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はじめに

RADIUS および TACACS+ 認証は、FTP、Telnet、および HTTP の接続に対して実行できます。
認証は、一般的ではない他の TCP プロトコルでも、通常は行うことができます。

TACACS+ 許可はサポートされます。 RADIUS 許可はサポートされません。 前のバージョン上の
PIX 5.0 認証、許可、アカウンティング（AAA）の変更は HTTP 以外トラフィックのための AAA
会計が含まれ、FTP し、Telnet で接続します。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

表記法



ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

認証と認可の比較

認証（Authentication）とは、ユーザが何者かを検証することです。●

認可（Authorization）とは、ユーザが何をできるかを許可することです。●

認証は、認可がなくても有効です。●

認可は、認証がないと有効ではありません。●

一例として内部百人のユーザがあり、ほしいためにこれらのユーザの 6 つにネットワークの外部
の FTP、Telnet、または HTTP をされるほしいことを、仮定して下さい。 PIX を送信 トラフィッ
クを認証し、すべての 6 人のユーザに TACACS+/RADIUS セキュリティサーバの ID を与えるよ
うに言って下さい。 シンプル認証を使うと、この 6 人のユーザはユーザ名 および パスワードを
使うと認証することができましたりそして出かけます。 他の 94 人のユーザは出かけることがで
きません。 PIX は username/password のためのユーザをプロンプト表示しましたり、そして
TACACS+/RADIUS セキュリティサーバにユーザ名 および パスワードを渡します。 応答によっ
ては、それは接続を開くか、または否定します。 この 6 人のユーザは FTP、Telnet、または
HTTP をすることができます。

一方では、この 3 人のユーザの 1 人を、「テリー」、ではないです信頼されること仮定して下さ
い。 Terry に外部 FTP 操作を許可しますが、HTTP と Telnet は許可しないことにします。 これ
は認証を追加する必要意味します。 すなわち、ユーザがだれのあるか認証に加えてすることがで
きるものを承認します。 PIX に認証を追加するとき、PIX はセキュリティサーバに最初に「コマ
ンド」がテリー試みているものをテリーのユーザ名 および パスワードを送信 しましたり、セキ
ュリティサーバにすることを述べている認証要求を送信 します。 きちんとサーバセットアップを
使うと、テリーは「FTP 1.2.3.4」に許可することができますが、「HTTP」または「Telnet」へ
の能力をどこでも否定されます。

認証/認可を有効にしたときにユーザに表示される内容

認証/許可と内部から外部へ（または逆に）行くことを試みる時:

Telnet：ユーザ名を求めるプロンプトがユーザに表示された後、パスワードを要求されます
。 PIX/サーバで認証（および認可）に成功すると、外部の宛先ホストからユーザ名とパスワ
ードの入力を求められます。

●

FTP： ユーザ名を求めるプロンプトがユーザに表示されます。 ユーザ名に「
local_username@remote_username」を、パスワードに「
local_password@remote_password」を入力する必要があります。 PIX は「
local_username」と「local_password」をローカル セキュリティ サーバに送信します。
PIX/サーバ間で認証（および認可）に成功すると、「remote_username」と「
remote_password」が外部の宛先 FTP サーバに渡されます。

●

HTTP： ウィンドウはそのブラウザで表示する ユーザ名 および パスワードを要求します。
認証（および認可）に成功すると、ユーザは外部の宛先 Web サイトに到達します。 ブラウ
ザがユーザ名 および パスワードをキャッシュすることに留意して下さい。 PIX が HTTP 接
続をタイムアウトする必要があるのにタイムアウトしない場合、実際にはブラウザによって
再認証が行われている傾向があります。キャッシュされたユーザ名とパスワードが PIX へ「
送られ」、次に PIX がこれを認証サーバへ転送します。 この現象は、PIX の syslog または
サーバのデバッグに示されます。 Telnet および FTP が正常に働くようであるが HTTP 接続
が場合、こういうわけで。

