 「Cisco ISE におけるクライアント ポスチャ評価」（P.20-34）
• 「Cisco ISE におけるポスチャ評価および修復オプション」（P.20-44）
• 「ポスチャのカスタム条件」（P.20-46）
• 「ポスチャ結果」（P.20-123）
• 「ポスチャのカスタム許可ポリシー」（P.20-172）
• 「ポスチャのカスタム権限」（P.20-178）
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ポスチャ サービス
クライアントにインストールされているネットワーク アドミッション コントロール（NAC）Agent
は、ポスチャ サービスとの対話により、保護されたネットワークに対するアクセスを取得しようとす
るすべてのエンドポイントに対してセキュリティ ポリシーを適用します。同時に、NAC Agent では、
保護されたネットワークに対するネットワーク アクセスをブロックすることによって、非準拠のエン
ドポイントにセキュリティ ポリシーを適用します。これらは、ポスチャ ポリシーについてクライアン
トを評価したり、組織のセキュリティ ポリシーに準拠するのに必要な要件を満たすようクライアント
に強制したりするのに役立ちます。
ポスチャ サービスでは、クライアントが特権ネットワーク アクセスを取得する前に、企業のセキュリ
ティ ポリシーに準拠しているかについてクライアントの状態（ポスチャ）を確認します。クライアン
ト プロビジョニング サービスでは、クライアントに対するポスチャ評価および修復を提供する適切な
エージェントによってクライアントが設定されるようにします。
ポスチャ サービスの詳細については、「ポスチャ サービスについて」（P.20-3）を参照してください。

[ ポスチャ コンプライアンス（Posture Compliance）] ダッシュレットの詳細については、「[ ポスチャ
コンプライアンス（Posture Compliance）] ダッシュレット」（P.20-8）を参照してください。
ポスチャ レポートの詳細については、「ポスチャ レポートの表示」（P.20-9）を参照してください。

SWISS プロトコル
SWISS プロトコルはステートレスな要求応答プロトコルであり、管理対象クライアント上で実行されて
いる NAC Agent が、Cisco ISE サーバを検出し、設定および操作情報を取得できるようにします。NAC
Agent が Cisco ISE サーバに接続する場合には、ポリシー サービス ペルソナを担当する Cisco ISE ノー
ドがクライアントに応答を送信するまで、ユーザ データグラム プロトコル（UDP）ポート 8905 で
SWISS ユニキャスト検出パケットを送信します。SWISS プロトコルでは、すべてのメッセージに対し
て TCP トランスポートを使用し、定期的な要求に対しては UDP トランスポートを使用します。NAC
Agent では HTTPS 経由ですべての SWISS 要求をトンネリングし、Cisco ISE SWISS UDP サーバに対
し、その認証およびポスチャ状態の変更を確認する ping を実行します。
クライアント マシンからの SWISS 要求メッセージには、次の項目のリソース タイプに関する情報が
含まれます。

• エージェント プロファイル
• 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
これらの要求項目への応答に加え、Cisco ISE サーバからの SWISS 応答には、現在のエージェントお
よびクライアント マシンに対するポスチャ評価および修復を実行するために必要な 1 つ以上の URL を
更新するプロンプトも含まれる場合があります。
「Cisco ISE エージェント」
（P.19-2）を参
Cisco ISE で使用可能な各種エージェントの詳細については、
照してください。
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ポスチャ サービスについて
Cisco ISE ポスチャ サービスには、基本的にポスチャ管理サービスとポスチャ実行時サービスが含まれ
ます。Cisco ISE 展開に拡張ライセンス パッケージがインストールされていない場合は、Cisco ISE で
ポスチャ管理サービス ユーザ インターフェイスを使用できません。
ポスチャ管理サービス
管理サービスでは、Cisco ISE 展開で、ポスチャ固有のカスタム条件、要件に関連付けられた修復アク
ション、およびポスチャ サービスのために設定する許可ポリシーに対するバックエンド サポートを提
供します。

ポスチャ実行時サービス

SWISS プロトコル サービス、およびクライアントのポスチャ評価と修復に関して NAC Agent と Cisco
ISE サーバの間に発生するすべての相互作用は、ポスチャ実行時サービスによってカプセル化されま
す。

ポスチャ要件要求の検証
ネットワーク上で認証されたクライアント（エンドポイント）には、そのネットワークにおける制限さ
れたアクセスを付与できます。たとえば、クライアントはネットワーク上で修復専用リソースにアクセ
スできます。クライアントにインストールされている NAC Agent によってエンドポイントに対する要
件が検証され、要件の検証が成功するとエンドポイントが準拠状態に移行します。エンドポイントが要
件を満たしている場合、ポリシー サービス ペルソナを担当する Cisco ISE ノードにコンプライアンス
レポートが送信され、実行時サービスによってポスチャの準拠ステータスの許可変更（CoA）がトリ
ガーされます。エンドポイントが要件を満たしていない場合、ポリシー サービス ペルソナを担当する
Cisco ISE ノードに非コンプライアンス レポートが送信され、実行時サービスによってポスチャの非準
拠ステータスの CoA がトリガーされます。
ここで、エージェントはリダイレクト URL からセッション ID を取得して、その ID を MAC アドレス
および IP アドレスとともに SWISS 要求に含めて送信します。ポスチャ実行時サービスでは、セッ
ション ID、MAC アドレス、次に必要な場合は IP アドレスの順に使用して、セッション キャッシュ内
を検索します。ポスチャ実行時サービスでは、そのセッション ID を使用する同じセッションをセッ
ション キャッシュ内で検出した場合、Cisco ISE 内のポスチャ ポリシーに対してクエリーを実行し、ポ
スチャ ポリシーの照合を試みます。一致した場合、一致した要件を含む指定の XML 形式が生成され、
NAC Agent に送信されます。NAC Agent からポスチャ実行時サービスにポスチャ レポートが送信さ
れます。

ポスチャ要件の生成
実行時サービスでは、ユーザが属するロールおよびクライアント上のオペレーティング システムで検
索を行って、エンドポイントに対するポスチャ要件を要求します。ロールに関連付けられたポリシーが
ない場合、実行時サービスでは空の要件で NAC Agent と通信します。ロールに関連付けられたポリ
シーがある場合、実行時サービスでは、ポリシーに関連付けられている 1 つ以上の要件について、およ
び各要件の 1 つ以上の条件について、ポスチャ ポリシーを実行します。エンドポイントに対してポス
チャ ポリシーが取得されると、ポスチャ実行時サービスでは、指定された XML 形式で NAC Agent に
要件を送信します。
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Cisco NAC Agent からのポスチャ レポートの処理
NAC Agent では、Cisco ISE サーバから送信された要件に基づいてエンドポイントのコンプライアンス
を検証し、エンドポイントのポスチャを決定します。エンドポイントが要件に準拠していない場合、
NAC Agent からコンプライアンスについてエンドポイントを修復するプロンプトが表示されます。ポ
スチャ評価におけるすべての失敗が、エンドポイントの非コンプライアンスとなります。準拠または非
準拠とポスチャされると、NAC Agent から該当するコンプライアンス レポートが Cisco ISE サーバに
送信されます。
ポスチャ レポート評価に基づく CoA の発行

NAC Agent から受信するポスチャ レポートの評価で、エンドポイントは準拠または非準拠と識別され
ます。エンドポイントが準拠または非準拠と識別されると、ポスチャ実行時サービスによりそのエンド
ポイント セッションについて CoA がトリガーされます。準拠または非準拠に対して設定されたプロ
ファイルに基づいて、エンド ユーザは該当するレベルのネットワークに対するアクセス権限を取得し
ます。

ロギング
ポスチャ要求およびレポートを処理する場合、実行時サービスでは、モニタリング ペルソナを担当す
る Cisco ISE ノードに対して監査ログ メッセージを送信します。

Cisco ISE におけるポスチャおよびクライアント プロビジョニング セッション サービスの機能の詳細
については、「ポスチャおよびクライアント プロビジョニング サービス」（P.20-4）を参照してくださ
い。
ポスチャ サービスのライセンスの詳細については、「ポスチャ サービスのライセンス」（P.20-5）を参
照してください。
ポスチャ サービスの展開方法の詳細については、「ポスチャ サービスの展開」（P.20-6）を参照してく
ださい。

ポスチャおよびクライアント プロビジョニング サービス
前提条件：
始める前に、クライアントに対して設定できる、Cisco ISE で提供されるクライアント プロビジョニン
グ リソースについて理解していることを確認してください。
クライアント プロビジョニング リソース ポリシーの設定方法の詳細については、「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」（P.19-32）を参照してください。
始める前に、Cisco ISE のクライアント プロビジョニング セッション サービスについて理解している
ことを確認してください。Cisco ISE ではご使用のクライアントのクライアント プロビジョニング リ
ソースを管理し、クライアント プロビジョニング リソース ポリシーを使用することで、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、および正しいエージェント カスタマイズ パッケージおよびプロファイルを
使用してクライアント システムが設定されるようにします。
クライアント プロビジョニング セッション サービスの詳細については、第 19 章「クライアント プロ
ビジョニング ポリシーの設定」を参照してください。
クライアントにインストールされている NAC Agent およびクライアント オペレーティング システム
の互換性の詳細については、『Cisco Identity Services Engine Network Component Compatibility,
Release 1.1.1』を参照してください。
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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 フロー
図 20-1 に、Cisco ISE ポスチャ サービスにおけるポスチャおよびクライアント プロビジョニング ポリ
シーのフローを示します。
図 20-1

Cisco ISE における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 サービスのライセンス
前提条件：
始める前に、基本ライセンス パッケージおよび拡張ライセンス パッケージの両方において、Cisco ISE
ポスチャ サービスの使用が、ライセンスによってどのように制限されるかについて理解していること
を確認してください。

Cisco ISE のライセンス パッケージの詳細については、『Cisco Identity Services Engine Hardware
Installation Guide, Release 1.1.1』の「Performing Post Installation Tasks」の章を参照してください。
Cisco ISE を使用すると、分散展開における複数の Cisco ISE ノード上で実行するようポスチャ サービ
スを設定できます。スタンドアロンの Cisco ISE 展開の単一ノードにポスチャ サービスを設定すること
もできます。
Cisco ISE 展開では、基本ライセンスと拡張ライセンスという、2 つの主要タイプのライセンスが提供
されます。これ以外には評価ライセンスがあり、使用を継続するには、評価ライセンス期間が終了する
とき、適切な基本または拡張ライセンスにアップグレードする必要があります。
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また、プライマリ管理ノードに拡張ライセンスがインストールされていない場合、SWISS サーバが実
行時に初期化されません。SWISS サーバが初期化されない場合、ポスチャ要求は Cisco ISE によって
提供されません。Cisco ISE に拡張ライセンスがインストールされていない場合、[ 管理
（Administration）] > [ システム（System）] > [ 設定（Settings）] > [ ポスチャ（Posture）] > [ 全般設
定（General Settings）] ページにある、サポートされていないオペレーティング システムに対するデ
フォルト ポスチャ ステータス設定を除くポスチャ サービス メニューが、Cisco ISE 管理ユーザ イン
ターフェイスから削除されます。Cisco ISE 展開に拡張ライセンス ファイルを追加または削除すると、
ポスチャ実行時サービスによって適切なアクションが実行されます。実行時に、拡張ライセンスを追加
した場合は SWISS サーバが初期化され、拡張ライセンスを削除した場合、または拡張ライセンスが期
限切れになった場合は、SWISS サーバが停止します。

ポスチャ サービスの展開
前提条件：
始める前に、分散展開における Cisco ISE ノードの中央集中型の構成と管理について理解していること
を確認してください。

Cisco ISE 分散展開の詳細については、第 9 章「分散環境での Cisco ISE の設定」を参照してください。
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）のいずれかに展開で
きます。展開およびインストールしたライセンスの種類に応じて、Cisco ISE のポスチャ サービスは単
一ノードまたは複数ノード上で実行できます。基本ライセンス（基本的サービスを利用する場合）また
は拡張ライセンス（Cisco ISE のすべてのサービスを利用する場合）をインストールする必要がありま
す。
スタンドアロン Cisco ISE 展開では、管理サービス、モニタリングおよびトラブルシューティング サー
ビス、およびポリシー実行時サービスのすべてについて単一ノードを設定できます。ノードをスタンド
アロン展開におけるノードとして設定することはできません。
分散 Cisco ISE 展開では、各ノードを、管理サービス、モニタリングおよび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用の Cisco ISE ノードとして、または必要に応じてインライ
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するノードが、その Cisco ISE 展開にお
けるプライマリ ノードです。他のサービスを実行する他のノードはセカンダリ ノードであり、互いの
バックアップ サービス用に設定できます。

Cisco ISE におけるポスチャ サービスの設定
[ 管理（Administration）] メニューから [ 展開（Deployment）] を選択して、単一ノードまたは複数
ノードに対する ISE 展開を管理できます。[ 展開ノード（Deployment Nodes）] ページを使用して、ご
使用の Cisco ISE 展開にポスチャ サービスを設定できます。

Cisco ISE 展開を管理するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[ 管理（Administration）] > [ システム（System）] > [ 展開（Deployment）] を選択します。
[ 展開（Deployment）] ナビゲーション ペインが表示されます。フォーマット セレクタのアイコンを
使用すると、ノードを行形式で表示するかタブ付きで表示するかを選択できます。

ステップ 2

[ 行ビュー（row view）] ボタンをクリックします。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）のアイコンをクリックして、展開内の登録済みノードを一覧表示します。
行ビューでは、登録済みのすべてのノードが行形式で [ 展開ノード（Deployment Nodes）] ページに表
示されます。
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（注）

展開内のノードをツリー形式で表示するには、タブ付きビュー ボタンをクリックします。[ 展
開（Deployment）] ナビゲーション ペインの「展開（Deployment）」の前に矢印が表示されま
す。この [ 展開（Deployment）] ナビゲーション ペインの前の矢印をクリックすると、展開内
の登録済みノードがタブ付きで表示されます。

[ 展開ノード（Deployment Nodes）] ページから、分散展開内でポリシー サービス ペルソナを担当す
る Cisco ISE ノードに対してポスチャ サービスを設定できます。

ポスチャ セッション サービスを展開するには、次の手順を実行します。
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。

[ 展開（Deployment）] ナビゲーション メニューが表示されます。[ テーブル ビュー（Table view）]
または [ リスト ビュー（List view）] ボタンを使用して、展開内にノードを表示します。
ステップ 2

[ テーブル（Table）] ビューをクリックします。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）のアイコンをクリックして、展開内の登録済みノードを一覧表示します。
テーブル ビューでは、登録済みのすべてのノードが行形式で [ 展開ノード（Deployment Nodes）]
ページに表示されます。[ 展開ノード（Deployment Nodes）] ページには、登録済みの Cisco ISE ノー
ドが、その名前、ペルソナ、ロール、および展開内のセカンダリ ノードの複製ステータスとともに表
示されます。

ステップ 4

Cisco ISE ノードを [ 展開ノード（Deployment Nodes）] ページで選択します。
（注）

ステップ 5

分散展開内に登録済みのノードが複数ある場合は、プライマリ ノードとは別に、登録したすべ
てのノードが [ 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、ポリシー サービス、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 ノードとして設定するよう選択できます。

[ 編集（Edit）] をクリックします。
[ ノードの編集（Edit Node）] ページが表示されます。このページには、Cisco ISE 展開の設定に使用
される [ 全般設定（General settings）] タブが含まれます。またこのページには、各ノードでプローブ
を設定するために使用される [ プロファイリング設定（Profiling Configuration）] タブも備わっていま
す。

（注）

ステップ 6

ポリシー サービス ペルソナを無効にしている場合、または有効にしているが [ プロファイラ
サービスの有効化（Enable Profiler services）] オプションが選択されていない場合、Cisco ISE
管理ユーザ インターフェイスには [ プロファイリング設定（Profiling Configuration）] タブが
表示されません。いずれかの Cisco ISE ノードでポリシー サービス ペルソナを無効にしている
場合、Cisco ISE には [ 全般設定（General settings）] タブのみが表示されます。[ プロファイ
リング設定（Profiling Configuration）] タブは表示されないため、ノードでプローブを設定で
きません。

[ 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（すでにアクティブな場合）。
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[ 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、[ セッション サー
ビス（session services）] および [ プロファイラ サービス（Profiler service）] チェックボックスの両方
が無効になります。
ステップ 7

ポリシー サービス ペルソナによってネットワーク 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（まだアクティブになっていない場合）。セッ
ション サービスを停止するには、[ セッション サービスの有効化（Enable Session Services）] チェッ
クボックスをオフにします。

（注）

ステップ 8

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 ノード上でのみ実行さ
れ、分散展開内で管理およびモニタリング ペルソナを担当する Cisco ISE ノード上では実行さ
れません。

[ 保存（Save）] をクリックしてノード設定を保存します。

[ ポスチャ コンプライアンス（Posture Compliance）] ダッシュレット
[ ポスチャ コンプライアンス（Posture Compliance）] ダッシュレットには、ポスチャ コンプライアン
スがパーセンテージで示されるほか、過去 24 時間および現在のシステム時刻から 60 分の平均修復時
間（MTTR）のデータがまとめられています。ダッシュレットに表示されるデータは、1 分間隔で更新
されます。指定した期間の 24 時間と 60 分のスパークラインに表示されるツールチップから、[ ポス
チャ詳細アセスメント（Posture Detail Assessment）] レポートを呼び出すことができます。積み上げ
棒には、オペレーティング システムごとおよび要件の失敗の理由ごとに、エンドポイントのポスチャ
非コンプライアンスの分布が表示されます。

MAC アドレスは、MTTR を計算するためのキーとして使用されます。
ダッシュレットでは、過去 24 時間および現在のシステム時刻から 60 分の、次の分散詳細が提供され
ます。
表 20-1 に、Cisco ISE の [ ポスチャ コンプライアンス（Posture Compliance）] ダッシュレットに表示
される詳細を示します。
表 20-1

[ ポスチャ コンプライアンス（Posture Compliance）] ダッシュレット

名前

説明

成功（パーセンテージ）
（Passed

in percentage）

エンドポイントのポスチャ コンプライアンスおよび非コンプライ
アンスを使用して、エンドポイントのポスチャ コンプライアンス
のパーセンテージ（成功したパーセンテージ）を表示します。

平均修復時間（MTTR）（Mean
Time to Remediate (MTTR)）

一意の MAC アドレスに基づいて、エンドポイントが非準拠状態か
ら準拠状態に移行するまでの平均時間を表示します。

オペレーティング システム
（Operating System）
理由（Reason）

クライアント上で実行されているオペレーティング システムごと
に、非コンプライアンス分散を表示します。
ポスチャ条件の失敗ごとに、非コンプライアンス分散を表示しま
す。
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ポスチャ レポートの表示
Cisco ISE では、ポスチャに関するさまざまなレポート、および効率的にネットワークを管理するため
に使用できるトラブルシューティング ツールが提供されます。過去と現在のどちらのデータについて
も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、詳細を確認できる場合もあります。
レポートのサイズが大きい場合は、レポートのスケジュールを設定しておいて、さまざまな形式でダウ
ンロードすることもできます。
レポートの生成と Interactive Viewer の操作方法の詳細については、第 25 章「レポート」を参照して
ください。
ポスチャ レポートの詳細については、「標準レポート」（P.20-9）を参照してください。

標準レポート
ユーザの便宜を図るために、よく使用されるレポートが標準レポートとして事前定義されています。[
レポート名（Report Name）] リンクをクリックすると、今日のレポートを実行できます。出力に対し
てクエリーを実行するには、さまざまなシステム事前定義済みパラメータを使用します。このパラメー
タに対して、特定の値を入力できます。

[ 実行（Run）] ボタンを使用して指定期間のレポートを実行することも、[ クエリーおよび実行
（Query and Run）] オプションを使用することもできます。[ クエリーおよび実行（Query and Run）]
オプションを使用すると、さまざまなパラメータを使用して出力に対するクエリーを実行することがで
きます。[ お気に入りに追加（Add to Favorite）] ボタンを使用して、頻繁に使用するレポートを [ 操作
（Operations）] > [ レポート（Reports）] > [ お気に入り（Favorites）] の場所に追加できます。[ レポー
トのリセット（Reset Reports）] ボタンを使用すると、このカタログ内のレポートを工場出荷時のデ
フォルトにリセットできます。
ポスチャに関するレポートは、次の場所から実行できます。

[ 操作（Operations）] > [ レポート（Reports）] > [ カタログ（Catalog）] > [ ポスチャ（Posture）]。
以下に、ポスチャの標準レポートを示します。

• [ ポスチャ詳細アセスメント（Posture Detail Assessment）]：選択された期間における特定のユー
ザのポスチャ認証概要情報を表示するためのレポート

• [ ポスチャ トレンド（Posture Trend）]：特定のポリシーについて、選択された期間の成功 / 失敗の
数およびステータス情報をグラフィカル表現とともに表示するためのレポート

Cisco ISE におけるポスチャ管理設定
ネットワークに Cisco ISE を展開すると、Web 経由で Cisco ISE サーバに更新を自動的にダウンロード
するか、後でオフラインで実行できる更新をダウンロードするように Cisco ISE をグローバルに設定で
きます。
ポスチャ更新の詳細については、「ポスチャ更新」（P.20-24）を参照してください。
さらに、クライアントにインストールされている NAC Agent および Web Agent により、ポスチャ評価
および修復サービスがクライアントに提供されます。NAC Agent および Web Agent では、Cisco ISE
に対する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。ログインし、ポスチャ
の要件評価に成功すると、Windows 上の NAC Agent および Web Agent によって、ネットワーク利用
条件に従うことをエンド ユーザに求めるリンクを示すダイアログが表示されます。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。
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NAC Agent および Web Agent が実行する、コンプライアンスに関するクライアントのポスチャ定期評
価の詳細については、「ポスチャの再評価」（P.20-13）を参照してください。
ネットワークのネットワーク使用ポリシーに対する同意の詳細については、「ポスチャ利用規定」
（P.20-27）を参照してください。
この項では、Cisco ISE における修復のためにクライアントに対して定義するコンフィギュレーション
設定、および NAC および Web Agent によって定期的にチェックされ、Cisco ISE にレポートされるク
ライアントのコンプライアンスに関する定期再評価について説明します。ここでは、シスコ ルール、
チェック、アンチウイルスおよびアンチスパイウェア グラフ、およびオペレーティング システム サ
ポートの Cisco ISE の更新に対して定義するコンフィギュレーション設定について説明します。また、
ネットワーク リソースの使用に関してエンド ユーザがネットワーク使用ポリシーに従う必要があると
いうコンフィギュレーション設定についての情報も提供します。
ここでは、次のトピックに関する手順を示します。

• 「ポスチャ全般設定」（P.20-10）
• 「ポスチャの再評価」（P.20-13）
• 「ポスチャ更新」（P.20-24）
• 「ポスチャ利用規定」（P.20-27）

ポスチャ全般設定
Windows クライアントおよび Macintosh クライアント上のエージェントに対するポスチャ全般設定は、
クライアント プロビジョニング リソースで設定できます。ここでは、ネットワークにおけるクライア
ントのポスチャ状態の修復および遷移に使用されるタイマーを設定することにより、およびユーザの介
入なしに、エージェント上のログイン成功画面を自動的に閉じるためのタイマーを設定することによ
り、クライアント プロビジョニングにおけるエージェント プロファイルを設定できます。
クライアント プロビジョニング リソースで、Windows クライアントおよび Macintosh クライアント上
のエージェントにこれらすべてのタイマーを設定するには、[ 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）] > [ 新規プロファイル（New Profile）] を使用します。
エージェント プロファイルの作成およびエージェント プロファイル パラメータの設定の詳細について
は、「エージェント プロファイル パラメータおよび適用可能な値」（P.19-16）を参照してください。
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 マシン上のログイン成功画面を
制御するために使用されるタイマーによりエージェント プロファイルを設定して、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
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して、同じ目的を達成できます。

修復タイマー
コンプライアンスに関するポスチャ ポリシーに定義されたすべての要件を満たさなかったクライアン
トが、タイマーで指定された時間内に自身を修復するようするためのタイマーを設定できます。クライ
アントが、設定されたポスチャ ポリシーを最初の評価で満たさなかった場合、NAC Agent では、クラ
イアントが修復タイマーに設定された時間内に修復することを待機します。この指定された時間内にク
ライアントが修復できなかった場合、NAC Agent および Web Agent からポスチャ実行時サービスにレ
ポートが送信され、その後クライアントは非コンプライアンス状態に移行します。修復タイマーのデ
フォルト値は 4 分です。
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ネットワーク遷移遅延タイマー
ネットワーク遷移遅延タイマーで指定された時間内に、クライアントがある状態から別の状態に遷移す
るように、タイマーを設定できます。このことは、クライアントがある状態から別の状態に遷移するた
めの許可変更（CoA）を完了するために必要です。このタイマーは、ポスチャの成功および失敗の両
方において、クライアントに対して使用されます。ポスチャの成功および失敗の際に、クライアントが
新規 VLAN IP アドレスを取得するための時間を必要とする場合、より長い遅延時間が必要となる場合
があります。ポスチャが成功した場合、Cisco ISE では、クライアントに、ネットワーク遷移遅延タイ
マーで指定された時間内に不明から準拠モードに遷移することを許可します。ポスチャが失敗した場
合、Cisco ISE ではクライアントに、タイマーで指定された時間内に不明から非準拠モードに遷移する
ことを許可します。

デフォルト ポスチャ ステータス

Linux や、iPad、iPod などの iDevice（非エージェント デバイス）で実行されるエンドポイントに対
し、エンドポイントのポスチャ ステータスを準拠または非準拠に設定できます。ポスチャ実行時にク
ライアント プロビジョニング ポリシー マッチング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対しても、同じ設定が適用されます。

iDevice および Android スマートフォン
Android デバイスおよび iPod、iPhone、iPad などの Apple iDevice が、（CoA をサポートする）WLC
経由で Cisco ISE 対応ネットワークに接続すると、CoA セッション終了が発行されます。
これらのデバイスが VPN/iPEP 経由で Cisco ISE 対応ネットワークに接続すると、CoA 再認証が発行
され、これらのデバイスのポスチャ ステータスに Cisco ISE のデフォルト ポスチャ ステータス設定が
適用されます。

成功ログイン画面
ログインし、ポスチャ評価が成功すると、NAC Agent および Web Agent 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。エージェントではここに、ネットワークに定義されたネットワーク使用
ポリシーにエンド ユーザが同意するためのネットワーク利用条件リンクを表示します。エンド ユーザ
は、一時的なネットワーク アクセス画面のネットワーク使用ポリシーに同意しない場合、ネットワー
クへのアクセスを拒否されます。ネットワーク使用ポリシーに同意する場合は、エージェントによって
ログイン成功画面が表示され、ネットワークへのアクセスが許可されます。
この項では、ポスチャでクライアントに対して設定する、ポスチャ全般設定について説明します。

• [ 修復タイマー（Remediation Timer）]：すべての種類の修復に適用される、クライアントが非準
拠状態から準拠状態への修復を完了する時間の上限を分単位で指定します

• [ ネットワーク遷移遅延（Network Transition Delay）]：ネットワークにおけるクライアント ポス
チャの成功および失敗の両方のネットワーク遷移に要する時間を秒単位で指定します

• [ デフォルト ポスチャ ステータス（Default Posture Status）]：Cisco ISE においてサポートされて
いるオペレーティング システムを実行していないクライアントに対するポスチャ ステータスを指
定します

• [ 成功ログイン画面（Successful Login Screen ）]：ユーザの介入なしにログイン成功画面を閉じる
タイムアウトを秒単位で指定します。

[ ポスチャ全般設定（Posture General Settings）] ページを使用して、Windows クライアントにおける
修復、ネットワーク遷移、およびログイン成功画面を閉じるためのタイマーを設定できます。
ステップ 1

[ 管理（Administration）] > [ システム（System）] > [ 設定（Settings）] を選択します。
[ 設定（Settings）] ナビゲーション ペインが表示されます。
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ステップ 2

[ 設定（Settings）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を選択します。

ステップ 3

右矢印をクリックして [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 4

[ 全般設定（General Settings）] をクリックします。
[ ポスチャ全般設定（Posture General Settings）] ページが表示されます。
ヒント [ ポスチャ全般設定（Posture General Settings）] ページ タイトルの隣にある情報アイコンに
は、「これらの設定は、クライアント プロビジョニング ポリシー下にプロファイルがない場合
に使用されます。（These settings will be used if there is no profile under client provisioning
policy.）」というメッセージが示されます。

ステップ 5

[ 修復タイマー（Remediation Timer）] テキスト ボックスに、時間の値を分単位で入力します。
デフォルト値は 4 分です。修復タイマーを設定できます。情報アイコンには、1 ～ 300 分の間の有効な
範囲が表示されます。

ステップ 6

[ ネットワーク遷移遅延（Network transition delay）] テキスト ボックスに、時間の値を秒単位で入力
します。
デフォルトの最小値は 3 秒です。ネットワーク遷移遅延タイマーを設定できます。情報アイコンには、
2 ～ 30 秒の間の有効な範囲が表示されます。

ステップ 7

[ デフォルト ポスチャ ステータス（Default Posture Status）] で、ドロップダウン リストからオプショ
ンを選択します。
エンドポイントのポスチャ ステータスは [ 準拠（Compliant）] または [ 非準拠（Noncompliant）] に
設定できます。情報アイコンには「非エージェント デバイス（Linux ベースのオペレーティング シス
テムなど）およびエージェント インストール ポリシーが適用されないエンドポイントのポスチャ ス
テータスを指定します。（Provides posture status for non-agent devices (i.e. Linux based operating
systems), and endpoints for which no agent installation policy applies.）」と表示されます。

ステップ 8

[ 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 9

[ 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
ボックスに、時間の値を秒単位で入力します。
チェックボックスをオンにし、秒単位で時間を設定すると、タイムアウトが発生するまで NAC Agent
および Web Agent によりログイン成功画面が表示されます。この設定を使用すると、障害が発生して
いるためにログイン成功画面が自動的に閉じるネットワークにクライアントがログインできるようにな
ります。ログイン画面が 0 ～ 300 秒の間に自動的に閉じるように、タイマーを設定できます。時間が
ゼロに設定された場合、NAC Agent および Web Agent ではログイン成功画面を表示しません。

ヒント [ ログイン成功画面を自動的に閉じる（Automatically Close Login Success Screen After）] テ
キスト フィールドの隣にある情報アイコンに、次のメッセージが表示されます。「時間をゼロ
秒に設定すると、ログイン成功画面が表示されません。（Setting the time to zero seconds will
not display the login success screen.）有効な範囲は 0 ～ 300 秒です。（Valid range: 0-300
seconds.）」
ステップ 10

[ 保存（Save）] をクリックして、現在の入力データを保存します。
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ポスチャの全般設定をリセットするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[ 管理（Administration）] > [ システム（System）] > [ 設定（Settings）] を選択します。
[ 設定（Settings）] ナビゲーション ペインが表示されます。

ステップ 2

[ 設定（Settings）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を選択します。

ステップ 3

右矢印をクリックして [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 4

[ 全般設定（General Settings）] をクリックします。
[ ポスチャ全般設定（Posture General Settings）] ページが表示されます。

ステップ 5

次のいずれかの設定を編集します。

[ 修復タイマー（Remediation Timer）] テキスト ボックスに、時間の値（現在の入力データ）を分単位
で入力します。
または

[ ネットワーク遷移遅延（Network transition delay）] テキスト ボックスに、時間の値（現在の入力
データ）を秒単位で入力します。
または

[ デフォルト ポスチャ ステータス（Default Posture Status）] フィールドで、ドロップダウン リストか
らオプションを選択します。
[ 準拠（Compliant）]（デフォルト）および [ 非準拠（NonCompliant）] のオプションが表示されま
す。
または

[ 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て有効にするか、オフにして無効にします。
ステップ 6

[ 保存（Save）] をクリックして現在の入力データを保存するか、[ リセット（Reset）] をクリックして
前のデータを復元します。

ポスチャの再評価
この項では、ネットワーク上でコンプライアンスについてすでに正常にポスチャされたクライアントに
対する定期再評価（PRA）設定について説明します。ネットワーク上でクライアントが準拠していな
い場合、PRA は実行できません。

PRA の開始および要求の詳細については、「PRA の開始および要求」（P.20-14）を参照してください。
PRA 失敗アクション設定の詳細については、「PRA 失敗アクション」（P.20-14）を参照してください。
PRA およびユーザ ID グループ（ロール）の割り当ての詳細については、「ユーザ ID グループ（ロー
ル）の割り当て」（P.20-15）を参照してください。
PRA レポートの追跡および適用の詳細については、「PRA レポートの追跡および適用」（P.20-15）を参
照してください

Cisco ISE 分散展開が失敗した場合の PRA の適用の詳細については、「分散システム障害時の PRA の
適用」（P.20-16）を参照してください
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PRA の開始および要求
NAC Agent では、クライアントが正常にポスチャされ、ネットワーク上で準拠状態にある場合、ポリ
シー サービス ノードにコンプライアンス レポートを送信します。PRA は、エンドポイントが準拠状態
にある場合にのみ、有効かつ適用可能です。ポリシー サービス ノードでは、関連ポリシーを確認し、
PRA を適用するための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 ノードでは、CoA 要求を発行する前に、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 NAC Agent に応答します。NAC Agent
では、設定で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 設定に設定されたアクションが続行される場合、クライアントは準拠状態のままになりま
す。クライアントが PRA を満たすことができない場合、そのクライアントは準拠状態から非準拠状態
に移行します。

（注）

PRA 要求では、これがポスチャの再評価要求であるにもかかわらず、PostureStatus 属性に現在のポス
チャ ステータスが不明ではなく準拠と表示されます。PostureStatus は、モニタリング レポートでも更
新されます。PRA 要求においてサーバから取得された新規要件およびポスチャ ポリシーの再評価の前
には、いずれのクライアントの PostureStatus 属性も、認証が成功した後にクライアントがポスチャさ
れると仮定して、ポスチャ ステータスが PRA 要求で不明として示される必要があります。

PRA 失敗アクション
クライアントが準拠していない場合、ポリシー サービス ノードにより PRA 失敗アクションがアクティ
ブ化されます。実行される PRA 失敗アクションは、続行してクライアントが引き続きネットワークに
アクセスできるようにする、ネットワークからログオフする、自身を修復するのいずれかです。

1 人のユーザに複数の異なるロールを関連付け、関連付けられた各ロールに異なる PRA 失敗アクショ
ン（ログオフ、修復、および続行）を設定している場合、ログオフ アクションがエンドポイントに適
用されます。
次の適用タイプが PRA 失敗アクションに適用されます。

• 続行
• ログオフ
• 修復
続行する PRA 失敗アクション
このシナリオでは、クライアントは準拠しておらず、設定された PRA 失敗アクションは続行です。この
続行する失敗アクションでは、ユーザにクライアントの修復が許可されず、コンプライアンスのために
クライアントを修復する必要があることが、NAC Agent によってユーザに示されません。代わりに、必
須または任意に設定されるポスチャ要件に関係なく、クライアントを修復するための一切のユーザ介入
なしに、ユーザが特権アクセスを保持します。

ログオフする PRA 失敗アクション
このシナリオでは、クライアントは準拠しておらず、設定された PRA 失敗アクションはクライアントに
対するネットワークからのログオフの強制です。エージェントからポリシー サービス ノードにログオフ
要求が送信され、クライアントがログオフします。クライアントが再度ログインした場合、現在のセッ
ションでのコンプライアンス ステータスは不明になります。
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修復する PRA 失敗アクション
このシナリオでは、クライアントは準拠しておらず、設定された PRA 失敗アクションは修復です。エー
ジェントは、修復が行われるまで指定された時間待機します。クライアントの修復が完了すると、エー
ジェントからポリシー サービス ノードに PRA レポートが送信されます。クライアントで修復が無視され
た場合、エージェントからポリシー サービス ノードにログオフ要求が送信され、クライアントは、ネッ
トワークからログオフして、再度ログインし、コンプライアンスについて修復するよう強制されます。
ポスチャ要件が必須に設定されている場合、PRA 失敗アクションの結果として RADIUS セッションが
クリアされ、クライアントを再度ポスチャするための新しい RADIUS セッションを開始する必要があ
ります。
ポスチャ要件が任意に設定されている場合、NAC Agent ではユーザにエージェントの [ 続行
（continue）] オプションをクリックすることを許可します。ユーザは、制約なしで現在のネットワーク
に留まることができます。

ユーザ ID グループ（ロール）の割り当て
システムで定義されたユーザ ID グループ（ロール）に各 PRA を設定できます。PRA に [ 任意（Any）
] ロールを設定した場合、システムには [ 任意（Any）] ロールを持つ設定のみが存在し、その他の設定
は存在できません。
次の項に、ユーザ ID グループに対する PRA 設定の概要を示します。

1. 各 PRA 設定には、必ず、一意の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割り当
てられるようにします。

（注）

role_test_1 および role_test_2 の 2 つの一意のロールを PRA 設定に割り当てることができ
ます。これらの 2 つのロールを論理演算子で結合し、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 です。

2. 2 つの PRA 設定に、共通のユーザ ID グループが含まれないようにします。
3. ユーザ ID グループ [ 任意（Any）] を含む PRA 設定がすでに存在する場合は、次の操作を実行し
ないと、他の PRA 設定を作成できません。
a. ユーザ ID グループ [ 任意（Any）] を含む既存の PRA 設定を更新して、[ 任意（Any）] 以外
の 1 つ以上のユーザ ID グループが適用されるようにします。
または

b. ユーザ ID グループ [ 任意（Any）] を含む既存の PRA 設定を削除します。

（注）

ユーザ ID グループ [ 任意（Any）] を含む PRA 設定を作成する必要がある場合は、再評価設定から、
他のすべての PRA 設定を必ず削除してください。

PRA レポートの追跡および適用
NAC Agent からの PRA レポートを追跡して、ネットワーク上ですでに正常にポスチャされたクライア
ントに PRA を適用できます。
ポスチャ コンプライアンスに成功すると、NAC Agent ではコンプライアンスについてクライアントを
検証し、ポリシー サービス ノードにコンプライアンス レポートを送信します。NAC Agent では、設
定で指定された間隔に基づいて、定期的に再評価の PRA 要求を送信します。
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ポリシー サービス ノードでは、最大待機間隔内に PRA レポートを受け取らなかった場合、クライアン
トに不明ステータスを割り当て、クライアントはポスチャ コンプライアンスについて再度チェックさ
れる必要があります。最大待機間隔は、非コンプライアンスに対する PRA 失敗アクションの実行およ
びクライアント セッションの終了前に、NAC Agent からポリシー サービス ノードに送信される、2 つ
の連続するコンプライアンス（PRA）レポート間の間隔です。

（注）

最大待機間隔は、PRA 間隔と PRA 設定に設定されている猶予時間を 2 倍したものの和であり、最大待
機間隔 = PRA 間隔 +（猶予時間 * 2）となります。

分散システム障害時の PRA の適用
PRA は、分散環境でポリシー サービス ノードに障害が発生した場合はサポートされません。
クライアントに PRA を適用できず、分散環境における障害発生時のクライアントのコンプライアンス
に関係なく、クライアントはネットワークに接続されたままになります。エージェントは、ポリシー
サービス ノードへの PRA 要求の送信を停止します。

クライアント ポスチャの定期再評価の設定
ポスチャ コンプライアンスに成功すると、NAC Agent ではクライアントのコンプライアンスを検証
し、Cisco ISE ポリシー サービス ノードにコンプライアンス レポートを定期的に送信します。Cisco
ISE ポリシー サービス ノードでは、関連ポリシーを確認し、定期再評価を適用するための設定で定義
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ます。次に、Cisco ISE ポリシー サービ
ス ノードは、PRA 設定で定義されている PRA 属性を使用して NAC Agent に応答します。1 人のユー
ザを複数のユーザ ID グループに関連付けているため、PRA 設定は、該当するロールの関連する設定に
おいて最も制限の厳しい属性に基づいて適用されます。

PRA 属性の最も制限の厳しい設定の定義を次に示します。
• [ 再評価適用の使用（Use reassessment enforcement）]：1 つ以上の設定が必要であり、PRA 設定
に再評価必須フラグが必要です

• [ インターバル（Interval）]：関連するすべての PRA 設定の中で最も短い間隔
• [ 猶予時間（Grace time）]：関連するすべての PRA 設定の中で最も短い間隔
• [ 適用タイプ（Enforce type）]：最も制限の厳しい適用タイプはログオフです。ログオフした後、
クライアントは修復して続行する必要があります。

[ 再評価設定（Reassessment configurations）] ページを使用して、ポスチャの定期再評価を表示および
管理できます。
この項では、定期再評価の設定を行うために使用する手順について説明します。

• 「クライアント ポスチャの定期再評価の作成、複製、編集、および削除」（P.20-16）
• 「クライアント ポスチャの定期再評価のフィルタリング」（P.20-20）
クライアント ポスチャの定期再評価の作成、複製、編集、および削除
この項では、クライアントが正常にポスチャされた後に、Cisco ISE でクライアントに対して作成でき
る定期再評価設定について説明します。

[ 再評価設定（Reassessment configurations）] ページには、グループに対して設定されている既存の設
定が、その名前、説明、およびクライアントがポスチャ評価に失敗したときにクライアントに対して強
制されるアクションとともに表示されます。[ 再評価設定（Reassessment configurations）] ページか
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ら、PRA を作成、複製、編集、削除、またはフィルタリングできます。PRA を作成して保存すると、
[ 再評価設定（Reassessment configurations）] ページで既存の PRA 設定および PRA 設定が適用される
グループを表示できるようになります。

定期再評価を作成するには、次の手順を実行します。
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 ペインの [ ポスチャ（Posture）] を選択します。

ステップ 3

右矢印をクリックしてポスチャを展開します。

ステップ 4

[ 再評価（Reassessments）] をクリックします。
[ 再評価設定（Reassessment configurations）] ページに、作成したすべての PRA が一覧表示されます。

ステップ 5

[ 追加（Add）] をクリックします。

ステップ 6

[ 新規再評価設定（New Reassessment Configuration）] ページで値を変更して、新しい PRA を作成し
ます（表 20-2（P.20-19）を参照）。

ステップ 7

[ 送信（Submit）] をクリックして PRA 設定を作成します。
新しい PRA を追加しない場合は、[ キャンセル（Cancel）] をクリックして [ 再評価設定
（Reassessment configurations）] ページに戻ります。

定期再評価を複製するには、次の手順を実行します。
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 ペインの [ ポスチャ（Posture）] を選択します。

ステップ 3

右矢印をクリックしてポスチャを展開します。

ステップ 4

[ 再評価（Reassessments）] をクリックします。
[ 再評価設定（Reassessment configurations）] ページに、作成したすべての PRA が一覧表示されます。
PRA 設定には、既存の PRA が設定されるユーザ ID グループが設定リストに表示されます。

ステップ 5

複製する PRA をクリックし、[ 複製（Duplicate）] をクリックして PRA のコピーを作成します。

ステップ 6

[ 送信（Submit）] をクリックします。
PRA のコピーを作成しない場合は、[ キャンセル（Cancel）] をクリックして [ 再評価設定
（Reassessment configurations）] ページに戻ります。

定期再評価を編集するには、次の手順を実行します。
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 ペインの [ ポスチャ（Posture）] を選択します。

ステップ 3

右矢印をクリックしてポスチャを展開します。

ステップ 4

[ 再評価（Reassessments）] をクリックします。
[ 再評価設定（Reassessment configurations）] ページに、作成済みのすべての PRA が一覧表示されま
す。

ステップ 5

編集する PRA をクリックし、[ 編集（Edit）] をクリックして PRA を編集します。
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ステップ 6

[ 保存（Save）] をクリックし、PRA の変更内容を保存します。
編集した PRA は [ 再評価設定（Reassessment configurations）] ページで使用できるようになるととも
に、既存の PRA が設定されているグループを設定リストに表示する [PRA 設定（PRA configurations）
] グループ ボックスにも表示されます。

ステップ 7

編集ページから [ 再評価設定リスト（Reassessment Configurations List）] リンクをクリックし、[ 再評
価設定（Reassessment configurations）] ページに戻ります。

定期再評価を削除するには、次の手順を実行します。
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 ペインの [ ポスチャ（Posture）] を選択します。

ステップ 3

右矢印をクリックしてポスチャを展開します。

ステップ 4

[ 再評価（Reassessments）] をクリックします。
[ 再評価設定（Reassessment configurations）] ページに、作成済みのすべての PRA が一覧表示されま
す。

ステップ 5

削除する PRA をクリックし、[ 削除（Delete）] をクリックします。
確認ダイアログに「削除してもよろしいですか ?（Are you sure you want to delete?）」というメッセー
ジが表示されます。

ステップ 6

[OK] をクリックして PRA を削除します。
PRA を削除せずに [ 再評価設定（Reassessment configurations）] ページに戻る場合は、[ キャンセル
（Cancel）] をクリックします。
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表 20-2 に、PRA の作成、複製、および編集を行うために使用する、[ 新規再評価設定（New
Reassessment Configuration）] ページのフィールドを示します。
表 20-2

PRA の設定

フィールド名

フィールドの説明

設定名（Configuration Name）

[ 設定名（Configuration Name）] テキスト ボックスには、作成す
る PRA 設定の名前を入力します。

設定の説明（Configuration
Description）

[ 設定の説明（Configuration Description）] テキスト ボックスに
は、PRA 設定の説明を入力します。

再評価適用の使用（Use

[ 再評価適用の使用（Use Reassessment Enforcement）] チェック
ボックスがオンになっている場合、ユーザ ID グループに設定され
ている PRA 設定が適用されます。オフになっている場合、ユーザ
ID グループに設定されている PRA 設定は適用されません。

Reassessment Enforcement?）

適用タイプ（Enforcement

Type）

クライアントがポスチャ要件を満たさない場合、次のいずれかの
アクションがクライアントに強制されます。ドロップダウン リス
トに事前定義された設定が表示されます。

• 続行
• ログオフ
• 修復
リストからいずれかを選択します。
インターバル（Interval）

[ インターバル（Interval）] テキスト ボックスには、最初のログイ
ンの成功後に、クライアントに対して PRA を開始する時間間隔を
分単位で入力します。
[ インターバル（Interval）] フィールドの隣にある情報アイコンに
は、PRA に設定できる最小および最大のインターバルが示されま
す。PRA に対する最小インターバルは 60 分（1 時間）であり、最
大インターバルは 1440 分（24 時間）です。デフォルトのイン
ターバル時間は 240 分（4 時間）に指定されます。

猶予時間（Grace time）

[ 猶予時間（Grace Time）] テキスト ボックスには、クライアント
が修復を完了するまでに使用できる時間間隔を分単位で入力しま
す。猶予時間はゼロ、および PRA インターバルより大きくはでき
ません。この時間は、デフォルトの最小インターバル（5 分）から
最小 PRA インターバルの間の範囲に設定できます。
[ 猶予時間（Grace time）] フィールドの隣にある情報アイコンに
は、PRA に設定できる最小および最大のインターバルが示されま
す。最小猶予時間は 5 分であり、最大猶予時間は 60 分です。
（注）

猶予時間は、適用タイプが、クライアントがポスチャ再評
価に失敗した後に修復アクションを行うよう設定されてい
る場合にのみ有効になります。
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表 20-2

PRA の設定 （続き）

フィールド名
ユーザ ID グループの選択
（Select User Identity Groups）

フィールドの説明

[ ユーザ ID グループの選択（Select User Identity Groups）] テキス
ト ボックスでは、PRA 設定に一意のグループまたはグループの一
意の組み合わせを選択します。

PRA 設定の作成時には、次のことに注意してください。
• 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 つの設定で、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 [ 任意（Any）] を含む PRA 設定を作成す
る場合は、まず他のすべての PRA 設定を削除してください。
• ユーザ ID グループ [ 任意（Any）] を含む PRA 設定を作成す
る場合は、一意の 1 つのユーザ ID グループまたは複数のユー
ザ ID グループを含む他の PRA 設定は作成できません。[ 任意
（Any）] 以外のユーザ ID グループを含む PRA 設定を作成す
るには、ユーザ ID グループ [ 任意（Any）] を含む既存の
PRA 設定をまず削除するか、ユーザ ID グループ [ 任意
（Any）] を含む既存の PRA 設定を、一意の 1 つのユーザ ID
グループまたは複数のユーザ ID グループで更新します。

PRA 設定 - 設定リスト（PRA
configurations—configurations
list）

既存の PRA 設定および PRA 設定に関連付けられているユーザ ID
グループを一覧表示する領域です。

クライアント ポスチャの定期再評価のフィルタリング

[ 再評価設定（Reassessment configurations）] ページで、[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用
するか、フィルタ アイコンをクリックして、クイック フィルタを呼び出したり、閉じたりすることがで
きます。クイック フィルタは、[ 再評価設定（Reassessment configurations）] ページで定期再評価をフィ
ルタリングするために使用できる単純なフィルタです。クイック フィルタは、[ 再評価設定
（Reassessment configurations）] ページのフィールドの説明（定期再評価の名前、説明、クライアントが
ポスチャ評価に失敗した場合にクライアントに適用されるアクション、定期再評価が設定されている
ユーザ ID グループ、および有効または無効になっている定期再評価など）に基づいて、定期再評価を
フィルタリングします。

[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用して、拡張フィルタを呼び出すことができます。拡張フィ
ルタは複雑なフィルタであり、後で使用するためにプリセットしておき、[ 再評価設定（Reassessment
configurations）] ページでの結果とともに取得することもできます。拡張フィルタでは、フィールドの説
明に関連付けられている特定の値に基づいて、定期再評価をフィルタリングします。フィルタを追加ま
たは削除したり、一連のフィルタを組み合わせて 1 つの拡張フィルタにしたりすることができます。
プリセット フィルタを管理するには、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset Filters）] オプション
を使用します。このオプションを選択すると、すべてのプリセット フィルタが一覧表示されます。プリ
セット フィルタにはセッション ライフタイムがあり、この間、[ 再評価設定（Reassessment
configurations）] ページにフィルタリング済みの結果が表示されます。プリセット フィルタを作成して
保存すると、リストからプリセット フィルタを選択して、[ 再評価設定（Reassessment configurations）]
ページにフィルタリング済みの結果を表示できるようになります。プリセット フィルタを編集すること
も、プリセット フィルタ リストから削除することもできます。
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定期再評価をフィルタリングするには、次の手順を実行します。
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 ペインの [ ポスチャ（Posture）] を選択します。