●

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


すべてのシナリオに適用できるセキュリティ サーバ設定

Cisco Secure UNIX TACACSサーバ 設定

PIX の IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名とキーが CSU.cfg ファイルに含まれていることを
確認します。

user = ddunlap {

password = clear "rtp"

default service = permit

}

user = can_only_do_telnet {

password = clear "telnetonly"

service = shell {

cmd = telnet {

permit .*

}

}

}

user = can_only_do_ftp {

password = clear "ftponly"

service = shell {

cmd = ftp {

permit .*

}

}

}

user = httponly {

password = clear "httponly"

service = shell {

cmd = http {

permit .*

}

}

}

Cisco Secure UNIX RADIUS サーバコンフィギュレーション

ネットワーク アクセス サーバ（NAS）リストに PIX IP およびキーを追加するのにグラフィカル
ユーザ インターフェイス （GUI）を使用して下さい。

user=adminuser {

radius=Cisco {

check_items= {

2="all"

}

reply_attributes= {

6=6

}

}

Cisco Secure Windows 2.x RADIUS

次の手順に従ってください。



User Setup GUI セクションのパスワードを入手して下さい。1.
Group Setup GUI セクションから、ログインするためにアトリビュート 6 （サービス タイ
プ）をまたは管理上設定 して下さい。

2.

NAS 構成 GUI で PIX IP を追加します。3.

EasyACS TACACS+

EasyACS のドキュメントで、セットアップについて説明されています。

グループ セクションで、（exec 権限を付与するために）[Shell exec] をクリックします。1.
PIX に認可を追加するには、グループ設定の下部で [Deny unmatched IOS commands] をク
リックします。

2.

割り当てたい各コマンドのために『Add/Edit new command』 を選択 して下さい（たとえば
、Telnet）。

3.

特定のサイトへの Telnet を許可するには、引数セクションに "permit ##.#.#" という形式の
IP を入力します。 すべてのサイトへの Telnet を許可するには、[Allow all unlisted
arguments] をクリックします。

4.

[Finish editing command] をクリックします。5.
許可されたコマンドのそれぞれのためのステップ 1 〜 5 を実行して下さい（たとえば、
Telnet、HTTP、または FTP）。

6.

[NAS Configuration GUI] セクションで PIX IP を追加します。7.

Cisco Secure 2.x TACACS+

ユーザは User Setup GUI セクションのパスワードを入手します。

グループ セクションで、（exec 権限を付与するために）[Shell exec] をクリックします。1.
PIX に認可を追加するには、グループ設定の下部で [Deny unmatched IOS commands] をク
リックします。

2.

割り当てたいと思う各コマンドのために『Add/Edit new command』 を選択 して下さい（た
とえば、Telnet）。

3.

特定のサイトに Telnet を許可したいと思う場合引数入力用の長方形で割り当て IP を入力し
て下さい（たとえば、「割り当て 1.2.3.4"）。 すべてのサイトへの Telnet を許可するには
、[Allow all unlisted arguments] をクリックします。

4.

『Finish editing command』 をクリック して下さい。5.
許可されたコマンドのそれぞれのための前の手順を行って下さい（たとえば、Telnet、
HTTP や FTP）。

6.

[NAS Configuration GUI] セクションで PIX IP を追加します。7.

Livingston RADIUS サーバの設定

PIX IP を追加し、クライアントにファイルをキー入力して下さい。

adminuser Password="all"

User-Service-Type = Shell-User

Merit RADIUS サーバの設定



PIX IP およびキーをクライアント ファイルに追加します。

adminuser Password="all"