ステップ 3

右矢印をクリックしてポスチャを展開します。

ステップ 4

[ 再評価（Reassessments）] をクリックします。
[ 再評価設定（Reassessment configurations）] ページに、作成済みのすべての PRA が一覧表示されま
す。

ステップ 5

[ 再評価設定（Reassessment configurations）] ページの [ 表示（Show）] ドロップダウン リストをク
リックしてフィルタ オプションを選択します。
クイック フィルタ、フィルタリング用の拡張フィルタ、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset
Filters）] オプション（フィルタリング用のプリセット フィルタを管理できる）を選択できます。
表 20-3 を参照してください。
詳細については、
「クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行
します。」（P.20-21）および「拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順
を実行します。」（P.20-21）を参照してください。

（注）

[ 再評価設定（Reassessment configurations）] ページに戻るには、[ 表示（Show）] ドロップ
ダウン リストから [ すべて（All）] を選択します。フィルタリングなしですべての定期再評価
が表示されます。

クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
クイック フィルタでは、[ 再評価設定（Reassessment configurations）] ページの各フィールドの説明
に基づいて、定期再評価をフィルタリングします。任意のフィールド内をクリックして、そのフィール
ドに検索基準を入力すると、[ 再評価設定（Reassessment configurations）] ページの結果についてペー
ジが更新されます。フィールドをクリアすると、[ 再評価設定（Reassessment configurations）] ページ
にすべての定期再評価のリストが表示されます。
ステップ 1
ステップ 2

フィルタリングするには、各フィールドで [ 実行（Go）] をクリックして、[ 再評価設定
（Reassessment configurations）] ページに表示されている結果についてページを更新します。
フィールドをクリアするには、各フィールドで [ クリア（Clear）] をクリックします。

拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
拡張フィルタでは、より複雑な変数を使用して定期再評価をフィルタリングできます。フィールドの説
明に一致する値に基づいて定期再評価をフィルタリングする 1 つ以上のフィルタが含まれています。1
行に 1 つのフィルタの場合、定期再評価は各フィールドの説明とフィルタに定義した値に基づいてフィ
ルタリングされます。複数のフィルタを使用して値を照合し、定期再評価のフィルタリングを行うに
は、1 つの拡張フィルタ内のフィルタのいずれかまたはすべてを使用します。
ステップ 1

フィールドの説明を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 2

演算子を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 3

選択したフィールドの説明の値を入力します。
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ステップ 4

フィルタを追加するには [ 行の追加（Add Row）]（プラス [+] 記号）をクリックし、フィルタを削除
するには [ 行の削除（Remove Row）]（マイナス [-] 記号）をクリックします。

ステップ 5

各フィルタの値に一致させるには [ すべて（All）] をクリックし、いずれか 1 つのフィルタの値に一致
させるには [ 任意（Any）] をクリックします。

ステップ 6

[ 実行（Go）] をクリックしてフィルタリングを開始します。

ステップ 7

[ 保存（Save）] アイコンをクリックしてフィルタを保存します。
[ プリセット フィルタの保存（Save a Preset Filter）] ダイアログが表示されます。フィルタを保存する
場合はファイル名を入力して [ 保存（Save）] をクリックし、フィルタをクリアする場合は [ キャンセ
ル（Cancel）] をクリックします。作成するプリセット フィルタの名前にはスペースは使用できませ
ん。現在のフィルタを保存しないでフィルタをクリアするには、[ キャンセル（Cancel）] をクリック
します。

ステップ 8

フィルタリングを行った後に [ フィルタのクリア（Clear Filter）] をクリックします。

表 20-3 に、PRA をフィルタリングするために使用するフィールドを示します。
表 20-3

再評価のフィルタリング設定

フィルタリング方法

フィルタリング フィー
ルド

クイック フィルタ

名前（Name）

このフィールドでは、定期再評価の名前により定
期再評価をフィルタリングできます。

説明（Description）

このフィールドでは、定期再評価の説明により定
期再評価をフィルタリングできます。

タイプ（Type）

このフィールドでは、クライアントに適用されて
いるアクションにより定期再評価をフィルタリン
グできます。

フィールドの説明

このフィールドでは、定期再評価に設定されてい
ユーザ ID グループ
（User Identity Groups ） るユーザ ID グループにより定期再評価をフィル
タリングできます。
有効（Enable）

このフィールドでは、有効になっている再評価に
より定期再評価をフィルタリングできます。
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表 20-3

再評価のフィルタリング設定 （続き）

フィルタリング方法
拡張フィルタ

フィルタリング フィー
ルド

フィールドの説明

次の中からフィールド
の説明を選択します。

ドロップダウン矢印をクリックしてフィールドの
説明を選択します。

• 名前（Name）
• 説明（Description）
• タイプ（Type）
• ユーザ ID グループ
（User Identity
Groups）
• 有効（Enable）
演算子（Operator）

[ 演算子（Operator）] ドロップダウン リストか
ら、定期再評価のフィルタリングに使用できる演
算子を選択します。

値（Value）

[ 値（Value）] ドロップダウン リストから、定期
再評価をフィルタリングするために選択した
フィールドの説明の値を選択します。
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ポスチャ更新
前提条件
デフォルトの更新フィールド URL に到達できない場合は、[ 管理（Administration）] > [ システム
（System ）] > [ 設定（Settings）] > [ プロキシ（Proxy）] でプロキシを設定する必要があります。
（P.8-17）を参照してください。
プロキシ設定の詳細については、「Cisco ISE でのプロキシ設定の指定」
ポスチャの更新には、一連の事前定義済みのチェック、ルール、Windows および Macintosh オペレー
ティング システム両方のアンチウイルスおよびアンチスパイウェア サポート グラフ、およびシスコで
サポートするオペレーティング システム情報が含まれます。シスコから Cisco ISE 展開に Web 経由で
動的にポスチャ更新をダウンロードできるほか、hh:mm:ss 形式で指定する、最大 24 時間以内の時間遅
延後に自動的に更新が行われるように設定できます。その後、Cisco ISE では、最初の更新から指定さ
れた間隔で更新を自動的にチェックしてダウンロードします。ローカル システム上の最新の更新の
アーカイブを含むファイルから、オフラインで Cisco ISE を更新することもできます。
初めてネットワークに Cisco ISE を展開する場合は、まず Web からポスチャ更新をダウンロードでき
ます。このプロセスには通常約 20 分かかります。その後、ユーザの介入なしに、Cisco ISE で自動的
に差分更新のチェックとダウンロードが行われるように設定できます。更新後は、[ ポスチャ更新
（Posture Updates）] ページの [ 更新情報（Update Information）] の下に現在のシスコ更新バージョン
情報が表示されるので、更新されたことを確認できます。

（注）

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。これらを削除した場合、手動でまたはスケジュール設定されたポスチャ更新を使用して
実行される以降の更新で、Cisco ISE によりこれらが再度作成されることはありません。
ここでは、ポスチャ更新の動的更新設定およびオフライン更新設定の手順を示します。

• 「動的ポスチャ更新」（P.20-24）
• 「オフライン ポスチャ更新」（P.20-27）
関連項目
「ポスチャのカスタム条件」（P.20-46）

動的ポスチャ更新
[ ポスチャ更新（Posture Update）] ページを使用して、Web から動的に更新をダウンロードしたり、初
回更新後に時間遅延が経過した後に自動的に更新が行われるように設定したりできます。その後、ユー
ザの介入なしに、定期的な間隔で更新をチェックおよびダウンロードできます。

Web から動的に更新をダウンロードするには、次の手順を実行します。
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 ペインの [ ポスチャ（Posture）] を選択します。

ステップ 3

右矢印をクリックしてポスチャを展開します。

ステップ 4

[ 更新（Updates）] をクリックします。
[ ポスチャ更新（Posture Updates）] ページが表示されます。

ステップ 5

[ ポスチャ更新（Posture Updates）] ページで、更新を動的にダウンロードするための [Web] オプショ
ンを選択します。
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ステップ 6

[ 更新フィード URL（Update Feed URL）] フィールドにシスコのデフォルト値を設定するには、[ デ
フォルトに設定（Set to Default）] をクリックします。
たとえば、デフォルトの更新フィード URL は
https://www.cisco.com/web/secure/pmbu/posture-update.xml です。

（注）

このデフォルトの更新フィード URL に到達できない場合は、[ ポスチャ更新（Posture
Updates）] ページでプロキシを代わりに設定できます。プロキシ設定の詳細については、
「Cisco ISE でのプロキシ設定の指定」（P.8-17）を参照してください。

ステップ 7

[ ポスチャ更新（Posture Updates）] ページで値を変更します（表 20-4 を参照）。

ステップ 8

[ 即時更新（Update Now）] をクリックして、シスコから更新をダウンロードします。
Cisco ISE に、次のメッセージを示す情報ダイアログが表示されます。
「更新が終了するまでには最大で 20 分かかる場合があります。
（The update might take up to 20 minutes
to finish.）他のページにナビゲートしても更新は停止されず、後でこのページの結果を確認できます。
（Navigating to other pages will not stop the updating and you can check the result on this page later. ）」

ステップ 9

Cisco ISE の他のタスクを続行するには、[OK] をクリックします。
更新後は、[ ポスチャ更新（Posture Updates）] ページの [ 更新情報（Update Information）] の下に現
在のシスコ更新バージョン情報が表示されるので、更新されたことを確認できます。

（注）

Cisco ISE サーバを初めて更新する場合、Web から動的に更新をダウンロードするために数分
かかる場合があります。更新の進行中は、更新ページから移動して、Cisco ISE の他のタスク
を続行できます。更新が進行中に [ ポスチャ更新（Posture Updates）] ページに戻ると、更新
ページに警告ダイアログが表示されます。更新が進行中の場合、Cisco ISE に次の警告メッ
セージを示す警告ダイアログが表示されます。
「すでに更新が実行中です。
（There is already an
update running.）後でお試しください。（Please try later.）」

初回更新後は、[ ポスチャ更新（Posture Updates）] ページで、自動的に更新をチェックして、Cisco
ISE 展開に更新をダウンロードするように設定できます。Cisco ISE では、初回更新後に許可された初
期遅延が経過した後で、指定された間隔で Web から自動的に更新をダウンロードします。

初回更新後に、指定した間隔で自動的に更新をチェックしてダウンロードし続けるようにするには、
次の手順を実行します。
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 ペインの [ ポスチャ（Posture）] を選択します。

ステップ 3

右矢印をクリックしてポスチャを展開します。

ステップ 4

[ 更新（Updates）] をクリックします。
[ ポスチャ更新（Posture Updates）] ページが表示されます。
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ステップ 5

[ 初期遅延以後に更新を自動的にチェックする（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 6

初期遅延時間を hh:mm:ss の形式で入力します。
初期遅延時間の経過後に、Cisco ISE による更新のチェックが開始されます。

ステップ 7

時間間隔を時間単位で入力します。

Cisco ISE により、初期遅延時間の経過後、指定した間隔で展開に更新がダウンロードされるようにな
ります。
ステップ 8

[ はい（Yes）] をクリックして続行します。

ステップ 9

[ 保存（Save）] をクリックして、初期遅延時間の経過後に、定期的な間隔で更新がダウンロードされ
るようにします。

表 20-4 に、更新を Web から動的にまたはオフラインでダウンロードするために使用するフィールドを
示します。
表 20-4

更新設定

フィールド

フィールドの説明

ポスチャ更新オプション（Posture

Updates options）

Cisco ISE におけるポスチャ更新では、[Web] および [ オフラ
イン（Offline）] のオプションを使用できます。

更新フィード URL（Update Feed

Web から更新を行うための有効な URL です。

URL）

次に例を示します。

https://www.cisco.com/web/secure/pmbu/posture-update.xml
デフォルトに設定（Set to Default）

更新フィード URL にシスコのデフォルト URL を設定する場
合にクリックします。

プロキシ アドレス（Proxy Address） 設定されたプロキシ サーバの IP アドレスです。
プロキシ ポート（Proxy Port）

設定されたプロキシ サーバのポートです。

[ 初期遅延以後に更新を自動的に
チェックする（Automatically check
for updates starting from initial
delay）] チェックボックス

これにより、遅延時間の経過後に Cisco ISE の更新を自動的に
チェックし、その後定期的な間隔で更新をダウンロードできる
ようになります。
このチェックボックスをオンにします。

hh:mm:ss の形式で指定される初期遅 初期遅延時間の経過後に、Cisco ISE により更新のチェックが
延時間（この時間の経過後に Cisco
開始されます。
ISE により更新がチェックされます） ドロップダウン リストから、その経過後に
Cisco ISE による更
新のチェックが開始される、hh:mm:ss 形式の初期遅延時間を
選択します。
時間単位で指定される間隔（初期遅
延時間の経過後、Cisco ISE により
この間隔で自動的に更新がダウン
ロードされます）。

初期遅延時間の経過後に、Cisco ISE により自動的に更新をダ
ウンロードする間隔を時間単位で入力します。
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オフライン ポスチャ更新
Cisco ISE におけるオフライン ポスチャ パッケージ更新の実行の詳細については、『Release Notes for
the Cisco Identity Services Engine, Release 1.1.1』の「Cisco ISE Offline Updates」の項を参照してく
ださい。

ポスチャ利用規定
ログインし、クライアントのポスチャ評価が成功すると、NAC Agent および Web Agent 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。一時的なネットワーク アクセス画面には、ユーザがク
リックすると別のページにリダイレクトされるリンクがエージェントにより表示されます。このページ
には、ユーザが読み、ネットワーク使用ポリシーに同意する必要があるネットワーク利用条件を定義で
きます。
各利用規定（AUP）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 では 1 人のユーザを複数のユーザ ID グループに関連付けることができ、
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に対して複数の異なる AUP 設
定がありますが、Cisco ISE ではユーザ ID グループおよびユーザ ID グループに関連付けられた AUP
設定を検索します。Cisco ISE では、最初に一致したユーザ ID グループの AUP を検出し、最初に一致
したユーザ ID グループの AUP を表示するように NAC Agent および Web Agent に通知します。ユー
ザがリンクをクリックしてネットワーク使用ポリシーに同意すると、ネットワークへのアクセス権限を
取得できます。

ポスチャ クライアントの隔離状態に関する許可プロファイル設定ガイダンス
この項では、エンド ユーザがネットワーク使用ポリシーに従うことを拒否したため、またはクライア
ントが必須要件を満たさなかったために、クライアントが隔離状態に移行した場合の設定について説明
します。
ポスチャ評価ポリシーで定義されたすべての必須要件をクライアントが満たしている場合でも、ネット
ワーク利用条件に同意しないと、クライアントはネットワークへのアクセスを拒否され、隔離状態に移
行します。隔離状態に移行したクライアントは、コンプライアンスについて再度正常にポスチャされる
ために、再認証できません。クライアントを隔離状態から準拠状態にする必要がある場合は、セッショ
ンがタイムアウトした後に、新しい RADIUS セッションが再起動されるように、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。これにより、クライアントは設定に応じて再認証し、ネット
ワークのネットワーク使用ポリシーに同意できます。

[ 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）] ページを使用して、許可プロファイ
ルを選択して設定できます。
許可ポリシーおよびプロファイルの詳細については、第 17 章「許可ポリシーおよびプロファイルの管
理」を参照してください。

[ アクセス タイプ（Access Type）] ドロップダウン リストから [Access-Accept] オプションを選択し、
[ 共通タスク（Common Tasks）] の下で再認証に関する情報を設定するか、[ 高度な属性設定
（Advanced Attributes Settings ）] の下で許可プロファイルに関する情報を設定できます。
たとえば、RADIUS: Termination-Action 属性の値をデフォルトに設定し、RADIUS: Session-Timeout
属性を [ 共通タスク（Common Tasks）] > [ 再認証（Re-authentication）] または [ 高度な属性設定
（Advanced Attributes Settings ）] で指定した時間の値に設定できます。RADIUS: Termination-Action
属性の値が RADIUS-Request に設定されている場合、NAS では指定されたサービスの終了時に新しい
Access-Request があれば、それを State 属性とともに RADIUS サーバに送信します。この設定を使用
して、隔離状態に対するタイムアウト値を設定できます。タイムアウト後、新しい RADIUS セッショ
ンを起動して、クライアントを再認証し、ポスチャをチェックできます。
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• RADIUS: Termination-Action：指定されたサービスの完了時に NAS が実行する必要のあるアク
ション。これは Access-Accept メッセージでだけ使用されます。
• RADIUS: Session-Timeout：RADIUS セッションが終了するまでに、ユーザにサービスが提供さ
れる最大秒数を指定するタイムアウト値。この間、クライアントは NAS に接続されたままになり
ます。これは、Access-Accept または Access-Challenge メッセージに含められて RADIUS サーバ
からクライアントに送信される属性です。
上記に加え、ネットワーク デバイスに対する次の追加コマンドを入力する必要があります。

• authentication periodic：ポートにおける再認証を有効または無効にするために、このインター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。再認証を無効にする場合は、このコマ
ンドの no 形式を入力します。
この CLI コマンドは、ポートにおける定期的な再認証を有効にする方法を示します。
Switch(config-if)# authentication periodic

• authentication timer reauthenticate server：802.1x 対応ポートにタイムアウトおよび再認証パラ
メータを設定するために、このインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。
この CLI コマンドは、再認証タイマーの設定方法を示します。このタイマーには、自動再認証の
試行が開始されるまでの時間が再認証によって秒単位で指定され、無許可ポートの認証の試行が行
われるまでの間隔がサーバによって秒単位で指定されます。

authentication timer：インターフェイス コンフィギュレーション コマンド
reauthenticate：自動再認証の試行が開始されるまでの時間を秒単位で指定します。これは 1 時間
に設定されます。
server：無許可ポートの認証の試行が行われるまでの間隔を秒単位で指定します
Switch(config-if)# authentication timer reauthenticate server

利用規定の設定
[ 利用規定設定（Acceptable Use Policy Configurations）] ページで、利用規定（AUP）を表示、作成、
削除、またはフィルタリングできます。ここには、すべての AUP が、その名前、説明、タイプ、zip
ファイルの名前、または AUP のタイプに応じたネットワーク使用ポリシーを含む URL、および AUP
が設定されているユーザ ID グループとともに表示されます。
ここでは、次の手順について説明します。

• 「利用規定の表示、追加、および削除」（P.20-28）
• 「利用規定のフィルタリング」（P.20-31）
利用規定の表示、追加、および削除

[ 利用規定設定（Acceptable Use Policy Configurations）] ページを使用して、ネットワーク使用ポリ
シーに同意したクライアントにネットワーク アクセスを許可する利用規定を表示、作成、または削除
できます。

利用規定を表示するには、次の手順を実行します。
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 ペインの [ ポスチャ（Posture）] を選択します。

ステップ 3

右矢印をクリックしてポスチャを展開します。

ステップ 4

[ 利用規定（Acceptable Use Policy）] をクリックします。
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[ 利用規定設定（Acceptable Use Policy Configurations）] ページに、作成済みのすべての AUP が一覧
表示されます。
ステップ 5

リストから利用規定をクリックします。

ステップ 6

[ 表示（View）] をクリックして、利用規定を表示します。

ステップ 7

[ 利用規定設定リスト（Acceptable Use Policy Configuration list）] リンクをクリックして、[ 利用規定
設定（Acceptable Use Policy Configurations）] ページに戻ります。
[ 利用規定設定（Acceptable Use Policy Configurations）] ページに戻るには、[ キャンセル（Cancel）
] をクリックします。確認ダイアログに次のメッセージが表示されます。「キャンセルしてもよろしい
ですか ?（Are you sure you want to cancel?）行った変更はすべて失われます。（You will lose all the
changes you have made.）」[ はい（Yes）] をクリックすると、[ 利用規定設定（Acceptable Use Policy
Configurations）] ページに戻ります。[ いいえ（No）] をクリックすると、同じページに留まります。

利用規定を作成するには、次の手順を実行します。
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 ペインの [ ポスチャ（Posture）] を選択します。

ステップ 3

右矢印をクリックしてポスチャを展開します。

ステップ 4

[ 利用規定（Acceptable Use Policy）] をクリックします。
[ 利用規定設定（Acceptable Use Policy Configurations）] ページに、作成済みのすべての AUP が一覧
表示されます。

ステップ 5

[ 追加（Add）] をクリックします。

ステップ 6

[ 新規利用規定設定（New Acceptable Use Policy Configuration）] ページで値を変更します（表 20-5
を参照）。

[ 利用規定設定（Acceptable Use Policy Configurations）] ページで、ユーザ ID グループに新しい AUP
を設定できます。
ステップ 7

[ 送信（Submit）] をクリックして AUP 設定を作成します。

ステップ 8

このページから新しい AUP を追加しない場合は、[ キャンセル（Cancel）] をクリックして [ 利用規定
設定（Acceptable Use Policy Configurations）] ページに戻ります。

利用規定を削除するには、次の手順を実行します。
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 ペインの [ ポスチャ（Posture）] を選択します。

ステップ 3

右矢印をクリックしてポスチャを展開します。

ステップ 4

[ 利用規定（Acceptable Use Policy）] をクリックします。
[ 利用規定設定（Acceptable Use Policy Configurations）] ページに、作成済みのすべての AUP が一覧
表示されます。

ステップ 5

削除する利用規定を選択します。

ステップ 6

[ 利用規定設定（Acceptable Use Policy Configurations）] ページで、[ 削除（Delete）] を選択します。
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確認ダイアログに「削除してもよろしいですか ?（Are you sure you want to delete?）」というメッセー
ジが表示されます。
ステップ 7

[OK] をクリックして AUP を削除します。

ステップ 8

選択した AUP を削除せずに [ 利用規定設定（Acceptable Use Policy Configurations）] ページに戻るに
は、[ キャンセル（Cancel）] をクリックします。

表 20-5 に、[ 利用規定設定（Acceptable Use Policy Configurations）] ページで AUP 設定を作成する
ために使用するフィールドを示します。
表 20-5

AUP の設定

フィールド

フィールドの説明

設定名（Configuration Name）

[ 設定名（Configuration Name）] テキスト ボックスには、作
成する AUP 設定の名前を入力します。

設定の説明（Configuration
Description）

[ 設定の説明（Configuration Description）] テキスト ボックス
には、作成する AUP 設定の説明を入力します。

[ エージェント ユーザに AUP を表示 [ エージェント ユーザに AUP を表示（Show AUP to Agent
（Show AUP to Agent users）]
users）] チェックボックスがオンになっている場合、ユーザ
（Windows 上の NAC Agent および （Windows 上の NAC Agent および Web Agent のユーザのみ）
に、ネットワークのネットワーク利用条件へのリンクが表示さ
Web Agent のユーザのみ）
れます。このリンクをクリックすると、認証およびポスチャ評
価が成功した場合に AUP が表示されます。
選択された場合、認証およびポスチャ評価が成功した場合にク
[AUP メッセージの URL を使用
（Use URL for AUP message）] オプ ライアントがアクセスする必要がある AUP メッセージの URL
を [AUP の URL（AUP URL）] に入力する必要があります。
ション ボタン

[AUP メッセージのファイルを使用
（Use file for AUP message）] オプ
ション ボタン

選択された場合、[AUP ファイル（AUP File）] で、zip 形式
のファイルの場所を参照してアップロードする必要がありま
す。このファイルには、トップ レベルに index.html が含まれ
ます。

.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参照できます。
AUP の URL（AUP URL）

[AUP の URL（AUP URL）] には、認証およびポスチャ評価
が成功した場合にクライアントがアクセスする必要がある

AUP の URL を入力します。
AUP ファイル（AUP File）

[AUP ファイル（AUP File）] では、ファイルを参照して
Cisco ISE サーバにアップロードします。これは zip ファイル
にする必要があり、zip ファイルのトップ レベルには
index.html ファイルを含める必要があります。
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表 20-5

AUP の設定 （続き）

フィールド

フィールドの説明

ユーザ ID グループの選択（Select
User Identity Groups）

[ ユーザ ID グループの選択（Select User Identity Groups）] ド
ロップダウン リストでは、AUP 設定に対する一意のユーザ 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 設定の作成時には、次のことに注意してください。
• ポスチャ AUP はゲスト フローには適用されません
• 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 つの設定で、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 [ 任意（Any）] を含む 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 [ 任意（Any）] を含む AUP 設定を作
成する場合は、一意の 1 つのユーザ ID グループまたは複
数のユーザ ID グループを含む他の AUP 設定は作成でき
ません。任意以外のユーザ ID グループを含む AUP 設定
を作成するには、ユーザ ID グループ [ 任意（Any）] を含
む既存の AUP 設定をまず削除するか、ユーザ ID グルー
プ [ 任意（Any）] を含む既存の AUP 設定を、一意の 1 つ
のユーザ ID グループまたは複数のユーザ ID グループで
更新します。
利用規定設定 - 設定リスト
（Acceptable use policy

既存の AUP 設定および AUP 設定に関連付けられているエン
ド ユーザ ID グループを一覧表示します。

configurations—Configurations list）
利用規定のフィルタリング

[ 利用規定設定（Acceptable Use Policy Configurations）] ページで、[ 表示（Show）] ドロップダウン
リストを使用するか、フィルタ アイコンをクリックして、クイック フィルタを呼び出したり、閉じた
りすることができます。クイック フィルタは、[ 利用規定設定（Acceptable Use Policy
Configurations）] ページで利用規定をフィルタリングするために使用できる単純なフィルタです。ク
イック フィルタは、利用規定の名前、説明、利用規定の URL、利用規定が設定されているユーザ ID
グループ、[ 利用規定設定（Acceptable Use Policy Configurations）] ページで有効または無効になって
いる利用規定といったフィールドの説明に基づいて、利用規定をフィルタリングします。

[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用して、拡張フィルタを呼び出すことができます。拡張
フィルタは複雑なフィルタであり、後で使用するためにプリセットしておき、[ 利用規定設定
（Acceptable Use Policy Configurations）] ページでの結果とともに取得することもできます。拡張フィ
ルタでは、フィールドの説明に関連付けられている特定の値に基づいて、利用規定をフィルタリングし
ます。フィルタを追加または削除したり、一連のフィルタを組み合わせて 1 つの拡張フィルタにしたり
することができます。
プリセット フィルタを管理するには、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset Filters）] オプ
ションを使用します。このオプションを選択すると、すべてのプリセット フィルタが一覧表示されま
す。プリセット フィルタにはセッション ライフタイムがあり、この間、[ 利用規定設定（Acceptable
Use Policy Configurations）] ページにフィルタリング済みの結果が表示されます。プリセット フィル
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タを作成して保存すると、リストからプリセット フィルタを選択して、[ 利用規定設定（Acceptable
Use Policy Configurations）] ページにフィルタリング済みの結果を表示できるようになります。プリ
セット フィルタを編集することも、プリセット フィルタ リストから削除することもできます。

利用規定をフィルタリングするには、次の手順を実行します。
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 ペインの [ ポスチャ（Posture）] を選択します。

ステップ 3

右矢印をクリックしてポスチャを展開します。

ステップ 4

[ 利用規定（Acceptable Use Policy）] をクリックします。
[ 利用規定設定（Acceptable Use Policy Configurations）] ページに、作成済みのすべての AUP が一覧
表示されます。

ステップ 5

[ 利用規定設定（Acceptable Use Policy Configurations）] ページの [ 表示（Show）] ドロップダウン リ
ストをクリックしてフィルタ オプションを選択します。
クイック フィルタ、フィルタリング用の拡張フィルタ、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset
Filters）] オプション（フィルタリング用のプリセット フィルタを管理できる）を選択できます。
表 20-6 を参照してください。
詳細については、
「クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行
します。」（P.20-32）および「拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順
を実行します。」（P.20-32）を参照してください。

（注）

[ 利用規定設定（Acceptable Use Policy Configurations）] ページに戻るには、[ 表示（Show）]
ドロップダウン リストから [ すべて（All）] を選択します。フィルタリングなしですべての利
用規定が表示されます。

クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
クイック フィルタでは、[ 利用規定設定（Acceptable Use Policy Configurations）] ページの各フィー
ルドの説明に基づいて、利用規定をフィルタリングします。任意のフィールド内をクリックして、その
フィールドに検索基準を入力すると、[ 利用規定設定（Acceptable Use Policy Configurations）] ページ
の結果についてページが更新されます。フィールドをクリアすると、[ 利用規定設定（Acceptable Use
Policy Configurations）] ページにすべての利用規定のリストが表示されます。
ステップ 1
ステップ 2

フィルタリングするには、各フィールドで [ 実行（Go）] をクリックして、[ 利用規定設定
（Acceptable Use Policy Configurations）] ページに表示されている結果についてページを更新します。
フィールドをクリアするには、各フィールドで [ クリア（Clear）] をクリックします。

拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
拡張フィルタでは、より複雑な変数を使用して利用規定をフィルタリングできます。フィールド説明に
一致する値に基づいて利用規定をフィルタリングする 1 つ以上のフィルタが含まれています。1 行に 1
つのフィルタの場合、利用規定は各フィールドの説明とフィルタに定義した値に基づいてフィルタリン
グされます。複数のフィルタを使用して値を照合し、利用規定のフィルタリングを行うには、1 つの拡
張フィルタ内のフィルタのいずれかまたはすべてを使用します。
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ステップ 1

フィールドの説明を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 2

演算子を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 3

選択したフィールドの説明の値を入力します。

ステップ 4

フィルタリング済みリストを追加するには [ 行の追加（Add Row）]（プラス [+] 記号）をクリックし、
フィルタリング済みリストを削除するには [ 行の削除（Remove Row）]（マイナス [-] 記号）をクリッ
クします。

ステップ 5

各フィルタの値に一致させるには [ すべて（All）] をクリックし、いずれか 1 つのフィルタの値に一致
させるには [ 任意（Any）] をクリックします。

ステップ 6

[ 実行（Go）] をクリックしてフィルタリングを開始します。

ステップ 7

[ 保存（Save）] アイコンをクリックしてフィルタを保存します。
[ プリセット フィルタの保存（Save a Preset Filter）] ダイアログが表示されます。フィルタを保存する
場合はファイル名を入力して [ 保存（Save）] をクリックし、フィルタをクリアする場合は [ キャンセ
ル（Cancel）] をクリックします。作成するプリセット フィルタの名前にはスペースは使用できませ
ん。現在のフィルタを保存しないでフィルタをクリアするには、[ キャンセル（Cancel）] をクリック
します。

ステップ 8

フィルタリングを行った後に [ フィルタのクリア（Clear Filter）] をクリックします。

表 20-6 に、AVP をフィルタリングするために使用するフィールドを示します。
表 20-6

利用規定のフィルタリング設定

フィルタリング方
法

フィルタリング
フィールド

クイック フィルタ

名前（Name）

フィールドの説明
このフィールドでは、利用規定の名前により利用規定を
フィルタリングできます。

説明（Description） このフィールドでは、利用規定の説明により利用規定を
フィルタリングできます。
タイプ（Type）

ファイル名 /URL
（File Name/URL）

このフィールドでは、ファイルの使用タイプ、または利用
規定のリモートの場所により、利用規定をフィルタリング
できます。
このフィールドでは、使用されているファイル名、または
利用規定のリモートの場所により、利用規定をフィルタリ
ングできます。

ユーザ ID グループ このフィールドでは、利用規定に設定されているユーザ
（User Identity
ID グループにより利用規定をフィルタリングできます。
Groups）
有効（Enabled）

このフィールドでは、エージェント ユーザ（Windows 上
の NAC Agent および Web Agent のユーザのみ）に対して
表示または非表示にするよう設定されている AUP により
利用規定をフィルタリングできます。

• [True]：エージェント ユーザに対して AUP が表示さ
れます

• [False]：エージェント ユーザに対して AUP が表示さ
れません
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表 20-6

利用規定のフィルタリング設定 （続き）

フィルタリング方
法

フィルタリング
フィールド

拡張フィルタ

次の中からフィー
ルドの説明を選択
します。

フィールドの説明
ドロップダウン矢印をクリックしてフィールドの説明を選
択します。

• 名前（Name）
• 説明
（Description）
• タイプ（Type）
• ファイル名
/URL（File
Name/URL）
• ユーザ ID グ
ループ（User
Identity
Groups）
• 有効
（Enabled）
演算子（Operator） [ 演算子（Operator）] ドロップダウン リストから、利用
規定のフィルタリングに使用できる演算子を選択します。
値（Value）

[ 値（Value）] ドロップダウン リストから、利用規定を
フィルタリングするために選択したフィールドの説明の値
を選択します。

Cisco ISE におけるクライアント ポスチャ評価
ポスチャ サービスは、ポスチャ ポリシーに関連付けられた、ポスチャ要件に基づくポスチャ ポリシー
を使用することによって、Cisco ISE 対応ネットワークにアクセスするエンドポイントのコンプライア
ンスの判別を支援します。これは、ネットワークに接続しているすべてのエンドポイントについて、
ユーザが属する 1 つ以上の ID グループおよびクライアントにインストールされているオペレーティン
グ システムに関連付けられている、設定済みのポスチャ ポリシーを評価します。クライアントにイン
ストールされている NAC Agent は Cisco ISE ポスチャ サービスと対話し、クライアントに設定されて
いるポスチャ ポリシーを評価します。
また、クライアントにインストールされているオペレーティング システムに対し、Cisco ISE からポス
チャに関するサポートが提供される仕組みについて理解していることを確認してください。

階層型オペレーティング システムのサポート

Cisco ISE では、階層型グループに構造化されている、すべての Windows および Macintosh オペレー
ティング システムに対しサポートを提供します。階層から個別のオペレーティング システムを選択す
ることもできます。親グループには、グループのオペレーティング システム バージョンが含まれ、グ
ループの各バージョンにはそれに属するオペレーティング システム バージョンが含まれます。階層か
らオペレーティング システムの親グループを選択した場合、その親グループに属するすべてのオペ
レーティング システムを暗黙的に選択することになります。親グループまたはグループを選択すると、
それに属するすべてのオペレーティング システムのバージョンにポスチャ条件が適用されます。
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たとえば、Cisco ISE でのポスチャのポスチャ ポリシーを作成中に、[ オペレーティング システム
（Operating Systems）] ドロップダウン リストから [Windows すべて（Windows All）] を選択すると、
そのポスチャ ポリシーに定義する条件がすべての Microsoft Windows オペレーティング システムおよ
びそれに属するオペレーティング システムに適用されます。[Windows すべて（Windows All ）] には、
Microsoft Windows 7（すべて）、Microsoft Windows Vista（すべて）、Microsoft Windows XP （すべ
て）およびそれに属するオペレーティング システムが含まれます。

オペレーティング システムによるフィルタリング
階層内のオペレーティング システムを選択すると、条件、複合条件、および要件のフィルタリングが
展開され、単純条件に関連付けられた親オペレーティング システム グループがオーバーライドされま
す。この展開では、複合条件に関連付けられているオペレーティング システムを使用して、条件、複
合条件、および要件がフィルタリングされます。親オペレーティング システム グループに関連付けら
れている単純条件およびその親オペレーティング システム グループに属するバージョンに関連付けら
れている複合条件がある場合、フィルタリングは複合条件に関連付けられているバージョンのオペレー
ティング システムのみに基づいて行われます。
たとえば、Windows Vista 親オペレーティング システム グループに関連付けられた単純条件があると
します。また、そのオペレーティング システム グループに属するバージョンの Windows Vista に関連
付けられた複合条件もあるとします。この場合、フィルタリングは、複合条件に関連付けられている
バージョンのオペレーティング システムのみを使用して実行されます。

オペレーティング システム バージョンに対する動的サポート
ユーザが属するロールに関連付けられているエンドポイントおよびクライアント上のオペレーティング
システムにポスチャ ポリシーを設定できます。保存したポスチャ設定はオペレーティング システムの
グループ レベルでのみ適用され、オペレーティング システム レベルでは適用されません。この適用レ
ベルにより、階層型グループに構造化されている複数のオペレーティング システムのバージョンを
マップできます。
たとえば、オペレーティング システム グループから [Windows すべて（Windows All）] オプションを
選択すると、それぞれに属するバージョンを含む Windows 7、Windows Vista、および Windows XP グ
ループすべての階層型構造が選択されます。

Cisco ISE では、Windows および Macintosh 両方の NAC Agent および NAC Web Agent を含む、新し
いバージョンのクライアント オペレーティング システムおよびエージェントを動的にサポートします。
ISE サーバにある osgroups.xml ファイルがシスコによって自動的に更新され、最新バージョンのサ
ポート情報を反映します。エージェントから Cisco ISE サーバに osgroups.xml ファイルにリストされ
ていないオペレーティング システム バージョンが送信された場合は、エージェント経由でのポスチャ
サービスの使用を続行できません。
関連項目
• 「クライアント ポスチャ評価ポリシー」（P.20-36）

• 「クライアント ポスチャ評価の要件」（P.20-165）
トラブルシューティング項目

• 「エージェントがポスチャ評価の開始に失敗する」（P.D-29）
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クライアント ポスチャ評価ポリシー
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ている
ポスチャ要件の集合です。ディクショナリ属性はオプションの条件であり、ID グループおよびオペ
レーティング システムと併用することによって、クライアントに対して異なるポリシーを定義できま
す。
ここでは、ポスチャ要件はポスチャ ポリシーだけでなく、オプションのディクショナリ属性にも関連
付けられます。この属性では、ディクショナリ単純条件およびディクショナリ複合条件をライブラリか
ら使用することも、新規に作成することもできます。

前提条件：
ポスチャ コンプライアンスに関するポスチャ ポリシーを作成する際の利用規定（AUP）およびポス
チャ再評価（PRA）について理解していることを確認してください。

AUP の詳細については「ポスチャ利用規定」（P.20-27）を、PRA の詳細については「ポスチャの再評
価」（P.20-13）を参照してください。
これらに加え、次の内容も参照してください。

• 「ディクショナリ単純条件」（P.20-110）
• 「ディクショナリ複合条件」（P.20-115）
• 「時刻と日付の条件の設定」（P.17-24）

[ ポスチャ ポリシー（Posture Policies）] ページを使用して、新しいポリシーを挿入（作成）、既存のポ
リシーを複製、または既存のポリシーを削除できます。
表 20-7 に、新しいポスチャ ポリシーの挿入、既存のポリシーの複製、または既存のポスチャ ポリシー
の削除を行うために使用する、[ ポスチャ ポリシー（Posture Policies）] ページのフィールドを示しま
す。
表 20-7

ポスチャ ポリシー

フィールド
ステータス
（Status）

フィールドの説明
ドロップダウン リストからオプションを選択します。これを使用して、評価の
ためにポスチャ評価ポリシーを適用する、または適用しないようにできます。

ルール名（Rule

[ ルール名（Rule Name）] テキスト ボックスには、作成するポスチャ ポリシー

Name）

の名前を入力します。作成して保存した後は、ポスチャ ポリシーの名前は変更
できません。

ID グループ
（Identity Groups）

ドロップダウン リストから ID グループを選択します。選択した ID グループ
は、クライアントにインストールされているオペレーティング システムととも
に、ユーザが属するユーザ ロールに適用されます。

オペレーティング
システム
（Operating
Systems）

ドロップダウン リストからオペレーティング システムを選択します。ここで
は、ポスチャ要件を適用する特定の Windows または Macintosh オペレーティン
グ システムを選択できます。

ポスチャ要件を適用するディクショナリ単純条件またはディクショナリ複合条
その他の条件
（Other Conditions） 件を選択します。複数の条件を選択した場合、複合条件を形成するためにはす
べての条件が満たされる必要があります。システムでは「&」（論理 AND）を
AND 演算子として使用します。
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表 20-7

ポスチャ ポリシー （続き）

フィールド

フィールドの説明

要件
（Requirements）

ドロップダウン リストからポスチャ要件を選択します。一致するポスチャ ポリ
シーに関連付けられているポスチャ要件の選択によって、ポスチャ ポリシー評
価におけるエンドポイントのコンプライアンスが判別されます。

アクション
（Actions）

新しいポスチャ ポリシーの挿入、既存のポリシーの複製、または既存のポリ
シーの削除を行えます。

ポスチャ ポリシーの管理方法については、「クライアント ポスチャ ポリシーの作成、複製、および削
除」（P.20-38）を参照してください。
簡易ポスチャ ポリシー設定の詳細については、「簡易ポスチャ ポリシー設定」（P.20-37）を参照してく
ださい。

簡易ポスチャ ポリシー設定
この項では、[ ポスチャ ポリシー（Posture Policy）] ページのみで、他の設定ページにナビゲートする
ことなく、3 つの手順でポスチャ ポリシーを設定するプロセスについて説明します。

[ ポスチャ ポリシー（Posture Policy）] ページでポスチャ ポリシーを作成すると、要件の追加ウィ
ジェットで作成するポスチャ条件および修復アクションがポスチャ要件に関連付けられ、要件の追加
ウィジェットで作成するポスチャ要件がポスチャ ポリシーに関連付けられます。
この項では、3 つの手順でポスチャ ポリシーを設定するプロセスについて説明します。

簡易ポスチャ ポリシーには、次の 3 つのステップが含まれます。
[ ポリシー（Policy）] > [ ポスチャ（Posture）] を選択します。[ ポスチャ ポリシー（Posture Policy）]
ページが表示されます。
ステップ 1

プラス [+] 記号をクリックして要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閉じます。

[ 要件（Requirements）] オブジェクト セレクタを呼び出して、[ 要件の追加（Add Requirement）] ダ
イアログから新しいポスチャ要件を作成できます。詳細については、「新しいポスチャ ポリシーの作
成」（P.20-38）を参照してください。
ステップ 2

プラス [+] 記号をクリックして、[ 要件の追加（Add Requirement）] ダイアログで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閉じ
ます。
ユーザ定義条件およびシスコ定義条件を別々に一覧表示する、[ 条件（Conditions）] オブジェクト セ
レクタを呼び出すことができます。
単純なファイル、レジストリ、アプリケーション、サービス条件、標準複合条件、アンチウイルス複合
条件、アンチスパイウェア複合条件などの新規条件を作成して、それらを要件に関連付けることができ
ます。[ 条件（Conditions）] オブジェクト セレクタに表示される、既存のユーザ定義の単純および複
合条件を関連付けることもできます。
ファイル、レジストリ、アプリケーション、サービス条件、標準複合条件、アンチウイルス複合条件、
およびアンチスパイウェア複合条件のシスコ定義条件を選択して、それらを要件に関連付けることもで
きます。
詳細については、「新しいポスチャ要件の作成」（P.20-167）を参照してください。
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ステップ 3

プラス [+] 記号をクリックして、[ 要件の追加（Add Requirement）] ダイアログで修復アクションの固
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
クして閉じます。
作成済みの修復をすべて一覧表示する [ 修復（Remediations）] オブジェクト セレクタを呼び出すこと
ができます。
ファイル修復、リンク修復、プログラム起動修復、アンチウイルス修復、アンチスパイウェア修復、
Windows Server Update Services 修復、Windows Update 修復などの新しい修復を作成して、それらを
要件に関連付けることができます。

[ 修復（Remediations）] オブジェクト セレクタに表示される既存の修復を選択することもできます。
詳細については、「新しいポスチャ要件の作成」（P.20-167）を参照してください。

[ 要件の追加（Add Requirement）] ダイアログでポスチャ条件およびポスチャ修復の設定が完了する
と、要件がポスチャ ポリシーに関連付けられます。

クライアント ポスチャ ポリシーの作成、複製、および削除
この項では、[ ポスチャ ポリシー（Posture Policies）] ページにおける新しいポリシーの挿入（作成）、
既存のポリシーの複製、または既存のポリシーの削除の方法を示す次の手順について説明します。

• 「新しいポスチャ ポリシーの作成」（P.20-38）
• 「ポスチャ ポリシーの複製」（P.20-43）
• 「ポスチャ ポリシーの削除」（P.20-43）

新しいポスチャ ポリシーの作成
[ ポスチャ ポリシー（Posture Policies）] ページに新しいポスチャ ポリシーを作成できます。
新しいポスチャ ポリシーを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[ ポリシー（Policy）] > [ ポスチャ（Posture）] を選択します。
[ ポスチャ ポリシー（Posture Policy）] ページが表示されます。

ステップ 2

[ ステータス（Status）] タイプを選択します。
ポスチャ ポリシーの適用方法として、次のタイプのいずれかを選択できます。

• [ 有効（Enabled）]：評価にポスチャ ポリシーを適用できます。
• [ 無効（Disabled）]：評価にポスチャ ポリシーを適用しないようにできます。
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、[ ロールの選択（Select Role）] を選択します。
ID グループの固定オーバーレイが表示されます。
ロールを選択するには、次の手順を実行します。

a. プラス [+] 記号をクリックして ID グループの固定オーバーレイを展開します。

ID グループの固定オーバーレイが表示されます。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閉じます。

b. クイック ピッカー（下矢印）をクリックします。
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[ ロール（Roles）] オブジェクト セレクタが表示されます。テーブル ビューでは、ウィジェット
の右ペインに任意およびユーザ ID グループを示すロールが行形式で表示されます。ツリー ビュー
では、任意およびユーザ ID グループがツリー形式で表示されます。
c. [ ロール（Roles）] オブジェクト セレクタからロールを選択します。
d. ポリシーに複数のロールを関連付けるには、[ 追加（Add）]（プラス [+] 記号）をクリックします。
e. ロールをポリシーから削除するには、[ 削除（Remove）]（マイナス [-] 記号）をクリックします。
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 システムの選択
（Select Operating Systems）] を選択します。
オペレーティング システムの固定オーバーレイが表示されます。
オペレーティング システムを選択するには、次の手順を実行します。

a. プラス [+] 記号をクリックして、オペレーティング システムの固定オーバーレイを展開します。
オペレーティング システムの固定オーバーレイが表示されます。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閉じます。

b. クイック ピッカー（下矢印）をクリックします。

[ オペレーティング システム グループ（Operating System Groups）] オブジェクト セレクタが表
示されます。テーブル ビューでは、ウィジェットの右ペインに [MAC OSX] および [Windows す
べて（Windows All）] オペレーティング システム グループおよび各グループに属するバージョン
が行形式で表示されます。ツリー ビューでは、[MAC OSX] および [Windows すべて（Windows
All）] オペレーティング システム グループおよび各グループに属するバージョンがツリー形式で
表示されます。
両方のオペレーティング システム タイプを選択することはできません。

c. [ オペレーティング システム グループ（Operating System Groups）] オブジェクト セレクタから、
[MAC OSX] または [Windows すべて（Windows All）] のいずれかを選択します。
クイック ピッカー（右矢印）をクリックして、オペレーティング システム グループを表示しま
す。

[Mac OS X (Macintosh)] には、3 つのバージョンが含まれます。
• [Mac OS X（Macintosh）] グループで、Macintosh オペレーティング システムを選択します。
または

Windows には、[Windows 7（すべて）（Windows 7 (All)）]、[Windows Vista（すべて）
（Windows XP (All) ）] グループがあり、
（Windows Vista (All)）]、および [Windows XP（すべて）
各グループに異なるバージョンが属しています。
• [Windows すべて（Windows All）] グループで、Windows のグループとバージョンを選択し
ます。各 Windows グループには、それぞれ異なるバージョンが属しています。
d. ポリシーに複数のオペレーティング システムを関連付けるには、[ 追加（Add）]（プラス [+] 記
号）をクリックします。

e. オペレーティング システムをポリシーから削除するには、[ 削除（Remove）]（マイナス [-] 記号）
をクリックします。
ステップ 6

[ その他の条件（Other Conditions）] から、[ ディクショナリ属性（Dictionary Attributes）] を選択し
ます（任意）。
条件の固定オーバーレイが表示されます。これを使用して、任意で新しいディクショナリ属性を 1 つ以
上追加し、それらを単純および複合条件としてディクショナリ（ライブラリ）に保存できます。AND
または OR 演算子を使用してディクショナリ複合条件を作成し、それらをディクショナリに保存できま
す。[ その他の条件（Other Conditions）] フィールドで、ポスチャ ポリシー評価での検証に使用する、
ディクショナリ単純および複合条件をライブラリから選択できます。
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（注）

[ ポスチャ ポリシー（Posture Policy）] ページ、[ ポリシー（Policy）] > [ ポリシー要素
（Policy Elements）] > [ 条件（Conditions）] > [ ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple
Conditions）] ページ、および [ ポリシー（Policy）] > [ ポリシー要素（Policy Elements）] > [
条件（Conditions）] > [ ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound Conditions）] ページ
で作成するディクショナリ単純条件およびディクショナリ複合条件は、許可ポリシーの設定時
には表示されません。

条件を選択するには、次の手順を実行します。

a. 任意。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閉じます。
ダイアログに [ 既存の条件をライブラリから選択（Select Existing Condition from Library）] およ
（Create New Condition (Advance Option)）] が表示さ
び [ 新しい条件の作成（高度なオプション）
れます。

[ 既存の条件をライブラリから選択（Select Existing Condition from Library）]：事前定義済みの
条件をポリシー要素ライブラリから選択して式を定義できます。以降の手順で、事前定義ではない
属性 / 値ペアを式に追加できます。
[ 新しい条件の作成（高度なオプション）（Create New Condition (Advance Option)）]：システム
定義またはユーザ定義のさまざまなディクショナリから属性を選択して式を定義できます。以降の
手順で、事前定義済みの条件をポリシー要素ライブラリから追加できます。

b. [ 既存の条件をライブラリから選択（Select Existing Condition from Library）] をクリックします。
c. クイック ピッカー（下矢印）をクリックします。