Service-Type = Shell-User

key = "cisco"

user = adminuser {

login = cleartext "all"

default service = permit

}

user = can_only_do_telnet {

login = cleartext "telnetonly"

cmd = telnet {

permit .*

}

}

user = httponly {

login = cleartext "httponly"

cmd = http {

permit .*

}

}

user = can_only_do_ftp {

login = cleartext "ftponly"

cmd = ftp {

permit .*

}

}

デバッグの手順

AAA を追加する前にことを PIX コンフィギュレーション作業確かめて下さい。認証と認可を
実施する前にトラフィックを通過させることができない場合は、その後も通過できません。

●

PIX をログオンするイネーブルlogging console debugging コマンドは、負荷の高いシステム
では使用しないでください。logging buffered debugging コマンドは使用できます。 show
logging または logging コマンドからの出力を syslog サーバに送信して確認することができま
す。

●

TACACS+ サーバまたは RADIUS サーバのデバッグがオンになっていることを確認します。
このオプションはすべてのサーバで有効です。

●

ネットワーク図



PIX の設定

pix-5# write terminal

 nameif ethernet0 outside security0

 nameif ethernet1 inside security100

 enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

 passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

 hostname pixfirewall

 fixup protocol ftp 21

 fixup protocol http 80

 fixup protocol smtp 25

 fixup protocol h323 1720

 fixup protocol rsh 514

 fixup protocol sqlnet 1521

 names

 name 1.1.1.1 abcd

 name 1.1.1.2 a123456789

 name 1.1.1.3 a123456789123456

 pager lines 24

 logging timestamp

 no logging standby



 logging console debugging

 no logging monitor

 logging buffered debugging

 no logging trap

 logging facility 20

 logging queue 512

 interface ethernet0 auto

 interface ethernet1 auto

 mtu outside 1500

 mtu inside 1500

 ip address outside 192.1.1.254 255.255.255.0

 ip address inside 10.31.1.200 255.255.255.0

 no failover

 failover timeout 0:00:00

 failover ip address outside 0.0.0.0

 failover ip address inside 0.0.0.0

 arp timeout 14400

 global (outside) 1 192.1.1.10-192.1.1.20 netmask

255.255.255.0

 static (inside,outside) 192.1.1.25 171.68.118.143

netmask 255.255.255.255 0 0

 static (inside,outside) 192.1.1.30 10.31.1.5 netmask

255.255.255.255 0 0

 conduit permit tcp any any

 conduit permit icmp any any

 conduit permit udp any any

 no rip outside passive

 no rip outside default

 no rip inside passive

 no rip inside default

 route inside 171.68.118.0 255.255.255.0 10.31.1.1 1

 timeout xlate 3:00:00 conn 1:00:00 half-closed 0:10:00

udp 0:02:00

 timeout rpc 0:10:00 h323 0:05:00

 timeout uauth 0:00:00 absolute

 aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

 aaa-server RADIUS protocol radius

 aaa-server AuthInbound protocol tacacs+

 aaa-server AuthInbound (inside) host 171.68.118.143

cisco timeout 5

 aaa-server AuthOutbound protocol radius

 aaa-server AuthOutbound (inside) host 171.68.118.133

cisco timeout 5

 aaa authentication telnet outbound 0.0.0.0 0.0.0.0

0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication telnet inbound 0.0.0.0 0.0.0.0

0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 aaa authentication http outbound 0.0.0.0 0.0.0.0

0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication http inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

0.0.0.0 AuthInbound

 aaa authentication ftp outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication ftp inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

0.0.0.0 AuthInbound

 no snmp-server location

 no snmp-server contact

 snmp-server community public

 no snmp-server enable traps

 telnet timeout 5

 terminal width 80

 Cryptochecksum:fef4bfc9801d7692dce0cf227fe7859b

 : end



PIX からの PIXAuthentication デバッグ例からの認証デバッグ例

以下のデバッグ例では、

発信

10.31.1.5 の内部ユーザは外部 192.1.1.1 にトラフィックを初期化し、TACACS+ によって認証さ
れます。 RADIUSサーバが含まれている 171.68.118.133 送信 トラフィックは Server リスト「
AuthOutbound」を使用します。