[ ディクショナリ（Dictionaries）] オブジェクト セレクタが表示され、ディクショナリ単純条件お
よびディクショナリ複合条件が一覧表示されます。
d. 条件を選択します。
e. AND 演算子または OR 演算子をドロップダウン リストで選択します。
f. [ 操作（Action）] をクリックして、新しいディクショナリ属性およびその値を追加するか、ライブ
ラリから条件を追加するか、既存の条件またはディクショナリ属性を削除します。
次の操作を実行できます

– 属性 / 値の追加（Add Attribute/Value）
– 条件をライブラリから追加（Add Condition from Library）
– 削除（Delete）
g. [ 保存（Save）] アイコンをクリックして、次のすべての条件を、条件オーバーレイからポリシー
要素ライブラリに追加します。
ディクショナリ属性を選択するには、次の手順を実行します。

a. 任意。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閉じます。
ダイアログに [ 既存の条件をライブラリから選択（Select Existing Condition from Library）] およ
（Create New Condition (Advance Option)）] が表示さ
び [ 新しい条件の作成（高度なオプション）
れます

b. [ 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
します。
条件の固定オーバーレイが表示されます。これを使用して、新しい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（式）を作成できます。
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c. [ 式（Expression）] フィールドで、クイック ピッカー（下矢印）アイコンをクリックします。

[ ディクショナリ（Dictionaries）] オブジェクト セレクタに、次のディクショナリが一覧表示され
ます。
– AD1
– DEVICE
– ネットワークへのアクセス（Network Access）
– Radius
– セッション（Session）
d. [ ディクショナリ（Dictionaries）] オブジェクト セレクタで、既存のディクショナリを選択しま
す。

e. ナビゲーション矢印（右矢印）をクリックし、ディクショナリ属性を表示します。
ディクショナリのディクショナリ属性が表示されます。

f. ディクショナリ属性を選択します。
g. 演算子および値を選択して、ディクショナリ単純条件を作成します。
h. [ 操作（Action）] をクリックして、ライブラリにディクショナリ単純条件を追加します。
ライブラリに保存するディクショナリ単純条件の名前を入力します。

i. [ 操作（Action）] をクリックして、新しいディクショナリ属性およびその値を追加するか、ライブ
ラリから条件を追加するか、条件を複製するか、ライブラリに条件を追加するか、既存の条件また
はディクショナリ属性を削除します。
次の操作を実行できます

– 属性 / 値の追加（Add Attribute/Value）
– 条件をライブラリから追加（Add Condition from Library）
– 複製（Duplicate）
– 条件をライブラリに追加（Add Condition to Library）
– 削除（Delete）
j. AND 演算子または OR 演算子をドロップダウン リストで選択し、ディクショナリ複合条件を作成
します。

k. [ 保存（Save）] アイコンをクリックして、条件の固定オーバーレイからライブラリにすべての条
件を追加します。
ここでは、システム定義またはユーザ定義のさまざまなディクショナリから属性を選択して式を定
義できます。新しいディクショナリ属性と関連する値を追加して新しいディクショナリ単純条件
（式）を作成し、それをポリシー要素ライブラリに保存できます。以降の手順で、事前定義済みの
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。
セッション Agent-Request-Type
ディクショナリ ウィジェットから選択するセッション ディクショナリには、次の属性および値が
含まれます。

– Agent-Request-Type：値は [ 初回（Initial）] および [ 定期再評価（Periodic Reassessment）]
です。

– OS-Architecture：値は 32 ビットおよび 64 ビットです。
– URL-Redirected：値を指定します。
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デフォルトでは、一致するすべてのポスチャ要件が初回ポスチャ評価で検証され、その後、クライ
アントのポスチャ評価に定義されている定期再評価に従って定期的に検証されます。セッション属
性 Agent-Request-Type をポスチャ ポリシーで使用すると、クライアントの初回ポスチャ評価また
は定期再評価のいずれかに、ポスチャ要件を選択的に適用できます。

– 一致するポスチャ要件を初回ポスチャ評価のみに適用する場合は、セッション
Agent-Request-Type 属性を [ 初回（Initial）] に設定します。
– 一致するポスチャ要件を定期再評価のみに適用する場合は、セッション Agent-Request-Type
属性を [ 定期再評価（Periodic Reassessment）] に設定します。
– 一致するポスチャ要件を初回ポスチャ評価および定期再評価の両方に適用する場合は、ポス
チャ ポリシーにセッション Agent-Request-Type 属性を設定しないでください。
ステップ 7

[ 要件（Requirements）] で [ 要件を選択（Select Requirement）] を選択します。
要件を選択するには、次の手順を実行します。

a. プラス [+] 記号をクリックして要件の固定オーバーレイを展開します。
要件の固定オーバーレイが表示されます。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閉じます。
ポスチャ要件の適用方法として、次の項目タイプのいずれかを選択できます。

[ 必須（Mandatory）]：このオプションでは、クライアントにポスチャ要件を満たすことを強制し
ます。クライアントがポスチャ要件を満たさない限り、ユーザは続行できず、ネットワークへのア
クセスも許可されません。
[ 任意（Optional）]：このオプションでは、クライアントにポスチャ要件を満たすことを強制しま
せん。必要であれば、クライアントはこの要件を迂回できます。クライアントが要件を満たさなく
ても、ユーザは続行でき、ネットワークへのアクセスも許可されます。
[ 監査（Audit）]：クライアントがポスチャ要件を満たしているかどうかを検査しますが、ユーザ
には通知しません。ユーザのネットワーク アクセスには影響しません。

b. クイック ピッカー（下矢印）をクリックします。

[ 要件（Requirements）] オブジェクト セレクタが表示されます。
c. 要件を選択します。
d. ポスチャ ポリシーに複数の要件を関連付けるには、[ 追加（Add）]（プラス [+] 記号）をクリック
します。

e. 要件をポスチャ ポリシーから削除するには、[ 削除（Remove）]（マイナス [-] 記号）をクリック
します。
要件を作成するには、次の手順を実行します。

a. [ 要件（Requirements）] で [ 要件を選択（Select Requirement）] を選択します。
b. プラス [+] 記号をクリックして要件の固定オーバーレイを展開します。
要件の固定オーバーレイが表示されます。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閉じます。
ポスチャ要件の適用方法として、次の項目タイプのいずれかを選択できます。

[ 必須（Mandatory）]：このオプションでは、クライアントにポスチャ要件を満たすことを強制し
ます。クライアントがポスチャ要件を満たさない限り、ユーザは続行できず、ネットワークへのア
クセスも許可されません。
[ 任意（Optional）]：このオプションでは、クライアントにポスチャ要件を満たすことを強制しま
せん。必要であれば、クライアントはこの要件を迂回できます。クライアントが要件を満たさなく
ても、ユーザは続行でき、ネットワークへのアクセスも許可されます。
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[ 監査（Audit）]：クライアントがポスチャ要件を満たしているかどうかを検査しますが、ユーザ
には通知しません。ユーザのネットワーク アクセスには影響しません。

c. クイック ピッカー（下矢印）をクリックします。

[ 要件（Requirements）] オブジェクト セレクタが表示されます。
d. [ 操作（Action）] ボタンでクイック ピッカー（下矢印）をクリックします。
e. [ 要件の作成（Create Requirement）] をクリックします。

[ 要件の追加（Add Requirement）] ダイアログが表示されます。[ ポスチャ ポリシー（Posture
Policy）] ページでポスチャ要件を設定できます。このページでは、その要件にポスチャ条件およ
びポスチャ修復アクションを関連付けることができます。
ステップ 8

ステップ 9

ポスチャ ポリシーを保存してポスチャ ポリシー行を読み取り専用モードに切り替えるには、[ 完了
（Done）] をクリックします。ポスチャ ポリシー行を編集モードに切り替えるには、[ 編集（Edit）] を
クリックします。

[ 保存（Save）] をクリックします。

トラブルシューティング項目
• 「エージェントがポスチャ評価の開始に失敗する」（P.D-29）

ポスチャ ポリシーの複製
[ ポスチャ ポリシー（Posture Policies）] ページに複製するポスチャ ポリシーのコピーを作成できま
す。
ポリシーを複製するには、次の手順を実行します。
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

ポリシー行の下矢印をクリックします。
アクション項目がリスト ボックスに表示されます。

ステップ 3

[ 複製（Duplicate）] をクリックして、[ ポスチャ ポリシー（Posture Policies）] ページに複製するポリ
シーのコピーを作成します。

トラブルシューティング項目
• 「エージェントがポスチャ評価の開始に失敗する」（P.D-29）

ポスチャ ポリシーの削除
[ ポスチャ ポリシー（Posture Policies）] ページからポスチャ ポリシーを削除することもできます。
ポリシーを削除するには、次の手順を実行します。
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

ポリシー行の下矢印をクリックします。
アクション項目がリスト ボックスに表示されます。
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ステップ 3

[ 削除（Delete）] を選択します。
確認ダイアログに「ポリシーを削除してもよろしいですか（Are you sure you want to delete the
policy）」というメッセージが表示されます。

ステップ 4

[ ポスチャ ポリシー（Posture Policies）] ページからポスチャ ポリシーを削除する場合は、[ はい
（Yes）] をクリックします。

ステップ 5

ポスチャ ポリシーを削除せずに [ ポスチャ ポリシー（Posture Policies）] ページに戻るには、[ いいえ
（No）] をクリックします。

Cisco ISE におけるポスチャ評価および修復オプション
Windows 用の NAC Agent および Web Agent では Windows クライアントにポスチャ評価および修復
を提供し、Macintosh 用の NAC Agent では Macintosh クライアントにポスチャ評価および修復を提供
します。Cisco ISE でカスタム条件および修復アクションの設定を始める前に、Windows および
Macintosh 用の NAC Agent および Windows 用の Web Agent でサポートされているポスチャ評価およ
び修復のタイプについて理解しておく必要があります。
表 20-8 に、Windows および Macintosh 用の NAC Agent および Windows 用の Web Agent でサポート
されているポスチャ評価（チェック）および修復オプションのリストを示します。
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表 20-8

ポスチャ評価

ポスチャ評価および修復オプション

Macintosh OS X 用
Windows 用 NAC Agent Windows 用 Web Agent NAC Agent
オペレーティング システ オペレーティング システ N/A
ム / サービス パック / ホッ ム / サービス パック / ホッ
トフィックス（Operating トフィックス（Operating
System/Service
System/Service
Packs/Hotfixes）
Packs/Hotfixes）
N/A
プロセス チェック
プロセス チェック
（Process Check）
（Process Check）
N/A
レジストリ チェック
レジストリ チェック
（Registry Check）
（Registry Check）
N/A
ファイル チェック（File
ファイル チェック（File
Check）
Check）
アプリケーション チェッ アプリケーション チェッ N/A
ク（Application Check） ク（Application Check）
アンチウイルスのインス
トール（Antivirus
Installation）

アンチウイルスのインス
トール（Antivirus
Installation）

アンチウイルスのインス
トール（Antivirus
Installation）

アンチウイルスのバー
ジョン / アンチウイルス定
義日付（Antivirus

アンチウイルスのバー
ジョン / アンチウイルス定
義日付（Antivirus

アンチウイルスのバー
ジョン / アンチウイルス定
義日付（Antivirus

アンチスパイウェアのイ
ンストール（Antispyware
Installation）

アンチスパイウェアのイ
ンストール（Antispyware
Installation）

アンチスパイウェアのイ
ンストール（Antispyware
Installation）

Version/ Antivirus
Definition Date）

Version/ Antivirus
Definition Date）

Version/ Antivirus
Definition Date）

アンチスパイウェアの
アンチスパイウェアの
アンチスパイウェアの
バージョン / アンチスパイ バージョン / アンチスパイ バージョン / アンチスパイ
ウェア定義日付
ウェア定義日付
ウェア定義日付
（Antispyware Version/
（Antispyware Version/
（Antispyware Version/

Antispyware Definition
Date）

Antispyware Definition
Date）

Windows Update 実行中
（Windows Update
Running）

Windows Update 実行中
（Windows Update
Running）

Windows Update 設定
（Windows Update
Configuration）

Windows Update 設定
（Windows Update
Configuration）

Antispyware Definition
Date）
N/A

N/A

WSUS コンプライアンス WSUS コンプライアンス N/A
設定（WSUS Compliance 設定（WSUS Compliance
Settings）
Settings）
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表 20-8

ポスチャ評価および修復オプション （続き）

Macintosh OS X 用
Windows 用 NAC Agent Windows 用 Web Agent NAC Agent
ポスチャ修復

メッセージ テキスト
（ローカル チェック）
（Message Text (Local
Check)）

メッセージ テキスト
（ローカル チェック）
（Message Text (Local
Check)）

メッセージ テキスト
（ローカル チェック）
（Message Text (Local
Check)）

URL リンク（リンク配布） URL リンク（リンク配布） URL リンク（リンク配布）
（URL Link (Link
（URL Link (Link
（URL Link (Link
Distribution)）
Distribution)）
Distribution)）
ファイル配布（File
Distribution）
プログラム起動（Launch
Program ）

ファイル配布（File

N/A

Distribution）
N/A

N/A

アンチウイルス定義更新
（Antivirus Definition
Update）

N/A

アンチウイルス ライブ更
新（Antivirus Live
Update）

アンチスパイウェア定義
更新（Antispyware
Definition Update）

N/A

アンチスパイウェア ライ
ブ更新（Antispyware Live
Update）

Windows Update

N/A

N/A

WSUS

N/A

N/A

ポスチャのカスタム条件
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のいずれの単純条件
もポスチャ条件として使用できます。これらの単純条件の中から 1 つ以上の条件を使用して、ポスチャ
要件に関連付けることができる複合条件を作成します。

ユーザ定義条件およびシスコ定義条件

Cisco ISE では、ユーザがそれぞれの条件リスト ページで作成するユーザ定義条件またはシスコ定義条
件のいずれかにポスチャ条件を再定義します。
初回ポスチャ更新後、Cisco ISE では次のユーザ定義 AV 複合条件および AS 複合条件を作成します。

• ANY_av_mac_def：MAC におけるすべての AV 定義チェック
• ANY_av_mac_inst：MAC におけるすべての AV インストール チェック
• ANY_av_win_def：Windows におけるすべての AV 定義チェック
• ANY_av_mac_inst：Windows におけるすべての AV インストール チェック
• ANY_as_mac_def：MAC におけるすべての AS 定義チェック
• ANY_as_mac_inst：MAC におけるすべての AS インストール チェック
• ANY_as_win_def：Windows におけるすべての AS 定義チェック
• ANY_as_mac_inst：Windows におけるすべての AS インストール チェック
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初回ポスチャ更新後、Cisco ISE で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
ファイル、レジストリ、アプリケーション、およびサービスの単純条件は pc_ as というプレフィック
スを持ち、複合条件は pr_ as というプレフィックスを持ちます。

（注）

[ 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 Conditions）] または [AS 複合条件（AS Compound
Conditions）] ページに表示される条件は、次のように異なる場合があります。
• Cisco ISE Release 1.1.1 の新規インストールを実行しており、コンプライアンス モジュールの更新
を実行していない場合、この表示は空になります。

• Cisco ISE Release 1.1.1 の新規インストールおよびコンプライアンス モジュールの更新を実行して
いる場合は、Cisco ISE によって、上記のリストのうち該当するアンチウイルスまたはアンチスパ
イウェアのサブセットが表示されます。

• 以前のリリースの Cisco ISE からリリース 1.1.1 にアップグレードし、コンプライアンス モジュー
ルの更新を実行している場合、Cisco ISE により、上記のリストのうち該当するアンチウイルスま
たはアンチスパイウェアのサブセット、および以前のリリースのデータベースから引き継がれたそ
の他多数のベンダー固有の条件が表示されます。

ユーザ定義条件またはシスコ定義条件には、ファイル条件、レジストリ条件、アプリケーション条件、
およびサービス条件などの単純条件と、標準複合条件、アンチウイルス複合条件、およびアンチスパイ
ウェア複合条件などの複合条件の両方が含まれます。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインを使用して、次のポスチャ単純条件を管理できます。
• ファイル条件：クライアント上のファイルの有無、ファイルの日付、およびファイルのバージョン
を調べる単純条件

• レジストリ条件：クライアント上のレジストリ キーの有無またはレジストリ キーの値を調べる単
純条件

• アプリケーション条件：クライアントでアプリケーション（プロセス）が実行されているかどうか
を調べる単純条件

• サービス条件：クライアントでサービスが実行されているかどうかを調べる単純条件
• ディクショナリ単純条件：演算子に関連付けられる属性および値に関連付けられる演算子を調べる
単純条件

（注）

Cisco ISE では、単純条件が 1 つ以上の複合条件に関連付けられている場合、参照整合性エ
ラーのためにその単純条件を削除できません。単純条件は複合条件に関連付けることができる
ため、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
は削除できません。単純条件を削除しようとすると、まず単純条件が関連付けられている複合
条件を更新するか、削除する必要があることを示すエラー メッセージが Cisco ISE によってス
ローされます。

（注）

シスコ定義のポスチャ単純条件は削除も編集もできません。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインを使用して、次のポスチャ複合条件を管理できます。
• 複合条件：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タイプの 1 つ以上の単
純条件または複合条件を含みます。

• アンチウイルス複合条件：1 つ以上の AV 条件または AV 複合条件を含みます。
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• 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 複合条件を含みます。
• 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を含み
ます。

（注）

Cisco ISE では複合条件は参照整合性エラーのために削除できません。複合条件をポスチャ要
件に関連付けることができるため、複合条件、アンチウイルス、アンチスパイウェア、および
ディクショナリ複合条件は削除できません。複合条件を削除しようとすると、まず複合条件が
関連付けられているポスチャ要件を更新するか、削除する必要があることを示すエラー メッ
セージが Cisco ISE によってスローされます。

（注）

シスコ定義のポスチャ複合条件は削除も編集もできません。

ファイル条件
ファイル条件は、クライアントにファイルが存在するかどうか、クライアントでファイルが作成または
変更された日付、またはクライアントに存在するファイルのバージョンによってファイルを調べる単純
（単一）条件です。FileExistence、FileDate、および FileVersion タイプのファイル条件を作成して、ク
ライアント上のファイルのコンプライアンスを確認できます。FileExistence タイプは、クライアント
にファイルが存在するかどうかを調べます。FileDate タイプは、クライアントにおけるファイル作成日
またはファイル変更日に基づいてファイルを調べます。FileVersion タイプは、ファイル条件で定義し
たファイルの特定のバージョンを調べます。[ ファイル条件（File Conditions）] ページでファイル条件
を作成すると、入力内容に基づいた詳細がフィールドに表示されるようになります。

[ ファイル条件（File Conditions）] ページには、ファイル条件がその名前および説明とともに表示され
ます。また、各ファイル条件タイプについて調べる対象ファイルの名前も表示されます。

（注）

[ ファイル条件（File Conditions）] ページに一覧表示されるシスコ定義のファイル条件は編集できませ
ん。

ファイル条件の設定
[ ファイル条件（File Conditions）] ページでは、FileExistence、FileDate、および FileVersion のいず
れかのタイプのファイル条件を作成できます。[ ファイル条件（File Conditions）] ページでは、ファイ
ル条件を複製、編集、削除、またはフィルタリングすることもできます。
ここでは、次の手順について説明します。

• 「ファイル条件の表示」（P.20-49）
• 「FileExistence タイプのファイル条件の作成、複製、編集、および削除」（P.20-49）
• 「FileDate タイプのファイル条件の作成、複製、編集、および削除」（P.20-52）
• 「FileVersion タイプのファイル条件の作成、複製、編集、および削除」（P.20-55）
• 「ファイル条件のフィルタリング」（P.20-58）
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ファイル条件の表示
[ ファイル条件（File Conditions）] ページを使用して、ファイル条件を表示できます。
ファイル条件を表示するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ ファイル条件（File Condition）] をクリックします。
[ ファイル条件（File Conditions）] ページに、シスコが事前定義したファイル条件と、ユーザが作成し
たすべてのファイル条件が一覧表示されます。

ステップ 5

ファイル条件のリストでファイル条件をクリックし、[ 表示（View）] をクリックして詳細を表示しま
す。

ステップ 6

[ ファイル条件リスト（File Conditions List）] リンクをクリックして [ ファイル条件（File Conditions）
] ページに戻ります。

FileExistence タイプのファイル条件の作成、複製、編集、および削除
[ ファイル条件（File Conditions）] ページを使用して、FileExistence タイプのファイル条件を作成、
複製、編集、または削除できます。この条件を使用すると、クライアントにファイルが存在しているか
どうかを調べることができます。

FileExistence タイプのファイル条件を作成するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）をクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ ファイル条件（File Condition）] をクリックします。
[ ファイル条件（File Conditions）] ページに、シスコが事前定義したファイル条件と、ユーザが作成し
たすべてのファイル条件が一覧表示されます。

ステップ 5

注意
ステップ 6

[ 追加（Add）] をクリックします。

作成して保存した後は、ファイル条件の名前は変更できません。

[ ファイル条件リスト（File Conditions List）] > [ 新規ファイル条件（New File Condition）] ページの
値を変更し（表 20-9 を参照）、[ ファイル条件（File Conditions）] ページに表示される FileExistence
タイプのファイル条件を追加します。
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ステップ 7

[ 送信（Submit）] をクリックして、FileExistence タイプのファイル条件を作成します。

FileExistence タイプのファイル条件を複製するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインで、[ ポスチャ（Posture）] を選択します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）をクリックして、ポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ ファイル条件（File Condition）] をクリックします。
[ ファイル条件（File Conditions）] ページに、シスコが事前定義したファイル条件と、ユーザが作成し
たすべてのファイル条件が一覧表示されます。

ステップ 5

複製するファイル条件をクリックし、[ 複製（Duplicate）] をクリックして FileExistence タイプのファ
イル条件のコピーを作成します。

ステップ 6

[ 送信（Submit）] をクリックして、FileExistence タイプのファイル条件のコピーを作成します。

FileExistence タイプのファイル条件を編集するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）をクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ ファイル条件（File Condition）] をクリックします。
[ ファイル条件（File Conditions）] ページに、シスコが事前定義したファイル条件と、ユーザが作成し
たすべてのファイル条件が一覧表示されます。

ステップ 5

編集するファイル条件をクリックし、[ 編集（Edit）] をクリックして FileExistence タイプのファイル
条件を編集します。

ステップ 6

[ 保存（Save）] をクリックし、FileExistence タイプのファイル条件の変更内容を保存します。
FileExistence タイプのファイル条件の編集が完了すると、[ ファイル条件（File Conditions）] ページ
で FileExistense タイプのファイル条件を使用できるようになります。

ステップ 7

[ ファイル条件リスト（File Conditions List）] リンクをクリックして [ ファイル条件（File Conditions）
] ページに戻ります。

FileExistence タイプのファイル条件を削除するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）をクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
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ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ ファイル条件（File Condition）] をクリックします。
[ ファイル条件（File Conditions）] ページに、シスコが事前定義したファイル条件と、ユーザが作成し
たすべてのファイル条件が一覧表示されます。

ステップ 5

注意

削除するファイル条件をクリックし、[ 削除（Delete）] をクリックして FileExistence タイプのファイ
ル条件を削除します。

シスコが事前定義した条件は削除できません。削除するときは、シスコが定義したものではない条
件を選択してください。

表 20-9 に、FileExistence タイプ条件のファイル条件を作成、複製、または編集するために使用する [
新規ファイル条件（New File Condition）] ページのフィールドを示します。
表 20-9

FileExistence タイプのファイル条件

フィールド名

フィールドの説明

名前（Name）

作成するファイル条件の名前を入力します。

説明（Description）

作成するファイル条件の説明を入力します。

ファイル パス（File

[ ファイル パス（File Path）] ドロップダウン リストでは、ファイルが存在

Path）

するかどうかを調べる場所を指定します。次の事前定義された設定から選
択します。

• [ABSOLUTE_PATH]：ファイルの完全修飾パスの中でファイルを調べ
ます。 たとえば、C:\<directory>\file name です。その他の設定の場合
は、ファイル名のみを入力します。

• [SYSTEM_32]：C:\WINDOWS\system32 ディレクトリの中でファイ
ルを調べます。ファイル名を入力します。

• [SYSTEM_DRIVE]：C:\ ドライブの中でファイルを調べます。ファイ
ル名を入力します。

• [SYSTEM_PROGRAMS]：C:\Program Files の中でファイルを調べま
す。ファイル名を入力します。

• [SYSTEM_ROOT]：Windows システムのルート パスの中でファイル
を調べます。ファイル名を入力します。
ファイル タイプ（File
Type）

[ ファイル タイプ（File Type）] ドロップダウン リストでは、単にファイル
がクライアントに存在するかどうかを調べるか、ファイルの作成日または
更新日とバージョンを指定して調べるかを選択できます。次の事前定義さ
れた設定から選択します。
• [FileExistence]：ファイルがシステムに存在するかどうかを調べます。
• [FileDate]：特定の作成日または更新日のファイルがシステムに存在す
るかどうかを調べます。

• [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。
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表 20-9

FileExistence タイプのファイル条件 （続き）

フィールド名

フィールドの説明

ファイル演算子

[ ファイル演算子（File Operator）] ドロップダウン リストでは、指定した
場所にファイルが存在するかどうかを調べるときの演算子を選択します。
次の事前定義された設定から選択します。
• Exists
• DoesNotExist

オペレーティング シス
テム（Operating
System）

[ オペレーティング システム（Operating System）] ドロップダウン リスト
で、どの Windows オペレーティング システムに条件を適用するかを選択
します。

FileDate タイプのファイル条件の作成、複製、編集、および削除
[ ファイル条件（File Conditions）] ページでは、ファイル作成日またはファイル変更日を使用して、
FileDate タイプのファイル条件を作成、複製、編集、または削除できます。

FileDate タイプのファイル条件を作成するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）をクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ ファイル条件（File Condition）] をクリックします。
[ ファイル条件（File Conditions）] ページに、シスコが事前定義したファイル条件と、ユーザが作成し
たすべてのファイル条件が一覧表示されます。

ステップ 5

注意

[ 追加（Add）] をクリックします。

作成して保存した後は、ファイル条件の名前は変更できません。

ステップ 6

[ ファイル条件リスト（File Conditions List ）] > [ 新規ファイル条件（New File Condition）] ページの
値を変更し（表 20-10 を参照）、ファイル作成日またはファイル変更日を使用して FileDate タイプの
ファイル条件を追加します。

ステップ 7

[ 送信（Submit）] をクリックして、FileDate タイプのファイル条件を作成します。

FileDate タイプのファイル条件を複製するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）をクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ ファイル条件（File Condition）] をクリックします。
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[ ファイル条件（File Conditions）] ページに、シスコが事前定義したファイル条件と、ユーザが作成し
たすべてのファイル条件が一覧表示されます。
ステップ 5

複製するファイル条件をクリックし、[ 複製（Duplicate）] をクリックして FileDate タイプのファイル
条件のコピーを作成します。

ステップ 6

[ 送信（Submit）] をクリックして、FileDate タイプのファイル条件のコピーを作成します。

FileDate タイプのファイル条件を編集するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）をクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ ファイル条件（File Condition）] をクリックします。
[ ファイル条件（File Conditions）] ページに、シスコが事前定義したファイル条件と、ユーザが作成し
たすべてのファイル条件が一覧表示されます。

ステップ 5

編集するファイル条件をクリックし、[ 編集（Edit）] をクリックして FileDate タイプのファイル条件を
編集します。

ステップ 6

[ 保存（Save）] をクリックして FileDate タイプのファイル条件の変更内容を保存します。
FileDate タイプのファイル条件の編集が完了すると、[ ファイル条件（File Conditions）] ページで
FileDate タイプのファイル条件を使用できるようになります。

ステップ 7

[ ファイル条件リスト（File Conditions List）] リンクをクリックして [ ファイル条件（File Conditions）
] ページに戻ります。

FileDate タイプのファイル条件を削除するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）をクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ ファイル条件（File Condition）] をクリックします。
[ ファイル条件（File Conditions）] ページに、シスコが事前定義したファイル条件と、ユーザが作成し
たすべてのファイル条件が一覧表示されます。

ステップ 5

注意

削除するファイル条件をクリックし、[ 削除（Delete）] をクリックして FileDate タイプのファイル条件
を削除します。

シスコが事前定義した条件は削除できません。削除するときは、シスコが定義したものではない条
件を選択してください。
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表 20-10 に、FileDate タイプ条件のファイル条件を作成、複製、または編集するために使用する [ 新規
ファイル条件（New File Condition）] ページのフィールドを示します。
表 20-10

FileDate タイプのファイル条件

フィールド名

フィールドの説明

名前（Name）

作成するファイル条件の名前を入力します。

説明（Description）

作成するファイル条件の説明を入力します。

ファイル パス（File

[ ファイル パス（File Path）] ドロップダウン リストでは、ファイルが存在

Path）

するかどうかを調べる場所を指定します。次の事前定義された設定から選
択します。

• [ABSOLUTE_PATH]：ファイルの完全修飾パスの中でファイルを調べ
ます。 たとえば、C:\<directory>\file name です。その他の設定の場合
は、ファイル名のみを入力します。

• [SYSTEM_32]：C:\WINDOWS\system32 ディレクトリの中でファイ
ルを調べます。ファイル名を入力します。

• [SYSTEM_DRIVE]：C:\ ドライブの中でファイルを調べます。ファイ
ル名を入力します。

• [SYSTEM_PROGRAMS]：C:\Program Files の中でファイルを調べま
す。ファイル名を入力します。

• [SYSTEM_ROOT]：Windows システムのルート パスの中でファイル
を調べます。ファイル名を入力します。
ファイル タイプ（File
Type）

[ ファイル タイプ（File Type）] ドロップダウン リストでは、単にファイル
がクライアントに存在するかどうかを調べるか、ファイルの作成日または
更新日とバージョンを指定して調べるかを選択できます。次の事前定義さ
れた設定から選択します。
• [FileExistence]：ファイルがシステムに存在するかどうかを調べます。
• [FileDate]：特定の作成日または更新日のファイルがシステムに存在す
るかどうかを調べます。

• [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。
ファイル日付タイプ
（File Date Type）

[ ファイル日付タイプ（File Date Type）] では、特定のファイル作成日また
はファイル変更日によってファイルが存在するかどうかを調べるための日
付タイプを選択します。次の事前定義された設定から選択します。
• 作成日時（Creation Date）
• 変更日（Modification Date）

演算子（Operator）

[ 演算子（Operator）] ドロップダウン リストでは、特定の日付またはバー
ジョンのファイルが存在するかどうかを調べるときの演算子を選択します。
次の事前定義された設定から選択します。

• EarlierThan
• LaterThan
• EqualTo
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表 20-10

FileDate タイプのファイル条件 （続き）

フィールド名

フィールドの説明

日時（Date and Time）

[ 日時（Date and Time）] フィールドには、クライアント 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。これにより、ファ
イルが存在するかどうかを、クライアント システムの日付と時刻を使用し
て調べることができます。

オペレーティング シス
テム（Operating
System）

[ オペレーティング システム（Operating System）] ドロップダウン リスト
で、どの Windows オペレーティング システムに条件を適用するかを選択
します。

FileVersion タイプのファイル条件の作成、複製、編集、および削除
[ ファイル条件（File Conditions）] ページを使用して、複数のバージョンを持つ FileVersion タイプの
ファイル条件を作成、複製、編集、または削除できます。

FileVersion タイプのファイル条件を作成するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）をクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ ファイル条件（File Condition）] をクリックします。
[ ファイル条件（File Conditions）] ページに、シスコが事前定義したファイル条件と、ユーザが作成し
たすべてのファイル条件が一覧表示されます。

ステップ 5

注意

[ 追加（Add）] をクリックします。

作成して保存した後は、ファイル条件の名前は変更できません。

ステップ 6

[ ファイル条件リスト（File Conditions List）] > [ 新規ファイル条件（New File Condition）] ページの
値を変更し（表 20-11 を参照）、ファイルが複数のバージョンを持つ FileVersion タイプのファイル条
件を追加します。

ステップ 7

[ 送信（Submit）] をクリックして、FileVersion タイプのファイル条件を作成します。

FileVersion タイプのファイル条件を複製するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）をクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ ファイル条件（File Condition）] をクリックします。
[ ファイル条件（File Conditions）] ページに、シスコが事前定義したファイル条件と、ユーザが作成し
たすべてのファイル条件が一覧表示されます。
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ステップ 5

複製するファイル条件をクリックし、[ 複製（Duplicate）] をクリックして FileVersion タイプのファイ
ル条件のコピーを作成します。

ステップ 6

[ 送信（Submit）] をクリックして、FileVersion タイプのファイル条件のコピーを作成します。

FileVersion タイプのファイル条件を編集するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）をクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ ファイル条件（File Condition）] をクリックします。
[ ファイル条件（File Conditions）] ページに、シスコが事前定義したファイル条件と、ユーザが作成し
たすべてのファイル条件が一覧表示されます。

ステップ 5

編集するファイル条件をクリックし、[ 編集（Edit）] をクリックして FileVersion タイプのファイル条
件を編集します。

ステップ 6

[ 保存（Save）] をクリックし、FileVersion タイプのファイル条件の変更内容を保存します。
FileVersion タイプのファイル条件の編集が完了すると、[ ファイル条件（File Conditions）] ページで
FileVersion タイプのファイル条件を使用できるようになります。

ステップ 7

編集ページから [ ファイル条件リスト（File Conditions List）] リンクをクリックし、[ ファイル条件
（File Conditions）] ページに戻ります。

FileVersion タイプのファイル条件を削除するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）をクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ ファイル条件（File Condition）] をクリックします。
[ ファイル条件（File Conditions）] ページに、シスコが事前定義したファイル条件と、ユーザが作成し
たすべてのファイル条件が一覧表示されます。

ステップ 5

注意

削除するファイル条件をクリックし、[ 削除（Delete）] をクリックして FileVersion タイプのファイル
条件を削除します。

シスコが事前定義した条件は削除できません。削除するときは、シスコが定義したものではない条
件を選択してください。
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表 20-11 に、FileVersion タイプ条件のファイル条件を作成、複製、または編集するために使用する [
新規ファイル条件（New File Condition）] ページのフィールドを示します。
表 20-11

FileVersion タイプのファイル条件

フィールド名

フィールドの説明

名前（Name）

作成するファイル条件の名前を入力します。

説明（Description）

作成するファイル条件の説明を入力します。

ファイル パス（File

[ ファイル パス（File Path）] ドロップダウン リストでは、ファイルが存在

Path）

するかどうかを調べる場所を指定します。次の事前定義された設定から選
択します。

• [ABSOLUTE_PATH]：ファイルの完全修飾パスの中でファイルを調べ
ます。 たとえば、C:\<directory>\file name です。その他の設定の場合
は、ファイル名のみを入力します。

• [SYSTEM_32]：C:\WINDOWS\system32 ディレクトリの中でファイ
ルを調べます。ファイル名を入力します。

• [SYSTEM_DRIVE]：C:\ ドライブの中でファイルを調べます。ファイ
ル名を入力します。

• [SYSTEM_PROGRAMS]：C:\Program Files の中でファイルを調べま
す。ファイル名を入力します。

• [SYSTEM_ROOT]：Windows システムのルート パスの中でファイル
を調べます。ファイル名を入力します。
ファイル タイプ（File
Type）

[ ファイル タイプ（File Type）] ドロップダウン リストでは、単にファイル
がクライアントに存在するかどうかを調べるか、ファイルの作成日または
更新日とバージョンを指定して調べるかを選択できます。次の事前定義さ
れた設定から選択します。
• [FileExistence]：ファイルがシステムに存在するかどうかを調べます。
• [FileDate]：特定の作成日または更新日のファイルがシステムに存在す
るかどうかを調べます。

• [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。
演算子（Operator）

[ 演算子（Operator）] ドロップダウン リストでは、特定の日付またはバー
ジョンのファイルが存在するかどうかを調べるときの演算子を選択します。
次の事前定義された設定から選択します。
• EarlierThan
• LaterThan
• EqualTo

ファイル バージョン
（File Version）
オペレーティング シス
テム（Operating
System）

[ ファイル バージョン（File Version）] ドロップダウン リストで、特定の
バージョンのファイルが存在するかどうかを調べるときのファイルのバー
ジョンを入力します。
[ オペレーティング システム（Operating System）] ドロップダウン リスト
で、どの Windows オペレーティング システムに条件を適用するかを選択
します。
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ファイル条件のフィルタリング
[ ファイル条件（File Conditions）] ページで、[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用するか、
フィルタ アイコンをクリックして、クイック フィルタを呼び出したり、閉じたりすることもできます。
クイック フィルタは、[ ファイル条件（File Conditions）] ページでファイル条件をフィルタリングす
るために使用できる単純なフィルタです。クイック フィルタでは、ファイル条件の名前、説明、調べ
る対象のファイルなどのフィールドの説明に基づいて、[ ファイル条件（File Conditions）] ページで
ファイル条件をフィルタリングします。

[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用して、拡張フィルタを呼び出すことができます。拡張
フィルタは複雑なフィルタであり、後で使用するためにプリセットしておき、[ ファイル条件（File
Conditions）] ページでの結果とともに取得することもできます。拡張フィルタでは、フィールドの説
明に関連付けられている特定の値に基づいて、ファイル条件をフィルタリングします。フィルタを追加
または削除したり、一連のフィルタを組み合わせて 1 つの拡張フィルタにしたりすることができます。
プリセット フィルタを管理するには、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset Filters）] オプ
ションを使用します。このオプションを選択すると、すべてのプリセット フィルタが一覧表示されま
す。プリセット フィルタにはセッション ライフタイムがあり、この間、[ ファイル条件（File
Conditions）] ページにフィルタリング済みの結果が表示されます。このオプションを使用してプリ
セット フィルタを管理できます。プリセット フィルタを作成して保存すると、リストからプリセット
フィルタを選択して、[ ファイル条件（File Conditions）] ページに結果を表示できるようになります。
プリセット フィルタを編集することも、プリセット フィルタ リストから削除することもできます。

ファイル条件をフィルタリングするには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] メニューに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーションの [ ファイル条件（File Condition）] をクリックします。
[ ファイル条件（File Conditions）] ページに、ユーザが作成したすべてのファイル条件が一覧表示され
ます。

ステップ 5

[ ファイル条件（File Conditions）] ページの [ 表示（Show）] ドロップダウン リストをクリックして
フィルタ オプションを選択します。
クイック フィルタ、フィルタリング用の拡張フィルタ、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset
Filters）] オプション（フィルタリング用のプリセット フィルタを管理できる）を選択できます。
表 20-12 を参照してください。
詳細については、
「クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行
します。」（P.20-59）および「拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順
を実行します。」（P.20-59）を参照してください。

（注）

[ ファイル条件（File Conditions）] ページに戻るには、[ 表示（Show）] ドロップダウン リス
トから [ すべて（All）] を選択します。フィルタリングなしですべてのファイル条件が表示さ
れます。
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クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
クイック フィルタでは、各フィールドの説明に基づいて、[ ファイル条件（File Conditions）] ページ
でファイル条件がフィルタリングされます。任意のフィールド内をクリックして、そのフィールドに検
索基準を入力すると、[ ファイル条件（File Conditions）] ページの結果についてページが更新されま
す。フィールドをクリアすると、[ ファイル条件（File Conditions）] ページにすべてのファイル条件の
リストが表示されます。
ステップ 1

フィルタリングするには、各フィールドで [ 実行（Go）] をクリックして、[ ファイル条件（File
Conditions）] ページに表示されている結果についてページを更新します。

ステップ 2

フィールドをクリアするには、各フィールドで [ クリア（Clear）] をクリックします。

拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
拡張フィルタでは、より複雑な変数を使用してファイル条件をフィルタリングできます。フィールドの
説明に一致する値に基づいてファイル条件をフィルタリングする 1 つ以上のフィルタが含まれていま
す。1 行に 1 つのフィルタの場合、ファイル条件は各フィールドの説明とフィルタに定義した値に基づ
いてフィルタリングされます。複数のフィルタを使用して値を照合し、ファイル条件のフィルタリング
を行うには、1 つの拡張フィルタ内のフィルタのいずれかまたはすべてを使用します。
ステップ 1

フィールドの説明を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 2

演算子を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 3

選択したフィールドの説明の値を入力します。

ステップ 4

フィルタリング済みリストを追加するには [ 行の追加（Add Row）]（プラス [+] 記号）をクリックし、
フィルタリング済みリストを削除するには [ 行の削除（Remove Row）]（マイナス [-] 記号）をクリッ
クします。

ステップ 5

各フィルタの値に一致させるには [ すべて（All）] をクリックし、いずれか 1 つのフィルタの値に一致
させるには [ 任意（Any）] をクリックします。

ステップ 6

[ 実行（Go）] をクリックしてフィルタリングを開始します。

ステップ 7

[ 保存（Save）] アイコンをクリックしてフィルタを保存します。
[ プリセット フィルタの保存（Save a Preset Filter）] ダイアログが表示されます。フィルタを保存する
場合はファイル名を入力して [ 保存（Save）] をクリックし、フィルタをクリアする場合は [ キャンセ
ル（Cancel）] をクリックします。作成するプリセット フィルタの名前にはスペースは使用できませ
ん。現在のフィルタを保存しないでフィルタをクリアするには、[ キャンセル（Cancel）] をクリック
します。

ステップ 8

フィルタリングを行った後に [ フィルタのクリア（Clear Filter）] をクリックします。

表 20-12 に、[ ファイル条件（File Conditions）] ページでファイル条件をフィルタリングするために使
用するフィールドを示します。
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表 20-12

ファイル条件のフィルタリング

フィルタリング方法

フィルタリング フィー
ルド

クイック フィルタ

名前（Name）

このフィールドを使用すると、ファイル条件を条
件名でフィルタリングできます。

説明（Description）

このフィールドを使用すると、ファイル条件を条
件の説明でフィルタリングできます。

フィールド名（Field

このフィールドを使用すると、ファイル条件を
ファイル名でフィルタリングできます。

Name）

拡張フィルタ

フィルタリング フィールドの説明

条件タイプ（Condition
Type）

このフィールドを使用すると、シスコ事前定義の
条件、およびシスコ事前定義でない条件でファイ
ル条件をフィルタリングできます。

次の中からフィールド
の説明を選択します。

ドロップダウン矢印をクリックしてフィールドの
説明を選択します。

• 名前（Name）
• 説明（Description）
• ファイル名（File
Name）
• 条件タイプ
（Condition Type）
演算子（Operator）

[ 演算子（Operator）] ドロップダウン リストか
ら、ファイル条件のフィルタリングに使用できる
演算子を選択します。

値（Value）

[ 値（Value）] ドロップダウン リストから、ファ
イル条件をフィルタリングするために選択した
フィールドの説明の値を入力します。

レジストリ条件
レジストリ条件は、クライアント上のレジストリ キーまたはレジストリの値を調べる単純（単一）条
件です。RegistryKey、RegistryKeyValue、および RegistryValueDefault タイプのレジストリ条件を作
成して、レジストリにおけるクライアントのコンプライアンスを確認できます。RegistryKey タイプ
は、クライアントにレジストリが存在するかどうかを調べ、RegistryKeyValue タイプはクライアント
上のレジストリ キーのデータを調べます。RegistryValueDefault は、デフォルト値を調べることを除い
て RegistryKeyValue と同じです。[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページでレジストリ条件
を作成すると、入力内容に基づいた詳細がフィールドに表示されるようになります。

[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページには、レジストリ条件がその名前、説明、およびタイ
プとともに表示されます。

（注）

[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページに一覧表示されるシスコが事前定義したレジストリ条
件は編集できません。
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レジストリ条件の設定
[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページでは、RegistryKey、RegistryKeyValue、および
RegistryValueDefault のいずれかのタイプのレジストリ条件を作成できます。[ レジストリ条件
（Registry Conditions）] ページでは、レジストリ条件を複製、編集、削除、またはフィルタリングする
こともできます。
ここでは、次の手順について説明します。

• 「レジストリ条件の表示」（P.20-61）
• 「RegistryKey タイプのレジストリ条件の作成、複製、編集、および削除」（P.20-61）
• 「RegistryValue タイプのレジストリ条件の作成、複製、編集、および削除」（P.20-65）
• 「RegistryValueDefault タイプのレジストリ条件の作成、複製、編集、および削除」（P.20-68）
• 「レジストリ条件のフィルタリング」（P.20-71）

レジストリ条件の表示
[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページを使用して、レジストリ条件を表示できます。
レジストリ条件を表示するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ レジストリ条件（Registry Condition）] をクリック
します。
[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページに、シスコが事前定義したレジストリ条件と、ユー
ザが作成したすべてのレジストリ条件が一覧表示されます。

ステップ 5
ステップ 6

レジストリ条件のリストでレジストリ条件をクリックし、[ 表示（View）] をクリックして詳細を表示
します。

[ レジストリ条件リスト（Registry Conditions List）] リンクをクリックして [ レジストリ条件
（Registry Conditions）] ページに戻ります。

RegistryKey タイプのレジストリ条件の作成、複製、編集、および削除
[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページを使用して、クライアントにレジストリが存在してい
るかどうかを調べることができる、RegistryKey タイプのレジストリ条件を作成、複製、編集、または
削除できます。

RegistryKey タイプのレジストリ条件を作成するには、次の手順を実行します。
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。
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ステップ 2

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ レジストリ条件（Registry Condition）] をクリック
します。
[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページに、シスコが事前定義したレジストリ条件と、ユー
ザが作成したすべてのレジストリ条件が一覧表示されます。

ステップ 5

注意

[ 追加（Add）] をクリックします。

作成して保存した後は、レジストリ条件の名前は編集できません。

ステップ 6

[ レジストリ条件リスト（Registry Conditions List）] リンク > [ 新規レジストリ条件（New Registry
Condition）] ページの値を変更し（表 20-13 を参照）、[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ペー
ジに表示される RegistryKey タイプのレジストリ条件を追加します。

ステップ 7

[ 送信（Submit）] をクリックして、RegistryKey タイプのレジストリ条件を作成します。

RegistryKey タイプのレジストリ条件を複製するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ レジストリ条件（Registry Condition）] をクリック
します。
[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページに、シスコが事前定義したレジストリ条件と、ユー
ザが作成したすべてのレジストリ条件が一覧表示されます。

ステップ 5

複製するレジストリ条件をクリックし、[ 複製（Duplicate）] をクリックして RegistryKey タイプのレ
ジストリ条件のコピーを作成します。

ステップ 6

[ 送信（Submit）] をクリックして、RegistryKey タイプのレジストリ条件のコピーを作成します。

RegistryKey タイプのレジストリ条件を編集するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ レジストリ条件（Registry Condition）] をクリック
します。
[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページに、シスコが事前定義したレジストリ条件と、ユー
ザが作成したすべてのレジストリ条件が一覧表示されます。
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ステップ 5

編集するレジストリ条件をクリックし、[ 編集（Edit）] をクリックして RegistryKey タイプのレジスト
リ条件を編集します。

ステップ 6

[ 保存（Save）] をクリックし、RegistryKey タイプのレジストリ条件の変更内容を保存します。
RegistryKey タイプのレジストリ条件の編集が完了すると、[ レジストリ条件（Registry Conditions）]
ページで RegistryKey タイプのレジストリ条件を使用できるようになります。

ステップ 7

[ レジストリ条件リスト（Registry Conditions List）] リンクをクリックして [ レジストリ条件
（Registry Conditions）] ページに戻ります。

RegistryKey タイプのレジストリ条件を削除するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ レジストリ条件（Registry Condition）] をクリック
します。
[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページに、シスコが事前定義したレジストリ条件と、ユー
ザが作成したすべてのレジストリ条件が一覧表示されます。

ステップ 5

注意

削除するレジストリ条件をクリックし、[ 削除（Delete）] をクリックして RegistryKey タイプのレジス
トリ条件を削除します。

シスコが事前定義した条件は削除できません。削除するときは、シスコが定義したものではない条
件を選択してください。

表 20-13 に、RegistryKey タイプ条件のレジストリ条件を作成、複製、または編集するために使用する
[ 新規レジストリ条件（New Registry Condition ）] ページのフィールドを示します。
表 20-13

RegistryKey のレジストリ条件

フィールド名

フィールドの説明

名前（Name）

作成するレジストリ条件の名前を入力します。

説明（Description）

作成するレジストリ条件の説明を入力します。
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表 20-13

RegistryKey のレジストリ条件 （続き）

フィールド名
レジストリ タイプ
（Registry Type）

フィールドの説明

[ レジストリ タイプ（Registry Type）] ドロップダウン リストでレジスト
リ キーを選択すると、レジストリ キー、またはレジストリ キーの値がク
ライアント レジストリに存在するかどうかを調べることができます。次の
事前定義された設定から選択します。
• [RegistryKey]：特定のキーがレジストリに存在するかどうかを調べま
す。

• [RegistryValue]：名前付きのレジストリ キーが存在するかどうか、ま
たは特定の値、バージョン、または変更日が設定されているかどうか
を調べます。

• [RegistryValueDefault]：名前のない（デフォルト）レジストリ キー
が存在するかどうか、または特定の値、バージョン、または変更日が
設定されているかどうかを調べます。
レジストリ ルート キー [ レジストリ ルート キー（Registry Root Key ）] ドロップダウン リストで
（Registry Root Key）
レジストリ ルート キーを選択すると、レジストリ キー、またはレジスト
リ キーの値をクライアント レジストリのルートから調べることができま
す。[ レジストリ ルート キー（Registry Root Key）] で選択できる場所は
次のとおりです。

• HKEY_LOCAL_MACHINE（HKLM）
• HKEY_CURRENT_CONFIG（HKCC）
• HKEY_CURRENT_USER（HKCU）
• HKEY_USERS（HKU）
• HKEY_CLASSES_ROOT（HKCR）
サブ キー（Sub Key）

先頭のバックスラッシュ（\）を除いたサブ キーを選択すると、[ サブ キー
（Sub Key）] テキスト ボックスで指定したサブ キーのパスの中でレジスト
リ キーとレジストリ キー値を調べることができます。
たとえば、HKLM\SOFTWARE\Symantec\Norton AntiVirus\version の
SOFTWARE\Symantec\Norton AntiVirus\version です

値演算子（Value
Operator）

[ 値演算子（Value Operator）] ドロップダウン リストでは、レジストリ
キーが存在するかどうか、およびレジストリ キーの値を調べるときの演算
子を選択します。次の事前定義された設定から選択します。

• Exists
• DoesNotExist
オペレーティング シス
テム（Operating
System）

[ オペレーティング システム（Operating System）] ドロップダウン リス
トで、どの Windows オペレーティング システムに条件を適用するかを選
択します。
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RegistryValue タイプのレジストリ条件の作成、複製、編集、および削除
[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページを使用して、RegistryValue タイプのレジストリ条件
を作成、複製、編集、または削除できます。

RegistryValue タイプのレジストリ条件を作成するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ レジストリ条件（Registry Condition）] をクリック
します。
[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページに、シスコが事前定義したレジストリ条件と、ユー
ザが作成したすべてのレジストリ条件が一覧表示されます。

ステップ 5

注意

[ 追加（Add）] をクリックします。

作成して保存した後は、レジストリ条件の名前は編集できません。

ステップ 6

[ レジストリ条件リスト（Registry Conditions List）] > [ 新規レジストリ条件（New Registry
Condition）] ページの値を変更し（表 20-14 を参照）、[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ペー
ジに表示される RegistryValue タイプのレジストリ条件を追加します。

ステップ 7

[ 送信（Submit）] をクリックして、RegistryValue タイプのレジストリ条件を作成します。

RegistryValue タイプのレジストリ条件を複製するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ レジストリ条件（Registry Condition）] をクリック
します。
[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページに、シスコが事前定義したレジストリ条件と、ユー
ザが作成したすべてのレジストリ条件が一覧表示されます。

ステップ 5

複製するレジストリ条件をクリックし、[ 複製（Duplicate）] をクリックして RegistryValue タイプのレ
ジストリ条件のコピーを作成します。

ステップ 6

[ 送信（Submit）] をクリックして、RegistryValue タイプのレジストリ条件のコピーを作成します。

RegistryValue タイプのレジストリ条件を編集するには、次の手順を実行します。
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。
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ステップ 2

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ レジストリ条件（Registry Condition）] をクリック
します。
[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページに、シスコが事前定義したレジストリ条件と、ユー
ザが作成したすべてのレジストリ条件が一覧表示されます。

ステップ 5

編集するレジストリ条件をクリックし、[ 編集（Edit）] をクリックして RegistryValue タイプのレジス
トリ条件を編集します。

ステップ 6

[ 保存（Save）] をクリックし、RegistryValue タイプのレジストリ条件の変更内容を保存します。
RegistryValue タイプのレジストリ条件の編集が完了すると、[ レジストリ条件（Registry Conditions）
] ページで RegistryValue タイプのレジストリ条件を使用できるようになります。

ステップ 7

[ レジストリ条件リスト（Registry Conditions List）] リンクをクリックして [ レジストリ条件
（Registry Conditions）] ページに戻ります。

RegistryValue タイプのレジストリ条件を削除するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ レジストリ条件（Registry Condition）] をクリック
します。
[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページに、シスコが事前定義したレジストリ条件と、ユー
ザが作成したすべてのレジストリ条件が一覧表示されます。

ステップ 5

注意

削除するレジストリ条件をクリックし、[ 削除（Delete）] をクリックして RegistryValue タイプのレジ
ストリ条件を削除します。

シスコが事前定義した条件は削除できません。削除するときは、シスコが定義したものではない条
件を選択してください。

表 20-14 に、RegistryValue タイプ条件のレジストリ条件を作成、複製、または編集するために使用す
る [ 新規レジストリ条件（New Registry Condition ）] ページのフィールドを示します。
表 20-14

RegistryValue のレジストリ条件

フィールド名

フィールドの説明

名前（Name）

作成するレジストリ条件の名前を入力します。

説明（Description）

作成するレジストリ条件の説明を入力します。
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表 20-14

RegistryValue のレジストリ条件 （続き）

フィールド名
レジストリ タイプ
（Registry Type）

フィールドの説明

[ レジストリ タイプ（Registry Type）] ドロップダウン リストでレジスト
リ キーを選択すると、レジストリ キー、またはレジストリ キーの値がク
ライアント レジストリに存在するかどうかを調べることができます。次の
事前定義された設定から選択します。
• [RegistryKey]：特定のキーがレジストリに存在するかどうかを調べま
す。

• [RegistryValue]：名前付きのレジストリ キーが存在するかどうか、ま
たは特定の値、バージョン、または変更日が設定されているかどうか
を調べます。

• [RegistryValueDefault]：名前のない（デフォルト）レジストリ キー
が存在するかどうか、または特定の値、バージョン、または変更日が
設定されているかどうかを調べます。
レジストリ ルート キー [ レジストリ ルート キー（Registry Root Key ）] ドロップダウン リストで
（Registry Root Key）
レジストリ ルート キーを選択すると、レジストリ キー、またはレジスト
リ キーの値をクライアント レジストリのルートから調べることができま
す。[ レジストリ ルート キー（Registry Root Key）] で選択できる場所は
次のとおりです。

• HKEY_LOCAL_MACHINE（HKLM）
• HKEY_CURRENT_CONFIG（HKCC）
• HKEY_CURRENT_USER（HKCU）
• HKEY_USERS（HKU）
• HKEY_CLASSES_ROOT（HKCR）
サブ キー（Sub Key）

先頭のバックスラッシュ（\）を除いたサブ キーを選択すると、[ サブ キー
（Sub Key）] テキスト ボックスで指定したサブ キーのパスの中でレジスト
リ キーとレジストリ キー値を調べることができます。
たとえば、HKLM\SOFTWARE\Symantec\Norton AntiVirus\version の
SOFTWARE\Symantec\Norton AntiVirus\version です

値の名前（Value
Name）

クライアント レジストリで調べる対象のレジストリ キー値の名前を入力し
ます。

値データ型（Value
Data Type）

[ 値データ（Value Data）] ドロップダウン リストでは、演算子を使用して
レジストリ キーの値データ型およびその値を調べるときのデータ型を選択
します。次の事前定義された設定から選択します。

• [ 未指定（Unspecified）]：レジストリ キー値が存在するかどうかを調
べるための演算子をドロップダウン リストから選択します

• [ 数値（Number）]：レジストリ キー値の中の数値を使用してレジス
トリ キー値を調べるための演算子をドロップダウン リストから選択し
ます

• [ 文字列（String）]：レジストリ キー値の中の文字列を使用してレジ
ストリ キー値を調べるための演算子をドロップダウン リストから選択
します

• [ バージョン（Version）]：バージョンを使用してレジストリ キー値を
調べるための演算子をドロップダウン リストから選択します
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表 20-14

RegistryValue のレジストリ条件 （続き）

フィールド名

フィールドの説明

値演算子（Value

[ 値演算子（Value Operator）] ドロップダウン リストでは、レジストリ

Operator）

キー値のデータ型が存在するかどうかを調べるときに使用する演算子を選
択します。
次の事前定義された設定から選択します。

• Exists
• DoesNotExist
値データ（Value Data） 選択したレジストリ データ型のレジストリ キーの値を [ 値データ（Value
Data）] テキスト ボックスに入力します。
オペレーティング シス
テム（Operating
System）

[ オペレーティング システム（Operating System）] ドロップダウン リスト
で、どの Windows オペレーティング システムに条件を適用するかを選択
します。

RegistryValueDefault タイプのレジストリ条件の作成、複製、編集、お
よび削除
[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページを使用して、RegistryValueDefault タイプのレジスト
リ条件を作成、複製、編集、または削除できます。

RegistryValueDefault タイプのレジストリ条件を作成するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ レジストリ条件（Registry Condition）] をクリック
します。
[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページに、シスコが事前定義したレジストリ条件と、ユー
ザが作成したすべてのレジストリ条件が一覧表示されます。

ステップ 5

注意

[ 追加（Add）] をクリックします。

作成して保存した後は、レジストリ条件の名前は編集できません。

ステップ 6

[ レジストリ条件リスト（Registry Conditions List）] > [ 新規レジストリ条件（New Registry
Condition）] ページの値を変更し（表 20-15 を参照）、[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ペー
ジに表示される RegistryValueDefault タイプのレジストリ条件を追加します。

ステップ 7

[ 送信（Submit）] をクリックして、RegistryValueDefault タイプのレジストリ条件を作成します。

RegistryValueDefault タイプのレジストリ条件を複製するには、次の手順を実行します。
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。
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ステップ 2

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ レジストリ条件（Registry Condition）] をクリック
します。
[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページに、シスコが事前定義したレジストリ条件と、ユー
ザが作成したすべてのレジストリ条件が一覧表示されます。

ステップ 5

複製するレジストリ条件をクリックし、[ 複製（Duplicate）] をクリックして RegistryValueDefault タ
イプのレジストリ条件のコピーを作成します。

ステップ 6

[ 送信（Submit）] をクリックして、RegistryValueDefault タイプのレジストリ条件のコピーを作成し
ます。

RegistryValueDefault タイプのレジストリ条件を編集するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ レジストリ条件（Registry Condition）] をクリック
します。
[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページに、シスコが事前定義したレジストリ条件と、ユー
ザが作成したすべてのレジストリ条件が一覧表示されます。

ステップ 5

編集するレジストリ条件をクリックし、[ 編集（Edit）] をクリックして RegistryValueDefault タイプの
レジストリ条件を編集します。

ステップ 6

[ 保存（Save）] をクリックし、RegistryValueDefault タイプのレジストリ条件の変更内容を保存しま
す。
RegistryValueDefault タイプのレジストリ条件の編集が完了すると、[ レジストリ条件（Registry
Conditions）] ページで RegistryValueDefault タイプのレジストリ条件を使用できるようになります。

ステップ 7

[ レジストリ条件リスト（Registry Conditions List）] リンクをクリックして [ レジストリ条件
（Registry Conditions）] ページに戻ります。

RegistryValueDefault タイプのレジストリ条件を削除するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ レジストリ条件（Registry Condition）] をクリック
します。
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[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページに、シスコが事前定義したレジストリ条件と、ユー
ザが作成したすべてのレジストリ条件が一覧表示されます。
ステップ 5

注意

削除するレジストリ条件をクリックし、[ 削除（Delete）] をクリックして RegistryValueDefault タイプ
のレジストリ条件を削除します。

シスコが事前定義した条件は削除できません。削除するときは、シスコが定義したものではない条
件を選択してください。

表 20-15 に、RegistryValueDefault タイプ条件のレジストリ条件を作成または編集するために使用する
[ 新規レジストリ条件（New Registry Condition ）] ページのフィールドを示します。
表 20-15

RegistryValueDefault のレジストリ条件

フィールド名

フィールドの説明

名前（Name）

作成するレジストリ条件の名前を入力します。

説明（Description）

作成するレジストリ条件の説明を入力します。

レジストリ タイプ
（Registry Type）

[ レジストリ タイプ（Registry Type）] ドロップダウン リストでレジスト
リ キーを選択すると、レジストリ キー、またはレジストリ キーの値がク
ライアント レジストリに存在するかどうかを調べることができます。次の
事前定義された設定から選択します。
• [RegistryKey]：特定のキーがレジストリに存在するかどうかを調べま
す。

• [RegistryValue]：名前付きのレジストリ キーが存在するかどうか、ま
たは特定の値、バージョン、または変更日が設定されているかどうか
を調べます。

• [RegistryValueDefault]：名前のない（デフォルト）レジストリ キー
が存在するかどうか、または特定の値、バージョン、または変更日が
設定されているかどうかを調べます。
レジストリ ルート キー [ レジストリ ルート キー（Registry Root Key ）] ドロップダウン リストで
（Registry Root Key）
レジストリ ルート キーを選択すると、レジストリ キー、またはレジスト
リ キーの値をクライアント レジストリのルートから調べることができま
す。[ レジストリ ルート キー（Registry Root Key）] で選択できる場所は
次のとおりです。

• HKEY_LOCAL_MACHINE（HKLM）
• HKEY_CURRENT_CONFIG（HKCC）
• HKEY_CURRENT_USER（HKCU）
• HKEY_USERS（HKU）
• HKEY_CLASSES_ROOT（HKCR）
サブ キー（Sub Key）

先頭のバックスラッシュ（\）を除いたサブ キーを選択すると、[ サブ キー
（Sub Key）] テキスト ボックスで指定したサブ キーのパスの中でレジスト
リ キーとレジストリ キー値を調べることができます。
たとえば、HKLM\SOFTWARE\Symantec\Norton AntiVirus\version の
SOFTWARE\Symantec\Norton AntiVirus\version です
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表 20-15

RegistryValueDefault のレジストリ条件 （続き）

フィールド名
値の名前（Value

フィールドの説明
（デフォルト）

Name）
値データ型（Value
Data Type）

[ 値データ型（Value Data Type）] ドロップダウン リストでは、演算子を
使用してレジストリ キーの値データ型およびその値を調べるときのデータ
型を選択します。次の事前定義された設定から選択します。

• [ 数値（Number）]：レジストリ キー値の中の数値を使用してレジス
トリ キー値を調べるための演算子をドロップダウン リストから選択し
ます

• [ 文字列（String）]：レジストリ キー値の中の文字列を使用してレジ
ストリ キー値を調べるための演算子をドロップダウン リストから選択
します

• [ バージョン（Version）]：バージョンを使用してレジストリ キー値
を調べるための演算子をドロップダウン リストから選択します
値演算子（Value

Operator）

[ 値演算子（Value Operator）] フィールドでは、レジストリ キー値のデー
タ型が存在するかどうかを調べるときに使用する演算子を選択します。次
の事前定義された設定から選択します。
• Exists
• DoesNotExist

値データ（Value Data） 選択したレジストリ データ型のレジストリ キーの値を [ 値データ（Value
Data）] テキスト ボックスに入力します。
オペレーティング シス
テム（Operating
System）

[ オペレーティング システム（Operating System）] ドロップダウン リス
トで、どの Windows オペレーティング システムに条件を適用するかを選
択します。

レジストリ条件のフィルタリング
[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページで、[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用す
るか、フィルタ アイコンをクリックして、クイック フィルタを呼び出したり、閉じたりすることもで
きます。クイック フィルタは、[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページでレジストリ条件を
フィルタリングするために使用できる単純なフィルタです。クイック フィルタでは、レジストリ条件
の名前、説明、レジストリ条件のタイプなどのフィールドの説明に基づいて、[ レジストリ条件
（Registry Conditions）] ページでレジストリ条件をフィルタリングします。
[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用して、拡張フィルタを呼び出すことができます。拡張
フィルタは複雑なフィルタであり、後で使用するためにプリセットしておき、[ レジストリ条件
（Registry Conditions）] ページでの結果とともに取得することもできます。拡張フィルタでは、フィー
ルドの説明に関連付けられている特定の値に基づいて、レジストリ条件をフィルタリングします。フィ
ルタを追加または削除したり、一連のフィルタを組み合わせて 1 つの拡張フィルタにしたりすることが
できます。
プリセット フィルタを管理するには、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset Filters）] オプ
ションを使用します。このオプションを選択すると、すべてのプリセット フィルタが一覧表示されま
す。プリセット フィルタにはセッション ライフタイムがあり、この間、[ レジストリ条件（Registry
Conditions）] ページにフィルタリング済みの結果が表示されます。プリセット フィルタを作成して保
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存すると、リストからプリセット フィルタを選択して、[ レジストリ条件（Registry Conditions）]
ページに結果を表示できるようになります。プリセット フィルタを編集することも、プリセット フィ
ルタ リストから削除することもできます。

レジストリ条件をフィルタリングするには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ レジストリ条件（Registry Condition）] をクリック
します。

ステップ 5

[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページに、シスコが事前定義したレジストリ条件と、ユーザ
が作成したすべてのレジストリ条件が一覧表示されます。

ステップ 6

[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページの [ 表示（Show）] ドロップダウン リストをクリック
してフィルタ オプションを選択します。
クイック フィルタ、フィルタリング用の拡張フィルタ、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset
Filters）] オプション（フィルタリング用のプリセット フィルタを管理できる）を選択できます。
表 20-16 を参照してください。
詳細については、
「クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行
します。」（P.20-72）および「拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順
を実行します。」（P.20-73）を参照してください。

（注）

[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページに戻るには、[ 表示（Show）] ドロップダウ
ン リストから [ すべて（All）] を選択します。フィルタリングなしですべてのレジストリ条件
が表示されます。

クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
クイック フィルタでは、各フィールドの説明に基づいて、[ レジストリ条件（Registry Conditions）]
ページでレジストリ条件がフィルタリングされます。任意のフィールド内をクリックして、そのフィー
ルドに検索基準を入力すると、[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページの結果についてページ
が更新されます。フィールドをクリアすると、[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページにすべ
てのレジストリ条件のリストが表示されます。
ステップ 1

フィルタリングするには、各フィールドで [ 実行（Go）] をクリックして、[ レジストリ条件（Registry
Conditions）] ページに表示されている結果についてページを更新します。

ステップ 2

フィールドをクリアするには、各フィールドで [ クリア（Clear）] をクリックします。
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拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
拡張フィルタでは、より複雑な変数を使用してレジストリ条件をフィルタリングできます。フィールド
の説明に一致する値に基づいてレジストリ条件をフィルタリングする 1 つ以上のフィルタが含まれてい
ます。1 行に 1 つのフィルタの場合、レジストリ条件は各フィールドの説明とフィルタに定義した値に
基づいてフィルタリングされます。複数のフィルタを使用して値を照合し、レジストリ条件のフィルタ
リングを行うには、1 つの拡張フィルタ内のフィルタのいずれかまたはすべてを使用します。
ステップ 1

フィールドの説明を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 2

演算子を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 3

選択したフィールドの説明の値を入力します。

ステップ 4

フィルタリング済みリストを追加するには [ 行の追加（Add Row）]（プラス [+] 記号）をクリックし、
フィルタリング済みリストを削除するには [ 行の削除（Remove Row）]（マイナス [-] 記号）をクリッ
クします。

ステップ 5

各フィルタの値に一致させるには [ すべて（All）] をクリックし、いずれか 1 つのフィルタの値に一致
させるには [ 任意（Any）] をクリックします。

ステップ 6

[ 実行（Go）] をクリックしてフィルタリングを開始します。

ステップ 7

[ 保存（Save）] アイコンをクリックしてフィルタを保存します。
[ プリセット フィルタの保存（Save a Preset Filter）] ダイアログが表示されます。フィルタを保存する
場合はファイル名を入力して [ 保存（Save）] をクリックし、フィルタをクリアする場合は [ キャンセ
ル（Cancel）] をクリックします。作成するプリセット フィルタの名前にはスペースは使用できませ
ん。現在のフィルタを保存しないでフィルタをクリアするには、[ キャンセル（Cancel）] をクリック
します。

ステップ 8

フィルタリングを行った後に [ フィルタのクリア（Clear Filter）] をクリックします。

表 20-16 に、[ レジストリ条件（Registry Conditions）] ページでレジストリ条件をフィルタリングする
ために使用するフィールドを示します。
表 20-16

レジストリ条件のフィルタリング

フィルタリング方法

フィルタリング フィー
ルド

クイック フィルタ

名前（Name）

このフィールドを使用すると、レジストリ条件
を条件名でフィルタリングできます。

説明（Description）

このフィールドを使用すると、レジストリ条件
を条件の説明でフィルタリングできます。

レジストリ タイプ
（Registry Type）
条件タイプ（Condition

Type）

フィルタリング フィールドの説明

このフィールドを使用すると、レジストリ条件
をレジストリ タイプでフィルタリングできます。
このフィールドを使用すると、シスコ事前定義
の条件、およびシスコ事前定義でない条件でレ
ジストリ条件をフィルタリングできます。
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表 20-16

レジストリ条件のフィルタリング （続き）

フィルタリング方法
拡張フィルタ

フィルタリング フィー
ルド

フィルタリング フィールドの説明

次の中からフィールド
の説明を選択します。

ドロップダウン矢印をクリックしてフィールド
の説明を選択します。

• 名前（Name）
• 説明（Description）
• レジストリ タイプ
（Registry Type）
• 条件タイプ
（Condition Type）
演算子（Operator）

[ 演算子（Operator）] ドロップダウン リストか
ら、レジストリ条件のフィルタリングに使用で
きる演算子を選択します。

値（Value）

[ 値（Value）] ドロップダウン リストから、レジ
ストリ条件をフィルタリングするために選択し
たフィールドの説明の値を入力します。

アプリケーション条件
アプリケーション条件は、クライアントで実行されているアプリケーション、および実行されていない
アプリケーションを調べる単純（単一）条件です。アプリケーション条件では、通常 Windows タスク
マネージャで表示できるさまざまなアプリケーション プロセスを調べることができます。

[ アプリケーション条件（Application Conditions）] ページには、アプリケーション条件が、その名前、
説明、およびクライアントで実行されているアプリケーションおよび実行されていないアプリケーショ
ンとともに表示されます。また、アプリケーションがクライアントで実行されているかどうかを示すス
テータスも表示されます。

（注）

[ アプリケーション条件（Application Conditions）] ページに一覧表示される、シスコが事前定義した
アプリケーション条件は編集できません。

アプリケーション条件の設定
アプリケーション条件を作成して、アプリケーションがクライアントで実行されているかどうかを調べ
ることができます。[ アプリケーション条件（Application Conditions）] ページでは、アプリケーショ
ン条件を複製、編集、削除、またはフィルタリングすることもできます。
ここでは、次の手順について説明します。

• 「アプリケーション条件の表示」（P.20-75）
• 「アプリケーション条件の作成、複製、編集、および削除」（P.20-75）
• 「アプリケーション条件のフィルタリング」（P.20-77）
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アプリケーション条件の表示
[ アプリケーション条件（Application Conditions）] ページを使用して、アプリケーション条件を表示
できます。
アプリケーション条件を表示するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ アプリケーション条件（Application Condition）] を
クリックします。

[ アプリケーション条件（Application Conditions）] ページに、シスコが事前定義したアプリケーショ
ン条件と、ユーザが作成したすべてのアプリケーション条件が一覧表示されます。
ステップ 5

アプリケーション条件のリストでアプリケーション条件をクリックし、[ 表示（View）] をクリックし
て詳細を表示します。

ステップ 6

[ アプリケーション条件リスト（Application Conditions List）] リンクをクリックして [ アプリケー
ション条件（Application Conditions）] ページに戻ります。

アプリケーション条件の作成、複製、編集、および削除
[ アプリケーション条件（Application Conditions）] ページを使用して、アプリケーション条件を作成、
複製、編集、または削除できます。アプリケーション条件を使用すると、さまざまなアプリケーション
プロセスについて、それがクライアントで実行されているかどうかを調べることができます。
アプリケーション条件を作成するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ アプリケーション条件（Application Condition）] を
クリックします。

[ アプリケーション条件（Application Conditions）] ページに、シスコが事前定義したアプリケーショ
ン条件と、ユーザが作成したすべてのアプリケーション条件が一覧表示されます。
ステップ 5

注意

[ 追加（Add）] をクリックします。

作成して保存した後は、アプリケーション条件の名前は変更できません。
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ステップ 6

ステップ 7

[ アプリケーション条件リスト（Applications Conditions List）] > [ 新規アプリケーション条件（New
Application Condition）] ページの値を変更し（表 20-17 を参照）、[ アプリケーション条件
（Application Conditions）] ページに表示されるアプリケーション条件を追加します。
[ 送信（Submit）] をクリックしてアプリケーション条件を作成します。

アプリケーション条件を複製するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ アプリケーション条件（Application Condition）] を
クリックします。

[ アプリケーション条件（Application Conditions）] ページに、シスコが事前定義したアプリケーショ
ン条件と、ユーザが作成したすべてのアプリケーション条件が一覧表示されます。
ステップ 5

複製するアプリケーション条件をクリックし、[ 複製（Duplicate）] をクリックしてアプリケーション
条件のコピーを作成します。

ステップ 6

[ 送信（Submit）] をクリックして、アプリケーション条件のコピーを作成します。

アプリケーション条件を編集するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ アプリケーション条件（Application Condition）] を
クリックします。

[ アプリケーション条件（Application Conditions）] ページに、シスコが事前定義したアプリケーショ
ン条件と、ユーザが作成したすべてのアプリケーション条件が一覧表示されます。
ステップ 5

編集するアプリケーション条件をクリックし、[ 編集（Edit）] をクリックしてアプリケーション条件を
編集します。

ステップ 6

[ 保存（Save）] をクリックし、アプリケーション条件の変更内容を保存します。
アプリケーション条件の編集が完了すると、[ アプリケーション条件（Application Conditions）] ペー
ジでアプリケーション条件を使用できるようになります。

ステップ 7

[ アプリケーション条件リスト（Application Conditions List）] リンクをクリックして [ アプリケー
ション条件（Application Conditions）] ページに戻ります。

アプリケーション条件を削除するには、次の手順を実行します。
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。
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ステップ 2

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ アプリケーション条件（Application Condition）] を
クリックします。

[ アプリケーション条件（Application Conditions）] ページに、シスコが事前定義したアプリケーショ
ン条件と、ユーザが作成したすべてのアプリケーション条件が一覧表示されます。
ステップ 5

注意

削除するアプリケーション条件をクリックし、[ 削除（Delete）] をクリックしてアプリケーション条件
を削除します。

シスコが事前定義した条件は削除できません。削除するときは、シスコが定義したものではない条
件を選択してください。

表 20-17 に、アプリケーション条件を作成、複製、または編集するために使用する [ 新規アプリケー
ション条件（New Application Condition）] リスト ページのフィールドを示します。
表 20-17

アプリケーション条件

フィールド名

フィールドの説明

名前（Name）

作成するアプリケーション条件の名前を入力します。

説明（Description）

作成するアプリケーション条件の説明を入力します。

プロセス名（Process

クライアントで実行されているかどうかを調べる対象のアプリケーション
の名前を入力します。

Name）
アプリケーション演算
子（Application
Operator）

[ アプリケーション演算子（Application Operator）] ドロップダウン リスト
から、アプリケーションがクライアントで実行されているかどうかを調べ
るために使用する、アプリケーションのステータスを選択します。次の事
前定義された設定から選択します。
• Running
• NotRunning

オペレーティング シス
テム（Operating
System）

[ オペレーティング システム（Operating System）] ドロップダウン リスト
で、どの Windows オペレーティング システムに条件を適用するかを選択
します。

アプリケーション条件のフィルタリング
[ アプリケーション条件（Applications Conditions）] ページで、[ 表示（Show）] ドロップダウン リス
トを使用するか、フィルタ アイコンをクリックして、クイック フィルタを呼び出したり、閉じたりす
ることもできます。クイック フィルタは、[ アプリケーション条件（Application Conditions）] ページ
でアプリケーション条件をフィルタリングするために使用できる単純かつ簡単なフィルタです。クイッ
ク フィルタでは、アプリケーション条件の名前、説明、アプリケーションがクライアントで実行され
ているかどうかを示すステータスなどのフィールドの説明に基づいて、[ アプリケーション条件
（Application Conditions）] ページでアプリケーション条件をフィルタリングします。
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[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用して、拡張フィルタを呼び出すことができます。拡張
フィルタは複雑なフィルタであり、後で使用するためにプリセットしておき、[ アプリケーション条件
（Application Conditions）] ページでの結果とともに取得することもできます。拡張フィルタでは、
フィールドの説明に関連付けられている特定の値に基づいて、アプリケーション条件をフィルタリング
します。フィルタを追加または削除したり、一連のフィルタを組み合わせて 1 つの拡張フィルタにした
りすることができます。
プリセット フィルタを管理するには、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset Filters）] オプ
ションを使用します。このオプションを選択すると、すべてのプリセット フィルタが一覧表示されま
す。プリセット フィルタにはセッション ライフタイムがあり、この間、[ アプリケーション条件
（Application Conditions）] ページにフィルタリング済みの結果が表示されます。プリセット フィルタ
を作成して保存すると、リストからプリセット フィルタを選択して、[ アプリケーション条件
（Application Conditions）] ページに結果を表示できるようになります。プリセット フィルタを編集す
ることも、プリセット フィルタ リストから削除することもできます。

アプリケーション条件をフィルタリングするには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ アプリケーション条件（Application Condition）] を
クリックします。

[ アプリケーション条件（Application Conditions）] ページに、シスコが事前定義したアプリケーショ
ン条件と、ユーザが作成したすべてのアプリケーション条件が一覧表示されます。
ステップ 5

[ アプリケーション条件（Application Conditions）] ページの [ 表示（Show）] ドロップダウン リスト
をクリックしてフィルタ オプションを選択します。
クイック フィルタ、フィルタリング用の拡張フィルタ、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset
Filters）] オプション（フィルタリング用のプリセット フィルタを管理できる）を選択できます。
表 20-18 を参照してください。
詳細については、
「クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行
します。」（P.20-78）および「拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順
を実行します。」（P.20-79）を参照してください。

（注）

[ アプリケーション条件（Application Conditions）] ページに戻るには、[ 表示（Show）] ド
ロップダウン リストから [ すべて（All）] を選択します。フィルタリングなしですべてのアプ
リケーション条件が表示されます。

クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
クイック フィルタでは、各フィールドの説明に基づいて、[ アプリケーション条件（Application
Conditions）] ページでアプリケーション条件がフィルタリングされます。任意のフィールド内をク
リックして、そのフィールドに検索基準を入力すると、[ アプリケーション条件（Application
Conditions）] ページの結果についてページが更新されます。フィールドをクリアすると、[ アプリケー
ション条件（Application Conditions）] ページにすべてのアプリケーション条件のリストが表示されま
す。
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ステップ 1
ステップ 2

フィルタリングするには、各フィールドで [ 実行（Go）] をクリックして、[ アプリケーション条件
（Application Conditions）] ページに表示されている結果についてページを更新します。
フィールドをクリアするには、各フィールドで [ クリア（Clear）] をクリックします。

拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
拡張フィルタでは、より複雑な変数を使用してアプリケーション条件をフィルタリングできます。
フィールドの説明に一致する値に基づいてアプリケーション条件をフィルタリングする 1 つ以上のフィ
ルタが含まれています。1 行に 1 つのフィルタの場合、アプリケーション条件は各フィールドの説明と
フィルタに定義した値に基づいてフィルタリングされます。複数のフィルタを使用して値を照合し、ア
プリケーション条件のフィルタリングを行うには、1 つの拡張フィルタ内のフィルタのいずれかまたは
すべてを使用します。
ステップ 1

フィールドの説明を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 2

演算子を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 3

選択したフィールドの説明の値を入力します。

ステップ 4

フィルタリング済みリストを追加するには [ 行の追加（Add Row）]（プラス [+] 記号）をクリックし、
フィルタリング済みリストを削除するには [ 行の削除（Remove Row）]（マイナス [-] 記号）をクリッ
クします。

ステップ 5

各フィルタの値に一致させるには [ すべて（All）] をクリックし、いずれか 1 つのフィルタの値に一致
させるには [ 任意（Any）] をクリックします。

ステップ 6

[ 実行（Go）] をクリックしてフィルタリングを開始します。

ステップ 7

[ 保存（Save）] アイコンをクリックしてフィルタを保存します。
[ プリセット フィルタの保存（Save a Preset Filter）] ダイアログが表示されます。フィルタを保存する
場合はファイル名を入力して [ 保存（Save）] をクリックし、フィルタをクリアする場合は [ キャンセ
ル（Cancel）] をクリックします。作成するプリセット フィルタの名前にはスペースは使用できませ
ん。現在のフィルタを保存しないでフィルタをクリアするには、[ キャンセル（Cancel）] をクリック
します。

ステップ 8

フィルタリングを行った後に [ フィルタのクリア（Clear Filter）] をクリックします。

表 20-18 に、[ アプリケーション条件（Application Conditions）] ページでアプリケーション条件を
フィルタリングするために使用するフィールドを示します。
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表 20-18

アプリケーション条件のフィルタリング

フィルタリング方
法

フィルタリング
フィールド

クイック フィルタ

名前（Name）

フィルタリング フィールドの説明
このフィールドを使用すると、アプリケーション条件を条
件名でフィルタリングできます。

説明（Description） このフィールドを使用すると、アプリケーション条件を条
件の説明でフィルタリングできます。

拡張フィルタ

ステータス
（Status）

このフィールドを使用すると、アプリケーションが実行さ
れているかどうかのステータスを調べることにより、アプ
リケーション条件をフィルタリングできます。

条件タイプ
（Condition Type）

このフィールドを使用すると、シスコ定義の条件および
ユーザ定義の条件でアプリケーション条件をフィルタリン
グできます。

次の中からフィー
ルドの説明を選択
します。

ドロップダウン矢印をクリックしてフィールドの説明を選
択します。

• 名前（Name）
• 説明
（Description）
• ステータス
（Status）
• 条件タイプ
（Condition
Type）
演算子（Operator） [ 演算子（Operator）] ドロップダウン リストから、アプ
リケーション条件のフィルタリングに使用できる演算子を
選択します。
値（Value）

[ 値（Value）] ドロップダウン リストから、アプリケー
ション条件をフィルタリングするために選択したフィール
ドの説明の値を入力します。

サービス条件
サービス条件は、クライアントで実行されているサービス、および実行されていないサービスを調べる
単純（単一）条件です。サービス条件では、通常 Windows サービス コンソールで表示できるセキュリ
ティやアプリケーション エージェントなどのさまざまなサービスを調べることができます。

[ サービス条件（Service Conditions）] ページには、サービス条件がその名前および説明とともに表示
されます。また、サービスがクライアントで実行されているかどうかを示すステータスも表示されま
す。
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シスコ事前定義チェック

[ サービス条件（Service Conditions）] ページには、シスコが事前定義したチェック、およびユーザが
[ サービス条件（Service Conditions）] ページで作成するサービス条件が表示されます。シスコが事前
定義したチェックは、動的ポスチャ更新の結果として Cisco ISE 展開にダウンロードされます。
pc_AutoUpdateCheck はシスコが事前定義したチェックの 1 つであり、サービス条件リスト（単純条
件）にダウンロードされます。
ポスチャ更新を Web 経由でダウンロードする方法については、「動的ポスチャ更新」（P.20-24）を参照
してください。

pc_AutoUpdateCheck
pc_AutoUpdateCheck は単一（単純）条件であり、複合条件で使用できます。
pr_AutoUpdateCheck_Rule は、pc_AutoUpdateCheck 単純条件を使用する複合条件です。
Windows 更新修復での pr_AutoUpdateCheck_Rule の使用方法の詳細については、
「pr_AutoUpdateCheck_Rule」（P.20-87）を参照してください。
（注）

[ サービス条件（Service Conditions）] ページに一覧表示されるシスコが事前定義したサービス条件は
編集できません。

サービス条件の設定
サービス条件を作成して、サービスがクライアントで実行されているかどうかを調べることができま
す。サービス条件リストのページでは、サービス条件を複製、編集、削除、またはフィルタリングする
こともできます。
ここでは、次の手順について説明します。

• 「サービス条件の表示」（P.20-81）
• 「サービス条件の作成、複製、編集、および削除」（P.20-82）
• 「サービス条件のフィルタリング」（P.20-84）

サービス条件の表示
[ サービス条件（Service Conditions）] ページを使用して、サービス条件を表示できます。
サービス条件を表示するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ サービス条件（Service Condition）] をクリックしま
す。
[ サービス条件（Service Conditions）] ページに、シスコが事前定義したサービス条件と、ユーザが作
成したすべてのサービス条件が一覧表示されます。
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ステップ 5

サービス条件のリストでサービス条件をクリックし、[ 表示（View）] をクリックして詳細を表示しま
す。

ステップ 6

[ サービス条件リスト（Service Conditions List ）] リンクをクリックして [ サービス条件（Service
Conditions）] ページに戻ります。

サービス条件の作成、複製、編集、および削除
[ サービス条件（Service Conditions）] ページを使用して、サービス条件を作成、複製、編集、または
削除できます。サービス条件を使用すると、さまざまなサービスについて、それがクライアントで実行
されているかどうかを調べることができます。

サービス条件を作成するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ サービス条件（Service Condition）] をクリックしま
す。
[ サービス条件（Service Conditions）] ページに、シスコが事前定義したサービス条件と、ユーザが作
成したすべてのサービス条件が一覧表示されます。

ステップ 5

注意
ステップ 6

[ 追加（Add）] をクリックします。

作成して保存した後は、サービス条件の名前は変更できません。

[ サービス条件リスト（Service Conditions List ）] > [ 新規サービス条件（New Service Condition）]
ページの値を変更し（表 20-19 を参照）、[ サービス条件（Service Conditions）] ページに表示される
サービス条件を追加します。

ステップ 7

[ 送信（Submit）] をクリックしてサービス条件を作成します。

サービス条件を複製するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ サービス条件（Service Condition）] をクリックしま
す。

ステップ 5

複製するサービス条件をクリックし、[ 複製（Duplicate）] をクリックしてサービス条件のコピーを作
成します。
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ステップ 6

[ 送信（Submit）] をクリックして、サービス条件のコピーを作成します。

サービス条件を編集するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ サービス条件（Service Condition）] をクリックしま
す。

ステップ 5

編集するサービス条件をクリックし、[ 編集（Edit）] をクリックしてサービス条件を編集します。

ステップ 6

[ 保存（Save）] をクリックし、サービス条件の変更内容を保存します。
サービス条件の編集が完了すると、[ サービス条件（Service Conditions）] ページでサービス条件を使
用できるようになります。

ステップ 7

編集ページから [ サービス条件リスト（Service Conditions List）] リンクをクリックし、[ サービス条
件（Service Conditions）] ページに戻ります。

サービス条件を削除するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ サービス条件（Service Condition）] をクリックしま
す。
[ サービス条件（Service Conditions）] ページに、シスコが事前定義したサービス条件と、ユーザが作
成したすべてのサービス条件が一覧表示されます。

ステップ 5

注意

削除するサービス条件をクリックし、[ 削除（Delete）] をクリックしてサービス条件を削除します。

シスコが事前定義した条件は削除できません。削除するときは、シスコが定義したものではない条
件を選択してください。
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表 20-19 に、サービス条件を作成、複製、または編集するために使用する [ 新規サービス条件（New
Service Condition）] ページのフィールドを示します。
表 20-19

サービス条件

フィールド名

フィールドの説明

名前（Name）

作成するサービス条件の名前を入力します。

説明（Description）

作成するサービス条件の説明を入力します。

サービス名（Service

クライアントで実行されているかどうかを調べる対象のサービスの名前を
入力します。

Name）
サービス演算子
（Service Operator）

[ サービス演算子（Service Operator）] ドロップダウン リストから、サー
ビスがクライアントで実行されているかどうかを調べるために使用する、
サービスのステータスを選択します。次の事前定義された設定から選択し
ます。

• Running
• NotRunning
オペレーティング シス
テム（Operating
System）

[ オペレーティング システム（Operating System）] ドロップダウン リスト
で、どの Windows オペレーティング システムに条件を適用するかを選択
します。

サービス条件のフィルタリング
[ サービス条件（Service Conditions）] ページで、[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用する
か、フィルタ アイコンをクリックして、クイック フィルタを呼び出したり、閉じたりすることもでき
ます。クイック フィルタは、[ サービス条件（Service Conditions）] ページでサービス条件をフィルタ
リングするために使用できる単純かつ簡単なフィルタです。クイック フィルタでは、サービス条件の
名前、説明、サービスがクライアントで実行されているかどうかを調べるなどのフィールドの説明に基
づいて、[ サービス条件（Service Conditions）] ページでサービス条件をフィルタリングします。
[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用して、拡張フィルタを呼び出すことができます。拡張
フィルタは複雑なフィルタであり、後で使用するためにプリセットしておき、[ サービス条件（Service
Conditions）] ページでの結果とともに取得することもできます。拡張フィルタでは、フィールドの説
明に関連付けられている特定の値に基づいて、サービス条件をフィルタリングします。フィルタを追加
または削除したり、一連のフィルタを組み合わせて 1 つの拡張フィルタにしたりすることができます。
プリセット フィルタを管理するには、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset Filters）] オプ
ションを使用します。このオプションを選択すると、すべてのプリセット フィルタが一覧表示されま
す。プリセット フィルタにはセッション ライフタイムがあり、この間、[ サービス条件（Service
Conditions）] ページにフィルタリング済みの結果が表示されます。プリセット フィルタを作成して保
存すると、リストからプリセット フィルタを選択して、[ サービス条件（Service Conditions）] ページ
に結果を表示できるようになります。プリセット フィルタを編集することも、プリセット フィルタ リ
ストから削除することもできます。

サービス条件をフィルタリングするには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] メニューに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
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ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ サービス条件（Service Condition）] をクリックしま
す。
[ サービス条件（Service Conditions）] ページに、ユーザが作成したすべてのサービス条件が一覧表示
されます。

ステップ 5

[ サービス条件（Service Conditions）] ページの [ 表示（Show）] ドロップダウン リストをクリックし
てフィルタ オプションを選択します。
クイック フィルタ、フィルタリング用の拡張フィルタ、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset
Filters）] オプション（フィルタリング用のプリセット フィルタを管理できる）を選択できます。
表 20-20 を参照してください。
詳細については、
「クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行
します。」（P.20-85）および「拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順
を実行します。」（P.20-85）を参照してください。

（注）

[ サービス条件（Service Conditions）] ページに戻るには、[ 表示（Show）] ドロップダウン リ
ストから [ すべて（All）] を選択します。フィルタリングなしですべてのサービス条件が表示
されます。

クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
クイック フィルタでは、各フィールドの説明に基づいて、[ サービス条件（Service Conditions）] ペー
ジでサービス条件がフィルタリングされます。任意のフィールド内をクリックして、そのフィールドに
検索基準を入力すると、[ サービス条件（Service Conditions）] ページの結果についてページが更新さ
れます。フィールドをクリアすると、[ サービス条件（Service Conditions）] ページにすべてのサービ
ス条件のリストが表示されます。
ステップ 1

フィルタリングするには、各フィールドで [ 実行（Go）] をクリックして、[ サービス条件（Service
Conditions）] ページに表示されている結果についてページを更新します。

ステップ 2

フィールドをクリアするには、各フィールドで [ クリア（Clear）] をクリックします。

拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
拡張フィルタでは、より複雑な変数を使用してサービス条件をフィルタリングできます。フィールドの
説明に一致する値に基づいてサービス条件をフィルタリングする 1 つ以上のフィルタが含まれていま
す。1 行に 1 つのフィルタの場合、サービス条件は各フィールドの説明とフィルタに定義した値に基づ
いてフィルタリングされます。複数のフィルタを使用して値を照合し、サービス条件のフィルタリング
を行うには、1 つの拡張フィルタ内のフィルタのいずれかまたはすべてを使用します。
ステップ 1

フィールドの説明を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 2

演算子を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 3

選択したフィールドの説明の値を入力します。

ステップ 4

フィルタリング済みリストを追加するには [ 行の追加（Add Row）]（プラス [+] 記号）をクリックし、
フィルタリング済みリストを削除するには [ 行の削除（Remove Row）]（マイナス [-] 記号）をクリッ
クします。

ステップ 5

各フィルタの値に一致させるには [ すべて（All）] をクリックし、いずれか 1 つのフィルタの値に一致
させるには [ 任意（Any）] をクリックします。
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ステップ 6

[ 実行（Go）] をクリックしてフィルタリングを開始します。

ステップ 7

[ 保存（Save）] アイコンをクリックしてフィルタを保存します。
[ プリセット フィルタの保存（Save a Preset Filter）] ダイアログが表示されます。フィルタを保存する
場合はファイル名を入力して [ 保存（Save）] をクリックし、フィルタをクリアする場合は [ キャンセ
ル（Cancel）] をクリックします。作成するプリセット フィルタの名前にはスペースは使用できませ
ん。現在のフィルタを保存しないでフィルタをクリアするには、[ キャンセル（Cancel）] をクリック
します。

ステップ 8

フィルタリングを行った後に [ フィルタのクリア（Clear Filter）] をクリックします。

表 20-20 に、[ サービス条件（Service Conditions）] ページでサービス条件をフィルタリングするため
に使用するフィールドを示します。
表 20-20

サービス条件のフィルタリング

フィルタリング方
法

フィルタリング
フィールド

クイック フィルタ

名前（Name）

フィルタリング フィールドの説明
このフィールドを使用すると、サービス条件を条件名で
フィルタリングできます。

説明（Description） このフィールドを使用すると、サービス条件を条件の説明
でフィルタリングできます。
調べる対象（Check

for）

拡張フィルタ

このフィールドを使用すると、実行されているかどうかに
関するアプリケーションのステータスを調べることによ
り、サービス条件をフィルタリングできます。

条件タイプ
（Condition Type）

このフィールドを使用すると、シスコ事前定義の条件およ
びユーザ定義の条件でサービス条件をフィルタリングでき
ます。

次の中からフィー
ルドの説明を選択
します。

ドロップダウン矢印をクリックしてフィールドの説明を選
択します。

• 名前（Name）
• 説明
（Description）
• 調べる対象
（Check for）
• 条件タイプ
（Condition
Type）
演算子（Operator） [ 演算子（Operator）] ドロップダウン リストから、サー
ビス条件のフィルタリングに使用できる演算子を選択しま
す。
値（Value）

[ 値（Value）] ドロップダウン リストから、サービス条件
をフィルタリングするために選択したフィールドの説明の
値を入力します。
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複合条件
複合条件には、タイプがファイル、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
条件である 1 つ以上の単純条件または複合条件が含まれます。AND（アンパサンド（ & ））、OR（縦棒
（ | ））、または NOT（感嘆符（ ! ））演算子を使用して 1 つ以上の条件を組み合わせて、複合条件を作成
できます。

シスコ事前定義ルール

[ 複合条件（Compound Conditions）] ページには、シスコが事前定義したルール、およびユーザが [ 複
合条件（Compound Conditions）] ページで作成する複合条件が表示されます。シスコが事前定義した
ルールは、Web 経由の動的ポスチャ更新の結果として Cisco ISE 展開にダウンロードされます。
ポスチャ更新を Web 経由でダウンロードする方法については、「動的ポスチャ更新」（P.20-24）を参照
してください。

pr_AutoUpdateCheck_Rule
pr_AutoUpdateCheck_Rule はシスコが事前定義したルールであり、[ 複合条件（Compound
Conditions）] ページにダウンロードされます。これには、単一（単純）条件である
pc_AutoUpdateCheck のみが含まれます。
pr_AutoUpdateCheck_Rule 複合条件をポスチャ要件で使用すると、Windows クライアントで自動更新
機能が有効になっているかどうかを調べることができます。Windows クライアントが要件を満たさな
い場合、Windows クライアントは、NAC Agent によって自動更新機能を有効にする（修復）ように強
制されます。この機能が有効になると、クライアントは準拠としてポスチャされます。Windows クラ
イアントで自動更新機能が有効になっていない場合、ポスチャ要件に関連付けた Windows 更新修復に
よって、Windows 管理設定がオーバーライドされます。
[ 複合条件（Compound Conditions）] ページには、複合条件が、そのオペレーティング システムに応
じて名前および説明とともに表示されます。すべての条件が 1 つ以上のオペレーティング システムに
関連付けられているため、[ 複合条件（Compound Conditions）] ページでは、オペレーティング シス
テムに基づいて条件をフィルタリングできます。フィルタリング オプションを使用すると、特定のオ
ペレーティング システムに対応する一連の条件を簡単に選択できます。

（注）

[ 複合条件（Compound Conditions）] ページに一覧表示される、シスコが事前定義した複合条件は編
集できません。

複合条件の設定
[ 複合条件（Compound Conditions）] ページでは、複合条件を作成、複製、編集、削除、またはフィ
ルタリングできます。
ここでは、次の手順について説明します。

• 「複合条件の表示」（P.20-88）
• 「複合条件の作成、複製、編集、および削除」（P.20-88）
• 「複合条件のフィルタリング」（P.20-92）
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複合条件の表示
[ 複合条件（Compound Conditions）] ページを使用して、複合条件を表示できます。
複合条件を表示するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーションに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ 複合条件（Compound Condition）] をクリックしま
す。

[ 複合条件（Compound Conditions）] ページに、シスコが事前定義した複合条件と、ユーザが作成し
たすべての複合条件が一覧表示されます。
ステップ 5

複合条件のリストで複合条件をクリックし、[ 表示（View）] をクリックして詳細を表示します。

ステップ 6

[ 複合条件リスト（Compound Conditions List）] リンクをクリックして [ 複合条件（Compound
Conditions）] ページに戻ります。

複合条件の作成、複製、編集、および削除
[ 複合条件（Compound Conditions）] ページを使用して、複合条件を作成、複製、編集、または削除
できます。
複合条件を追加するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション メニューに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されま
す。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ 複合条件（Compound Condition）] をクリックしま
す。

[ 複合条件（Compound Conditions）] ページに、シスコが事前定義した複合条件と、ユーザが作成し
たすべての複合条件が一覧表示されます。
ステップ 5

注意

[ 追加（Add）] をクリックします。

作成して保存した後は、複合条件の名前は変更できません。新規に作成した複合条件を要件に関連
付けた後で、複合条件のオペレーティング システムを変更することもできません。複合条件のオペ
レーティング システムを変更するには、ポスチャ要件から複合条件との関連付けを解除する必要が
あります。
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ステップ 6

[ 複合条件リスト（Compound Conditions List）] > [ 新しい複合条件（New Compound Condition）]
ページで値を変更します（表 20-21 を参照）。
論理演算子を使用して単純条件を組み合わせ、複合条件を作成することにより、式を作成できます。[
単純条件（Simple Conditions）] オブジェクト セレクタを使用して、1 つ以上の単純条件を選択できま
す。

a. [ 下に挿入する条件の選択（Select a condition to insert below）] ドロップダウン リストをクリック
します。

[ 単純条件（Simple Conditions）] オブジェクト セレクタに、ファイル、レジストリ、アプリケー
ション、およびサービス単純条件が表示されます。
b. 条件の中から、ファイル、レジストリ、アプリケーション、およびサービスのいずれかの条件タイ
プの単純条件を選択します。
または

c. [ 操作（Action）] ボタンでクイック ピッカー（下矢印）をクリックし、単純条件を作成します。
この単純条件は、該当する単純条件の既存リストに保存できます。
次のいずれかの単純条件を選択します。