着信

192.1.1.1 の外部ユーザは内部 10.31.1.5 にトラフィックを初期化します（192.1.1.30） TACACS
によって認証され。 TACACSサーバが 171.68.118.143）含まれている着信 トラフィックは
Server リスト「AuthInbound」を使用します。

PIX デバッグ - 良好な認証 - TACACS+

この例は良好な認証を用いる PIX デバッグを示したものです:

pix-5# write terminal

 nameif ethernet0 outside security0

 nameif ethernet1 inside security100

 enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

 passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

 hostname pixfirewall

 fixup protocol ftp 21

 fixup protocol http 80

 fixup protocol smtp 25

 fixup protocol h323 1720

 fixup protocol rsh 514

 fixup protocol sqlnet 1521

 names

 name 1.1.1.1 abcd

 name 1.1.1.2 a123456789

 name 1.1.1.3 a123456789123456

 pager lines 24

 logging timestamp

 no logging standby

 logging console debugging

 no logging monitor

 logging buffered debugging

 no logging trap

 logging facility 20

 logging queue 512

 interface ethernet0 auto

 interface ethernet1 auto

 mtu outside 1500

 mtu inside 1500

 ip address outside 192.1.1.254 255.255.255.0

 ip address inside 10.31.1.200 255.255.255.0

 no failover

 failover timeout 0:00:00

 failover ip address outside 0.0.0.0

 failover ip address inside 0.0.0.0

 arp timeout 14400



 global (outside) 1 192.1.1.10-192.1.1.20 netmask 255.255.255.0

 static (inside,outside) 192.1.1.25 171.68.118.143 netmask 255.255.255.255 0 0

 static (inside,outside) 192.1.1.30 10.31.1.5 netmask 255.255.255.255 0 0

 conduit permit tcp any any

 conduit permit icmp any any

 conduit permit udp any any

 no rip outside passive

 no rip outside default

 no rip inside passive

 no rip inside default

 route inside 171.68.118.0 255.255.255.0 10.31.1.1 1

 timeout xlate 3:00:00 conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00

 timeout rpc 0:10:00 h323 0:05:00

 timeout uauth 0:00:00 absolute

 aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

 aaa-server RADIUS protocol radius

 aaa-server AuthInbound protocol tacacs+

 aaa-server AuthInbound (inside) host 171.68.118.143 cisco timeout 5

 aaa-server AuthOutbound protocol radius

 aaa-server AuthOutbound (inside) host 171.68.118.133 cisco timeout 5

 aaa authentication telnet outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication telnet inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 aaa authentication http outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication http inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 aaa authentication ftp outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication ftp inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 no snmp-server location

 no snmp-server contact

 snmp-server community public

 no snmp-server enable traps

 telnet timeout 5

 terminal width 80

 Cryptochecksum:fef4bfc9801d7692dce0cf227fe7859b

 : end

PIX デバッグ - 失敗した認証（ユーザ名またはパスワード）- TACACS+

この例は認証不良を用いる PIX デバッグを示したものです（ユーザ名かパスワード）。 ユーザは
4 つのユーザネーム/パスワードセットおよびメッセージ「見ます: 」。