– ファイル条件の作成（Create File Condition）

[ ファイル条件の追加（Add File Condition）] ダイアログが表示されます。ここでは、ファイ
ル（単純）条件を作成できます。

– レジストリ条件の作成（Create Registry Condition ）

[ レジストリ条件の追加（Add Registry Condition）] ダイアログが表示されます。ここでは、
レジストリ（単純）条件を作成できます。

– アプリケーション条件の作成（Create Application Condition）

[ アプリケーション条件の追加（Add Application Condition）] ダイアログが表示されます。こ
こでは、アプリケーション（単純）条件を作成できます。

– サービス条件の作成（Create Service Condition）

[ サービス条件の追加（Add Service Condition）] ダイアログが表示されます。ここでは、
サービス（単純）条件を作成できます。

d. 単純条件を組み合わせるための、AND（アンパサンド（ & ））、OR（縦棒（ | ））または NOT（感
嘆符（ ! ））演算子を選択します。複合条件を作成するには、カッコ [ ( ) ] および論理演算子を使用
します。

e. 先に選択した単純条件に対し、条件の中から、ファイル、レジストリ、アプリケーション、および
サービスのいずれかの条件タイプの単純条件を選択して、複合条件を作成します。
ステップ 7

[ 式の検証（Validate Expression）] をクリックして複合条件を検証します。

ステップ 8

[ 送信（Submit）] をクリックして複合条件を作成します。

複合条件を複製するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション メニューに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されま
す。
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ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ 複合条件（Compound Condition）] をクリックしま
す。

[ 複合条件（Compound Conditions）] ページに、シスコが事前定義した複合条件と、ユーザが作成し
たすべての複合条件が一覧表示されます。
ステップ 5

複製する複合条件をクリックし、[ 複製（Duplicate）] をクリックして複合条件のコピーを作成します。

ステップ 6

[ 送信（Submit）] をクリックして、複合条件のコピーを作成します

複合条件を編集するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション メニューに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されま
す。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ 複合条件（Compound Condition）] をクリックしま
す。

[ 複合条件（Compound Conditions）] ページに、シスコが事前定義した複合条件と、ユーザが作成し
たすべての複合条件が一覧表示されます。
ステップ 5

編集する複合条件をクリックし、[ 編集（Edit）] をクリックして、[ 複合条件（Compound Conditions）
] ページですでに作成して保存した複合条件を編集します。シスコによって事前定義されたルールは編
集できません。

ステップ 6

[ 保存（Save）] をクリックし、複合条件の変更内容を保存します。
複合条件の編集が完了すると、[ 複合条件（Compound Conditions）] ページで複合条件を使用できる
ようになります。

ステップ 7

[ 複合条件リスト（Compound Conditions List）] リンクをクリックして [ 複合条件（Compound
Conditions）] ページに戻ります。

複合条件を削除するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション メニューに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されま
す。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ 複合条件（Compound Condition）] をクリックしま
す。

[ 複合条件（Compound Conditions）] ページに、シスコが事前定義した複合条件と、ユーザが作成し
たすべての複合条件が一覧表示されます。
ステップ 5

削除する複合条件をクリックし、[ 削除（Delete）] をクリックして複合条件を削除します。
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注意

シスコが事前定義した条件は削除できません。削除するときは、シスコが定義したものではない条
件を選択してください。

表 20-21 に、複合条件を作成、複製、または編集するために使用する [ 新しいサービス条件（New
Compound Condition）] ページのフィールドを示します。
表 20-21

複合条件

フィールド名

フィールドの説明

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）

[ オペレーティング システム（Operating System）] ドロップ
ダウン リストで、1 つ以上の Windows オペレーティング シ
ステムを選択すると、条件を適用する 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。

下に挿入する条件の選択（Select a
condition to insert below）

[ 下に挿入する条件の選択（Select a condition to insert
below）] ドロップダウン リストをクリックして、[ 単純条件
（Simple Conditions）] オブジェクト セレクタを表示します。

式（Expression）

論理演算子を使用して複合条件を作成できる [ 新しい複合条
件（New Compound Condition）] ページ内のフィールド。

カッコ ( )

カッコをクリックして、単純条件タイプ（ファイル、レジス
トリ、アプリケーション、およびサービス条件）から 2 つの
単純条件を結合します。

&：AND 演算子（AND 演算子には
「& 」（かぎカッコなし）を使用）

複合条件内には AND 演算子（アンパサンド（ & ））を使用で
きます。たとえば、Condition1 & Condition2 と入力しま
す。

|：（OR 演算子には「|」（かぎカッコ
なし）を使用）

複合条件内には OR 演算子（縦線（ | ））を使用できます。た
とえば、Condition1 | Condition2 と入力します。

!：（NOT 演算子には「!」（かぎカッ
コなし）を使用）

複合条件内には NOT 演算子（感嘆符（ ! ））を使用できます。
たとえば、Condition1 & (!Condition2) と入力します。

単純条件（Simple Conditions）

[ 単純条件（Simple Conditions）] オブジェクト セレクタに
は、単純条件タイプ（ファイル、レジストリ、アプリケー
ション、およびサービス条件）のリストが表示されます。
また、このオブジェクト セレクタからファイル、レジスト
リ、アプリケーション、およびサービス条件の単純条件を作
成することもできます。

[ 操作（Action）] ボタンのクイック ピッカー（下矢印）をク
リックして、ファイル、レジストリ、アプリケーション、お
よびサービス条件の単純条件を作成します。
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複合条件のフィルタリング
[ 複合条件（Compound Conditions）] ページでクイック フィルタを呼び出す場合、およびこれを閉じ
る場合は、[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用するか、フィルタ アイコンをクリックしま
す。クイック フィルタは、[ 複合条件（Compound Conditions）] ページで複合条件をフィルタリング
するために使用できる簡単かつ高速なフィルタです。クイック フィルタでは、[ 複合条件（Compound
Conditions）] ページの複合条件の名前や説明などのフィールド説明に基づいて複合条件がフィルタリ
ングされます。
[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用して、拡張フィルタを呼び出すことができます。拡張
フィルタは複雑なフィルタであり、後で使用するためにプリセットしておき、[ 複合条件（Compound
Conditions）] ページでの結果とともに取得することもできます。拡張フィルタでは、フィールド説明
と関連付けられている特定の値に基づいて複合条件がフィルタリングされます。フィルタを追加または
削除したり、一連のフィルタを組み合わせて 1 つの拡張フィルタにしたりすることができます。
プリセット フィルタを管理するには、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset Filters）] オプ
ションを使用します。このオプションを選択すると、すべてのプリセット フィルタが一覧表示されま
す。プリセット フィルタにはセッション ライフタイムがあり、この間、[ 複合条件（Compound
Conditions）] ページのフィルタリング結果が表示されます。プリセット フィルタを作成して保存した
ら、[ 複合条件（Compound Conditions）] ページの結果が表示されたリストからプリセット フィルタ
を選択できます。プリセット フィルタを編集することも、プリセット フィルタ リストから削除するこ
ともできます。

複合条件をフィルタリングするには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション メニューに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されま
す。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ 複合条件（Compound Condition）] をクリックしま
す。

[ 複合条件（Compound Conditions）] ページに、シスコが事前定義した複合条件と、ユーザが作成し
たすべての複合条件が一覧表示されます。
ステップ 5

[ 複合条件（Compound Conditions）] ページの [ 表示（Show）] ドロップダウン リストをクリックし
て、フィルタ オプションを選択します。
クイック フィルタ、フィルタリング用の拡張フィルタ、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset
Filters）] オプション（フィルタリング用のプリセット フィルタを管理できる）を選択できます。
表 20-22 を参照してください。
詳細については、
「クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行
します。」（P.20-93）および「拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順
を実行します。」（P.20-93）を参照してください。

（注）

[ 複合条件（Compound Conditions）] ページに戻るには、[ 表示（Show）] ドロップダウン リ
ストから [ すべて（All）] を選択します。フィルタリングなしですべての複合条件が表示され
ます。
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クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
クイック フィルタでは、[ 複合条件（Compound Conditions）] ページの各フィールド説明に基づいて
複合条件がフィルタリングされます。任意のフィールド内をクリックした場合、およびフィールドに検
索条件を入力すると、ページが [ 複合条件（Compound Conditions）] ページの結果で更新されます。
フィールドをクリアすると、[ 複合条件（Compound Conditions）] ページにすべての複合条件のリス
トが表示されます。
ステップ 1
ステップ 2

フィルタリングするには、各フィールド内で [ 実行（Go）] をクリックします。ページが、[ 複合条件
（Compound Conditions）] ページに表示されている結果で更新されます。
フィールドをクリアするには、各フィールドで [ クリア（Clear）] をクリックします。

拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
拡張フィルタでは、より複雑な変数を使用して複合条件をフィルタリングできます。フィールド説明に
一致する値に基づいて複合条件をフィルタリングする 1 つ以上のフィルタが含まれています。1 行に 1
つのフィルタの場合、複合条件は各フィールド説明とフィルタに定義した値に基づいてフィルタリング
されます。複数のフィルタを使用して値を照合し、複合条件のフィルタリングを行うには、1 つの拡張
フィルタ内のフィルタのいずれかまたはすべてを使用します。
ステップ 1

フィールドの説明を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 2

演算子を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 3

選択したフィールドの説明の値を入力します。

ステップ 4

フィルタリング済みリストを追加するには [ 行の追加（Add Row）]（プラス [+] 記号）をクリックし、
フィルタリング済みリストを削除するには [ 行の削除（Remove Row）]（マイナス [-] 記号）をクリッ
クします。

ステップ 5

各フィルタの値に一致させるには [ すべて（All）] をクリックし、いずれか 1 つのフィルタの値に一致
させるには [ 任意（Any）] をクリックします。

ステップ 6

[ 実行（Go）] をクリックしてフィルタリングを開始します。

ステップ 7

[ 保存（Save）] アイコンをクリックしてフィルタを保存します。
[ プリセット フィルタの保存（Save a Preset Filter）] ダイアログが表示されます。フィルタを保存する
場合はファイル名を入力して [ 保存（Save）] をクリックし、フィルタをクリアする場合は [ キャンセ
ル（Cancel）] をクリックします。作成するプリセット フィルタの名前にはスペースは使用できませ
ん。現在のフィルタを保存しないでフィルタをクリアするには、[ キャンセル（Cancel）] をクリック
します。

ステップ 8

フィルタリングを行った後に [ フィルタのクリア（Clear Filter）] をクリックします。
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表 20-22 に、[ 複合条件（Compound Conditions）] ページの複合条件をフィルタリングできるフィー
ルドを示します。
表 20-22

複合条件のフィルタリング

フィルタリング方法

フィルタリング フィー
ルド

クイック フィルタ

名前（Name）

このフィールドを使用すると、複合条件を条件名
でフィルタリングできます。

説明（Description）

このフィールドを使用すると、複合条件を条件の
説明でフィルタリングできます。

条件タイプ（Condition

Type）

このフィールドを使用すると、シスコ定義の条件
およびユーザ定義の条件で複合条件をフィルタリ
ングできます。

次の中からフィールド
の説明を選択します。

ドロップダウン矢印をクリックしてフィールドの
説明を選択します。

拡張フィルタ

フィルタリング フィールドの説明

• 名前（Name）
• 説明（Description）
• 条件タイプ
（Condition Type）
演算子（Operator）

[ 演算子（Operator）] ドロップダウン リストか
ら、複合条件のフィルタリングに使用できる演算
子を選択します。

値（Value）

[ 値（Value）] ドロップダウン リストから、複合
条件をフィルタリングするために選択したフィー
ルド説明に値を入力します。

アンチウイルス複合条件およびアンチスパイウェア複合条件
前提条件：
始める前に、アンチウイルスおよびアンチスパイウェアに関する次の項目を読んで理解しておく必要が
あります。

• アンチウイルスおよびアンチスパイウェアのサポート表：アンチウイルスおよびアンチスパイウェ
アのサポートについて説明しています。

• アンチウイルスおよびアンチスパイウェアの定義更新：アンチウイルスおよびアンチスパイウェア
の定義ファイルの更新について説明しています。

アンチウイルス複合条件

Cisco ISE によって、事前設定されたアンチウイルス複合条件が [AV 複合条件（AV Compound
Conditions）] ページにロードされます。これは、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のサポート表に定義されています。これらのアンチウ
イルス複合条件によって、すべてのクライアントにアンチウイルス製品が存在するかどうかをチェック
できます。また、[ 新しいアンチウイルス複合条件（New Antivirus Compound Condition）] ページで、
新しい複合条件を作成することもできます。
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[ 新しいアンチウイルス複合条件（New Antivirus Compound Condition）] ページには、[ 選択されてい
るベンダーの製品（Products for Selected Vendor）] テーブルが表示され、選択されているベンダーの
アンチウイルス製品に関する情報が示されます。

アンチスパイウェア複合条件

Cisco ISE によって、事前設定されたアンチスパイウェア複合条件が [AS 複合条件（AS Compound
Conditions）] ページにロードされます。これは、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のサポート表に定義されています。これらのアンチス
パイウェア複合条件によって、すべてのクライアントにアンチスパイウェア製品が存在するかどうかを
チェックできます。また、[ 新しいアンチスパイウェア複合条件（New Antispyware Compound
Condition）] ページで、新しい複合条件を作成することもできます。

[ 新しいアンチスパイウェア複合条件（New Antispyware Compound Condition）] ページには、[ 選択
されているベンダーの製品（Products for Selected Vendor）] テーブルが表示され、選択されているベ
ンダーのアンチウイルス製品に関する情報が示されます。

アンチウイルスおよびアンチスパイウェアのサポート表

Cisco ISE では、アンチウイルスおよびアンチスパイウェアのサポート表が使用されます。この表によ
り、各ベンダー製品の定義ファイル内の最新バージョンと日付が提供されます。ユーザは、アンチウイ
ルスおよびアンチスパイウェアのサポート表を頻繁にポーリングして、更新を確認する必要がありま
す。アンチウイルスおよびアンチスパイウェアのベンダーは、頻繁にアンチウイルスおよびアンチスパ
イウェアの定義ファイルを更新します。アンチウイルスおよびアンチスパイウェアの表によって、各ベ
ンダー製品の定義ファイル内の最新バージョンと日付が提供されます。
アンチウイルスおよびアンチスパイウェアの新しいベンダー、製品、およびそのリリースのサポートを
反映して、アンチウイルスおよびアンチスパイウェアのサポート表が更新されるたびに、NAC Agent
はアンチウイルスおよびアンチスパイウェアの新しいライブラリを受け取ります。これにより、NAC
Agent は新しく追加された要素をサポートできます。NAC Agent は、このサポート情報を取得すると、
定期的に更新される（se-rules.xml ファイルとともに se-templates.tar.gz アーカイブ内に公開されてい
る）se-checks.xml ファイルから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判別します。アンチウイルスおよびアンチスパイウェア ライブラリで特定のア
ンチウイルス製品またはアンチスパイウェア製品に対するサポート内容に応じて、ポスチャ検証時に適
切な要件が NAC Agent に送信され、クライアントに特定のアンチウイルスおよびアンチスパイウェア
製品が存在するかどうか、およびそのステータスが検証されます。

アンチウイルスおよびアンチスパイウェアの定義更新

[ 新しいアンチウイルス複合条件（New Antivirus Compound Condition）] 設定ページおよび [ 新しい
アンチスパイウェア複合条件（New Antispyware Compound Condition）] 設定ページでは、av-chart
アーカイブ ファイルからの情報を使用できます。これにより、[AV 修復（AV Remediations）] ページ
および [AS 修復（AS Remediations ）] ページに、クライアント修復を設定するためのベンダー、サ
ポートされている製品、およびそのリリースのリストが表示されます。
[ 新しいアンチウイルス複合条件（New Antivirus Compound Condition）] 設定ページおよび [ 新しい
アンチスパイウェア複合条件（New Antispyware Compound Condition）] 設定ページには、すべての
クライアントについて、アンチウイルスおよびアンチスパイウェア定義ファイルの日付またはバージョ
ンをチェックするオプションがあります。チェックの対象は、特定のベンダー製品、1 つのベンダーの
すべての製品、またはすべてのベンダーのすべての製品となります。さらに、定義ファイルが、指定し
た日数よりも古いことを許容するように指定するオプションもあります。これにより、システムにおい
て定義ファイルがどの程度古いことを許容するかに関して、セキュリティ ポリシーを適用するまでに
一定の期間がユーザに与えられます。
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アンチウイルスおよびアンチスパイウェアの複合条件を使用すると、指定したベンダーのウイルス定義
ファイルがクライアントで最新の状態になっていることを確認できます。任意で、アンチウイルスおよ
びアンチスパイウェア複合条件のアンチウイルスおよびアンチスパイウェア定義ファイルを、Cisco
ISE サーバで更新された定義ファイルより特定の日数だけ古くなるように設定できます。ベンダーに
よって定義ファイルが更新されていなくても、このオプションを使用すると、数日古いバージョンに対
するクライアントのコンプライアンスが検証されるように、アンチウイルスおよびアンチスパイウェア
の複合条件を設定できます。
アンチウイルスの定義ファイル更新の場合、指定されたベンダーの最新のアンチウイルス定義ファイル
更新から、または Cisco ISE の現在のシステム日付から、日数を指定できます。アンチスパイウェアの定
義ファイル更新の場合、現在のシステム日付から日数を指定する必要があります。最新のアンチスパイ
ウェア定義ファイル更新から日数を指定することはできません。デフォルトの日数は 0 であり、このこと
は、アンチウイルスおよびアンチスパイウェアのファイル定義の日付が最新のファイル日付または現在
のシステム日付よりも古いことが許容されないことを示します。
また、アンチウイルスおよびアンチスパイウェアの複合条件を AV 修復アクションや AS 修復アクショ
ンと関連付けることもできます。クライアントがアンチウイルスおよびアンチスパイウェアの複合条件
を満たしていない場合、クライアントにインストールされている NAC Agent は、クライアントにイン
ストールされているアンチウイルスおよびアンチスパイウェア ソフトウェアと直接通信します。NAC
Agent によって、エンド ユーザがアンチウイルスおよびアンチスパイウェアの最新の定義ファイルを
使用して自動的にクライアントを修復する場合に使用できる [ 更新（update）] ボタンまたは [ 修復
（remediate）] ボタンを含むダイアログが表示されます。

関連項目
「アンチウイルス複合条件」（P.20-96）
「アンチスパイウェア複合条件」（P.20-103）

アンチウイルス複合条件
アンチウイルス複合条件には、1 つ以上のアンチウイルス条件（単純条件）またはアンチウイルス複合
条件が含まれています。アンチウイルス複合条件によって、アンチウイルスのインストールの有無が
チェックされるか、または、クライアント上のアンチウイルス シグニチャ定義のバージョンと日付が
チェックされます。アンチウイルス複合条件を作成して、アンチウイルスのインストールの有無、また
はクライアントでの任意のベンダーに対する定義更新の有無をチェックできます。

アンチウイルス複合条件の設定
[AV 複合条件（AV Compound Conditions）] ページに、アンチウイルス複合条件がその名前および説
明とともに表示されます。
アンチウイルス複合条件を作成して、クライアントにアンチウイルスのインストールが存在するかどう
かをチェックしたり、選択されているベンダーに対する最新のアンチウイルス シグニチャ定義のバー
ジョンと日付がクライアントに存在するかどうかをチェックしたりできます。[AV 複合条件（AV
Compound Conditions）] ページから、アンチウイルス複合条件を複製、編集、削除、またはフィルタ
リングできます。
ここでは、次の手順について説明します。

• 「アンチウイルス複合条件の作成、複製、編集、および削除」（P.20-97）
• 「アンチウイルス複合条件のフィルタリング」（P.20-101）
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アンチウイルス複合条件の作成、複製、編集、および削除
[AV 複合条件（AV Compound Conditions）] ページを使用して、アンチウイルス複合条件を作成、複
製、編集、または削除できます。

アンチウイルス複合条件を作成するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [AV 複合条件（AV Compound Condition）] をクリッ
クします。
[AV 複合条件（AV Compound Conditions）] ページに、シスコが事前定義したすべてのルールと、
ユーザが [ 新しいアンチウイルス複合条件（New Anti-virus Compound Condition）] ページで作成した
アンチウイルス複合条件が一覧表示されます。

ステップ 5

注意
ステップ 6

[ 追加（Add）] をクリックします。

作成して保存した後は、アンチウイルス複合条件の名前は編集できません。
表 20-23 に示すように、[ アンチウイルス複合条件リスト（Anti-virus Compound Condition List）] > [
新しいアンチウイルス複合条件（New Anti-virus Compound Condition）] ページで値を変更して、ア
ンチウイルス プログラムのインストールの有無や、アンチウイルス定義ファイルが最新であるかどう
かをチェックするアンチウイルス複合条件を追加します。

（注）

[ 選択されているベンダーの製品（Products for Selected Vendor ）] テーブルで製品を選択して
ください。

ステップ 7

[ 送信（Submit）] をクリックして、アンチウイルス複合条件を作成します。

アンチウイルス複合条件を複製するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [AV 複合条件（AV Compound Condition）] をクリッ
クします。
[AV 複合条件（AV Compound Conditions）] ページに、シスコが事前定義したすべてのルールと、
ユーザが [ 新しいアンチウイルス複合条件（New Anti-virus Compound Condition）] ページで作成した
アンチウイルス複合条件が一覧表示されます。

ステップ 5

複製するアンチウイルス複合条件をクリックし、[ 複製（Duplicate）] をクリックしてアンチウイルス
複合条件のコピーを作成します。
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ステップ 6

[ 送信（Submit）] をクリックして、アンチウイルス複合条件のコピーを作成します。

アンチウイルス複合条件を編集するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [AV 複合条件（AV Compound Condition）] をクリッ
クします。
[AV 複合条件（AV Compound Conditions）] ページに、シスコが事前定義したすべてのルールと、
ユーザが作成したアンチウイルス複合条件が一覧表示されます。

ステップ 5

編集するアンチウイルス複合条件をクリックし、[ 編集（Edit）] をクリックして、[AV 複合条件（AV
Compound Conditions）] ページで作成して保存したアンチウイルス複合条件を編集します。シスコに
よって事前定義されたルールは編集できません。

ステップ 6

[ 保存（Save）] をクリックして、アンチウイルス複合条件の変更内容を保存します。
アンチウイルス複合条件を編集した後、[AV 複合条件（AV Compound Conditions）] ページでそのア
ンチウイルス複合条件が使用可能になります。

ステップ 7

[ アンチウイルス複合条件リスト（Anti-virus Compound Conditions List）] リンクをクリックして [AV
複合条件（AV Compound Conditions）] ページに戻ります。

アンチウイルス複合条件を削除するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [AV 複合条件（AV Compound Condition）] をクリッ
クします。
[AV 複合条件（AV Compound Conditions）] ページに、シスコが事前定義したすべてのルールと、
ユーザが作成した AV 複合条件が一覧表示されます。

ステップ 5

注意

削除するアンチウイルス複合条件をクリックし、[ 削除（Delete）] をクリックしてアンチウイルス複合
条件を削除します。

シスコが事前定義した条件は削除できません。削除するときは、シスコが定義したものではない条
件を選択してください。

表 20-23 に、アンチウイルス複合条件を作成、複製、または編集できる [AV 複合条件（AV Compound
Conditions）] ページのフィールドを示します。
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表 20-23

AV 複合条件

フィールド名

フィールドの説明

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
（Operating System）

ベンダー（Vendor）

チェック タイプ（Check Type）

オペレーティング システムを選択すると、クライアントにア
ンチウイルス プログラムがインストールされているかどうか
をチェックしたり、条件を適用する最新のアンチウイルス定義
ファイル更新をチェックしたりすることができます。
ベンダーをドロップダウン リストから選択します。ベンダー
を選択すると、そのベンダーのアンチウイルス製品およびバー
ジョンが取得され、[ 選択されているベンダーの製品
（Products for Selected Vendor）] テーブルに表示されます。

[ チェック タイプ（Check Type）] オプション ボタンを使用す
ると、インストールをチェックするか、またはクライアントの
最新の定義ファイル更新をチェックするかを選択できます。

インストール（Installation）

[ インストール（Installation）] オプション ボタンを使用する
と、クライアントにアンチウイルス プログラムがインストー
ルされているかどうかのみをチェックできます。

定義（Definition）

[ 定義（Definition）] オプション ボタンを使用すると、クライ
アントにアンチウイルス製品の最新の定義ファイル更新がある
かどうかのみをチェックできます。
有効にした場合、Cisco ISE では、アンチウイルス定義ファイ
ルが最新バージョンかどうか、またはアンチウイルス定義ファ
イル日付が最新かどうかをチェックするために、次の 2 つのい
ずれかのオプションを選択できます。

• 使用可能な場合、AV 定義ファイルのバージョンが最新か
どうかをチェックします。そうでない場合、定義ファイル
の日付が最新かどうかをチェックします

• ウイルス定義ファイルの日付が、最新のファイル日付また
は現在のシステム日付よりも特定の日数だけ古いことを許
容します
使用可能な場合、AV 定義ファイル
のバージョンが最新かどうかを
チェックする。（そうでない場合、定
義ファイルの日付が最新かどうかを
チェックする）。（Check against

latest AV definition file version, if
available. (Otherwise check against
latest definition file date).）

このフィールドを選択すると、クライアントのアンチウイルス
ファイル バージョンを最新のアンチウイルス定義ファイル
バージョンに対してチェックできます（Cisco ISE のポスチャ
更新の結果として使用可能になっている場合）。そうでない場
合、クライアントの定義ファイル日付を Cisco ISE の最新の定
義ファイル日付に対してチェックできます。
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表 20-23

AV 複合条件 （続き）

フィールド名

フィールドの説明

基準日までのウイルス定義ファイル
を許可（有効化）（Allow virus
definition file to be (Enabled) ）

[ 基準日までのウイルス定義ファイルを許可（Allow virus
definition file to be）] チェックボックスは、アンチウイルス定
義チェック タイプの作成を選択した場合にのみ有効になり、
アンチウイルス インストール チェック タイプを作成する場合
には無効になります。
オンにすると、クライアントのアンチウイルス定義ファイル
バージョンおよび最新のアンチウイルス定義ファイル日付を
チェックできます。最新の定義ファイル日付が、製品の最新の
アンチウイルス定義ファイル日付または現在のシステム日付よ
りも、次のフィールド（[ この日数前まで許容する（days
older than）] フィールド）で定義した日数を超えて古いことは
許容されません。
オフにすると、[ 使用可能な場合、AV 定義ファイルのバー
ジョンが最新かどうかをチェックする。（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をチェックできる
のみとなります。

この日数前まで許容する（days
older than）

[ この日数前まで許容する（days older than ）] オプション ボタ

最新のファイル日付（latest file
date）

[ 最新のファイル日付（latest file date）] オプション ボタンで
は、クライアントのアンチウイルス定義ファイル日付をチェッ
クします。次のフィールド（[ この日数前まで許容する（days
older than）] フィールド）で定義した日数まで古いことが許容
されます。

ンでは、クライアントの最新のアンチウイルス定義ファイル日
付が、製品の最新のアンチウイルス定義ファイル日付または現
在のシステム日付よりも何日まで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。

日数をデフォルト値（0）に設定した場合、クライアントのア
ンチウイルス定義ファイル日付が、製品の最新のアンチウイル
ス定義ファイル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 system
date）

[ 現在のシステム日付（current system date）] オプション ボタ
ンでは、クライアントのアンチウイルス定義ファイル日付を
チェックします。次のフィールド（[ この日数前まで許容する
（days older than）] フィールド）で定義した日数まで古いこと
が許容されます。
日数をデフォルト値（0）に設定した場合、クライアントのア
ンチウイルス定義ファイル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。
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表 20-23

AV 複合条件 （続き）

フィールド名
選択されているベンダーの製品
（Products for Selected Vendor）

フィールドの説明
このテーブルからアンチウイルス製品を選択します。このテー
ブルには、[ 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、アンチウイルス製品とそのバージョン、提供される修復サ
ポート、最新の定義ファイル日付とそのバージョンが取得され
ます。
このテーブルから製品を選択して、アンチウイルス プログラ
ムのインストールをチェックするか、最新のアンチウイルス定
義ファイル日付およびその最新バージョンをチェックできま
す。

アンチウイルス複合条件のフィルタリング
[AV 複合条件（AV Compound Conditions）] ページでクイック フィルタを呼び出す場合、およびこれ
を閉じる場合は、[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用するか、フィルタ アイコンをクリッ
クします。クイック フィルタは、[AV 複合条件（AV Compound Conditions）] ページでアンチウイル
ス複合条件をフィルタリングするために使用できる簡単かつ高速なフィルタです。クイック フィルタ
では、[AV 複合条件（AV Compound Conditions）] ページのアンチウイルス複合条件の名前や説明な
どのフィールド説明に基づいてアンチウイルス複合条件がフィルタリングされます。

[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用して、拡張フィルタを呼び出すことができます。拡張
フィルタは複雑なフィルタであり、後で使用するためにプリセットしておき、[AV 複合条件（AV
Compound Conditions）] ページでの結果とともに取得することもできます。拡張フィルタでは、
フィールド説明と関連付けられている特定の値に基づいてアンチウイルス複合条件がフィルタリングさ
れます。フィルタを追加または削除したり、一連のフィルタを組み合わせて 1 つの拡張フィルタにした
りすることができます。
プリセット フィルタを管理するには、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset Filters）] オプ
ションを使用します。このオプションを選択すると、すべてのプリセット フィルタが一覧表示されま
す。プリセット フィルタにはセッション ライフタイムがあり、この間、[AV 複合条件（AV Compound
Conditions）] ページのフィルタリング結果が表示されます。プリセット フィルタを作成して保存した
ら、[AV 複合条件（AV Compound Conditions）] ページの結果が表示されたリストからプリセット
フィルタを選択できます。プリセット フィルタを編集することも、プリセット フィルタ リストから削
除することもできます。

アンチウイルス複合条件をフィルタリングするには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [AV 複合条件（AV Compound Condition）] をクリッ
クします。
[AV 複合条件（AV Compound Conditions）] ページに、すべてのアンチウイルス複合条件が一覧表示
されます。
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ステップ 5

[AV 複合条件（AV Compound Conditions）] ページの [ 表示（Show）] ドロップダウン矢印リストをク
リックして、フィルタ オプションを選択します。
クイック フィルタ、フィルタリング用の拡張フィルタ、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset
Filters）] オプション（フィルタリング用のプリセット フィルタを管理できる）を選択できます。
表 20-24 を参照してください。
詳細については、
「クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行
します。」（P.20-102）および「拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手
順を実行します。」（P.20-102）を参照してください。

（注）

[AV 複合条件（AV Compound Conditions）] ページに戻るには、[ 表示（Show）] ドロップダ
ウン リストから [ すべて（All）] を選択します。フィルタリングなしですべてのアンチウイル
ス複合条件が表示されます。

クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
クイック フィルタでは、[AV 複合条件（AV Compound Conditions）] ページの各フィールド説明に基
づいてアンチウイルス複合条件がフィルタリングされます。任意のフィールド内をクリックした場合、
およびフィールドに検索条件を入力すると、ページが [AV 複合条件（AV Compound Conditions）]
ページの結果で更新されます。フィールドをクリアすると、[AV 複合条件（AV Compound
Conditions）] ページにすべてのアンチウイルス複合条件のリストが表示されます。
ステップ 1

フィルタリングするには、各フィールド内で [ 実行（Go）] をクリックします。ページが、[AV 複合条
件（AV Compound Conditions）] ページに表示されている結果で更新されます。

ステップ 2

フィールドをクリアするには、各フィールドで [ クリア（Clear）] をクリックします。

拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
拡張フィルタでは、より複雑な変数を使用してアンチウイルス複合条件をフィルタリングできます。
フィールド説明に一致する値に基づいてアンチウイルス複合条件をフィルタリングする 1 つ以上のフィ
ルタが含まれています。1 行に 1 つのフィルタの場合、アンチウイルス複合条件は各フィールド説明と
フィルタに定義した値に基づいてフィルタリングされます。複数のフィルタを使用して値を照合し、ア
ンチウイルス複合条件のフィルタリングを行うには、1 つの拡張フィルタ内のフィルタのいずれかまた
はすべてを使用します。
ステップ 1

フィールドの説明を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 2

演算子を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 3

選択したフィールドの説明の値を入力します。

ステップ 4

フィルタリング済みリストを追加するには [ 行の追加（Add Row）]（プラス [+] 記号）をクリックし、
フィルタリング済みリストを削除するには [ 行の削除（Remove Row）]（マイナス [-] 記号）をクリッ
クします。

ステップ 5

各フィルタの値に一致させるには [ すべて（All）] をクリックし、いずれか 1 つのフィルタの値に一致
させるには [ 任意（Any）] をクリックします。

ステップ 6

[ 実行（Go）] をクリックしてフィルタリングを開始します。

ステップ 7

[ 保存（Save）] アイコンをクリックしてフィルタを保存します。
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[ プリセット フィルタの保存（Save a Preset Filter）] ダイアログが表示されます。フィルタを保存する
場合はファイル名を入力して [ 保存（Save）] をクリックし、フィルタをクリアする場合は [ キャンセ
ル（Cancel）] をクリックします。作成するプリセット フィルタの名前にはスペースは使用できませ
ん。現在のフィルタを保存しないでフィルタをクリアするには、[ キャンセル（Cancel）] をクリック
します。
ステップ 8

フィルタリングを行った後に [ フィルタのクリア（Clear Filter）] をクリックします。

表 20-24 に、[AV 複合条件（AV Compound Conditions）] ページのアンチウイルス複合条件をフィル
タリングできるフィールドを示します。
表 20-24

アンチウイルス複合条件のフィルタリング

フィルタリング方法

フィルタリング フィー
ルド

クイック フィルタ

名前（Name）

このフィールドを使用すると、アンチウイルス複
合条件を条件名でフィルタリングできます。

説明（Description）

このフィールドを使用すると、アンチウイルス複
合条件を条件の説明でフィルタリングできます。

次の中からフィールド
の説明を選択します。

ドロップダウン矢印をクリックしてフィールドの
説明を選択します。

拡張フィルタ

フィルタリング フィールドの説明

• 名前（Name）
• 説明（Description）
演算子（Operator）

[ 演算子（Operator）] ドロップダウン リストか
ら、アンチウイルス複合条件のフィルタリングに
使用できる演算子を選択します。

値（Value）

[ 値（Value）] ドロップダウン リストから、アン
チウイルス複合条件をフィルタリングするために
選択したフィールド説明に値を入力します。

アンチスパイウェア複合条件
アンチスパイウェア複合条件には、1 つ以上のアンチスパイウェア条件（単純条件）またはアンチスパ
イウェア複合条件が含まれています。アンチスパイウェア複合条件によって、アンチスパイウェアのイ
ンストールの有無がチェックされるか、または現在のシステム日付に対する、クライアント上のアンチ
スパイウェア シグニチャ定義のバージョンと日付がチェックされます。アンチスパイウェア複合条件
を作成して、アンチウイルスのインストールの有無、またはクライアントでのいずれかのベンダーに対
する定義更新の有無をチェックできます。
アンチスパイウェア定義ファイルの更新条件を作成する場合、アンチスパイウェア定義ファイルの日付
は、現在のシステム日付よりも、クライアントの定義ファイル日付をチェックするために指定した日数
まで古いことが許容されます。デフォルト値は 0 日です。
ここでは、クライアントの最新のアンチスパイウェア定義ファイルがチェックされるように、[ 基準日
までのウイルス定義ファイルを許可（Allow virus definition file to be）] チェックボックスを有効に
（オンに）する必要があります。ファイルは、現在のシステム日付よりも、[ この日数前まで許容する
（days older than）] フィールドで定義した日数まで古いことが許容されます。
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アンチスパイウェア複合条件の設定
[AS 複合条件（AS Compound Conditions）] ページに、アンチスパイウェア複合条件がその名前およ
び説明とともに表示されます。
アンチスパイウェア複合条件を作成して、クライアントにアンチスパイウェアのインストールが存在す
るかどうかをチェックしたり、選択されているベンダーに対する最新のアンチスパイウェア シグニ
チャ定義のバージョンと日付がクライアントに存在するかどうかをチェックしたりできます。[AS 複合
条件（AS Compound Conditions）] ページから、アンチスパイウェア複合条件を複製、編集、削除、
またはフィルタリングできます。
ここでは、次の手順について説明します。

• 「アンチスパイウェア複合条件の作成、複製、編集、および削除」（P.20-104）
• 「アンチスパイウェア複合条件のフィルタリング」（P.20-107）

アンチスパイウェア複合条件の作成、複製、編集、および削除
[AS 複合条件（AS Compound Conditions）] ページを使用して、アンチスパイウェア複合条件を作成、
複製、編集、または削除できます。
アンチスパイウェア複合条件を作成するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [AS 複合条件（AS Compound Condition）] をクリッ
クします。
[AS 複合条件（AS Compound Conditions）] ページに、シスコが事前定義したすべてのルールと、
ユーザが [ 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
作成したアンチスパイウェア複合条件が一覧表示されます。

ステップ 5

注意
ステップ 6

[ 追加（Add）] をクリックします。

作成して保存した後は、アンチスパイウェア複合条件の名前は編集できません。
表 20-25 に示すように、[AS 複合条件リスト（AS Compound Conditions List）] > [ 新しいアンチスパ
イウェア複合条件（New Antispyware Compound Condition）] ページで値を変更して、アンチスパイ
ウェア プログラムのインストールの有無や、アンチスパイウェア定義ファイルが最新であるかどうか
をチェックするアンチスパイウェア複合条件を追加します。

（注）

[ 選択されているベンダーの製品（Products for Selected Vendor ）] テーブルで製品を選択して
ください。

ステップ 7

[ 送信（Submit）] をクリックして、アンチスパイウェア複合条件を作成します。
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アンチスパイウェア複合条件を複製するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [AS 複合条件（AS Compound Condition）] をクリッ
クします。
[AS 複合条件（AS Compound Conditions）] ページに、シスコが事前定義したすべてのルールと、
ユーザが作成したアンチスパイウェア複合条件が一覧表示されます。

ステップ 5

複製するアンチスパイウェア複合条件をクリックし、[ 複製（Duplicate）] をクリックしてアンチスパ
イウェア複合条件のコピーを作成します。

ステップ 6

[ 送信（Submit）] をクリックして、アンチスパイウェア複合条件のコピーを作成します。

アンチスパイウェア複合条件を編集するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [AS 複合条件（AS Compound Condition）] をクリッ
クします。
[AS 複合条件（AS Compound Conditions）] ページに、シスコが事前定義したすべてのルールと、
ユーザが作成したアンチスパイウェア複合条件が一覧表示されます。

ステップ 5

ステップ 6

編集するアンチスパイウェア複合条件をクリックし、[ 編集（Edit）] をクリックして、[AS 複合条件
（AS Compound Conditions）] ページで作成して保存したアンチスパイウェア複合条件を編集します。
シスコによって事前定義されたルールは編集できません。

[ 保存（Save）] をクリックして、アンチスパイウェア複合条件の変更内容を保存します。
アンチスパイウェア複合条件を編集した後、[AS 複合条件（AS Compound Conditions）] ページでそ
のアンチスパイウェア複合条件が使用可能になります。

ステップ 7

[AS 複合条件リスト（AS Compound Conditions List）] リンクをクリックして [AS 複合条件（AS
Compound Conditions）] ページに戻ります。

アンチスパイウェア複合条件を削除するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
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ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [AS 複合条件（AS Compound Condition）] をクリッ
クします。
[AS 複合条件（AS Compound Conditions）] ページに、シスコが事前定義したすべてのルールと、
ユーザが作成した AS 複合条件が一覧表示されます。

ステップ 5

注意

削除するアンチスパイウェア複合条件をクリックし、[ 削除（Delete）] をクリックしてアンチスパイ
ウェア複合条件を削除します。

シスコが事前定義した条件は削除できません。削除するときは、シスコが定義したものではない条
件を選択してください。

表 20-25 に、アンチスパイウェア複合条件を作成、複製、または編集できる [AS 複合条件（AS
Compound Conditions）] ページのフィールドを示します。
表 20-25

アンチスパイウェア複合条件

フィールド名

フィールドの説明

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
（Operating System）

ベンダー（Vendor）

チェック タイプ（Check Type）

オペレーティング システムを選択すると、クライアントにア
ンチスパイウェア プログラムがインストールされているかど
うかをチェックしたり、条件を適用する最新のアンチスパイ
ウェア定義ファイル更新をチェックしたりすることができま
す。
ベンダーをドロップダウン リストから選択します。ベンダー
を選択すると、そのベンダーのアンチスパイウェア製品および
バージョンが取得され、[ 選択されているベンダーの製品
（Products for Selected Vendor）] テーブルに表示されます。

[ チェック タイプ（Check Type）] オプション ボタンを使用す
ると、インストールをチェックするタイプ、またはクライアン
トの最新の定義ファイル更新をチェックするタイプを選択でき
ます。

インストール（Installation）

[ インストール（Installation）] オプション ボタンを使用する
と、クライアントにアンチスパイウェア プログラムがインス
トールされているかのみをチェックできます。

定義（Definition）

[ 定義（Definition）] オプション ボタンを使用すると、クライ
アントにアンチスパイウェア製品の最新の定義ファイル更新が
あるかのみをチェックできます。
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表 20-25

アンチスパイウェア複合条件 （続き）

フィールド名

フィールドの説明

基準日までのウイルス定義ファイル
を許可（有効化）（Allow virus
definition file to be (Enabled)）

[ 基準日までのウイルス定義ファイルを許可（Allow virus
definition file to be）] チェックボックスは、アンチスパイウェ
ア定義チェック タイプを作成する場合にのみ有効になり、ア
ンチスパイウェアのインストール チェック タイプを作成する
場合には無効になります。
オンにすると、クライアントのアンチスパイウェア定義ファイ
ル 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
日付をチェックできます。最新の定義ファイル日付が、現在の
システム日付よりも、次のフィールド（[ この日数前まで許容
する（days older than）] フィールド）で定義した日数を超え
て古いことは許容されません。
オフにすると、[ 基準日までのウイルス定義ファイルを許可
（Allow virus definition file to be）] チェックボックスがオフに
なっているために、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できます。

この日数前まで許容する（days
older than）

[ この日数前まで許容する（days older than ）] オプション ボタ

現在のシステム日付（current system
date）

[ 現在のシステム日付（current system date）] オプション ボタ

ンでは、クライアントの最新のアンチスパイウェア定義ファイ
ル日付が、現在のシステム日付よりも何日まで古いことが許容
されるかを定義します。デフォルト値は 0 です。
ンでは、クライアントのアンチスパイウェア定義ファイル日付
をチェックします。次のフィールド（[ この日数前まで許容す
る（days older than）] フィールド）で定義した日数まで古い
ことが許容されます。
日数をデフォルト値（0）に設定した場合、クライアントのア
ンチスパイウェア定義ファイル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。

選択されているベンダーの製品
（Products for Selected Vendor）

このテーブルからアンチスパイウェア製品を選択します。この
テーブルには、[ 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、アンチスパイウェア製品とそのバージョン、
提供される修復サポート、最新の定義ファイル日付とそのバー
ジョンが取得されます。
このテーブルから製品を選択して、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するか、最新のアンチスパイ
ウェア定義ファイル日付およびその最新バージョンをチェック
できます。

アンチスパイウェア複合条件のフィルタリング
[AS 複合条件（AS Compound Conditions）] ページでクイック フィルタを呼び出す場合、およびこれ
を閉じる場合は、[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用するか、フィルタ アイコンをクリッ
クします。クイック フィルタは、[AS 複合条件（AS Compound Conditions）] ページでアンチスパイ
ウェア複合条件をフィルタリングするために使用できる簡単かつ高速なフィルタです。クイック フィ
ルタでは、[AS 複合条件（AS Compound Conditions）] ページのアンチスパイウェア複合条件の名前
や説明などのフィールド説明に基づいてアンチスパイウェア複合条件がフィルタリングされます。
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[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用して、拡張フィルタを呼び出すことができます。拡張
フィルタは複雑なフィルタであり、後で使用するためにプリセットしておき、[AS 複合条件（AS
Compound Conditions）] ページでの結果とともに取得することもできます。拡張フィルタでは、
フィールド説明と関連付けられている特定の値に基づいてアンチスパイウェア複合条件がフィルタリン
グされます。フィルタを追加または削除したり、一連のフィルタを組み合わせて 1 つの拡張フィルタに
したりすることができます。
プリセット フィルタを管理するには、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset Filters）] オプ
ションを使用します。このオプションを選択すると、すべてのプリセット フィルタが一覧表示されま
す。プリセット フィルタにはセッション ライフタイムがあり、この間、[AS 複合条件（AS Compound
Conditions）] ページのフィルタリング結果が表示されます。プリセット フィルタを作成して保存した
ら、[AS 複合条件（AS Compound Conditions）] ページの結果が表示されたリストからプリセット
フィルタを選択できます。プリセット フィルタを編集することも、プリセット フィルタ リストから削
除することもできます。

アンチスパイウェア複合条件をフィルタリングするには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション メニューの [AS 複合条件（AS Compound Condition）] をク
リックします。

[AS 複合条件（AS Compound Conditions）] ページに、すべてのアンチスパイウェア複合条件が一覧
表示されます。
ステップ 5

[AS 複合条件（AS Compound Conditions）] ページの [ 表示（Show）] ドロップダウン リストをク
リックして、フィルタ オプションを選択します。
クイック フィルタ、フィルタリング用の拡張フィルタ、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset
Filters）] オプション（フィルタリング用のプリセット フィルタを管理できる）を選択できます。
表 20-26 を参照してください。
詳細については、
「クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行
します。」（P.20-108）および「拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手
順を実行します。」（P.20-109）を参照してください。

（注）

[AS 複合条件（AS Compound Conditions）] ページに戻るには、[ 表示（Show）] ドロップダ
ウン リストから [ すべて（All）] を選択します。フィルタリングなしですべてのアンチスパイ
ウェア複合条件が表示されます。

クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
クイック フィルタでは、[AS 複合条件（AS Compound Conditions）] ページの各フィールド説明に基
づいてアンチスパイウェア複合条件がフィルタリングされます。任意のフィールド内をクリックした場
合、およびフィールドに検索条件を入力すると、ページが [ 複合条件リスト（Compound Conditions
list）] ページの結果で更新されます。フィールドをクリアすると、[AS 複合条件（AS Compound
Conditions）] ページにすべてのアンチスパイウェア複合条件のリストが表示されます。
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ステップ 1

フィルタリングするには、各フィールド内で [ 実行（Go）] をクリックします。ページが、[AS 複合条
件（AS Compound Conditions）] ページに表示されている結果で更新されます。

ステップ 2

フィールドをクリアするには、各フィールドで [ クリア（Clear）] をクリックします。

拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
拡張フィルタでは、より複雑な変数を使用してアンチスパイウェア複合条件をフィルタリングできま
す。フィールド説明に一致する値に基づいてアンチスパイウェア複合条件をフィルタリングする 1 つ以
上のフィルタが含まれています。1 行に 1 つのフィルタの場合、アンチスパイウェア複合条件は各
フィールド説明とフィルタに定義した値に基づいてフィルタリングされます。複数のフィルタを使用し
て値を照合し、アンチスパイウェア複合条件のフィルタリングを行うには、1 つの拡張フィルタ内の
フィルタのいずれかまたはすべてを使用します。
ステップ 1

フィールドの説明を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 2

演算子を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 3

選択したフィールドの説明の値を入力します。

ステップ 4

フィルタリング済みリストを追加するには [ 行の追加（Add Row）]（プラス [+] 記号）をクリックし、
フィルタリング済みリストを削除するには [ 行の削除（Remove Row）]（マイナス [-] 記号）をクリッ
クします。

ステップ 5

各フィルタの値に一致させるには [ すべて（All）] をクリックし、いずれか 1 つのフィルタの値に一致
させるには [ 任意（Any）] をクリックします。

ステップ 6

[ 実行（Go）] をクリックしてフィルタリングを開始します。

ステップ 7

[ 保存（Save）] アイコンをクリックしてフィルタを保存します。
[ プリセット フィルタの保存（Save a Preset Filter）] ダイアログが表示されます。フィルタを保存する
場合はファイル名を入力して [ 保存（Save）] をクリックし、フィルタをクリアする場合は [ キャンセ
ル（Cancel）] をクリックします。作成するプリセット フィルタの名前にはスペースは使用できませ
ん。現在のフィルタを保存しないでフィルタをクリアするには、[ キャンセル（Cancel）] をクリック
します。

ステップ 8

フィルタリングを行った後に [ フィルタのクリア（Clear Filter）] をクリックします。

表 20-26 に、[AS 複合条件（AS Compound Conditions）] ページのアンチスパイウェア複合条件を
フィルタリングできるフィールドを示します。
表 20-26

アンチスパイウェア複合条件のフィルタリング

フィルタリング方法

フィルタリング フィー
ルド

クイック フィルタ

名前（Name）

このフィールドを使用すると、条件を条件名で
フィルタリングできます。

説明（Description）

このフィールドを使用すると、条件を条件の説明
でフィルタリングできます。

フィルタリング フィールドの説明
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表 20-26

アンチスパイウェア複合条件のフィルタリング （続き）

フィルタリング方法
拡張フィルタ

フィルタリング フィー
ルド

フィルタリング フィールドの説明

次の中からフィールド
の説明を選択します。

ドロップダウン リストをクリックしてフィールド
の説明を選択します。

• 名前（Name）
• 説明（Description）
演算子（Operator）

[ 演算子（Operator）] ドロップダウン リストか
ら、アンチスパイウェア複合条件のフィルタリン
グに使用できる演算子を選択します。

値（Value）

[ 値（Value）] ドロップダウン リストから、アン
チスパイウェア複合条件をフィルタリングするた
めに選択したフィールド説明に値を入力します。

ディクショナリ単純条件
ディクショナリ単純条件は、値をディクショナリ属性に関連付けることができる、単純な（単一の）条
件です。作成して保存すると、ディクショナリ単純条件がライブラリに追加されます。[ ディクショナ
リ複合条件（Dictionary Compound Conditions）] ページで、これらのディクショナリ単純条件を使用
してディクショナリ複合条件を設定できます。
ここでは、ディクショナリ単純条件の設定に使用できる手順を示します。
「ディクショナリ単純条件の設定」（P.20-110）

ディクショナリ単純条件の設定
ディクショナリ単純条件を作成して、ディクショナリ単純条件内のディクショナリ属性に関連付けた、
属性の値をチェックできます。また、[ ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple Conditions）]
ページから、ディクショナリ単純条件を複製、編集、削除、またはフィルタリングすることもできま
す。

[ ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple Conditions）] ページには、ディクショナリ単純条件が、
その名前と説明、およびディクショナリ単純条件内に定義した条件の詳細とともに表示されます。

ディクショナリ単純条件の作成、複製、編集、および削除
[ ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple Conditions）] ページを使用して、ディクショナリ単純
条件を作成、複製、編集、または削除できます。

ディクショナリ単純条件を作成するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
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ステップ 5

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple
Condition）] をクリックします。
[ ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple Conditions）] ページに、作成済みのすべてのディク
ショナリ単純条件が一覧表示されます。

ステップ 6

注意

[ 追加（Add）] をクリックします。

作成して保存した後は、ディクショナリ単純条件の名前は編集できません。

ステップ 7

表 20-27 に示すように、[ ディクショナリ条件リスト（Dictionary Conditions List）] > [ 新しいディク
ショナリ条件（New Dictionary Condition）] ページで値を変更して、値をディクショナリ属性に関連
付けることができるディクショナリ単純条件を追加します。

ステップ 8

[ 送信（Submit）] をクリックして、ディクショナリ単純条件を作成します。

ディクショナリ単純条件を複製するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple
Condition）] をクリックします。
[ ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple Conditions）] ページに、作成済みのすべてのディク
ショナリ単純条件が一覧表示されます。

ステップ 5

複製するディクショナリ単純条件をクリックし、[ 複製（Duplicate）] をクリックしてディクショナリ
単純条件のコピーを作成します。

ステップ 6

[ 送信（Submit）] をクリックして、ディクショナリ単純条件のコピーを作成します。

ディクショナリ単純条件を編集するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple
Condition）] をクリックします。
[ ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple Conditions）] ページに、作成済みのすべてのディク
ショナリ単純条件が一覧表示されます。

ステップ 5

編集するディクショナリ単純条件をクリックし、[ 編集（Edit）] をクリックしてディクショナリ単純条
件を編集します。

ステップ 6

[ 保存（Save）] をクリックして、ディクショナリ単純条件の変更内容を保存します。
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ディクショナリ単純条件を編集した後、[ ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple Conditions ）]
ページでそのディクショナリ単純条件が使用可能になります。
ステップ 7

[ ディクショナリ条件リスト（Dictionary Conditions List）] リンクをクリックして [ ディクショナリ単
純条件（Dictionary Simple Conditions）] ページに戻ります。

ディクショナリ複合条件に関連付けられているディクショナリ単純条件を削除することはできません。
削除するには、まずディクショナリ複合条件から関連付けを削除し、その後、ディクショナリ単純条件
を削除する必要があります。

ディクショナリ単純条件を削除するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple
Condition）] をクリックします。
[ ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple Conditions）] ページに、作成済みのすべてのディク
ショナリ単純条件が一覧表示されます。

ステップ 5

削除するディクショナリ単純条件をクリックし、[ 削除（Delete）] をクリックしてディクショナリ単純
条件を削除します。

表 20-27 に、ディクショナリ単純条件を作成、複製、または編集できる [ 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。
表 20-27

ディクショナリ単純条件

フィールド名

フィールドの説明

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
（Description）

作成するディクショナリ単純条件の説明を入力します。

属性
（Attribute）

[ 属性（Attribute）] ドロップダウン リストから、[ ディクショナリ（dictionaries）]

演算子
（Operator）

[ 演算子（Operator）] ドロップダウン リストから、選択した属性に値を関連付ける

オブジェクト セレクタ内のディクショナリから属性を選択できます。
ための演算子を選択できます。
選択したディクショナリ属性ごとに、事前定義された設定から演算子を選択します。

値（Value）

[ 値（Value）] テキスト ボックスで、ディクショナリ属性に関連付ける値を入力す
るか、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。

ディクショナリ単純条件のフィルタリング
[ ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple Conditions）] ページでクイック フィルタを呼び出す場
合、およびこれを閉じる場合は、[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用するか、フィルタ ア
イコンをクリックします。クイック フィルタは、[ ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple
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Conditions）] ページでディクショナリ単純条件をフィルタリングするために使用できる簡単かつ高速
なフィルタです。クイック フィルタでは、[ ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple Conditions）
] ページの（ユーザがディクショナリ単純条件内に定義した）ディクショナリ単純条件の名前や説明な
どのフィールド説明に基づいて、ディクショナリ単純条件がフィルタリングされます。

[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用して、拡張フィルタを呼び出すことができます。拡張
フィルタは複雑なフィルタであり、後で使用するためにプリセットしておき、[ ディクショナリ単純条
件（Dictionary Simple Conditions）] ページでの結果とともに取得することもできます。拡張フィルタ
では、フィールド説明と関連付けられている特定の値に基づいてディクショナリ単純条件がフィルタリ
ングされます。フィルタを追加または削除したり、一連のフィルタを組み合わせて 1 つの拡張フィルタ
にしたりすることができます。
プリセット フィルタを管理するには、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset Filters）] オプ
ションを使用します。このオプションを選択すると、すべてのプリセット フィルタが一覧表示されま
す。プリセット フィルタにはセッション ライフタイムがあり、この間、[ ディクショナリ単純条件
（Dictionary Simple Conditions）] ページのフィルタリング結果が表示されます。プリセット フィルタ
を作成して保存したら、[ ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple Conditions）] ページの結果が
表示されたリストからプリセット フィルタを選択できます。プリセット フィルタを編集することも、
プリセット フィルタ リストから削除することもできます。

ディクショナリ単純条件をフィルタリングするには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple
Condition）] をクリックします。
[ ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple Conditions）] ページに、作成済みのすべてのディク
ショナリ単純条件が一覧表示されます。

ステップ 5

[ ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple Conditions）] ページの [ 表示（Show）] ドロップダウ
ン リストをクリックして、フィルタ オプションを選択します。
クイック フィルタ、フィルタリング用の拡張フィルタ、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset
Filters）] オプション（フィルタリング用のプリセット フィルタを管理できる）を選択できます。
表 20-28 を参照してください。
詳細については、
「クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行
します。」（P.20-113）および「拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手
順を実行します。」（P.20-114）を参照してください。

（注）

[ ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple Conditions）] ページに戻るには、[ 表示
（Show）] ドロップダウン リストから [ すべて（All）] を選択します。フィルタリングなしで
すべてのディクショナリ単純条件が表示されます。

クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
クイック フィルタでは、[ ディクショナリ単純条件（Dictionary Simple Conditions）] ページの各
フィールド説明に基づいてディクショナリ単純条件がフィルタリングされます。任意のフィールド内を
クリックした場合、およびフィールドに検索条件を入力すると、ページが [ ディクショナリ単純条件

Cisco Identity Services Engine ユーザ ガイド リリース 1.1.1
OL-26134-01-J

20-113

第 20 章

クライアント ポスチャ ポリシーの設定

ディクショナリ単純条件

（Dictionary Simple Conditions）] ページの結果で更新されます。フィールドをクリアすると、[ ディク
ショナリ単純条件（Dictionary Simple Conditions）] ページにすべてのディクショナリ単純条件のリス
トが表示されます。
ステップ 1

フィルタリングするには、各フィールド内で [ 実行（Go）] をクリックします。ページが、[ ディク
ショナリ単純条件（Dictionary Simple Condition）] ページに表示されている結果で更新されます。

ステップ 2

フィールドをクリアするには、各フィールドで [ クリア（Clear）] をクリックします。

拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
拡張フィルタでは、より複雑な変数を使用してディクショナリ単純条件をフィルタリングできます。
フィールド説明に一致する値に基づいてディクショナリ単純条件をフィルタリングする 1 つ以上のフィ
ルタが含まれています。1 行に 1 つのフィルタの場合、ディクショナリ単純条件は各フィールド説明と
フィルタに定義した値に基づいてフィルタリングされます。複数のフィルタを使用して値を照合し、複
合条件のフィルタリングを行うには、1 つの拡張フィルタ内のフィルタのいずれかまたはすべてを使用
します。
ステップ 1

フィールドの説明を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 2

演算子を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 3

選択したフィールドの説明の値を入力します。

ステップ 4

フィルタリング済みリストを追加するには [ 行の追加（Add Row）]（プラス [+] 記号）をクリックし、
フィルタリング済みリストを削除するには [ 行の削除（Remove Row）]（マイナス [-] 記号）をクリッ
クします。

ステップ 5

各フィルタの値に一致させるには [ すべて（All）] をクリックし、いずれか 1 つのフィルタの値に一致
させるには [ 任意（Any）] をクリックします。

ステップ 6

[ 実行（Go）] をクリックしてフィルタリングを開始します。

ステップ 7

[ 保存（Save）] アイコンをクリックしてフィルタを保存します。
[ プリセット フィルタの保存（Save a Preset Filter）] ダイアログが表示されます。フィルタを保存する
場合はファイル名を入力して [ 保存（Save）] をクリックし、フィルタをクリアする場合は [ キャンセ
ル（Cancel）] をクリックします。作成するプリセット フィルタの名前にはスペースは使用できませ
ん。現在のフィルタを保存しないでフィルタをクリアするには、[ キャンセル（Cancel）] をクリック
します。

ステップ 8

フィルタリングを行った後に [ フィルタのクリア（Clear Filter）] をクリックします。
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表 20-28 に、ディクショナリ単純条件をフィルタリングできる [ 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。
表 20-28

ディクショナリ単純条件のフィルタリング

フィルタリング方法

フィルタリング フィー
ルド

クイック フィルタ

名前（Name）

このフィールドを使用すると、ディクショナリ単
純条件を条件名でフィルタリングできます。

条件（Condition）

このフィールドを使用すると、ディクショナリ単
純条件を、ディクショナリ単純条件内に定義した
条件でフィルタリングできます。

説明（Description）

このフィールドを使用すると、ディクショナリ単
純条件を条件の説明でフィルタリングできます。

次の中からフィールド
の説明を選択します。

ドロップダウン リストをクリックしてフィールド
の説明を選択します。

拡張フィルタ

フィルタリング フィールドの説明

• 名前（Name）
• 条件（Condition）
• 説明（Description）
演算子（Operator）

[ 演算子（Operator）] ドロップダウン リストか
ら、ディクショナリ単純条件のフィルタリングに
使用できる演算子を選択します。

値（Value）

[ 値（Value）] ドロップダウン リストから、ディ
クショナリ単純条件をフィルタリングするために
選択したフィールド説明に値を入力します。

ディクショナリ複合条件
ディクショナリ複合条件は、複数のディクショナリ単純条件（値に関連付けられているディクショナリ
属性）の論理的な組み合わせです。これは、AND または OR 演算子で論理的に結合された一連のディク
ショナリ単純条件（値に関連付けられているディクショナリ属性）です。複数のディクショナリ単純条
件を定義してから、[ ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound Conditions）] ページでそれらを
結合した場合にのみ、ディクショナリ複合条件を保存できます。[ ディクショナリ複合条件（Dictionary
Compound Conditions）] ページで作成した 1 つ以上のディクショナリ単純条件は、まずライブラリに保
存する必要があります。後で、ライブラリからこれを追加してディクショナリ複合条件を作成できます。

ディクショナリ複合条件の設定
[ ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound Conditions）] ページには、ディクショナリ複合条件の
リストが、その名前と説明、および論理的に結合されたディクショナリ単純条件とともに表示されます。
ここでは、次の手順について説明します。

• 「ディクショナリ複合条件の作成、複製、編集、および削除」（P.20-116）
• 「ディクショナリ複合条件のフィルタリング」（P.20-119）
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ディクショナリ複合条件の作成、複製、編集、および削除
[ ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound Conditions）] ページから、ディクショナリ複合条件
を作成、複製、編集、または削除できます。
ディクショナリ複合条件を作成するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound
Condition）] をクリックします。
[ ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound Conditions）] ページに、作成済みのすべてのディ
クショナリ複合条件が一覧表示されます。

ステップ 5

注意

[ 追加（Add）] をクリックします。

作成して保存した後は、ディクショナリ複合条件の名前は編集できません。

ステップ 6

表 20-29 に示すように、[ 新しいディクショナリ複合条件（New Dictionary Compound Condition）]
ページで値を変更して、複数のディクショナリ単純条件を論理的に結合できるディクショナリ複合条件
を追加します。

ステップ 7

[ 送信（Submit）] をクリックして、ディクショナリ複合条件を作成します。

ディクショナリ複合条件を複製するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound
Condition）] をクリックします。
[ ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound Conditions）] ページに、作成済みのすべてのディ
クショナリ複合条件が一覧表示されます。

ステップ 5

複製するディクショナリ複合条件をクリックし、[ 複製（Duplicate）] をクリックしてディクショナリ
複合条件のコピーを作成します。

ステップ 6

[ 送信（Submit）] をクリックして、ディクショナリ複合条件のコピーを作成します。

ディクショナリ複合条件を編集するには、次の手順を実行します。
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。
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ステップ 2

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound
Condition）] をクリックします。
[ ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound Conditions）] ページに、作成済みのすべてのディ
クショナリ複合条件が一覧表示されます。

ステップ 5

編集するディクショナリ複合条件をクリックし、[ 編集（Edit）] をクリックしてディクショナリ複合条
件を編集します。

ステップ 6

[ 保存（Save）] をクリックして、ディクショナリ複合条件の変更内容を保存します。
ディクショナリ複合条件を編集した後、[ ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound Conditions）
] ページでそのディクショナリ複合条件が使用可能になります。

ステップ 7

[ ディクショナリ複合条件リスト（Dictionary Compound Conditions List）] リンクをクリックして [
ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound Conditions）] ページに戻ります。

ディクショナリ複合条件を削除するには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound
Condition）] をクリックします。
[ ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound Conditions）] ページに、作成済みのすべてのディ
クショナリ複合条件が一覧表示されます。

ステップ 5

削除するディクショナリ複合条件をクリックし、[ 削除（Delete）] をクリックしてディクショナリ複合
条件を削除します。

表 20-29 に、ディクショナリ複合条件を作成、複製、または編集できる [ ディクショナリ複合条件
（Dictionary Compound Conditions）] ページのフィールドを示します。
表 20-29

ディクショナリ複合条件

フィールド名

フィールドの説明

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。
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表 20-29

ディクショナリ複合条件 （続き）

フィールド名

フィールドの説明

既存の条件をライブラリか
ら選択（Select Existing
Condition from Library）

事前定義済みの条件をポリシー要素ライブラリから選択して、式を定
義できます。
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）
• 条件をライブラリから追加（Add Condition from Library）
• 削除（Delete）
以降の手順で、事前定義ではない属性 / 値ペアを式に追加できます。
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）]：ディクショナリ単純条
件を作成できます

• [ 条件をライブラリから追加（Add Condition from Library）]：す
でに作成および保存されているライブラリからディクショナリ単
純条件またはディクショナリ複合条件を選択できます

• [ 複製（Duplicate）]：このページで作成または選択した条件を複
製できます。

• [ 条件をライブラリに追加（Add Condition to Library）]：作成し
た新しいディクショナリ単純条件およびディクショナリ複合条件
を、後で使用するために保存できます

• [ 削除（Delete）]：ディクショナリ単純条件またはディクショナリ
複合条件の関連付けをディクショナリ複合条件から削除できます。
条件名（Condition Name）

[ 条件名（Condition Name）] ドロップダウン リストから、ポリシー要
素ライブラリからすでに作成したディクショナリ単純条件を選択でき
ます。

式（Expression）

[ 式（Expression）] は、[ 条件名（Condition Name）] ドロップダウン
リストの選択内容に基づいて更新されます。

AND または OR 演算子

AND 演算子と OR 演算子のいずれかを使用すると、ライブラリから追
加可能な、複数のディクショナリ単純条件を論理的に結合することが
できます。
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）
• 条件をライブラリから追加（Add Condition from Library）
• 削除（Delete）
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表 20-29

ディクショナリ複合条件 （続き）

フィールド名

フィールドの説明

新しい条件の作成（高度な
オプション）（Create New

システム定義またはユーザ定義のさまざまなディクショナリから属性
を選択して式を定義することができます。

Condition (Advance
Option)）

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）
• 条件をライブラリから追加（Add Condition from Library）
• 複製（Duplicate）
• 条件をライブラリに追加（Add Condition to Library）
• 削除（Delete）
以降の手順で、事前定義済みの条件をポリシー要素ライブラリから追
加できます。

条件名（Condition Name）

式（Expression）

演算子（Operator）

[ 条件名（Condition Name）] テキスト ボックスでは、新しいディク
ショナリ単純条件を作成してライブラリに保存したり、ライブラリか
らすでに作成したディクショナリ単純条件を選択したりできます。
[ 式（Expression）] ドロップダウン リストでは、[ ディクショナリ
（dictionaries）] オブジェクト セレクタ内のディクショナリから、値を
関連付ける属性を選択して、ディクショナリ単純条件を作成できます。
[ 演算子（Operator）] ドロップダウン リストから、値を属性に関連付
けるための演算子を選択できます。
選択したディクショナリ属性ごとに、ドロップダウン矢印をクリック
して、事前定義された設定から演算子を選択します。

値（Value）

[ 値（Value）] フィールドから、ディクショナリ属性に関連付ける値を
入力するか、ドロップダウン リストから値を選択します。

AND または OR 演算子

AND 演算子と OR 演算子のいずれかを使用すると、ライブラリから追
加可能な、複数のディクショナリ単純条件を論理的に結合することが
できます。

ディクショナリ複合条件のフィルタリング
[ ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound Conditions）] ページでクイック フィルタを呼び出
す場合、およびこれを閉じる場合は、[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用するか、フィルタ
アイコンをクリックします。クイック フィルタは、[ ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound
Conditions）] ページでディクショナリ複合条件をフィルタリングするために使用できる簡単かつ高速
なフィルタです。クイック フィルタでは、[ ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound
Conditions）] ページの（ユーザがディクショナリ複合条件内に定義した）ディクショナリ複合条件の
名前や説明などのフィールド説明に基づいて、ディクショナリ複合条件がフィルタリングされます。

[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用して、拡張フィルタを呼び出すことができます。拡張
フィルタは複雑なフィルタであり、後で使用するためにプリセットしておき、[ ディクショナリ複合条
件（Dictionary Compound Conditions）] ページでの結果とともに取得することもできます。拡張フィ
ルタでは、フィールド説明と関連付けられている特定の値に基づいてディクショナリ複合条件がフィル
タリングされます。フィルタを追加または削除したり、一連のフィルタを組み合わせて 1 つの拡張フィ
ルタにしたりすることができます。
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プリセット フィルタを管理するには、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset Filters）] オプ
ションを使用します。このオプションを選択すると、すべてのプリセット フィルタが一覧表示されま
す。プリセット フィルタにはセッション ライフタイムがあり、この間、[ ディクショナリ複合条件
（Dictionary Compound Conditions）] ページのフィルタリング結果が表示されます。プリセット フィ
ルタを作成して保存したら、[ ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound Conditions）] ページの
結果が表示されたリストからプリセット フィルタを選択できます。プリセット フィルタを編集するこ
とも、プリセット フィルタ リストから削除することもできます。

複合条件をフィルタリングするには、次の手順を実行します。
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

[ 条件（Conditions）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックして、すべてのポスチャ条件のリストに移動します。

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインに、すべてのポスチャ条件タイプが一覧表示されます。
ステップ 4

[ ポスチャ（Posture）] ナビゲーション ペインの [ ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound
Condition）] をクリックします。
[ ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound Conditions）] ページに、作成済みのすべてのディ
クショナリ複合条件が一覧表示されます。

ステップ 5

[ ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound Conditions）] ページの [ 表示（Show）] ドロップダ
ウン リストをクリックして、フィルタ オプションを選択します。
クイック フィルタ、フィルタリング用の拡張フィルタ、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset
Filters）] オプション（フィルタリング用のプリセット フィルタを管理できる）を選択できます。
表 20-30 を参照してください。
詳細については、
「クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行
します。」（P.20-120）および「拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手
順を実行します。」（P.20-121）を参照してください。

（注）

[ ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound Conditions）] ページに戻るには、[ 表示
（Show）] ドロップダウン リストから [ すべて（All）] を選択します。フィルタリングなしで
すべてのディクショナリ複合条件が表示されます。

クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
クイック フィルタでは、[ ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound Conditions）] ページの各
フィールド説明に基づいてディクショナリ複合条件がフィルタリングされます。任意のフィールド内を
クリックした場合、およびフィールドに検索条件を入力すると、ページが [ ディクショナリ複合条件
（Dictionary Compound Conditions）] ページの結果で更新されます。フィールドをクリアすると、[
ディクショナリ複合条件（Dictionary Compound Conditions）] ページにすべての複合条件のリストが
表示されます。
ステップ 1

フィルタリングするには、各フィールド内で [ 実行（Go）] をクリックします。ページが、[ ディク
ショナリ複合条件（Dictionary Compound Condition）] ページに表示されている結果で更新されます。

ステップ 2

フィールドをクリアするには、各フィールドで [ クリア（Clear）] をクリックします。
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拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
拡張フィルタでは、より複雑な変数を使用してディクショナリ複合条件をフィルタリングできます。
フィールド説明に一致する値に基づいてディクショナリ複合条件をフィルタリングする 1 つ以上のフィ
ルタが含まれています。1 行に 1 つのフィルタの場合、ディクショナリ複合条件は各フィールド説明と
フィルタに定義した値に基づいてフィルタリングされます。複数のフィルタを使用して値を照合し、複
合条件のフィルタリングを行うには、1 つの拡張フィルタ内のフィルタのいずれかまたはすべてを使用
します。
ステップ 1

フィールドの説明を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 2

演算子を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 3

選択したフィールドの説明の値を入力します。

ステップ 4

フィルタリング済みリストを追加するには [ 行の追加（Add Row）]（プラス [+] 記号）をクリックし、
フィルタリング済みリストを削除するには [ 行の削除（Remove Row）]（マイナス [-] 記号）をクリッ
クします。

ステップ 5

各フィルタの値に一致させるには [ すべて（All）] をクリックし、いずれか 1 つのフィルタの値に一致
させるには [ 任意（Any）] をクリックします。

ステップ 6

[ 実行（Go）] をクリックしてフィルタリングを開始します。

ステップ 7

[ 保存（Save）] アイコンをクリックしてフィルタを保存します。
[ プリセット フィルタの保存（Save a Preset Filter）] ダイアログが表示されます。フィルタを保存する
場合はファイル名を入力して [ 保存（Save）] をクリックし、フィルタをクリアする場合は [ キャンセ
ル（Cancel）] をクリックします。作成するプリセット フィルタの名前にはスペースは使用できませ
ん。現在のフィルタを保存しないでフィルタをクリアするには、[ キャンセル（Cancel）] をクリック
します。

ステップ 8

フィルタリングを行った後に [ フィルタのクリア（Clear Filter）] をクリックします。

表 20-30 に、ディクショナリ複合条件をフィルタリングできる [ ディクショナリ複合条件（Dictionary
Compound Conditions）] ページのフィールドを示します。
表 20-30

ディクショナリ複合条件のフィルタリング

フィルタリング方法

フィルタリング フィー
ルド

クイック フィルタ

名前（Name）

このフィールドを使用すると、複合条件を条件名
でフィルタリングできます。

条件（Condition）

このフィールドを使用すると、ディクショナリ複
合条件を、ディクショナリ複合条件内に定義した
条件でフィルタリングできます。

説明（Description）

このフィールドを使用すると、複合条件を条件の
説明でフィルタリングできます。

フィルタリング フィールドの説明
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表 20-30

ディクショナリ複合条件のフィルタリング （続き）

フィルタリング方法
拡張フィルタ

フィルタリング フィー
ルド

フィルタリング フィールドの説明

次の中からフィールド
の説明を選択します。

ドロップダウン リストをクリックしてフィールド
の説明を選択します。

• 名前（Name）
• 条件（Condition）
• 説明（Description）
演算子（Operator）

[ 演算子（Operator）] ドロップダウン リストか
ら、ディクショナリ複合条件のフィルタリングに
使用できる演算子を選択します。

値（Value）

[ 値（Value）] ドロップダウン リストから、ディ
クショナリ複合条件をフィルタリングするために
選択したフィールド説明に値を入力します。
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ポスチャ結果
ポスチャ結果は、ポスチャ評価時にすべてのクライアントが各自の要件を満たす必要がある、ポスチャ
ポリシーに関連付けられた必須の要件、および、要件を満たさなかったクライアントが、ネットワーク
でのコンプライアンスを実現するための修復に必要とする要件に関連付けられた修復アクションです。
ポスチャによって、ポスチャ要件が生成されます。組織セキュリティ ポリシーへのコンプライアンス
のために、エンドポイントのポリシー評価時に、すべてのクライアントがこの要件を満たす必要があり
ます。ポスチャ要件は、エンドポイントのポスチャ評価時のポスチャ ポリシーにおいて、必須、任意、
または監査の各タイプに設定できます。

必須の要件
クライアントが、ポスチャ ポリシー内に定義されている必須の要件を満たしていない場合、ポリシー
評価時に、その要件を満たすための修復オプションがクライアントに提供されます。ポリシー評価時に
クライアントが必須の要件を満たしていない場合、要件に関連付けられた修復アクションが生成されま
す。エンド ユーザは、修復タイマー設定で指定されている時間（分）内に、失敗した要件を修復する
必要があります。
クライアント マシンが必須の要件を修復できない場合、セッション ポスチャ ステータスが「非準拠」
に変わり、エージェント セッションが隔離されます。クライアント マシンのこの「非準拠」状態を許
可する唯一の方法は、新しい RADIUS またはポスチャ セッションを開始して、エージェントがクライ
アント マシンに対するポスチャ評価を再開することです。
クライアント マシンのポスチャ評価を再開するには、次のいずれかを実行します。

• 802.1X 環境における有線および無線 CoA：特定の許可ポリシーの再認証タイマーを設定するに
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）] ページを選択します。[ 許可ポ
リシー（authorization policy）] ページが開いている場合、[ 共通タスク（Common Tasks）] で再
認証機能を有効にし、[ 再認証中に接続を保持（Maintain Connectivity During Reauthentication）]
オプションを [ デフォルト（Default）] に設定します。これにより、タイマーが期限切れになって
新しいセッションが開始され、ポスチャ評価が再開されます。詳細については、「既存の許可プロ
ファイルの変更」（P.17-32）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
ポートされていません）。
また、有線ユーザが隔離状態を解除するには、ネットワークからいったん切断してから再接続しま
す。無線環境においては、ユーザは WLC から切断して、ユーザのアイドル タイムアウト期間の満
了を待ってから、ネットワークへの再接続を試行する必要があります。

• VPN 環境：唯一のオプションは、切断してから VPN トンネルに再接続することです。
オプション要件
ポリシー評価時にクライアント マシンがオプション要件を満たさなかった場合は、エンド ユーザに対
して、ポリシー評価時に満たしていなかったオプション要件をスキップして続行するオプションが、
エージェントによって表示されます。
監査要件
監査要件は、ポリシー評価時に成功したか失敗したかに関係なく、エンド ユーザには表示されません。
関連項目
• 「カスタム ポスチャ修復アクション」（P.20-124）

• 「カスタム ポスチャ修復アクションの設定」（P.20-125）
• 「クライアント ポスチャ評価の要件」（P.20-165）
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トラブルシューティング項目

• 「エージェントがポスチャ評価の開始に失敗する」（P.D-29）

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、アンチウイルス定義更新、アンチスパイ
ウェア定義更新、Windows Update、Windows Server Update Services（WSUS）のいずれかのタイプ
になります。
すべての修復タイプに対して、エージェント ユーザとの通信に使用できるテキスト ボックスもありま
す。修復アクションに加えて、エージェント ユーザにクライアントの非準拠状態をメッセージのみで
通知することもできます。NAC Agent は、修復アクションをトリガーしません。

メッセージ テキストのみ（Message Text Only）

[ メッセージ テキストのみ（Message Text Only）] オプションを使用すると、エージェント ユーザにク
ライアントの非コンプライアンスについて通知されます。また、ヘルプ デスクに詳細を問い合わせる
手順、または手動でクライアントを修復する任意の手順もユーザに提供されます。

[ 要件（Requirements）] ページでポスチャ要件を作成すると、ファイル、リンク、アンチウイルス定
義更新、アンチスパイウェア定義更新、Windows Update、Windows Server Update Services（WSUS）
のいずれかをその要件に関連付けることができます。

[ ポスチャ修復アクション（Posture Remediation Actions）] メニューを使用して、Cisco ISE における
次のポスチャ修復を管理できます。

• ファイル修復：コンプライアンスのためにクライアントに必要なファイル バージョンをダウン
ロードします

• リンク修復：クライアントが修復ページまたはリソースにアクセスするためにクリックする URL
リンクを提供します

• アンチウイルス修復：クライアントのアンチウイルス シグニチャ定義をコンプライアンスのため
に更新します

• アンチスパイウェア修復：クライアントのアンチスパイウェア シグニチャ定義をコンプライアン
スのために更新します

• プログラム起動修復：クライアントの 1 つ以上のプログラムをコンプライアンスのために起動しま
す

• Windows Update 修復：クライアントの Windows 自動更新設定（システム プロパティ）をカスタ
マーのセキュリティ ポリシーに従って変更することで、コンプライアンスのために、Windows
Update によってクライアントが修復されるようにするのに役立ちます
• Windows Server Update Services（WSUS）修復：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 サーバからの Windows クライアントを、コンプライアンス
のために最新の WSUS 更新を使用して修復します
ポスチャ修復アクションを管理するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。
次の結果が表示されます。
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• [ 修復アクション（Remediation Actions）]：要件に関連付けられています。これは、ポリシー評
価時にこの要件を満たさなかったクライアントが、自身を修復するのに必要となります

• [ 要件（Requirements）]：ポリシー評価時にすべてのクライアントが満たす必要のあるポスチャ
ポリシーに関連付けられています
ステップ 3

クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックすると、すべての修復アクションが一覧表示されま
す。
次の修復タイプが表示されます。

• アンチスパイウェア修復
• アンチウイルス修復
• ファイル修復
• プログラム起動修復
• リンク修復
• Windows Server Update Services 修復
• Windows Update 修復
ステップ 4

修復タイプをクリックすると、修復リストが表示されます。

カスタム ポスチャ修復アクションの設定
ここでは、Cisco ISE で定義できるカスタム修復タイプについて説明します。
表 20-31 に、NAC Web Agent、Windows クライアント用の NAC Agent、および Macintosh クライア
ント用の NAC Agent でサポートされる修復タイプを示します。
表 20-31

各エージェントでサポートされる修復タイプ

修復アクション タイプ

Web Agent

Windows 用の
NAC Agent

Macintosh 用の NAC
Agent

ファイル修復

サポート対象

サポート対象

N/A

リンク修復（手動）

サポート対象

サポート対象

サポート対象

リンク修復（自動）

未サポート

サポート対象

未サポート

アンチウイルス修復（手動）

未サポート

サポート対象

サポート対象

アンチウイルス修復（自動）

未サポート

サポート対象

未サポート

アンチスパイウェア修復（手動） 未サポート

サポート対象

未サポート

アンチスパイウェア修復（自動） 未サポート

サポート対象

未サポート

プログラム起動修復（手動）

未サポート

サポート対象

N/A

プログラム起動修復（自動）

未サポート

サポート対象

N/A

Windows Update 修復（手動）

未サポート

サポート対象

N/A

Windows Update 修復（自動）
Windows Server Update
Services 修復（手動）
Windows Server Update
Services 修復（自動）

未サポート

サポート対象

N/A

未サポート

サポート対象

N/A

未サポート

サポート対象

N/A
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ここでは、ポスチャの修復アクションを管理するための次の手順について説明します。

• 「ファイル修復の表示、追加、および削除」（P.20-126）
• 「リンク修復の追加、複製、編集、および削除」（P.20-131）
• 「アンチウイルス修復の追加、複製、編集、および削除」（P.20-136）
• 「アンチスパイウェア修復の追加、複製、編集、および削除」（P.20-141）
• 「プログラム起動修復の追加、複製、編集、および削除」（P.20-146）
• 「Windows Update 修復の追加、複製、編集、および削除」（P.20-153）
• 「Windows Server Update Services 修復の追加、複製、編集、および削除」（P.20-159）
トラブルシューティング項目
• 「エージェントがポスチャ評価の開始に失敗する」（P.D-29）

ファイル修復
ファイル修復を行うと、クライアントはコンプライアンスのために必要なファイル バージョンをダウ
ンロードできます。NAC Agent および Web Agent が、コンプライアンスのために、クライアントに必
要なファイルを使用して、エンドポイントを修復できるファイル修復を作成することのみができます。

[ ファイル修復（File Remediations）] ページではファイル修復をフィルタリング、表示、追加、また
は削除できますが、他の修復タイプの編集を許可されているため、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。
ここでは、ファイル修復を設定およびフィルタリングするための次の手順について説明します。

• 「ファイル修復の表示、追加、および削除」（P.20-126）
• 「ファイル修復のフィルタリング」（P.20-128）

ファイル修復の表示、追加、および削除
ここでは、[ ファイル修復（File Remediations）] ページからファイル修復を表示、追加、または削除
するための手順について説明します。

ファイル修復を表示するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックします。または、クイック ピッカー（右矢印）
アイコンをクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[ ファイル修復（File Remediation）] をクリックします。
[ ファイル修復（File Remediations）] ページに、すべてのファイル修復が一覧表示されます。

ステップ 5

チェックボックスをオンにしてファイル修復を選択し、[ 表示（View）] をクリックしてファイル修復
を表示します。
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ステップ 6

[ ファイル修復リスト（File Remediations List）] リンクをクリックして [ ファイル修復（File
Remediations）] ページに戻ります。

ファイル修復を追加するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー（右矢印）アイコン
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[ ファイル修復（File Remediation）] をクリックします。
[ ファイル修復（File Remediations）] ページに、すべてのファイル修復が一覧表示されます。

ステップ 5

[ 追加（Add）] をクリックします。
[ 新しいファイル修復（New File Remediation）] ページが表示されます。

注意

作成して保存した後は、ファイル修復の名前は編集できません。

ステップ 6

表 20-32 に示すように、[ 新しいファイル修復（New File Remediation）] ページで値を変更して、新
しいファイル修復を追加します。

ステップ 7

[ 送信（Submit）] をクリックします。
[ ファイル修復（File Remediations）] ページに、新しいファイル修復が表示されます。

ファイル修復を削除するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー（右矢印）アイコン
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[ ファイル修復（File Remediation）] をクリックします。
[ ファイル修復（File Remediations）] ページに、すべてのファイル修復が一覧表示されます。

ステップ 5

チェックボックスをオンにしてファイル修復を選択し、[ 削除（Delete）] をクリックして [ ファイル修
復（File Remediations）] ページからファイル修復を削除します。

表 20-32 に、[ 新しいファイル修復（New File Remediation）] ページのファイル修復を作成できる
フィールドを示します。
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表 20-32

ファイル修復

フィールド名

フィールドの説明

ファイル修復名（File
Remediation Name）

作成するファイル修復の名前を入力します。

ファイル修復の説明（File
Remediation Description）

ファイル修復の説明を入力します。

バージョン（Version）

[ バージョン（Version）] テキスト ボックスに、ファイルのバー
ジョンを入力します。

アップロードするファイル
（File to upload）

[ 参照（Browse）] をクリックして、Cisco ISE サーバにアップ
ロードするファイルの名前を検索します。修復アクションがトリ
ガーされると、このファイルがクライアントにダウンロードされ
ます。

ファイル修復のフィルタリング
[ ファイル修復（File Remediations）] ページでクイック フィルタを呼び出す場合、およびこれを閉じる
場合は、[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用するか、フィルタ アイコンをクリックします。ク
イック フィルタは、[ 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する
ために使用できる簡単なフィルタです。クイック フィルタでは、[ ファイル修復（File Remediations）]
ページのファイル修復名、説明、修復に必要なアップロード対象ファイルなどのフィールド説明に基づ
いて、ファイル修復がフィルタリングされます。

[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用して、拡張フィルタを呼び出すことができます。拡張フィ
ルタは複雑なフィルタであり、後で使用するためにプリセットしておき、[ ファイル修復（File
Remediations）] ページでの結果とともに取得することもできます。拡張フィルタでは、フィールド説明
と関連付けられている特定の値に基づいてファイル修復がフィルタリングされます。フィルタを追加ま
たは削除したり、一連のフィルタを組み合わせて 1 つの拡張フィルタにしたりすることができます。
プリセット フィルタを管理するには、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset Filters）] オプ
ションを使用します。このオプションを選択すると、すべてのプリセット フィルタが一覧表示されま
す。プリセット フィルタにはセッション ライフタイムがあり、この間、[ ファイル修復（File
Remediations）] ページのフィルタリング結果が表示されます。プリセット フィルタを作成して保存した
ら、[ ファイル修復（File Remediations）] ページの結果が表示されたリストからプリセット フィルタを
選択できます。プリセット フィルタを編集することも、プリセット フィルタ リストから削除することも
できます。

ファイル修復をフィルタリングするには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー（右矢印）アイコン
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[ ファイル修復（File Remediation）] をクリックします。
[ ファイル修復（File Remediations）] ページに、すべてのファイル修復が一覧表示されます。

ステップ 5

[ ファイル修復（File Remediations）] ページの [ 表示（Show）] ドロップダウン リストをクリックし
て、フィルタ オプションを選択します。
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クイック フィルタ、フィルタリング用の拡張フィルタ、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset
Filters）] オプション（フィルタリング用のプリセット フィルタを管理できる）を選択できます。
表 20-32 を参照してください。
詳細については、
「クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行
します。」（P.20-129）および「拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手
順を実行します。」（P.20-129）を参照してください。

（注）

[ ファイル修復（File Remediations）] ページに戻るには、[ 表示（Show）] ドロップダウン リ
ストから [ すべて（All）] を選択します。フィルタリングなしですべてのファイル修復が表示
されます。

クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
クイック フィルタでは、[ ファイル修復（File Remediations）] ページの各フィールド説明に基づいて
ファイル修復がフィルタリングされます。任意のフィールド内をクリックした場合、およびフィールド
に検索条件を入力すると、ページが [ ファイル修復（File Remediations）] ページの結果で更新されま
す。フィールドをクリアすると、[ ファイル修復（File Remediations）] ページにすべてのファイル修
復のリストが表示されます。
ステップ 1

フィルタリングするには、各フィールド内で [ 実行（Go）] をクリックします。ページが、[ ファイル
修復（File Remediations）] ページに表示されている結果で更新されます。

ステップ 2

フィールドをクリアするには、各フィールドで [ クリア（Clear）] をクリックします。

拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
拡張フィルタでは、より複雑な変数を使用してファイル修復をフィルタリングできます。フィールド説
明に一致する値に基づいてファイル修復をフィルタリングする 1 つ以上のフィルタが含まれています。
1 行に 1 つのフィルタの場合、ファイル修復は各属性とフィルタに定義した値に基づいてフィルタリン
グされます。複数のフィルタを使用して値を照合し、ファイル修復のフィルタリングを行うには、1 つ
の拡張フィルタ内のフィルタのいずれかまたはすべてを使用します。
ステップ 1

フィールドの説明を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 2

演算子を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 3

選択したフィールドの説明の値を入力します。

ステップ 4

フィルタリング済みリストを追加するには [ 行の追加（Add Row）]（プラス [+] 記号）をクリックし、
フィルタリング済みリストを削除するには [ 行の削除（Remove Row）]（マイナス [-] 記号）をクリッ
クします。

ステップ 5

各フィルタの値に一致させるには [ すべて（All）] をクリックし、いずれか 1 つのフィルタの値に一致
させるには [ 任意（Any）] をクリックします。

ステップ 6

[ 実行（Go）] をクリックしてフィルタリングを開始します。

ステップ 7

[ 保存（Save）] アイコンをクリックしてフィルタを保存します。
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[ プリセット フィルタの保存（Save a Preset Filter）] ダイアログが表示されます。フィルタを保存する
場合はファイル名を入力して [ 保存（Save）] をクリックし、フィルタをクリアする場合は [ キャンセ
ル（Cancel）] をクリックします。作成するプリセット フィルタの名前にはスペースは使用できませ
ん。現在のフィルタを保存しないでフィルタをクリアするには、[ キャンセル（Cancel）] をクリック
します。
ステップ 8

フィルタリングを行った後に [ フィルタのクリア（Clear Filter）] をクリックします。

表 20-33 に、ファイル修復をフィルタリングできるフィールドを示します。
表 20-33

ファイル修復のフィルタリング

フィルタリング方
法

フィルタリング
フィールド

クイック フィルタ

名前（Name）

フィールドの説明
このフィールドを使用すると、ファイル修復をファイル修
復名でフィルタリングできます。

説明（Description） このフィールドを使用すると、ファイル修復をファイル修
復の説明でフィルタリングできます。
ファイル名（File

Name）
拡張フィルタ

次の中からフィー
ルドの説明を選択
します。

このフィールドを使用すると、ファイル修復をファイル名
でフィルタリングできます。
ドロップダウン リストをクリックしてフィールドの説明
を選択します。

• 名前（Name）
• 説明
（Description）
• ファイル名
（File Name）
演算子（Operator） [ 演算子（Operator）] ドロップダウン リストから、ファ
イル修復のフィルタリングに使用できる演算子を選択しま
す。
値（Value）

[ 値（Value）] ドロップダウン リストから、ファイル修復
をフィルタリングするために選択したフィールド説明に値
を選択します。

リンク修復
リンク修復を行うと、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 リンクを
クリックできます。NAC Agent および Web Agent がブラウザを開き、クライアントが修復ページまた
はリソースにアクセスして、コンプライアンスのために自身を修復できるリンクが提供される、リンク
修復を作成できます。

[ リンク修復（Link Remediations）] ページでは、リンク修復をフィルタリング、追加、複製、編集、
または削除できます。[ リンク修復（Link Remediations）] ページには、すべてのリンク修復が、その
名前と説明、および修復のモードとともに表示されます。
ここでは、リンク修復を設定およびフィルタリングするための手順について説明します。

• リンク修復の追加、複製、編集、および削除
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• リンク修復のフィルタリング

リンク修復の追加、複製、編集、および削除
ここでは、[ リンク修復（Link Remediations）] ページからリンク修復を追加、複製、編集、または削
除する手順について説明します。

リンク修復を追加するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー（右矢印）アイコン
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[ リンク修復（Link Remediation）] をクリックします。
[ リンク修復（Link Remediations）] ページに、すべてのリンク修復が一覧表示されます。

ステップ 5

[ 追加（Add）] をクリックします。
[ 新しいリンク修復（New Link Remediation）] ページが表示されます。

注意

作成して保存した後は、リンク修復の名前は編集できません。

ステップ 6

表 20-34 に示すように、[ 新しいリンク修復（New Link Remediation）] ページで値を変更して、新し
いリンク修復を追加します。

ステップ 7

[ 送信（Submit）] をクリックします。
[ 新しいリンク修復（New Link Remediation）] ページに、新しいリンク修復が表示されます。

リンク修復を複製するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー（右矢印）アイコン
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[ リンク修復（Link Remediation）] をクリックします。
[ リンク修復（Link Remediations）] ページに、すべてのリンク修復が一覧表示されます。

ステップ 5

チェックボックスをオンにしてリンク修復を選択し、[ 複製（Duplicate）] をクリックして [ リンク修
復（Link Remediations）] ページでリンク修復を複製します。同じ名前を使用してリンク修復を複製す
ることはできません。

ステップ 6

[ 送信（Submit）] をクリックします。
[ リンク修復（Link Remediations）] ページに、リンク修復のコピーが表示されます。
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リンク修復を編集するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー（右矢印）アイコン
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[ リンク修復（Link Remediation）] をクリックします。
[ リンク修復（Link Remediations）] ページに、すべてのリンク修復が一覧表示されます。

ステップ 5

チェックボックスをオンにして [ リンク修復（Link Remediations）] ページからリンク修復を選択し、
[ 編集（Edit）] をクリックしてリンク修復を編集します。

ステップ 6

[ 保存（Save）] をクリックします。
リンク修復を編集した後、[ リンク修復（Link Remediations）] ページでそのリンク修復が使用可能に
なります。

リンク修復を削除するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー（右矢印）アイコン
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[ リンク修復（Link Remediation）] をクリックします。
[ リンク修復（Link Remediations）] ページに、すべてのリンク修復が一覧表示されます。

ステップ 5

チェックボックスをオンにして [ リンク修復（Link Remediations）] ページからリンク修復を選択し、
[ 削除（Delete）] をクリックして [ リンク修復（Link Remediations）] ページからリンク修復を削除し
ます。

表 20-34 に、[ 新しいリンク修復（New Link Remediation）] ページのリンク修復を作成できるフィー
ルドを示します。
表 20-34

リンク修復

フィールド名

フィールドの説明

リンク修復名（Link
Remediation Name）

作成するリンク修復の名前を入力します。

リンク修復の説明（Link

作成するリンク修復の説明を入力します。

Remediation Description）
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表 20-34

リンク修復 （続き）

フィールド名

フィールドの説明

修復タイプ（Remediation Type） [ 修復タイプ（Remediation Type）] ドロップダウン リストをク
リックして、リンク修復に対して事前定義されているモードを選
択します。

• 自動（Automatic）
• [ 手動（Manual）]：選択されていると、[ 再試行回数（Retry
Count）] フィールドと [ 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修復を試行できる回数を入力します。

間隔（秒単位）（Interval (in

クライアントがリンクから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の長さを秒単位で入力します。

seconds)）
URL

クライアントが修復のために修復ページまたはリソースにアクセ
スできる有効な URL を入力します。

リンク修復のフィルタリング
[ リンク修復（Link remediations）] ページでクイック フィルタを呼び出す場合、およびこれを閉じる場
合は、[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用するか、フィルタ アイコンをクリックします。ク
イック フィルタは、[ リンク修復（Link Remediations）] ページでリンク修復をフィルタリングするため
に使用できる簡単なフィルタです。クイック フィルタでは、[ リンク修復（Link Remediations）] ページ
のリンク修復名、説明、修復のモードなどのフィールド説明に基づいて、リンク修復がフィルタリング
されます。

[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用して、拡張フィルタを呼び出すことができます。拡張フィ
ルタは複雑なフィルタであり、後で使用するためにプリセットしておき、[ リンク修復（Link
Remediations）] ページでの結果とともに取得することもできます。拡張フィルタでは、フィールド説明
と関連付けられている特定の値に基づいてリンク修復がフィルタリングされます。フィルタを追加また
は削除したり、一連のフィルタを組み合わせて 1 つの拡張フィルタにしたりすることができます。
プリセット フィルタを管理するには、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset Filters）] オプ
ションを使用します。このオプションを選択すると、すべてのプリセット フィルタが一覧表示されま
す。プリセット フィルタにはセッション ライフタイムがあり、この間、[ リンク修復（Link
Remediations）] ページのフィルタリング結果が表示されます。プリセット フィルタを作成して保存した
ら、[ リンク修復（Link Remediations）] ページの結果が表示されたリストからプリセット フィルタを選
択できます。プリセット フィルタを編集することも、プリセット フィルタ リストから削除することもで
きます。

リンク修復をフィルタリングするには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー（右矢印）アイコン
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[ リンク修復（Link Remediation）] をクリックします。
[ リンク修復（Link Remediations）] ページに、すべてのファイル修復が一覧表示されます。
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ステップ 5

[ リンク修復（Link Remediations）] ページの [ 表示（Show）] ドロップダウン リストをクリックして
フィルタ オプションを選択します。
クイック フィルタ、フィルタリング用の拡張フィルタ、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset
Filters）] オプション（フィルタリング用のプリセット フィルタを管理できる）を選択できます。

ステップ 6

[ リンク修復（Link Remediations）] ページの [ 表示（Show）] ドロップダウン リストをクリックして
フィルタ オプションを選択します。
クイック フィルタ、フィルタリング用の拡張フィルタ、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset
Filters）] オプション（フィルタリング用のプリセット フィルタを管理できる）を選択できます。
表 20-35 を参照してください。
詳細については、
「クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行
します。」（P.20-134）および「拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手
順を実行します。」（P.20-134）を参照してください。

（注）

[ リンク修復（Link Remediations）] ページに戻るには、[ 表示（Show）] ドロップダウン リス
トから [ すべて（All）] を選択します。フィルタリングなしですべてのリンク修復が表示され
ます。

クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
クイック フィルタでは、[ リンク修復（Link Remediations）] ページの各フィールド説明に基づいてリ
ンク修復がフィルタリングされます。任意のフィールド内をクリックした場合、およびフィールドに検
索条件を入力すると、ページが [ リンク修復（Link Remediations）] ページの結果で更新されます。
フィールドをクリアすると、[ リンク修復（Link Remediations）] ページにすべてのリンク修復のリス
トが表示されます。
ステップ 1

フィルタリングするには、各フィールド内で [ 実行（Go）] をクリックします。ページが、[ リンク修
復（Link Remediations）] ページに表示されている結果で更新されます。