pix-5# write terminal

 nameif ethernet0 outside security0

 nameif ethernet1 inside security100

 enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

 passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

 hostname pixfirewall

 fixup protocol ftp 21

 fixup protocol http 80

 fixup protocol smtp 25

 fixup protocol h323 1720

 fixup protocol rsh 514

 fixup protocol sqlnet 1521

 names

 name 1.1.1.1 abcd

 name 1.1.1.2 a123456789

 name 1.1.1.3 a123456789123456

 pager lines 24

 logging timestamp

 no logging standby

 logging console debugging

 no logging monitor

 logging buffered debugging



 no logging trap

 logging facility 20

 logging queue 512

 interface ethernet0 auto

 interface ethernet1 auto

 mtu outside 1500

 mtu inside 1500

 ip address outside 192.1.1.254 255.255.255.0

 ip address inside 10.31.1.200 255.255.255.0

 no failover

 failover timeout 0:00:00

 failover ip address outside 0.0.0.0

 failover ip address inside 0.0.0.0

 arp timeout 14400

 global (outside) 1 192.1.1.10-192.1.1.20 netmask 255.255.255.0

 static (inside,outside) 192.1.1.25 171.68.118.143 netmask 255.255.255.255 0 0

 static (inside,outside) 192.1.1.30 10.31.1.5 netmask 255.255.255.255 0 0

 conduit permit tcp any any

 conduit permit icmp any any

 conduit permit udp any any

 no rip outside passive

 no rip outside default

 no rip inside passive

 no rip inside default

 route inside 171.68.118.0 255.255.255.0 10.31.1.1 1

 timeout xlate 3:00:00 conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00

 timeout rpc 0:10:00 h323 0:05:00

 timeout uauth 0:00:00 absolute

 aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

 aaa-server RADIUS protocol radius

 aaa-server AuthInbound protocol tacacs+

 aaa-server AuthInbound (inside) host 171.68.118.143 cisco timeout 5

 aaa-server AuthOutbound protocol radius

 aaa-server AuthOutbound (inside) host 171.68.118.133 cisco timeout 5

 aaa authentication telnet outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication telnet inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 aaa authentication http outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication http inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 aaa authentication ftp outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication ftp inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 no snmp-server location

 no snmp-server contact

 snmp-server community public

 no snmp-server enable traps

 telnet timeout 5

 terminal width 80

 Cryptochecksum:fef4bfc9801d7692dce0cf227fe7859b

 : end

PIX デバッグ-サーバを ping できます無応答- TACACS+

この例はサーバが ping することができるが、示しましたり PIX に伝えていないものです PIX デ
バッグを。 ユーザはユーザ名を一度見ますが、PIX はパスワードの決して入力を求めません（こ
れは Telnet にあります）。 ユーザは「見ます: 。

pix-5# write terminal

 nameif ethernet0 outside security0

 nameif ethernet1 inside security100

 enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

 passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

 hostname pixfirewall

 fixup protocol ftp 21



 fixup protocol http 80

 fixup protocol smtp 25

 fixup protocol h323 1720

 fixup protocol rsh 514

 fixup protocol sqlnet 1521

 names

 name 1.1.1.1 abcd

 name 1.1.1.2 a123456789

 name 1.1.1.3 a123456789123456

 pager lines 24

 logging timestamp

 no logging standby

 logging console debugging

 no logging monitor

 logging buffered debugging

 no logging trap

 logging facility 20

 logging queue 512

 interface ethernet0 auto

 interface ethernet1 auto

 mtu outside 1500

 mtu inside 1500

 ip address outside 192.1.1.254 255.255.255.0

 ip address inside 10.31.1.200 255.255.255.0

 no failover

 failover timeout 0:00:00

 failover ip address outside 0.0.0.0

 failover ip address inside 0.0.0.0

 arp timeout 14400

 global (outside) 1 192.1.1.10-192.1.1.20 netmask 255.255.255.0

 static (inside,outside) 192.1.1.25 171.68.118.143 netmask 255.255.255.255 0 0

 static (inside,outside) 192.1.1.30 10.31.1.5 netmask 255.255.255.255 0 0

 conduit permit tcp any any

 conduit permit icmp any any

 conduit permit udp any any

 no rip outside passive

 no rip outside default

 no rip inside passive

 no rip inside default

 route inside 171.68.118.0 255.255.255.0 10.31.1.1 1

 timeout xlate 3:00:00 conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00

 timeout rpc 0:10:00 h323 0:05:00

 timeout uauth 0:00:00 absolute

 aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

 aaa-server RADIUS protocol radius

 aaa-server AuthInbound protocol tacacs+

 aaa-server AuthInbound (inside) host 171.68.118.143 cisco timeout 5

 aaa-server AuthOutbound protocol radius

 aaa-server AuthOutbound (inside) host 171.68.118.133 cisco timeout 5

 aaa authentication telnet outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication telnet inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 aaa authentication http outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication http inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 aaa authentication ftp outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication ftp inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 no snmp-server location