ステップ 2

フィールドをクリアするには、各フィールドで [ クリア（Clear）] をクリックします。

拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
拡張フィルタでは、より複雑な変数を使用してリンク修復をフィルタリングできます。フィールド説明
に一致する値に基づいてリンク修復をフィルタリングする 1 つ以上のフィルタが含まれています。1 行
に 1 つのフィルタの場合、リンク修復は各属性とフィルタに定義した値に基づいてフィルタリングされ
ます。複数のフィルタを使用して値を照合し、リンク修復のフィルタリングを行うには、1 つの拡張
フィルタ内のフィルタのいずれかまたはすべてを使用します。
ステップ 1

フィールドの説明を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 2

演算子を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 3

選択したフィールドの説明の値を入力します。

ステップ 4

フィルタリング済みリストを追加するには [ 行の追加（Add Row）]（プラス [+] 記号）をクリックし、
フィルタリング済みリストを削除するには [ 行の削除（Remove Row）]（マイナス [-] 記号）をクリッ
クします。

ステップ 5

各フィルタの値に一致させるには [ すべて（All）] をクリックし、いずれか 1 つのフィルタの値に一致
させるには [ 任意（Any）] をクリックします。
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ステップ 6

[ 実行（Go）] をクリックしてフィルタリングを開始します。

ステップ 7

[ 保存（Save）] アイコンをクリックしてフィルタを保存します。
[ プリセット フィルタの保存（Save a Preset Filter）] ダイアログが表示されます。フィルタを保存する
場合はファイル名を入力して [ 保存（Save）] をクリックし、フィルタをクリアする場合は [ キャンセ
ル（Cancel）] をクリックします。作成するプリセット フィルタの名前にはスペースは使用できませ
ん。現在のフィルタを保存しないでフィルタをクリアするには、[ キャンセル（Cancel）] をクリック
します。

ステップ 8

フィルタリングを行った後に [ フィルタのクリア（Clear Filter）] をクリックします。

表 20-35 に、リンク修復をフィルタリングできるフィールドを示します。
表 20-35

リンク修復のフィルタリング

フィルタリング方
法

フィルタリング
フィールド

クイック フィルタ

名前（Name）

フィールドの説明
このフィールドを使用すると、リンク修復をリンク修復名
でフィルタリングできます。

説明（Description） このフィールドを使用すると、リンク修復をリンク修復の
説明でフィルタリングできます。

拡張フィルタ

タイプ（Type）

このフィールドを使用すると、リンク修復を修復のモード
でフィルタリングできます。

次の中からフィー
ルドの説明を選択
します。

ドロップダウン リストをクリックしてフィールドの説明
を選択します。

• 名前（Name）
• 説明
（Description）
• タイプ（Type）
演算子（Operator） [ 演算子（Operator）] ドロップダウン リストから、リン
ク修復のフィルタリングに使用できる演算子を選択しま
す。
値（Value）

[ 値（Value）] ドロップダウン リストから、リンク修復を
フィルタリングするために選択したフィールド説明に値を
選択します。

アンチウイルス修復
アンチウイルス修復では、コンプライアンスのために、アンチウイルス シグニチャ定義を使用してク
ライアントを更新します。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
更新する、アンチウイルス修復を作成できます。

[AV 修復（AV Remediations）] ページでは、アンチウイルス修復をフィルタリング、追加、複製、編
集、または削除できます。[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。
ここでは、アンチウイルス修復を設定およびフィルタリングするための次の手順について説明します。
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• アンチウイルス修復の追加、複製、編集、および削除
• アンチウイルス修復のフィルタリング

アンチウイルス修復の追加、複製、編集、および削除
ここでは、[AV 修復（AV Remediations）] ページからアンチウイルス修復を追加、複製、編集、また
は削除する手順について説明します。

アンチウイルス修復を追加するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー アイコン（右矢印）
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[AV 修復（AV Remediation）] をクリックします。
[AV 修復（AV Remediations）] ページに、すべてのアンチウイルス修復が一覧表示されます。

ステップ 5

[ 追加（Add）] をクリックします。
[ 新しい AV 修復（New AV Remediation）] ページが表示されます。

注意

作成して保存した後は、アンチウイルス修復の名前は編集できません。

ステップ 6

表 20-36 に示すように、[ 新しい AV 修復（New AV Remediation）] ページ値を変更して、新しいアン
チウイルス修復を追加します。

ステップ 7

[ 送信（Submit）] をクリックします。
[AV 修復（AV Remediations）] ページに、新しいアンチウイルス修復が表示されます。

アンチウイルス修復を複製するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー アイコン（右矢印）
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[AV 修復（AV Remediation）] をクリックします。
[AV 修復（AV Remediations）] ページに、すべてのアンチウイルス修復が一覧表示されます。

ステップ 5

チェックボックスをオンにしてアンチウイルス修復を選択し、[ 複製（Duplicate）] をクリックして
[AV 修復（AV Remediations）] ページでアンチウイルス修復を複製します。同じ名前を使用してアン
チウイルス修復を複製することはできません。

ステップ 6

[ 送信（Submit）] をクリックします。
[AV 修復（AV Remediations）] ページに、アンチウイルス修復のコピーが表示されます。
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アンチウイルス修復を編集するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー アイコン（右矢印）
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[AV 修復（AV Remediation）] をクリックします。
[AV 修復（AV Remediations）] ページに、すべてのアンチウイルス修復が一覧表示されます。

ステップ 5

チェックボックスをオンにしてアンチウイルス修復を選択し、[ 編集（Edit）] をクリックしてアンチウ
イルス修復を編集します。

ステップ 6

[ 保存（Save）] をクリックします。
アンチウイルス修復を編集した後、[AV 修復（AV Remediations）] ページでそのアンチウイルス修復
が使用可能になります。

アンチウイルス修復を削除するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー アイコン（右矢印）
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[AV 修復（AV Remediation）] をクリックします。
[AV 修復（AV Remediations）] ページに、すべてのアンチウイルス修復が一覧表示されます。

ステップ 5

チェックボックスをオンにしてアンチウイルス修復を選択し、[ 削除（Delete）] をクリックして [AV
修復（AV Remediations）] ページからアンチウイルス修復を削除します。

表 20-36 に、アンチウイルス修復を作成できるフィールドを示します。
表 20-36

アンチウイルス修復

フィールド名

フィールドの説明

名前（Name）

作成するアンチウイルス修復の名前を入力します。

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）

[ 修復タイプ（Remediation Type）] ドロップダウン リストをクリックし
て、アンチウイルス修復に対して事前定義されているモードを選択しま
す。

• 自動（Automatic）
• [ 手動（Manual）]：選択されていると、[ 間隔（Interval）] フィール
ドと [ 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）
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
（Interval (in seconds)） 時間の長さ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ウイルス定義の更新を試行できる回数を入力しま
す。
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表 20-36

アンチウイルス修復 （続き）

フィールド名

フィールドの説明

オペレーティング シス
テム（Operating
System）

次のいずれかのオプションを選択します。

• Windows
• [Macintosh]：選択されていると、[ 修復タイプ（Remediation Type）]
フィールド、[ 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
このオプションでは、AV 修復を適用するオペレーティング システムを指
定します。

AV ベンダー名（AV
Vendor Name）

ドロップダウン リストをクリックして、アンチウイルス ベンダーに対し
て事前定義されている値を表示します。

アンチウイルス修復のフィルタリング
[AV 修復（AV Remediations）] ページでクイック フィルタを呼び出す場合、およびこれを閉じる場合
は、[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用するか、フィルタ アイコンをクリックします。ク
イック フィルタは、[AV 修復（AV Remediations）] ページでアンチウイルス修復をフィルタリングす
るために使用できる簡単なフィルタです。クイック フィルタでは、[AV 修復（AV Remediations）]
ページのアンチウイルス修復名、説明、修復のモードなどのフィールド説明に基づいて、アンチウイル
ス修復がフィルタリングされます。
[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用して、拡張フィルタを呼び出すことができます。拡張
フィルタは複雑なフィルタであり、後で使用するためにプリセットしておき、[AV 修復（AV
Remediations）] ページでの結果とともに取得することもできます。拡張フィルタでは、フィールド説
明と関連付けられている特定の値に基づいてアンチウイルス修復がフィルタリングされます。フィルタ
を追加または削除したり、一連のフィルタを組み合わせて 1 つの拡張フィルタにしたりすることができ
ます。
プリセット フィルタを管理するには、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset Filters）] オプ
ションを使用します。このオプションを選択すると、すべてのプリセット フィルタが一覧表示されま
す。プリセット フィルタにはセッション ライフタイムがあり、この間、[AV 修復（AV Remediations）
] ページのフィルタリング結果が表示されます。プリセット フィルタを作成して保存したら、[AV 修復
（AV Remediations）] ページの結果が表示されたリストからプリセット フィルタを選択できます。プリ
セット フィルタを編集することも、プリセット フィルタ リストから削除することもできます。

アンチウイルス修復をフィルタリングするには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー アイコン（右矢印）
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[AV 修復（AV Remediation）] をクリックします。
[AV 修復（AV Remediations）] ページに、すべてのアンチウイルス修復が一覧表示されます。

ステップ 5

[AV 修復（AV Remediations）] ページの [ 表示（Show）] ドロップダウン リストをクリックして、
フィルタ オプションを選択します。
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クイック フィルタ、フィルタリング用の拡張フィルタ、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset
Filters）] オプション（フィルタリング用のプリセット フィルタを管理できる）を選択できます。
表 20-37 を参照してください。
詳細については、
「クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行
します。」（P.20-139）および「拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手
順を実行します。」（P.20-139）を参照してください。

（注）

[AV 修復（AV Remediations）] ページに戻るには、[ 表示（Show）] ドロップダウン リストか
ら [ すべて（All）] を選択します。フィルタリングなしですべてのアンチウイルス修復が表示
されます。

クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
クイック フィルタでは、[AV 修復（AV Remediations）] ページの各フィールド説明に基づいてアンチ
ウイルス修復がフィルタリングされます。任意のフィールド内をクリックした場合、およびフィールド
に検索条件を入力すると、ページが [AV 修復（AV Remediations）] ページの結果で更新されます。
フィールドをクリアすると、[AV 修復（AV Remediations）] ページにすべてのアンチウイルス修復の
リストが表示されます。
ステップ 1
ステップ 2

フィルタリングするには、各フィールド内で [ 実行（Go）] をクリックします。ページが、[AV 修復
（AV Remediations）] ページに表示されている結果で更新されます。
フィールドをクリアするには、各フィールドで [ クリア（Clear）] をクリックします。

拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
拡張フィルタでは、より複雑な変数を使用してアンチウイルス修復をフィルタリングできます。フィー
ルド説明に一致する値に基づいてアンチウイルス修復をフィルタリングする 1 つ以上のフィルタが含ま
れています。1 行に 1 つのフィルタの場合、アンチウイルス修復は各属性とフィルタに定義した値に基
づいてフィルタリングされます。複数のフィルタを使用して値を照合し、アンチウイルス修復のフィル
タリングを行うには、1 つの拡張フィルタ内のフィルタのいずれかまたはすべてを使用します。
ステップ 1

フィールドの説明を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 2

演算子を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 3

選択したフィールドの説明の値を入力します。

ステップ 4

フィルタリング済みリストを追加するには [ 行の追加（Add Row）]（プラス [+] 記号）をクリックし、
フィルタリング済みリストを削除するには [ 行の削除（Remove Row）]（マイナス [-] 記号）をクリッ
クします。

ステップ 5

各フィルタの値に一致させるには [ すべて（All）] をクリックし、いずれか 1 つのフィルタの値に一致
させるには [ 任意（Any）] をクリックします。

ステップ 6

[ 実行（Go）] をクリックしてフィルタリングを開始します。

ステップ 7

[ 保存（Save）] アイコンをクリックしてフィルタを保存します。
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[ プリセット フィルタの保存（Save a Preset Filter）] ダイアログが表示されます。フィルタを保存する
場合はファイル名を入力して [ 保存（Save）] をクリックし、フィルタをクリアする場合は [ キャンセ
ル（Cancel）] をクリックします。作成するプリセット フィルタの名前にはスペースは使用できませ
ん。現在のフィルタを保存しないでフィルタをクリアするには、[ キャンセル（Cancel）] をクリック
します。
ステップ 8

フィルタリングを行った後に [ フィルタのクリア（Clear Filter）] をクリックします。

表 20-37 に、アンチウイルス修復をフィルタリングできるフィールドを示します。
表 20-37

AV 修復のフィルタリング

フィルタリング方
法

フィルタリング
フィールド

クイック フィルタ

名前（Name）

フィールドの説明
このフィールドを使用すると、アンチウイルス修復をアン
チウイルス修復名でフィルタリングできます。

説明（Description） このフィールドを使用すると、アンチウイルス修復をアン
チウイルス修復の説明でフィルタリングできます。

拡張フィルタ

タイプ（Type）

このフィールドを使用すると、アンチウイルス修復を修復
のモードでフィルタリングできます。

次の中からフィー
ルドの説明を選択
します。

ドロップダウン リストをクリックしてフィールドの説明
を選択します。

• 名前（Name）
• 説明
（Description）
• タイプ（Type）
演算子（Operator） [ 演算子（Operator）] ドロップダウン リストから、アン
チウイルス修復のフィルタリングに使用できる演算子を選
択します。
値（Value）

[ 値（Value）] ドロップダウン リストから、アンチウイル
ス修復をフィルタリングするために選択したフィールド説
明に値を選択します。

アンチスパイウェア修復
アンチスパイウェア修復では、コンプライアンスのために、アンチスパイウェア シグニチャ定義を使
用してクライアントを更新します。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
アントを更新する、アンチスパイウェア修復を作成できます。

[AS 修復（AS Remediations）] ページでは、アンチスパイウェア修復をフィルタリング、追加、複製、
編集、または削除できます。[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。
ここでは、アンチスパイウェア修復を設定およびフィルタリングするための次の手順について説明しま
す。

• アンチスパイウェア修復の追加、複製、編集、および削除
• アンチスパイウェア修復のフィルタリング
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アンチスパイウェア修復の追加、複製、編集、および削除
ここでは、[AS 修復（AS Remediations ）] ページからアンチスパイウェア修復を追加、複製、編集、
または削除する手順について説明します。

アンチスパイウェア修復を追加するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー アイコンをクリック
して [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[AS 修復（AS Remediation）] をクリックします。
[AS 修復（AS Remediations）] ページに、すべてのアンチスパイウェア修復が一覧表示されます。

ステップ 5

[ 追加（Add）] をクリックします。
[ 新しい AS 修復（New AS Remediation）] ページが表示されます。

注意

作成して保存した後は、アンチスパイウェア修復の名前は編集できません。

ステップ 6

表 20-38 に示すように、[ 新しい AS 修復（New AS Remediation）] ページの値を変更して、新しいア
ンチスパイウェア修復を追加します。

ステップ 7

[ 送信（Submit）] をクリックします。
[AS 修復（AS Remediations）] ページに、新しいアンチスパイウェア修復が表示されます。

アンチスパイウェア修復を複製するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー アイコンをクリック
して [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[AS 修復（AS Remediation）] をクリックします。
[AS 修復（AS Remediations）] ページに、すべてのアンチスパイウェア修復が一覧表示されます。

ステップ 5

チェックボックスをオンにしてアンチスパイウェア修復を選択し、[ 複製（Duplicate）] をクリックし
て [AS 修復（AS Remediations）] ページでアンチスパイウェア修復を複製します。同じ名前を使用し
てアンチスパイウェア修復を複製することはできません。

ステップ 6

[ 送信（Submit）] をクリックします。
[AS 修復（AS Remediations）] ページに、アンチスパイウェア修復のコピーが表示されます。

アンチスパイウェア修復を編集するには、次の手順を実行します。
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。
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ステップ 2

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー アイコンをクリック
して [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[AS 修復（AS Remediation）] をクリックします。
[AS 修復（AS Remediations）] ページに、すべてのアンチスパイウェア修復が一覧表示されます。

ステップ 5

チェックボックスをオンにしてアンチスパイウェア修復を選択し、[ 編集（Edit）] をクリックしてアン
チスパイウェア修復を編集します。

ステップ 6

[ 保存（Save）] をクリックします。
アンチスパイウェア修復を編集した後、[AS 修復（AS Remediations）] ページでそのアンチスパイ
ウェア修復が使用可能になります。

アンチスパイウェア修復を削除するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー アイコンをクリック
して [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[AS 修復（AS Remediation）] をクリックします。
[AS 修復（AS Remediations）] ページに、すべてのアンチスパイウェア修復が一覧表示されます。

ステップ 5

チェックボックスをオンにしてアンチスパイウェア修復を選択し、[ 削除（Delete）] をクリックしてア
ンチスパイウェア修復を削除します。

表 20-38 に、アンチスパイウェア修復を作成できるフィールドを示します。
表 20-38

アンチスパイウェア修復

フィールド名

フィールドの説明

名前（Name）

作成する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。

修復タイプ
（Remediation Type）

[ 修復タイプ（Remediation Type）] ドロップダウン リストをクリックし
て、アンチスパイウェア修復に対して事前定義されているモードを選択し
ます。

• 自動（Automatic）
• [ 手動（Manual）]：選択されていると、[ 間隔（Interval）] フィール
ドと [ 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
時間の長さ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回数を入力し
ます。
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表 20-38

アンチスパイウェア修復 （続き）

フィールド名

フィールドの説明

オペレーティング システ
ム（Operating System）

次のいずれかのオプションを選択します。

• Windows
• [Macintosh]：選択されていると、[ 修復タイプ（Remediation Type）
] フィールド、[ 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
このオプションでは、AS 修復を適用するオペレーティング システムを指
定します。

AS ベンダー名（AS
Vendor Name）

ドロップダウン リストをクリックして、アンチスパイウェア ベンダーに
対して事前定義されている値を表示します。

アンチスパイウェア修復のフィルタリング
[AS 修復（AS remediations）] ページでクイック フィルタを呼び出す場合、およびこれを閉じる場合
は、[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用するか、フィルタ アイコンをクリックします。ク
イック フィルタは、[AS 修復（AS Remediations）] ページでアンチスパイウェア修復をフィルタリン
グするために使用できる簡単なフィルタです。クイック フィルタでは、[AS 修復（AS Remediations）
] ページのアンチスパイウェア修復名、説明、修復のモードなどのフィールド説明に基づいて、アンチ
スパイウェア修復がフィルタリングされます。
[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用して、拡張フィルタを呼び出すことができます。拡張
フィルタは複雑なフィルタであり、後で使用するためにプリセットしておき、[AS 修復（AS
Remediations）] ページでの結果とともに取得することもできます。拡張フィルタでは、フィールド説
明と関連付けられている特定の値に基づいてアンチスパイウェア修復がフィルタリングされます。フィ
ルタを追加または削除したり、一連のフィルタを組み合わせて 1 つの拡張フィルタにしたりすることが
できます。
プリセット フィルタを管理するには、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset Filters）] オプ
ションを使用します。このオプションを選択すると、すべてのプリセット フィルタが一覧表示されま
す。プリセット フィルタにはセッション ライフタイムがあり、この間、[AS 修復（AS Remediations）
] ページのフィルタリング結果が表示されます。プリセット フィルタを作成して保存したら、[AS 修復
（AS Remediations）] ページの結果が表示されたリストからプリセット フィルタを選択できます。プリ
セット フィルタを編集することも、プリセット フィルタ リストから削除することもできます。

アンチスパイウェア修復をフィルタリングするには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー アイコン（右矢印）
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[AS 修復（AS Remediation）] をクリックします。
[AS 修復（AS Remediations）] ページに、すべてのアンチスパイウェア修復が一覧表示されます。

ステップ 5

[AS 修復（AS Remediations）] ページの [ 表示（Show）] ドロップダウン リストをクリックして、
フィルタ オプションを選択します。
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クイック フィルタ、フィルタリング用の拡張フィルタ、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset
Filters）] オプション（フィルタリング用のプリセット フィルタを管理できる）を選択できます。
表 20-39 を参照してください。
詳細については、
「クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行
します。」（P.20-144）および「拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手
順を実行します。」（P.20-144）を参照してください。

（注）

[AS 修復（AS Remediations）] ページに戻るには、[ 表示（Show）] ドロップダウン リストか
ら [ すべて（All）] を選択します。フィルタリングなしですべてのアンチスパイウェア修復が
表示されます。

クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
クイック フィルタでは、[AS 修復（AS Remediations）] ページの各フィールド説明に基づいてアンチ
スパイウェア修復がフィルタリングされます。任意のフィールド内をクリックした場合、およびフィー
ルドに検索条件を入力すると、ページが [AS 修復（AS Remediations ）] ページの結果で更新されます。
フィールドをクリアすると、[AS 修復（AS Remediations）] ページにすべてのアンチスパイウェア修
復のリストが表示されます。
ステップ 1
ステップ 2

フィルタリングするには、各フィールド内で [ 実行（Go）] をクリックします。ページが、[AS 修復
（AS Remediations）] ページに表示されている結果で更新されます。
フィールドをクリアするには、各フィールドで [ クリア（Clear）] をクリックします。

拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
拡張フィルタでは、より複雑な変数を使用してアンチスパイウェア修復をフィルタリングできます。
フィールド説明に一致する値に基づいてアンチスパイウェア修復をフィルタリングする 1 つ以上のフィ
ルタが含まれています。1 行に 1 つのフィルタの場合、アンチスパイウェア修復は各属性とフィルタに
定義した値に基づいてフィルタリングされます。複数のフィルタを使用して値を照合し、アンチスパイ
ウェア修復のフィルタリングを行うには、1 つの拡張フィルタ内のフィルタのいずれかまたはすべてを
使用します。
ステップ 1

フィールドの説明を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 2

演算子を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 3

選択したフィールドの説明の値を入力します。

ステップ 4

フィルタリング済みリストを追加するには [ 行の追加（Add Row）]（プラス [+] 記号）をクリックし、
フィルタリング済みリストを削除するには [ 行の削除（Remove Row）]（マイナス [-] 記号）をクリッ
クします。

ステップ 5

各フィルタの値に一致させるには [ すべて（All）] をクリックし、いずれか 1 つのフィルタの値に一致
させるには [ 任意（Any）] をクリックします。

ステップ 6

[ 実行（Go）] をクリックしてフィルタリングを開始します。

ステップ 7

[ 保存（Save）] アイコンをクリックしてフィルタを保存します。
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[ プリセット フィルタの保存（Save a Preset Filter）] ダイアログが表示されます。フィルタを保存する
場合はファイル名を入力して [ 保存（Save）] をクリックし、フィルタをクリアする場合は [ キャンセ
ル（Cancel）] をクリックします。作成するプリセット フィルタの名前にはスペースは使用できませ
ん。現在のフィルタを保存しないでフィルタをクリアするには、[ キャンセル（Cancel）] をクリック
します。
ステップ 8

フィルタリングを行った後に [ フィルタのクリア（Clear Filter）] をクリックします。

表 20-39 に、アンチスパイウェア修復をフィルタリングできるフィールドを示します。
表 20-39

AS 修復のフィルタリング

フィルタリング方
法

フィルタリング
フィールド

クイック フィルタ

名前（Name）

フィールドの説明
このフィールドを使用すると、アンチスパイウェア修復を
アンチスパイウェア修復名でフィルタリングできます。

説明（Description） このフィールドを使用すると、アンチスパイウェア修復を
アンチスパイウェア修復の説明でフィルタリングできま
す。

拡張フィルタ

タイプ（Type）

このフィールドを使用すると、アンチスパイウェア修復を
修復のモードでフィルタリングできます。

次の中からフィー
ルドの説明を選択
します。

ドロップダウン リストをクリックしてフィールドの説明
を選択します。

• 名前（Name）
• 説明
（Description）
• タイプ（Type）
演算子（Operator） [ 演算子（Operator）] ドロップダウン リストから、アン
チスパイウェア修復のフィルタリングに使用できる演算子
を選択します。
値（Value）

[ 値（Value）] ドロップダウン リストから、アンチスパイ
ウェア修復をフィルタリングするために選択したフィール
ド説明に値を選択します。

プログラム起動修復
プログラム起動修復では、コンプライアンスのために、クライアントで 1 つ以上のプログラムを起動し
ます。NAC Agent および Web Agent が、コンプライアンスのために、クライアントで 1 つ以上のアプ
リケーションを起動することによってクライアントを修復するプログラム起動修復を作成できます。

[ プログラム起動修復（Launch Program Remediations）] ページでは、プログラム起動修復をフィルタ
リング、追加、複製、編集、または削除できます。[ プログラム起動修復（Launch Program
Remediations）] ページには、すべてのプログラム起動修復が、その名前と説明、および修復のモード
とともに表示されます。
ここでは、プログラム起動修復を設定およびフィルタリングするための次の手順について説明します。

• プログラム起動修復の追加、複製、編集、および削除
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• プログラム起動修復のフィルタリング

プログラム起動修復の追加、複製、編集、および削除
ここでは、[ プログラム起動修復（Launch Program Remediations）] ページからプログラム起動修復を
追加、複製、編集、または削除する手順について説明します。

プログラム起動修復を追加するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー アイコンをクリック
して [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[ プログラム起動修復（Launch Program Remediation）] をクリックします。
[ プログラム起動修復（Launch Program Remediations）] ページに、すべてのプログラム起動修復が一
覧表示されます。

ステップ 5

[ 追加（Add）] をクリックします。
[ 新しいプログラム起動修復（New Launch Program Remediation）] ページが表示されます。

注意

作成して保存した後は、プログラム起動修復の名前は編集できません。

ステップ 6

表 20-40 に示すように、[ 新しいプログラム起動修復（New Launch Program Remediation）] ページの
値を変更して、新しいプログラム起動修復を追加します。

ステップ 7

[ 送信（Submit）] をクリックします。
[ プログラム起動修復（Launch Program Remediations）] ページに、新しいプログラム起動修復が表示
されます。

プログラム起動修復を複製するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー アイコンをクリック
して [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[ プログラム起動修復（Launch Program Remediation）] をクリックします。
[ プログラム起動修復（Launch Program Remediations）] ページに、すべてのプログラム起動修復が一
覧表示されます。

ステップ 5

チェックボックスをオンにしてプログラム起動修復を選択し、[ 複製（Duplicate）] をクリックして [
プログラム起動修復（Launch Program Remediations）] ページでプログラム起動修復を複製します。
同じ名前を使用してプログラム起動修復を複製することはできません。

ステップ 6

[ 送信（Submit）] をクリックします。
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[ プログラム起動修復（Launch Program Remediations）] ページに、プログラム起動修復のコピーが表
示されます。

プログラム起動修復を編集するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー アイコンをクリック
して [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[ プログラム起動修復（Launch Program Remediation）] をクリックします。
[ プログラム起動修復（Launch Program Remediations）] ページに、すべてのプログラム起動修復が一
覧表示されます。

ステップ 5

チェックボックスをオンにしてプログラム起動修復を選択し、[ 編集（Edit）] をクリックしてプログラ
ム起動修復を編集します。

ステップ 6

[ 保存（Save）] をクリックします。
プログラム起動修復を編集した後、[ プログラム起動修復（Launch Program Remediations）] ページで
そのプログラム起動修復が使用可能になります。

プログラム起動修復を削除するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー アイコンをクリック
して [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[ プログラム起動修復（Launch Program Remediation）] をクリックします。
[ プログラム起動修復（Launch Program Remediations）] ページに、すべてのプログラム起動修復が一
覧表示されます。

ステップ 5

チェックボックスをオンにしてプログラム起動修復を選択し、[ 削除（Delete）] をクリックしてプログ
ラム起動修復を削除します。

表 20-40 に、プログラム起動修復を作成できるフィールドを示します。
表 20-40

プログラム起動修復

フィールド名

フィールドの説明

名前（Name）

作成するプログラム起動修復の名前を入力します。

説明（Description）

作成するプログラム起動修復の説明を入力します。

Cisco Identity Services Engine ユーザ ガイド リリース 1.1.1
OL-26134-01-J

20-147

第 20 章

クライアント ポスチャ ポリシーの設定

プログラム起動修復の追加、複製、編集、および削除

表 20-40

プログラム起動修復 （続き）

フィールド名
修復タイプ
（Remediation Type）

フィールドの説明

[ 修復タイプ（Remediation Type）] ドロップダウン リストをクリックし
て、プログラム起動修復に対して事前定義されているモードを選択します。

• 自動（Automatic）
• 手動（Manual）
間隔（秒単位）
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
（Interval (in seconds)） 時間の長さを秒単位で入力します。
再試行回数（Retry

クライアントが必要なプログラムの起動を試行できる回数を入力します。

Count）
プログラム インストー
ル パス（Program
Installation Path）

[ プログラム インストール パス（Program Installation Path）] ドロップダウ
ン リストから、修復プログラムをインストールする必要のあるパスを選択
します。
[ プログラム インストール パス（Program Installation Path）] ドロップダウ
ン リストをクリックして、事前定義されている次のインストール プログラ
ム パスを表示します。
• [ABSOLUTE_PATH]：修復プログラムはファイルの完全修飾パスにイ
ンストールされます。 たとえば、C:\<directory>\ などです
• [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 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
プログラム実行ファイ
ル（Program
Executable）

修復プログラム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し
ます。

プログラム パラメータ
（Program Parameters）

任意。修復プログラムに必要なパラメータを入力します。

既存のプログラム
（Existing Programs）

[ 既存のプログラム（Existing Programs）] テーブルには、修復プログラム
のインストール パス、インストールされている修復プログラムの名前、お
よびパラメータ（ある場合）が表示されます。
[ 追加（Add）]：プログラム実行ファイルまたはインストール ファイルの
入力後にクリックして、修復プログラムをリストに追加します。
[ 削除（Delete）]：クリックして、リストから修復プログラムを削除しま
す。
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プログラム起動修復のフィルタリング
[ プログラム起動修復（Launch Program Remediations）] ページでクイック フィルタを呼び出す場合、お
よびこれを閉じる場合は、[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用するか、フィルタ アイコンをク
リックします。クイック フィルタは、[ プログラム起動修復（Launch Program Remediations）] ページで
プログラム起動修復をフィルタリングするために使用できる簡単かつ高速なフィルタです。クイック
フィルタでは、[ プログラム起動修復（Launch Program Remediations）] ページのプログラム起動修復名、
説明、修復のモードなどのフィールド説明に基づいて、プログラム起動修復がフィルタリングされます。
[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用して、拡張フィルタを呼び出すことができます。拡張フィ
ルタは複雑なフィルタであり、後で使用するためにプリセットしておき、[ プログラム起動修復（Launch
Program Remediations）] ページでの結果とともに取得することもできます。拡張フィルタでは、フィー
ルド説明と関連付けられている特定の値に基づいてプログラム起動修復がフィルタリングされます。
フィルタを追加または削除したり、一連のフィルタを組み合わせて 1 つの拡張フィルタにしたりすること
ができます。
プリセット フィルタを管理するには、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset Filters）] オプション
を使用します。このオプションを選択すると、すべてのプリセット フィルタが一覧表示されます。プリ
セット フィルタにはセッション ライフタイムがあり、この間、[ プログラム起動修復（Launch Program
Remediations）] ページのフィルタリング結果が表示されます。プリセット フィルタを作成して保存した
ら、[ プログラム起動修復（Launch Program Remediations）] ページの結果が表示されたリストからプリ
セット フィルタを選択できます。プリセット フィルタを編集することも、プリセット フィルタ リストか
ら削除することもできます。

プログラム起動修復をフィルタリングするには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー（右矢印）アイコン
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[ プログラム起動修復（Launch Program Remediation）] をクリックします。
[ プログラム起動修復（Launch Program Remediation）] ページに、すべてのプログラム起動修復が一
覧表示されます。

ステップ 5

[ プログラム起動修復（Launch Programs Remediations）] ページの [ 表示（Show）] ドロップダウン
リストをクリックして、フィルタ オプションを選択します。
クイック フィルタ、フィルタリング用の拡張フィルタ、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset
Filters）] オプション（フィルタリング用のプリセット フィルタを管理できる）を選択できます。
表 20-41 を参照してください。
詳細については、
「クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行
します。」（P.20-150）および「拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手
順を実行します。」（P.20-150）を参照してください。

（注）

[ プログラム起動修復（Launch Program Remediations）] ページに戻るには、[ 表示（Show）]
ドロップダウン リストから [ すべて（All）] を選択します。フィルタリングなしですべてのプ
ログラム起動修復が表示されます。
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クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
クイック フィルタでは、[ プログラム起動修復（Launch Program Remediations）] ページの各フィール
ド説明に基づいてプログラム起動修復がフィルタリングされます。任意のフィールド内をクリックした
場合、およびフィールドに検索条件を入力すると、ページが [ プログラム起動修復（Launch Program
Remediations）] ページの結果で更新されます。フィールドをクリアすると、[ プログラム起動修復
（Launch Program Remediations ）] ページにすべてのプログラム起動修復のリストが表示されます。
ステップ 1

フィルタリングするには、各フィールド内で [ 実行（Go）] をクリックします。ページが、[ プログラ
ム起動修復（Launch Program Remediations ）] ページに表示されている結果で更新されます。

ステップ 2

フィールドをクリアするには、各フィールドで [ クリア（Clear）] をクリックします。

拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
拡張フィルタでは、より複雑な変数を使用してプログラム起動修復をフィルタリングできます。フィー
ルド説明に一致する値に基づいてプログラム起動修復をフィルタリングする 1 つ以上のフィルタが含ま
れています。1 行に 1 つのフィルタの場合、プログラム起動修復は各属性とフィルタに定義した値に基
づいてフィルタリングされます。複数のフィルタを使用して値を照合し、プログラム起動修復のフィル
タリングを行うには、1 つの拡張フィルタ内のフィルタのいずれかまたはすべてを使用します。
ステップ 1

フィールドの説明を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 2

演算子を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 3

選択したフィールドの説明の値を入力します。

ステップ 4

フィルタリング済みリストを追加するには [ 行の追加（Add Row）]（プラス [+] 記号）をクリックし、
フィルタリング済みリストを削除するには [ 行の削除（Remove Row）]（マイナス [-] 記号）をクリッ
クします。

ステップ 5

各フィルタの値に一致させるには [ すべて（All）] をクリックし、いずれか 1 つのフィルタの値に一致
させるには [ 任意（Any）] をクリックします。

ステップ 6

[ 実行（Go）] をクリックしてフィルタリングを開始します。

ステップ 7

[ 保存（Save）] アイコンをクリックしてフィルタを保存します。
[ プリセット フィルタの保存（Save a Preset Filter）] ダイアログが表示されます。フィルタを保存する
場合はファイル名を入力して [ 保存（Save）] をクリックし、フィルタをクリアする場合は [ キャンセ
ル（Cancel）] をクリックします。作成するプリセット フィルタの名前にはスペースは使用できませ
ん。現在のフィルタを保存しないでフィルタをクリアするには、[ キャンセル（Cancel）] をクリック
します。

ステップ 8

フィルタリングを行った後に [ フィルタのクリア（Clear Filter）] をクリックします。

表 20-41 に、プログラム起動修復をフィルタリングできるフィールドを示します。
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表 20-41

プログラム起動修復のフィルタリング

フィルタリング方法

フィルタリング フィー
ルド

クイック フィルタ

名前（Name）

このフィールドを使用すると、プログラム起動修
復をプログラム起動修復名でフィルタリングでき
ます。

説明（Description）

このフィールドを使用すると、プログラム起動修
復をプログラム起動修復の説明でフィルタリング
できます。

タイプ（Type）

このフィールドを使用すると、プログラム起動修
復をタイプでフィルタリングできます。

次の中からフィールド
の説明を選択します。

ドロップダウン リストをクリックしてフィールド
の説明を選択します。

拡張フィルタ

フィールドの説明

• 名前（Name）
• 説明（Description）
• タイプ（Type）
演算子（Operator）

[ 演算子（Operator）] ドロップダウン リストか
ら、プログラム起動修復のフィルタリングに使用
できる演算子を選択します。

値（Value）

[ 値（Value）] ドロップダウン リストから、プロ
グラム起動修復をフィルタリングするために選択
したフィールド説明に値を選択します。

Windows Update 修復
Windows Update 修復を行うと、Windows クライアントの自動更新設定がセキュリティ ポリシーに従
うようにでき、コンプライアンスのためのポスチャ評価が成功するように、Windows Update によって
Windows クライアントが修復されるようにするのに役立ちます。
[Windows Update 修復（Windows Update Remediations）] ページでは、Windows Update 修復をフィ
ルタリング、追加、複製、編集、または削除できます。[Windows Update 修復（Windows Update
Remediations）] ページには、すべての Windows Update 修復が、その名前と説明、および修復のモー
ドとともに表示されます。

Windows 自動更新
Windows 管理者には、Windows クライアントの自動更新のオンとオフを切り替えるオプションがありま
す。Microsoft Windows では、この機能を使用して、重要な更新を定期的にチェックし、クライアントに
インストールします。自動更新機能がオンになっている場合、Windows では Windows 推奨の更新を他の
更新より先に自動更新します。

Windows XP には、自動更新を設定するための次の設定があります。
• [ 自動（推奨）（Automatic (recommended)）]：Windows では、クライアントはコンピュータに推
奨された Windows Update を自動的にダウンロードしてインストールできます
• [ 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 ではクライアントに更新がダウンロードされ
ますが、クライアントがインストールのタイミングを選択できます

Cisco Identity Services Engine ユーザ ガイド リリース 1.1.1
OL-26134-01-J

20-151

第 20 章

クライアント ポスチャ ポリシーの設定

Windows Update 修復

• [ 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 ではクライアントへの通知のみが行わ
れ、自動的なダウンロードやインストールは行われません

• [ 自動更新を無効にする（Turn off Automatic Updates ）]：Windows では、クライアントが
Windows 自動更新機能をオフにできます。この場合、定期的に更新をインストールしなければ、
クライアントは脆弱になります。クライアントは、Windows Update Web サイト リンクから更新
をインストールできます。

（注）

Windows 自動更新設定は、Windows オペレーティング システムの種類によって異なります。
Windows Update 修復を作成して、pr_AutoUpdateCheck_Rule を使用することにより、任意の
Windows クライアントで Windows Update 修復サービス（wuaserv）が起動されているか停止されて
いるかをチェックできます。これは、ポスチャ要件を作成する際に使用できる事前定義済みのシスコ
ルールです。ポスチャ要件が満たされていない場合、要件に関連付けた修復アクション（Windows
Update 修復）によって、Windows クライアントは自動更新オプションの 1 つを使用して修復されま
す。

Windows Update 修復での [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）] オプション
[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）] オプションを有効または無効にできます。
（注）

この場合、ユーザが NAC Agent を終了しても、Windows クライアントを再起動しても、あるいは
Windows クライアントの Windows 自動更新サービスを再起動しても、ユーザ設定は元の設定に復元さ
れません。

[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）] オプションが無効になっている場合、Windows クライアントで [ 自動更新を無
効にする（Automatic Updates）] 設定がオンになっている場合を除いて、Windows Update 修復は適用
されません。

Windows 自動更新の設定を次のように変更する場合、Windows Update 修復は失敗します。
• [ 自動（推奨）（Automatic (recommended)）] から [ 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）] に、
またはその逆に変更。

• [ 自動（推奨）（Automatic (recommended)）] から [ 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）
] に、またはその逆に変更。
• [ 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）] から [ 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）] に、
またはその逆に変更。
ここでは、Windows Update 修復を設定およびフィルタリングするための次の手順について説明しま
す。

• Windows Update 修復の追加、複製、編集、および削除
• Windows Update 修復のフィルタリング
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Windows Update 修復の追加、複製、編集、および削除
ここでは、[Windows Update 修復（Windows Update Remediations）] ページから Windows Update 修
復を追加、複製、編集、または削除する手順について説明します。

Windows Update 修復を追加するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー アイコン（右矢印）
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[Windows Update 修復（Windows Update Remediation）] をクリックします。
[Windows Update 修復（Windows Update Remediations）] ページに、すべての Windows Update 修復
が一覧表示されます。

ステップ 5

[ 追加（Add）] をクリックします。
[ 新しい Windows Update 修復（New Windows Update Remediation）] ページが表示されます。

注意

作成して保存した後は、Windows Update 修復の名前は編集できません。

ステップ 6

表 20-42 に示すように、[ 新しい Windows Update 修復（New Windows Update Remediation）] ページ
の値を変更して、新しい Windows Update 修復を追加します。

ステップ 7

[ 送信（Submit）] をクリックします。
[Windows Update 修復（Windows update remediations）] ページに、新しい Windows Update 修復が
表示されます。

Windows Update 修復を複製するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー アイコン（右矢印）
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[Windows Update 修復（Windows Update Remediation）] をクリックします。
[Windows Update 修復（Windows Update Remediations）] ページに、すべての Windows Update 修復
が一覧表示されます。

ステップ 5

チェックボックスをオンにして Windows Update 修復を選択し、[ 複製（Duplicate）] をクリックして
[Windows Update 修復（Windows Update Remediations）] ページで Windows Update 修復を複製しま
す。同じ名前を使用して Windows Update 修復を複製することはできません。

ステップ 6

[ 送信（Submit）] をクリックします。
[Windows Update 修復（Windows Update Remediations）] ページに、Windows Update 修復のコピー
が表示されます。
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Windows Update 修復を編集するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー アイコン（右矢印）
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[Windows Update 修復（Windows Update Remediation）] をクリックします。
[Windows Update 修復（Windows Update Remediations）] ページに、すべての Windows Update 修復
が一覧表示されます。

ステップ 5

チェックボックスをオンにして Windows Update 修復を選択し、[ 編集（Edit）] をクリックして
Windows Update 修復を編集します。

ステップ 6

[ 保存（Save）] をクリックします。
Windows Update 修復を編集した後、[Windows Update 修復（Windows Update Remediations）] ペー
ジでその Windows Update 修復が使用可能になります。

Windows Update 修復を削除するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー アイコン（右矢印）
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[Windows Update 修復（Windows Update Remediation）] をクリックします。
[Windows Update 修復（Windows Update Remediations）] ページに、すべての Windows Update 修復
が一覧表示されます。

ステップ 5

チェックボックスをオンにして Windows Update 修復を選択し、[ 削除（Delete）] をクリックして
Windows Update 修復を削除します。

表 20-42 に、Windows Update 修復を作成できるフィールドを示します。
表 20-42

Windows Update 修復

フィールド名

フィールドの説明

名前（Name）

作成する Windows Update 修復の名前を入力します。

説明（Description）

作成する Windows Update 修復の説明を入力します。

修復タイプ（Remediation Type）

[ 修復タイプ（Remediation Type）] ドロップダウン リストを
クリックして、Windows Update に対して事前定義されている
モードを選択します。

• 自動（Automatic）
• [ 手動（Manual）]：選択されていると、[ 間隔（Interval）
] フィールドと [ 再試行回数（Retry Count）] フィールド
は編集できません
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表 20-42

Windows Update 修復 （続き）

フィールド名

フィールドの説明

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
なるまでの時間の長さ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。

Windows Update 設定（Windows
Update Setting）

Cisco ISE には、Windows Update 修復に対して次の 4 つのオ
プションが用意されています。

a. [ 設定を変更しない（Do not change setting）]：選択した
場合、Windows Update 修復の実行中または実行後に
Windows 自動更新クライアント設定は変更されません。
b. [ ダウンロードおよびインストールを通知（Notify to
download and install）]：Windows ではクライアントへの
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。選択した場合、Windows ではクライ
アントに対して Windows Update のダウンロードまたはイ
ンストールの通知のみが行われます。

c. [ 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 ではクライアントに更新がダウンロードされ、
クライアントは更新をインストールするタイミングを選択
できます。選択した場合、Windows では自動的に
Windows Update がダウンロードされ、クライアントにそ
のインストールが通知されます。

d. [ 自動的にダウンロードしてインストール（Automatically
download and install）]：Windows では、クライアントは
コンピュータに推奨された Windows Update を自動的にダ
ウンロードしてインストールできます。選択した場合、
Windows では自動的に Windows Update がダウンロード
されてインストールされます。この設定は、Windows ク
ライアントに対して強く推奨される Windows 設定です。
ドロップダウン リストをクリックして、Windows クライアン
トの自動更新設定のオプションを選択します。

[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）] チェックボック
ス。

Cisco ISE 管理者が Windows クライアントの自動更新設定を
オーバーライドできるチェックボックス。
オンにすると、Windows Update 修復の実行中および実行後
に、Cisco ISE 管理者が Windows 自動更新に対して指定した
設定がすべてのクライアント マシンに適用されます。
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。

• Cisco ISE 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（Windows 自動更
新がクライアントで有効になっている場合のみ）。
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Windows Update 修復のフィルタリング
[Windows Update 修復（Windows Update Remediations）] ページでクイック フィルタを呼び出す場合、
およびこれを閉じる場合は、[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用するか、フィルタ アイコンを
クリックします。クイック フィルタは、[Windows Update 修復（Windows Update Remediations）] ペー
ジで Windows Update 修復をフィルタリングするために使用できる簡単かつ高速なフィルタです。クイッ
ク フィルタでは、[Windows Update 修復（Windows Update Remediations）] ページの Windows Update
修復名、説明、修復のモードなどのフィールド説明に基づいて、Windows Update 修復がフィルタリング
されます。
[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用して、拡張フィルタを呼び出すことができます。拡張フィ
ルタは複雑なフィルタであり、後で使用するためにプリセットしておき、[Windows Update 修復
（Windows update remediations）] ページでの結果とともに取得することもできます。拡張フィルタでは、
フィールド説明と関連付けられている特定の値に基づいて Windows Update 修復がフィルタリングされま
す。フィルタを追加または削除したり、一連のフィルタを組み合わせて 1 つの拡張フィルタにしたりする
ことができます。
プリセット フィルタを管理するには、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset Filters）] オプション
を使用します。このオプションを選択すると、すべてのプリセット フィルタが一覧表示されます。プリ
セット フィルタにはセッション ライフタイムがあり、この間、[Windows Update 修復（Windows Update
Remediations）] ページのフィルタリング結果が表示されます。プリセット フィルタを作成して保存した
ら、[Windows Update 修復（Windows Update Remediations）] ページの結果が表示されたリストからプ
リセット フィルタを選択できます。プリセット フィルタを編集することも、プリセット フィルタ リスト
から削除することもできます。

Windows Update 修復をフィルタリングするには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー（右矢印）アイコン
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[Windows Update 修復（Windows Update Remediation）] をクリックします。
[Windows Update 修復（Windows Update Remediations）] ページに、すべての Windows Update 修復
が一覧表示されます。

ステップ 5

[Windows Update 修復（Windows Update Remediations）] ページの [ 表示（Show）] ドロップダウン
リストをクリックして、フィルタ オプションを選択します。
クイック フィルタ、フィルタリング用の拡張フィルタ、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset
Filters）] オプション（フィルタリング用のプリセット フィルタを管理できる）を選択できます。
表 20-43 を参照してください。
詳細については、
「クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行
します。」（P.20-157）および「拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手
順を実行します。」（P.20-157）を参照してください。

（注）

[Windows Update 修復（Windows Update Remediations）] ページに戻るには、[ 表示（Show）]
ドロップダウン リストから [ すべて（All）] を選択します。フィルタリングなしですべての
Windows Update 修復が表示されます。
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クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
クイック フィルタでは、[Windows Update 修復（Windows Update Remediations ）] ページの各フィー
ルド説明に基づいて Windows Update 修復がフィルタリングされます。任意のフィールド内をクリック
した場合、およびフィールドに検索条件を入力すると、ページが [Windows Update 修復（Windows
Update Remediations）] ページの結果で更新されます。フィールドをクリアすると、[Windows Update
修復（Windows Update Remediations）] ページにすべての Windows Update 修復のリストが表示され
ます。
ステップ 1

フィルタリングするには、各フィールド内で [ 実行（Go）] をクリックします。ページが、[Windows
Update 修復（Windows Update Remediations）] ページに表示されている結果で更新されます。

ステップ 2

フィールドをクリアするには、各フィールドで [ クリア（Clear）] をクリックします。

拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
拡張フィルタでは、より複雑な変数を使用して Windows Update 修復をフィルタリングできます。
フィールド説明に一致する値に基づいて Windows Update 修復をフィルタリングする 1 つ以上のフィル
タが含まれています。1 行に 1 つのフィルタの場合、Windows Update 修復は各属性とフィルタに定義
した値に基づいてフィルタリングされます。複数のフィルタを使用して値を照合し、Windows Update
修復のフィルタリングを行うには、1 つの拡張フィルタ内のフィルタのいずれかまたはすべてを使用し
ます。
ステップ 1

フィールドの説明を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 2

演算子を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 3

選択したフィールドの説明の値を入力します。

ステップ 4

フィルタリング済みリストを追加するには [ 行の追加（Add Row）]（プラス [+] 記号）をクリックし、
フィルタリング済みリストを削除するには [ 行の削除（Remove Row）]（マイナス [-] 記号）をクリッ
クします。

ステップ 5

各フィルタの値に一致させるには [ すべて（All）] をクリックし、いずれか 1 つのフィルタの値に一致
させるには [ 任意（Any）] をクリックします。

ステップ 6

[ 実行（Go）] をクリックしてフィルタリングを開始します。

ステップ 7

[ 保存（Save）] アイコンをクリックしてフィルタを保存します。
[ プリセット フィルタの保存（Save a Preset Filter）] ダイアログが表示されます。フィルタを保存する
場合はファイル名を入力して [ 保存（Save）] をクリックし、フィルタをクリアする場合は [ キャンセ
ル（Cancel）] をクリックします。作成するプリセット フィルタの名前にはスペースは使用できませ
ん。現在のフィルタを保存しないでフィルタをクリアするには、[ キャンセル（Cancel）] をクリック
します。

ステップ 8

フィルタリングを行った後に [ フィルタのクリア（Clear Filter）] をクリックします。
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表 20-43 に、Windows Update 修復をフィルタリングできるフィールドを示します。
表 20-43

Windows Update 修復のフィルタリング

フィルタリング方法

フィルタリング フィー
ルド

クイック フィルタ

名前（Name）

このフィールドを使用すると、Windows Update
修復を Windows Update 修復名でフィルタリング
できます。

説明（Description）

このフィールドを使用すると、Windows Update
修復を Windows Update 修復の説明でフィルタリ
ングできます。

タイプ（Type）

このフィールドを使用すると、Windows Update
修復をタイプでフィルタリングできます。

次の中からフィールド
の説明を選択します。

ドロップダウン リストをクリックしてフィールド
の説明を選択します。

拡張フィルタ

フィールドの説明

• 名前（Name）
• 説明（Description）
• タイプ（Type）
演算子（Operator）

[ 演算子（Operator）] ドロップダウン リストか
ら、Windows Update 修復のフィルタリングに使
用できる演算子を選択します。

値（Value）

[ 値（Value）] ドロップダウン リストから、
Windows Update 修復をフィルタリングするため
に選択したフィールド説明に値を選択します。

Windows Server Update Services 修復
Windows Server Update Services（WSUS）修復を行うと、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 サーバからの Windows クライアントが、コンプライアンス
のために最新の Windows サービス パック、ホットフィックス、およびパッチ（WSUS 更新）を使用
して修復されます。コンプライアンスのために、Microsoft で管理されている WSUS サーバから、また
はローカルに管理されている WSUS サーバから、最新の WSUS 更新を受け取るように Windows クラ
イアントを設定できます。
NAC Agent 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。
[Windows Server Update Services 修復（Windows Server Update Services Remediations ）] ページに
は、すべての WSUS 修復が、その名前と説明、および修復のモードとともに表示されます。修復リス
トから、WSUS 修復をフィルタリング、追加、複製、編集、または削除できます。
（注）

WSUS 修復アクションをポスチャ要件に関連付けて、重大度レベル オプションを使用して Windows
Update を検証する場合、ポスチャ要件内の [pr_WSUSRule]（ダミーの複合条件）を選択する必要があ
ります。ポスチャ要件を満たしていない場合、NAC Agent は、WSUS 修復内に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。
ここでは、WSUS 修復を設定およびフィルタリングするための次の手順について説明します。
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• Windows Server Update Services 修復の追加、複製、編集、および削除
• Windows Server Update Services 修復のフィルタリング

Windows Server Update Services 修復の追加、複製、編
集、および削除
ここでは、[Windows Server Update Services 修復（Windows Server Update Services Remediations）]
ページから WSUS 修復を追加、複製、編集、または削除する手順について説明します。

Windows Server Update Services 修復を追加するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー（右矢印）アイコン
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[Windows Server Update Services 修復（Windows Server Update Services Remediation）] をクリック
します。

[Windows Server Update Services 修復（Windows Server Update Services Remediations ）] ページに、
すべての WSUS 修復が一覧表示されます。
ステップ 5

[ 追加（Add）] をクリックします。
[ 新しい Windows Server Update Services 修復（New Windows Server Update Services Remediation）
] ページが表示されます。

注意

作成して保存した後は、Windows Server Update Services 修復の名前は編集できません。

ステップ 6

表 20-44 に示すように、[ 新しい Windows Server Update Services 修復（New Windows Server Update
Services Remediation）] ページの値を変更して、新しい WSUS 修復を追加します。

ステップ 7

[ 送信（Submit）] をクリックします。
[Windows Server Update Services 修復（Windows Server Update Services Remediations ）] ページに、
新しい WSUS 修復が表示されます。

Windows Server Update Services 修復を複製するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー（右矢印）アイコン
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[Windows Server Update Services 修復（Windows Server Update Services Remediation）] をクリック
します。

[Windows Server Update Services 修復（Windows Server Update Services Remediations ）] ページに、
すべての WSUS 修復が一覧表示されます。
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ステップ 5

チェックボックスをオンにして WSUS 修復を選択し、[ 複製（Duplicate）] をクリックして [Windows
Server Update Services 修復（Windows Server Update Services Remediations）] ページで WSUS 修復
を複製します。同じ名前を使用して WSUS 修復を複製することはできません。

ステップ 6

[ 送信（Submit）] をクリックします。
[Windows Server Update Services 修復（Windows Server Update Services Remediations ）] ページに、
WSUS 修復のコピーが表示されます。

Windows Server Update Services 修復を編集するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー（右矢印）アイコン
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[Windows Server Update Services 修復（Windows Server Update Services Remediation）] をクリック
します。

[Windows Server Update Services 修復（Windows Server Update Services Remediations ）] ページに、
すべての WSUS 修復が一覧表示されます。
ステップ 5

チェックボックスをオンにして WSUS 修復を選択し、[ 編集（Edit）] をクリックして WSUS 修復を編
集します。

ステップ 6

[ 保存（Save）] をクリックします。
WSUS 修復を編集した後、[Windows Server Update Services 修復（Windows Server Update Services
Remediations）] ページでその WSUS 修復が使用可能になります。

Windows Server Update Services 修復を削除するには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー アイコン（右矢印）
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[Windows Server Update Services 修復（Windows Server Update Services Remediation）] をクリック
します。

[Windows Server Update Services 修復（Windows Server Update Services Remediations ）] ページに、
すべての WSUS 修復が一覧表示されます。
ステップ 5

チェックボックスをオンにして WSUS 修復を選択し、[ 削除（Delete）] をクリックして [Windows
Server Update Services 修復（Windows Server Update Services Remediations）] ページで WSUS 修復
を削除します。
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表 20-44 に、WSUS 修復を作成できるフィールドを示します。
表 20-44

WSUS 修復

フィールド名

フィールドの説明

名前（Name）

作成する WSUS 修復の名前を入力します。

説明（Description）

作成する WSUS 修復の説明を入力します。

修復タイプ（Remediation Type） [ 修復タイプ（Remediation Type）] ドロップダウン リストをク
リックして、WSUS 修復に対して事前定義されているモードを選
択します。
次のオプションを使用できます。

• [ 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 サーバから、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。

seconds)）

間隔（秒単位）（Interval (in

NAC Agent と Web Agent が前回の試行後から再試行までに
WSUS 更新を遅延する間隔を秒数で入力します（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 の検証方法
（Validate Windows updates
using）

クライアントにインストールされている Windows オペレーティ
ング システムの Windows Update をチェックするために使用する
検証方法。
使用可能なオプションは次のとおりです。

• シスコ ルール（Cisco Rules）
• 重大度レベル（Severity Level）
シスコ ルール（Cisco Rules）

クライアントの Windows オペレーティング システムが、Cisco
ISE サーバにダウンロードされた動的ポスチャ更新の結果として
最小のセキュリティ標準を満たしているかをチェックするために
使用する検証方法。

[ シスコ ルール（Cisco Rules）] オプション ボタンをクリックし
て、シスコ ルールを使用して WSUS 修復を検証します。選択し
た場合、ポスチャ要件で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する必要があります。
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表 20-44

WSUS 修復 （続き）

フィールド名

フィールドの説明

重大度レベル（Severity Level） クライアントの Windows オペレーティング システムが、
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 サーバを使用して最小のセキュリティ標準を満
たしているかをチェックするために使用する検証方法。

[ セキュリティ レベル（Security Level）] オプション ボタンをク
リックして、WSUS サーバに設定されているセキュリティ レベル
に基づいて WSUS 更新を検証します。選択した場合、ポスチャ要
件で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、これらは使用されません。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。
Windows Update 重大度レベル
（Windows Updates Severity
Level）

Windows クライアントにインストールするように選択した
Windows Update の重大度レベル。
Windows クライアントにインストールできる WSUS 更新の重大
度レベルは、次のとおりです。
• [ 緊急（Critical）]：緊急の Windows Update のみをインス
トールします

• [ 高速（Express）]：重要な Windows Update と緊急の
Windows Update をインストールします
• [ 中（Medium）]：緊急の Windows Update、重要な
Windows Update、および警告の Windows Update をインス
トールします

• [ すべて（All）]：緊急の Windows Update、重要な Windows
Update、警告の Windows Update、および注意の Windows
Update をインストールします
最新の OS サービス パックに更
新（Update to latest OS Service
Pack）

オンにすると、WSUS 修復によって、クライアントのオペレー
ティング システムに使用可能な最新のサービス パックが自動的に
インストールされます。
（注）

Windows Update インストール
ソース（Windows Updates
Installation Source）

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。

これを選択して、Windows クライアントにインストールする
WSUS 更新のソースを指定します。

• [Microsoft サーバ（Microsoft server）]：Microsoft で管理さ
れている 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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表 20-44

WSUS 修復 （続き）

フィールド名

フィールドの説明

インストール ウィザード イン
ターフェイス設定（Installation
Wizard Interface Setting）

WSUS 更新中にクライアントにインストール ウィザードを表示す
るためのオプション。

• [UI を表示（Show UI）]：Windows クライアントで
Windows Update インストール ウィザードを表示するための
オプション。（WSUS 更新中にインストール ウィザード ユー
ザ インターフェイスを表示するには、ユーザはクライアント
マシン上に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するためのオプ
ション。

Windows Server Update Services 修復のフィルタリング
[Windows Server Update Services 修復（Windows Server Update Services Remediations ）] ページでク
イック フィルタを呼び出す場合、およびこれを閉じる場合は、[ 表示（Show）] ドロップダウン リス
トを使用するか、フィルタ アイコンをクリックします。クイック フィルタは、[Windows Server
Update Services 修復（Windows Server Update Services Remediations）] ページで WSUS 修復をフィ
ルタリングするために使用できる簡単かつ高速なフィルタです。クイック フィルタでは、[Windows
Server Update Services 修復（Windows Server Update Services Remediations）] ページの WSUS 修復
名、説明、修復のモードなどのフィールド説明に基づいて、WSUS 修復がフィルタリングされます。
[ 表示（Show）] ドロップダウン リストを使用して、拡張フィルタを呼び出すことができます。拡張
フィルタは複雑なフィルタであり、後で使用するためにプリセットしておき、[Windows Server
Update Services 修復（Windows Server Update Services Remediations）] ページでの結果とともに取得
することもできます。拡張フィルタでは、フィールド説明と関連付けられている特定の値に基づいて

WSUS 修復がフィルタリングされます。フィルタを追加または削除したり、一連のフィルタを組み合
わせて 1 つの拡張フィルタにしたりすることができます。
プリセット フィルタを管理するには、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset Filters）] オプ
ションを使用します。このオプションを選択すると、すべてのプリセット フィルタが一覧表示されま
す。プリセット フィルタにはセッション ライフタイムがあり、この間、[Windows Server Update
Services 修復（Windows Server Update Services Remediations）] ページのフィルタリング結果が表示
されます。プリセット フィルタを作成して保存したら、[Windows Server Update Services 修復
（Windows Server Update Services Remediations ）] ページの結果が表示されたリストからプリセット
フィルタを選択できます。プリセット フィルタを編集することも、プリセット フィルタ リストから削
除することもできます。

WSUS 修復をフィルタリングするには、次の手順を実行します。
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

[ 結果（Results）] ナビゲーション ペインの [ ポスチャ（Posture）] を展開します。

ステップ 3

[ 修復アクション（Remediation Actions）] をクリックするか、クイック ピッカー（右矢印）アイコン
をクリックして [ 修復アクション（Remediation Actions）] に移動します。

ステップ 4

[WSUS Server Update Services 修復（WSUS Server Update Services Remediation）] をクリックしま
す。

ステップ 5

[Windows Server Update Services 修復（Windows Server Update Services Remediations）] ページの [
表示（Show）] ドロップダウン リストをクリックして、フィルタ オプションを選択します。
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クイック フィルタ、フィルタリング用の拡張フィルタ、[ プリセット フィルタの管理（Manage Preset
Filters）] オプション（フィルタリング用のプリセット フィルタを管理できる）を選択できます。
表 20-45 を参照してください。
詳細については、
「クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行
します。」（P.20-164）および「拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手
順を実行します。」（P.20-164）を参照してください。

（注）

[Windows Server Update Services 修復（Windows Server Update Services Remediations）]
ページに戻るには、[ 表示（Show）] ドロップダウン リストから [ すべて（All）] を選択しま
す。フィルタリングなしですべての WSUS 修復が表示されます。

クイック フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
クイック フィルタでは、[Windows Server Update Services 修復（Windows Server Update Services
Remediations）] ページの各フィールド説明に基づいて WSUS 修復がフィルタリングされます。任意
のフィールド内をクリックした場合、およびフィールドに検索条件を入力すると、ページが [Windows
Server Update Services 修復（Windows Server Update Services Remediations）] ページの結果で更新
されます。フィールドをクリアすると、[Windows Server Update Services 修復（Windows Server
Update Services Remediations）] ページにすべての WSUS 修復のリストが表示されます。
ステップ 1

フィルタリングするには、各フィールド内で [ 実行（Go）] をクリックします。ページが、[Windows
Server Update Services 修復（Windows Server Update Services Remediations）] ページに表示されて
いる結果で更新されます。

ステップ 2

フィールドをクリアするには、各フィールドで [ クリア（Clear）] をクリックします。

拡張フィルタ オプションを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。
拡張フィルタでは、より複雑な変数を使用して WSUS 修復をフィルタリングできます。フィールド説
明に一致する値に基づいて WSUS 修復をフィルタリングする 1 つ以上のフィルタが含まれています。1
行に 1 つのフィルタの場合、WSUS 修復は各属性とフィルタに定義した値に基づいてフィルタリング
されます。複数のフィルタを使用して値を照合し、WSUS 修復のフィルタリングを行うには、1 つの拡
張フィルタ内のフィルタのいずれかまたはすべてを使用します。
ステップ 1

フィールドの説明を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 2

演算子を選択するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 3

選択したフィールドの説明の値を入力します。

ステップ 4

フィルタリング済みリストを追加するには [ 行の追加（Add Row）]（プラス [+] 記号）をクリックし、
フィルタリング済みリストを削除するには [ 行の削除（Remove Row）]（マイナス [-] 記号）をクリッ
クします。

ステップ 5

各フィルタの値に一致させるには [ すべて（All）] をクリックし、いずれか 1 つのフィルタの値に一致
させるには [ 任意（Any）] をクリックします。

ステップ 6

[ 実行（Go）] をクリックしてフィルタリングを開始します。

ステップ 7

[ 保存（Save）] アイコンをクリックしてフィルタを保存します。
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[ プリセット フィルタの保存（Save a Preset Filter）] ダイアログが表示されます。フィルタを保存する
場合はファイル名を入力して [ 保存（Save）] をクリックし、フィルタをクリアする場合は [ キャンセ
ル（Cancel）] をクリックします。作成するプリセット フィルタの名前にはスペースは使用できませ
ん。現在のフィルタを保存しないでフィルタをクリアするには、[ キャンセル（Cancel）] をクリック
します。
ステップ 8

フィルタリングを行った後に [ フィルタのクリア（Clear Filter）] をクリックします。

表 20-45 に、WSUS 修復をフィルタリングできるフィールドを示します。
表 20-45

Windows Server Update Services 修復のフィルタリング

フィルタリング方法

フィルタリング フィー
ルド

クイック フィルタ

名前（Name）

このフィールドを使用すると、WSUS 修復を
WSUS 修復名でフィルタリングできます。

説明（Description）

このフィールドを使用すると、WSUS 修復を
WSUS 修復の説明でフィルタリングできます。

タイプ（Type）

このフィールドを使用すると、WSUS 修復をタ
イプでフィルタリングできます。

次の中からフィールド
の説明を選択します。

ドロップダウン リストをクリックしてフィール
ドの説明を選択します。

拡張フィルタ

フィールドの説明

• 名前（Name）
• 説明（Description）
• タイプ（Type）
演算子（Operator）

[ 演算子（Operator）] ドロップダウン リストか
ら、WSUS 修復のフィルタリングに使用できる
演算子を選択します。

値（Value）

[ 値（Value）] ドロップダウン リストから、
WSUS 修復をフィルタリングするために選択し
たフィールド説明に値を選択します。

クライアント ポスチャ評価の要件
前提条件
ポスチャ要件を作成する場合、ポスチャの利用規定（AUP）について理解しておく必要があります。
ポスチャ コンプライアンスに関する AUP については、次のように選択してください。

[ 管理（Administration）] > [ システム（System）] > [ 設定（Settings）] > [ ポスチャ（Posture）] > [
利用規定（Acceptable Use Policy）]。
AUP の詳細については、「ポスチャ利用規定」（P.20-27）を参照してください。
ポスチャ要件とは、一連の複合条件および関連付けられた修復アクションです。これは、オペレーティ
ング システムと関連するロールとリンクできます。ネットワークに接続するすべてのクライアントは、
ポスチャ ポリシー評価時に、ネットワークでのコンプライアンスのためにポスチャ ポリシーに関連付
けられた必須要件を満たしている必要があります。要件がオプションであり、クライアント マシンが
これらの要件を満たさなかった場合、クライアントには、ポリシー評価時に満たさなかったオプション
要件をスキップして続行するオプションがあります。
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ポスチャ ポリシー評価時にクライアントが必須の要件を満たさなかった場合、そのクライアントの
ネットワーク アクセスは拒否され、クライアントは隔離状態になります。隔離状態に移行したクライ
アントは、コンプライアンスについて再度正常にポスチャされるために、再認証できません。クライア
ントを隔離状態から準拠状態にする必要がある場合は、セッションがタイムアウトした後に、新しい
RADIUS セッションが再起動されるように、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。これにより、クライアントはコンプライアンスのための必須要件を満たしていることを再認証でき
ます。
「ポスチャ クライアントの隔離
ポスチャ クライアントの隔離状態の設定ガイダンスの詳細については、
状態に関する許可プロファイル設定ガイダンス」（P.20-27）を参照してください。

pr_WSUSRule
pr_WSUSRule はダミーの複合条件であり、Windows Server Update Services（WSUS）修復が関連付
けられたポスチャ要件で使用されます。重大度レベル オプションを使用して Windows Update が検証
されるように、関連付けられた WSUS 修復アクションを設定する必要があります。この要件を満たし
ていない場合、Windows クライアントにインストールされている NAC Agent は、WSUS 修復内に定
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。
（注）

pr_WSUSRule は、[ 複合条件リスト（Compound conditions list）] ページには表示されません。
pr_WSUSRule は、[ 条件（Conditions）] ウィジェットからのみ選択できます。
[ ポスチャ要件（Posture Requirements）] ページを使用して、新しい要件の挿入（作成）、既存の要件
の複製、または既存の要件の削除を実行できます。

ユーザ定義条件および修復アクションの作成

Cisco ISE では、ユーザ定義条件の作成と関連付け、Cisco 定義の条件の関連付け、および修復アク
ションの作成と関連付けを [ 要件（Requirements）] ページ自体で実行できます。このため、それぞれ
のページに移動せず簡単に要件を設定できます。[ 要件（Requirements）] ページで作成して保存した
ら、これらのユーザ定義条件および修復アクションをそれぞれのリストから表示できます。
表 20-46 に、新しいポスチャ要件の挿入、既存の要件の複製、または既存のポスチャ要件の削除を実
行できる [ ポスチャ要件（Posture Requirements）] ページのフィールドを示します。
表 20-46

ポスチャ要件

フィールド

フィールドの説明

名前（Name）

作成する要件の名前を入力します。

オペレーティング シス
テム（Operating
Systems）

[ オペレーティング システム（Operating System）] を選択します。これに
より、ポスチャ要件を適用するすべてまたは特定の Windows または
Macintosh オペレーティング システムを選択できます。
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表 20-46

ポスチャ要件 （続き）

フィールド

フィールドの説明

条件（Conditions）

[ 条件（Conditions）] オブジェクト セレクタから、ポスチャ要件を適用す
る 1 つ以上のディクショナリ単純条件およびディクショナリ複合条件を選
択します。
複数の条件を選択した場合、それらすべての条件が満たされている場合に
のみ（論理 AND 演算）1 つの複合条件を作成できます。システムでは、
AND 演算子として「&」が使用されます。
条件を定義するには、[ 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。
ポスチャ条件の詳細については、「ポスチャのカスタム条件」（P.20-46）を
参照してください。

修復アクション
[ 修復（Remediations）] オブジェクト セレクタから修復を選択します。修
（Remediation Actions） 復アクションでは、クライアントでポスチャ要件が満たされなかった場合
に実行するアクションを定義します。
修復アクションを定義するには、[ 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）] を選択します。
ポスチャ修復アクションの詳細については、「カスタム ポスチャ修復アク
ション」（P.20-124）を参照してください。
ポスチャ要件の管理方法については、「クライアント ポスチャ要件の作成、複製、および削除」
（P.20-167）を参照してください。

関連項目
「クライアント ポスチャ評価ポリシー」（P.20-36）
「カスタム ポスチャ修復アクション」（P.20-124）

クライアント ポスチャ要件の作成、複製、および削除
ここでは、[ 要件（Requirements）] ページで新しい要件の挿入（作成）、既存の要件の複製、または既
存の要件の削除を行うための次の手順について説明します。

• 「新しいポスチャ要件の作成」（P.20-167）
• 「ポスチャ要件の複製」（P.20-171）
• 「ポスチャ要件の削除」（P.20-172）

新しいポスチャ要件の作成
[ 要件（Requirements）] ページで、新しいポスチャ要件を作成できます。
新しい要件を挿入するには、次の手順を実行します。
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。
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[ 要件（Requirements）] ページが表示されます。
ステップ 2

注意

ステップ 3

要件名を入力します。

新しく作成した要件をポスチャ ポリシーに関連付けた後は、ポスチャ要件内のオペレーティング シ
ステムは編集できません。要件内のオペレーティング システムを編集するには、ポスチャ ポリシー
からポスチャ要件の関連付けを削除する必要があります。

[ オペレーティング システム（Operating Systems）] 固定オーバーレイから、[ オペレーティング シス
テムの選択（Select Operating Systems）] を選択します。
オペレーティング システムを選択するには、次の手順を実行します。

a. プラス [+] 記号をクリックして、オペレーティング システムの固定オーバーレイを展開します。
オペレーティング システムの固定オーバーレイが表示されます。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閉じます。

b. [ オペレーティング システムの選択（Select Operating Systems）] クイック ピッカー（下矢印）ア
イコンをクリックします。

[ オペレーティング システム グループ（Operating System Groups）] オブジェクト セレクタに、
オペレーティング システムの親グループが表示されます。

c. 親オペレーティング システム グループを選択します。
• Mac OS X（Macintosh）の場合、グループには基礎となるバージョンが 3 つあります。[Mac
OS X（Macintosh）] グループで、Macintosh オペレーティング システムを選択します。
（Windows 7
• [Windows すべて（Windows All）] の場合、グループには [Windows 7（すべて）
(All)）] グループ、[Windows Vista（すべて）（Windows Vista (All)）] グループ、および
[Windows XP（すべて）（Windows XP (All) ）] グループがあり、それぞれのグループの基礎
となるバージョンが含まれます。[Windows すべて（Windows All）] グループで、Windows
のグループとバージョンを選択します。各 Windows グループには、それぞれ異なるバージョ
ンが属しています。

d. ポリシーに複数のオペレーティング システムを関連付けるには、[ 追加（Add）]（プラス [+] 記
号）をクリックします。

e. オペレーティング システムをポリシーから削除するには、[ 削除（Remove）]（マイナス [-] 記号）
をクリックします。
ステップ 4

[ 条件（Conditions）] 固定オーバーレイから、[ 条件の選択（Select Conditions）] を選択します。
条件を選択するには、次の手順を実行します。

a. プラス [+] 記号をクリックして、[ 条件（Conditions）] 固定オーバーレイを展開します。

[ 条件（Conditions）] 固定オーバーレイが表示されます。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閉じます。
b. [ 条件の選択（Select Conditions）] クイック ピッカー（下矢印）アイコンをクリックします。

[ 条件（Conditions）] オブジェクト セレクタが表示されます。[ 条件（Conditions）] オブジェク
ト セレクタには、ユーザ定義条件とシスコ定義条件が一覧表示されます。ユーザ定義の条件を作
成し、それぞれのユーザ定義条件リストに保存できます。

c. [ 条件（Conditions）] オブジェクト セレクタから、[ ユーザ定義条件（User Defined Conditions）]
を選択します。

[ 条件（Conditions）] オブジェクト セレクタの右ペイン内の行ビュー ボタンに、ユーザ定義条件
のリストが行形式で表示されます。[ 条件（Conditions）] オブジェクト セレクタ内のユーザ定義
条件の下にあるタブ付きビュー ボタンに、ユーザ定義条件のリストがツリー形式で表示されます。
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ユーザ定義条件を選択するには、次の手順を実行します。

d. クイック ピッカー（右矢印）をクリックして、ユーザ定義条件のリストを表示します。
次のいずれかのユーザ定義条件を選択します。

– ファイル条件（File Conditions）
– レジストリ条件（Registry Conditions）
– サービス条件（Service Conditions）
– アプリケーション条件（Application Conditions）
– 標準複合条件（Regular Compound Conditions）
– AV 複合条件（AV Compound Conditions）
– AS 複合条件（AS Compound Conditions）
e. クイック ピッカー（右矢印）をクリックして、各ユーザ定義条件のリストを表示します。
リストからユーザ定義条件を選択できます。

[ 要件（Requirements）] ページでユーザ定義条件を作成する際に、関連付けられた親オペレーティン
グ システムを編集することはできません。

[ 条件（Conditions）] オブジェクト セレクタからユーザ定義条件を作成するには、次の手順を実行し
ます。
a. [ 条件の選択（Select Conditions）] クイック ピッカー（右矢印）アイコンをクリックします。

[ 条件（Conditions）] オブジェクト セレクタに、ユーザ定義条件とシスコ定義条件が一覧表示さ
れます。
b. [ 操作（Action）] アイコン上のクイック ピッカー（右矢印）をクリックします。
ユーザ定義条件を作成して、各ユーザ定義条件の既存リストに保存したり、[ 要件
（Requirements）] ページから要件に関連付けたりできます。

c. 次の条件から、いずれかのユーザ定義条件を選択します。
– ファイル条件の作成（Create File Condition）

[ ファイル条件の追加（Add File Condition）] ダイアログが表示されます。ここでは、ファイ
ル（単純）条件を作成できます。

– レジストリ条件の作成（Create Registry Condition ）

[ レジストリ条件の追加（Add Registry Condition）] ダイアログが表示されます。ここでは、
レジストリ（単純）条件を作成できます。

– アプリケーション条件の作成（Create Application Condition）

[ アプリケーション条件の追加（Add Application Condition）] ダイアログが表示されます。こ
こでは、アプリケーション（単純）条件を作成できます。

– サービス条件の作成（Create Service Condition）

[ サービス条件の追加（Add Service Condition）] ダイアログが表示されます。ここでは、
サービス（単純）条件を作成できます。

– 複合条件の作成（Create Compound Condition）

[ 複合条件の追加（Add Compound Condition）] ダイアログが表示されます。ここでは、標準
複合条件を作成して、単純ファイル条件、レジストリ条件、アプリケーション条件、および
サービス条件を追加し、AND、OR、NOT 論理演算子を使用して複合条件を作成できます。

– AV 複合条件の作成（Create AV Compound Condition）

[AV 複合条件の追加（Add AV Compound Condition）] ダイアログが表示されます。ここで
は、AV 複合条件を作成できます。
– AS 複合条件の作成（Create AS Compound Condition）
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[AS 複合条件の追加（Add AS Compound Condition）] ダイアログが表示されます。ここで
は、AS 複合条件を作成できます。
d. [ 保存して選択（Save and Select）] をクリックします。
作成したユーザ定義条件は、各ユーザ定義条件の既存リストに保存したり、[ 要件
（Requirements）] ページから要件に関連付けたりできます。
シスコ定義条件を選択するには、次の手順を実行します。

a. [ 条件（Conditions）] オブジェクト セレクタから、[ シスコ定義条件（Cisco Defined Conditions）
] を選択します。

[ 条件（Conditions）] オブジェクト セレクタの右ペイン内の行ビュー ボタンに、シスコ定義条件
のリストが行形式で表示されます。[ 条件（Conditions）] オブジェクト セレクタ内のタブ付き
ビュー ボタンに、シスコ定義条件のリストがツリー形式で表示されます。

b. クイック ピッカー（右矢印）をクリックして、各シスコ定義条件のリストを表示します。
次のいずれかのシスコ定義条件を選択します。

– ファイル条件（File Conditions）
– レジストリ条件（Registry Conditions）
– サービス条件（Service Conditions）
– アプリケーション条件（Application Conditions）
– 標準複合条件（Regular Compound Condition）

pr_WSUSRule は、ダミーの複合条件です。詳細については、「pr_WSUSRule」（P.20-166）
を参照してください。
– AV 複合条件
– AS 複合条件（AS Compound Condition）
c. シスコ定義条件を選択します。

1 つ以上の条件を要件に関連付けるには、次の手順を実行します。
a. 複数のオペレーティング システムを要件に関連付けるには、[ 追加（Add）]（プラス [+] 記号）を
クリックします。

b. 条件を要件から削除するには、[ 削除（Remove）]（マイナス [-] 記号）をクリックします。
要件内の関連付けられた条件を検証するには、次の手順を実行します。

a. 次のいずれかのオプションを選択します。
– 選択されているすべての条件を満たす（All selected conditions succeed）
– 選択されているいずれかの条件を満たす（Any selected condition succeeds）
– 選択されているいずれの条件も満たさない（No selected condition succeeds）
ステップ 5

[ 修復アクション（Remediations Actions）] 固定オーバーレイから、[ 修復の選択（Select
Remediations）] を選択します。
修復アクションを選択するには、次の手順を実行します。

a. プラス [+] 記号をクリックして、修復の固定オーバーレイを展開します。

[ 修復（Remediations）] 固定オーバーレイが表示されます。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閉じます。

b. [ 修復の選択（Select Remediations）] クイック ピッカー（下矢印）アイコンをクリックします。

[ 修復（Remediations）] オブジェクト セレクタが表示されます。
c. 修復アクションを選択します。
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[ メッセージ テキストのみ（Message Text only）] アクションの場合、NAC Agent によりクライア
ントに表示される適切な情報をテキスト形式で入力します。詳細については、「メッセージ テキス
トのみ（Message Text Only）」（P.20-124）を参照してください。
修復アクションを作成するには、次の手順を実行します。

a. [ 修復の選択（Select Remediation）] クイック ピッカー（下矢印）アイコンをクリックします。

[ 修復（Remediations）] オブジェクト セレクタに、すべての修復アクションが一覧表示されます。
b. [ 操作（Action）] アイコン上のクイック ピッカー（下矢印）をクリックします。
修復アクションを作成して、各修復アクションの既存リストに保存したり、[ 要件
（Requirements）] ページから関連付けたりできます。

c. 次のいずれかの修復アクションを選択します。
– AV 修復の作成（Create AV Remediation）

[AV 修復の追加（Add AV Remediation）] ダイアログが表示されます。ここでは、AV 修復を
作成できます。

– AS 修復の作成（Create AS Remediation）

[AS 修復の追加（Add AS Remediation）] ダイアログが表示されます。ここでは、AS 修復を
作成できます。
– ファイル修復の作成（Create File Remediation）

[ ファイル修復の追加（Add File Remediation）] ダイアログが表示されます。ここでは、ファ
イル修復を作成できます。

– プログラム起動修復の作成（Create Launch Program Remediation）

[ プログラム起動修復の追加（Add Launch Program Remediation）] ページが表示されます。
ここでは、プログラム起動修復を作成できます。
– リンク修復の作成（Create Link Remediation）

[ リンク修復の追加（Add Link Remediation）] ダイアログが表示されます。ここでは、リン
ク修復を作成できます。

– Windows Server Update Services 修復の作成（Create Windows Server Update Services
Remediation）

[Windows Server Update Services 修復の追加（Add Windows Server Update Services
Remediation）] ダイアログが表示されます。ここでは、WSUS 修復を作成できます。
– Windows Update 修復の作成（Create Windows Update Remediation）

[Windows Update 修復の追加（Add Windows Update Remediation）] ダイアログが表示され
ます。ここでは、Windows Update 修復を作成できます。
d. [ 保存して選択（Save and Select）] をクリックします。
作成した修復アクションは、各修復アクションの既存リストに保存したり、[ 要件
（Requirements）] ページから要件に関連付けたりできます。
ステップ 6

[ 完了（Done）] をクリックして、ポスチャ要件を読み取り専用モードで保存します。ポスチャ要件を
編集するには、[ 編集（Edit）] をクリックして編集モードに切り替えます。

ステップ 7

[ 保存（Save）] をクリックします。

ポスチャ要件の複製
[ 要件（Requirements）] ページで、複製するポスチャ要件のコピーを作成できます。
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要件を複製するには、次の手順を実行します。
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。
[ 要件（Requirements）] ページが表示されます。

ステップ 2

[ 編集（Edit）] の隣のクイック ピッカー（下矢印）をクリックします。

ステップ 3

[ 複製（Duplicate）] をクリックして、複製する要件のコピーを作成します。

ステップ 4

[ 保存（Save）] をクリックします。

ポスチャ要件の削除
[ 要件（Requirements）] ページでは、ポスチャ要件を削除することもできます。
要件を削除するには、次の手順を実行します。
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。
[ 要件（Requirements）] ページが表示されます

ステップ 2

[ 編集（Edit）] の隣のクイック ピッカー（下矢印）をクリックします。

ステップ 3

[ 削除（Delete）] をクリックして、[ 要件（Requirements）] ページから要件を削除します。

ポスチャのカスタム許可ポリシー
ここでは、Cisco ISE アプライアンスでポスチャに定義する標準許可ポリシーについて説明します。

[ 許可ポリシー（Authorization Policy）] ページでは、2 つのタイプの許可ポリシー（標準許可ポリ
シーと例外許可ポリシー）を定義できます。[ 許可ポリシー（Authorization Policy）] ページのポス
チャ固有の標準許可ポリシーを使用して、エンドポイントのコンプライアンス ステータス（不明、準
拠、非準拠など）に基づいてポリシー決定を行います（ポリシーを適用します）。[ 許可プロファイル
（Authorization Profiles）] ページで定義した標準許可プロファイル（権限）によって、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限が設定されます。
許可ポリシー内に [Session:PostureStatus] 属性を指定して、すべての有線展開、無線展開、およびゲス
ト展開に対してポスチャ固有の許可ポリシーを作成できます。この属性には、[ 不明（unknown ）]、[
準拠（compliant）]、および [ 非準拠（noncompliant）] という 3 つの値があり、許可ポリシー内でこ
れらを使用できます。

最初に一致したルールの適用（First Matched Rule Applies）
このオプションを選択した場合、許可ポリシー内に定義されている 1 つ以上の許可プロファイル（権
限）により、評価時に最初に一致した許可ポリシーに基づいてエンド ユーザのアクセス権限（許可）
が設定されます。
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[ 最初に一致したルールの適用（First Matched Rule Applies）] オプションを使用すると、[ 許可ポリ
シー（Authorization Policy ）] ページで有効になっている標準許可ポリシーから最初に一致した許可ポ
リシーを適用して、エンド ユーザの許可プロファイルを設定できます。Cisco ISE では、[ 許可ポリ
シー（Authorization Policy ）] ページで有効になっている標準許可ポリシーが評価されてから、標準許
可ポリシー内で関連付けられている許可プロファイルが決定されます。最初に一致した許可ポリシーが
見つかると、[ 許可ポリシー（Authorization Policy ）] ページ内の、残りの標準許可ポリシーの評価は
停止します。
複数の一致したルールの適用（Multiple Matched Rule Applies）
このオプションを選択した場合、許可ポリシー内に定義されている 1 つ以上の許可プロファイルによ
り、評価時に一致した複数の許可ポリシーに基づいてエンド ユーザのアクセス権限が決定されます。

[ 複数の一致したルールの適用（Multiple Matched Rule Applies）] オプションを使用すると、[ 許可ポ
リシー（Authorization Policy）] ページで有効になっている標準許可ポリシーから一致した複数の許可
ポリシーを適用して、エンド ユーザの許可プロファイルを設定できます。Cisco ISE では、[ 許可ポリ
シー（Authorization Policy ）] ページで有効になっているすべての標準許可ポリシーが評価されてか
ら、[ 許可ポリシー（Authorization Policy）] ページですべての一致する許可ポリシーが検索されます。
複数の一致した許可ポリシーが見つかると、Cisco ISE によってエンド ユーザの許可プロファイルが決
定されます。
前提条件：
始める前に、Cisco ISE の許可ポリシーについて理解しておく必要があります。
許可ポリシーの詳細については、第 17 章「許可ポリシーおよびプロファイルの管理」を参照してくだ
さい
ここでは、次の手順について説明します。

• 「ポスチャの標準許可ポリシー」（P.20-173）
• 「ポスチャの標準許可ポリシーの作成、複製、および削除」（P.20-174）

ポスチャの標準許可ポリシー
ここでは、ポスチャ サービスに固有の標準許可ポリシーを管理できる基本的な操作について説明しま
す。

[ 許可ポリシー（Authorization Policy）] ページに、例外許可ポリシーと標準許可ポリシーのリストが
表示されます。[ 許可ポリシー（Authorization Policy）] ページでは、[ 許可ポリシー（Authorization
Policy）] ページで最初に一致したルール（許可ポリシー）または複数の一致したルール（許可ポリ
シー）に適用できる標準許可ポリシーを設定できます。
許可ポリシーを作成して保存すると、[ 許可ポリシー（Authorization Policy）] ページで標準許可ポリ
シーを上下に移動して、標準許可ポリシーに優先順位を付けることもできます。標準許可ポリシー内で
ポリシーが有効になっている場合、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を適用します。無効になっている場合、標準許可ポリシーはエンドポイントに
ポリシーを適用しません。コンプライアンス ステータスに基づいてポリシーのみがモニタされるよう
に標準許可ポリシーを設定することもできます。

標準許可ポリシーを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[ ポリシー（Policy）] > [ 許可（Authorization）] を選択します。
[ 許可ポリシー（Authorization Policy）] ページが表示されます。このページには、標準タイプと例外
タイプの許可ポリシーのリストが表示されます。
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ステップ 2

ドロップダウン リストをクリックして、一致するルール オプションを表示します。

[ 最初に一致したルールの適用（First Matched Rule Applies）] オプションおよび [ 複数の一致した
ルールの適用（Multiple Matched Rule Applies）] オプションが表示されます。
ステップ 3

ドロップダウン リストから、[ 最初に一致したルールの適用（First Matched Rule Applies）] または [
複数の一致したルールの適用（Multiple Matched Rule Applies）] をクリックします。

[ 最初に一致したルールの適用（first matched rule applies）] オプションを選択すると、評価時に標準
許可ポリシーのリストから最初に一致した 1 つの許可ポリシーを使用して、アクセス権限（標準許可プ
ロファイル）が設定されます。
[ 複数の一致したルールの適用（multiple matched rule applies）] オプションを選択すると、評価時に
標準許可ポリシーのリストから一致した複数の許可ポリシーを使用して、アクセス権限（標準許可ポリ
シー）が設定されます。
ステップ 4

[ 編集（Edit）] の隣のクイック ピッカー（下矢印）をクリックして、新しい許可ポリシーの挿入、既
存の許可ポリシーの複製、または既存の許可ポリシーの削除を実行します。
次の操作を実行できます

– 新規ルールを上に挿入（Insert New Rule Above）
– 新規ルールを下に挿入（Insert New Rule Below）
– 上に複製（Duplicate Above）
– 下に複製（Duplicate Below）
– 削除（Delete）
ステップ 5

[ 完了（Done）] をクリックして、新しい標準許可ポリシーを作成します。
[ 許可ポリシー（Authorization Policy）] ページに、標準許可ポリシーが読み取り専用モードで表示さ
れます。[ 編集（Edit）] をクリックして許可ポリシー行を編集モードに切り替えます。

ステップ 6

[ 保存（Save）] をクリックします。

ポスチャの標準許可ポリシーの作成、複製、および削除
[ 許可ポリシー（Authorization Policy）] ページでは、新しい許可ポリシーの作成、既存の許可ポリ
シーの複製、または既存の許可ポリシーの削除を実行できます。[ 許可ポリシー（Authorization
Policy）] ページの例外項目と標準項目に、許可ポリシーのウィジェットが表示されます。
ポスチャの標準許可ポリシーを作成（挿入）するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[ ポリシー（Policy）] > [ 許可（Authorization）] を選択します。
[ 許可ポリシー（Authorization Policy）] ページに、標準許可ポリシーと例外許可ポリシーが一覧表示
されます。

ステップ 2

[ 編集（Edit）] の隣のクイック ピッカー（下矢印）をクリックして、メニューを開きます。

ステップ 3

デフォルトの標準許可ポリシー行から [ 新規ルールを上に挿入（Insert New Rule Above ）] をクリック
します。
新しい許可ポリシー行が、デフォルトの標準許可ポリシー行の上に表示されます。
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（注）

デフォルトの標準許可ポリシー行から使用可能なメニューは、[ 新規ルールを上に挿入（Insert
new Rule Above）] のみです。それ以降に作成する許可ポリシーに対しては、[ 新規ルールを上
に挿入（Insert New Rule Above）]、[ 新規ルールを下に挿入（Insert New Rule Below）]、[ 上
に複製（Duplicate Above）]、[ 下に複製（Duplicate Below）]、および [ 削除（Delete）] メ
ニューが使用可能になります。

ステップ 4

ドロップダウン リストをクリックして、ポリシーを適用するための事前定義済みの設定を表示します。
コンプライアンス ステータスに基づいてポリシーを適用するための次のいずれかのオプションを選択
できます。
次のオプションを使用できます。

– [ 有効（Enabled）]：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
基づいてポリシーを適用します

– [ 無効（Disabled）]：標準許可ポリシーはポリシーを適用しません
– [ モニタのみ（Monitor Only）]：標準許可ポリシーは、エンドポイントに適用されたポリシー
をモニタします
ステップ 5

ルール（標準許可ポリシー）名を入力します。

ID グループを選択するには、次の手順を実行します。
ステップ 6

プラス [+] 記号をクリックして、ID グループの固定オーバーレイを展開します。

ID グループの固定オーバーレイが表示されます。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閉じます。

a. クイック ピッカー（下矢印）アイコンをクリックします。

[ID グループ（Identity Groups）] オブジェクト セレクタが表示されます。
b. [ID グループ（Identity Groups）] オブジェクト セレクタで ID グループを選択します。
c. 複数の ID グループを関連付けるには、プラス [+] 記号をクリックします。
条件を選択するには、次の手順を実行します。
ステップ 7

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。
条件の固定オーバーレイに、[ 既存の条件をライブラリから選択（Select Existing Condition from
Library）] オプションと [ 新しい条件の作成（高度なオプション）（Create new Condition (Advance
Option)）] オプションが表示されます。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
をクリックして閉じます。
属性を選択するには、次の手順を実行します。

ステップ 8

[ 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 (Advance Option)）] をクリックします。
既存の条件の選択の詳細については、「ライブラリから既存の条件を選択するには、次の手順を実行し
ます。」（P.20-176）を参照してください。
新しい条件の作成の詳細については、「新しい条件を作成するには、次の手順を実行します。」
（P.20-176）を参照してください。
権限（標準許可プロファイル）を選択するには、次の手順を実行します。

ステップ 9

プラス [+] 記号をクリックして、許可プロファイルの固定オーバーレイを展開します。
許可プロファイルの固定オーバーレイが表示されます。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閉じます。

a. クイック ピッカー（下矢印）アイコンをクリックします。
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[ プロファイル（Profiles）] オブジェクト セレクタが表示されます。[ プロファイル（Profiles）]
オブジェクト セレクタから、ナビゲーション矢印をクリックして、各カテゴリ内の許可プロファ
イルを表示します。

[ プロファイル（Profiles）] オブジェクト セレクタには、次の許可プロファイル カテゴリが表示さ
れます。
– インライン ポスチャ ノード（Inline Posture Node）
– セキュリティ グループ（Security Group）
– 標準（Standard）
b. [ 標準（Standard）] を選択します。
c. ナビゲーション矢印をクリックして、標準許可プロファイル カテゴリ内の許可プロファイルを表
示します。

d. 標準カテゴリから許可プロファイルを選択します。
e. 標準カテゴリから複数の許可プロファイルを関連付けるには、プラス [+] 記号をクリックします
ステップ 10

[ 完了（Done）] をクリックして、標準許可ポリシーを読み取り専用モードで作成します。
[ 許可ポリシー（Authorization Policy）] ページに、標準許可ポリシーが表示されます。[ 編集（Edit）
] をクリックして許可ポリシー行を編集モードに切り替えます。

ステップ 11

[ 保存（Save）] をクリックします。

ライブラリから既存の条件を選択するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[ 既存の条件をライブラリから選択（Select Existing Condition from Library）] をクリックします。
条件の固定オーバーレイが表示されます。

ステップ 2

クイック ピッカー（下矢印）アイコンをクリックします。

[ ディクショナリ（Dictionaries）] オブジェクト セレクタに、使用可能なディクショナリが一覧表示さ
れます。
ステップ 3

[ ディクショナリ（Dictionaries）] オブジェクト セレクタから、ナビゲーション矢印をクリックして、
使用可能なディクショナリ条件を表示します。
次のオプションが表示されます。

• 単純条件（Simple Conditions）
• 複合条件（Compound Conditions）
• 時刻と日付の条件（Time and Date Conditions）
ステップ 4

条件を選択します。

ステップ 5

[ 操作（Action）] アイコンをクリックして、ディクショナリ属性とその値の追加、ライブラリからの
条件の追加、または既存の条件やディクショナリ属性の削除を実行します。

ステップ 6

AND 演算子または OR 演算子をドロップダウン リストで選択します。

新しい条件を作成するには、次の手順を実行します。

[ 保存（Save）] アイコンを使用して、すべての新しい条件をポリシー要素ライブラリに追加します。
ステップ 1

新しい条件の作成（高度なオプション）（Create new Condition (Advance Option)）
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条件の固定オーバーレイが表示されます。
ステップ 2

クイック ピッカー（下矢印）アイコンをクリックします。

[ ディクショナリ（Dictionaries）] オブジェクト セレクタに、使用可能なディクショナリが一覧表示さ
れます。
ステップ 3

[ ディクショナリ（Dictionaries）] オブジェクト セレクタから、ナビゲーション矢印をクリックして、
使用可能なディクショナリ属性を表示します。
ディクショナリのディクショナリ属性が表示されます。

ステップ 4

ディクショナリ属性、演算子、および属性の値を選択します。
ポスチャ ステータスの場合、[Session:PostureStatus] 属性、演算子、および値（[ 不明（Unknown）]、
[ 準拠（Compliant）]、[ 非準拠（Noncompliant）] など）を使用できます。

ステップ 5

[ 保存（Save）] をクリックして、すべての条件をポリシー要素ライブラリに保存します。

ステップ 6

[ 操作（Action）] アイコンをクリックします。
次の操作を実行できます

• [ 属性 / 値の追加（Add Attribute/Value）]：ディクショナリ属性およびその値を追加します
• [ 条件をライブラリから追加（Add Condition from Library）]：すでに保存されている条件を選択
できるライブラリから条件を追加します

• [ 複製（Duplicate）]：条件を複製します
• [ 条件をライブラリに追加（Add Condition to Library）]：条件をライブラリに追加します
• [ 削除（Delete）]：既存の条件またはディクショナリ属性を削除します
ステップ 7

AND 演算子または OR 演算子をドロップダウン リストで選択します。

[ 許可ポリシー（Authorization Policy）] ページでは、選択したポリシー行の上または下に標準許可ポ
リシーのコピーを作成できます。
標準許可ポリシーを複製するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[ 編集（Edit）] の隣の矢印をクリックして、標準許可ポリシーのコピー（複製）を作成します。

ステップ 2

選択したポリシー行の上に標準許可ポリシーを複製するには [ 上に複製（Duplicate Above）] をクリッ
クし、選択したポリシー行の下に標準許可ポリシーを複製するには [ 下に複製（Duplicate Below）] を
クリックします。

ステップ 3

[ 完了（Done）] をクリックして、標準許可ポリシーのコピーを読み取り専用モードで作成します。

ステップ 4

[ 保存（Save）] をクリックします。

[ 許可ポリシー（Authorization Policy）] ページでは、標準許可ポリシーを削除することもできます。
標準許可ポリシーを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[ 編集（Edit）] の隣の矢印をクリックして、標準許可ポリシーを削除します。

ステップ 2

確認ダイアログで [ 削除（Delete）] をクリックします。
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ポスチャのカスタム権限
カスタム権限とは、Cisco ISE アプライアンスで定義した許可プロファイル（標準許可プロファイル）
のことです。標準許可プロファイルによって、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限が設定されます。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。
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 種類の許可プロファイ
ルを作成する必要があります。これには、VLAN、DACL、およびその他の属性値ペアの異なるセット
を指定して、それらを 3 種類の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
別するには、[Session:PostureStatus] 属性を他の条件とともに使用できます。
ここでは、Cisco ISE アプライアンスで定義できる標準許可プロファイルについて説明します。

前提条件：
始める前に、ポスチャの状態を理解しておく必要があります。
次の状態を確認してください。

• 不明プロファイル
• 準拠プロファイル
• 非準拠プロファイル
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 ポリシーが有効になっているエンドポイントに適用することも
できますが、そのエンドポイントに対してポスチャ評価が行われていないため、NAC Agent から
Cisco ISE にコンプライアンス レポートが提供されていません。あるエンドポイントがネットワークに
対する特権ネットワーク アクセスを持つには、そのエンドポイントのコンプライアンス ステータスが
準拠になっている必要があります。

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
エンドポイントに一致するポスチャ ポリシーが定義されているが、ポスチャ評価時にエンドポイント
が一致するポスチャ 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 ステータスは非準拠に設定されます。非準拠とポスチャされ
ているエンドポイントでは、ポスチャ要件を修復アクションと照合します。このエンドポイントには、
コンプライアンスのために自身を修復できるように、修復リソースへの制限付きネットワーク アクセ
スを付与する必要があります。
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