 no snmp-server contact

 snmp-server community public

 no snmp-server enable traps

 telnet timeout 5

 terminal width 80

 Cryptochecksum:fef4bfc9801d7692dce0cf227fe7859b

 : end



PIX デバッグ-サーバ ping することが不可能- TACACS+

サーバが ping 可能どこにではないかこの例に PIX デバッグに示されています。 ユーザはユーザ
名を一度見ますが、PIX はパスワードの決して入力を求めません（これは Telnet にあります）。
これらのメッセージは表示する: "Timeout to TACACS+ server" および "Error: 」（設定の偽サー
バを交換しました）。

pix-5# write terminal

 nameif ethernet0 outside security0

 nameif ethernet1 inside security100

 enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

 passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

 hostname pixfirewall

 fixup protocol ftp 21

 fixup protocol http 80

 fixup protocol smtp 25

 fixup protocol h323 1720

 fixup protocol rsh 514

 fixup protocol sqlnet 1521

 names

 name 1.1.1.1 abcd

 name 1.1.1.2 a123456789

 name 1.1.1.3 a123456789123456

 pager lines 24

 logging timestamp

 no logging standby

 logging console debugging

 no logging monitor

 logging buffered debugging

 no logging trap

 logging facility 20

 logging queue 512

 interface ethernet0 auto

 interface ethernet1 auto

 mtu outside 1500

 mtu inside 1500

 ip address outside 192.1.1.254 255.255.255.0

 ip address inside 10.31.1.200 255.255.255.0

 no failover

 failover timeout 0:00:00

 failover ip address outside 0.0.0.0

 failover ip address inside 0.0.0.0

 arp timeout 14400

 global (outside) 1 192.1.1.10-192.1.1.20 netmask 255.255.255.0

 static (inside,outside) 192.1.1.25 171.68.118.143 netmask 255.255.255.255 0 0

 static (inside,outside) 192.1.1.30 10.31.1.5 netmask 255.255.255.255 0 0

 conduit permit tcp any any

 conduit permit icmp any any

 conduit permit udp any any

 no rip outside passive

 no rip outside default

 no rip inside passive

 no rip inside default

 route inside 171.68.118.0 255.255.255.0 10.31.1.1 1

 timeout xlate 3:00:00 conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00

 timeout rpc 0:10:00 h323 0:05:00

 timeout uauth 0:00:00 absolute

 aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

 aaa-server RADIUS protocol radius

 aaa-server AuthInbound protocol tacacs+

 aaa-server AuthInbound (inside) host 171.68.118.143 cisco timeout 5



 aaa-server AuthOutbound protocol radius

 aaa-server AuthOutbound (inside) host 171.68.118.133 cisco timeout 5

 aaa authentication telnet outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication telnet inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 aaa authentication http outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication http inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 aaa authentication ftp outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication ftp inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 no snmp-server location

 no snmp-server contact

 snmp-server community public

 no snmp-server enable traps

 telnet timeout 5

 terminal width 80

 Cryptochecksum:fef4bfc9801d7692dce0cf227fe7859b

 : end

PIX デバッグ- 良好な認証 - RADIUS

この例は良好な認証を用いる PIX デバッグを示したものです:

pix-5# write terminal

 nameif ethernet0 outside security0

 nameif ethernet1 inside security100

 enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

 passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

 hostname pixfirewall

 fixup protocol ftp 21

 fixup protocol http 80

 fixup protocol smtp 25

 fixup protocol h323 1720

 fixup protocol rsh 514

 fixup protocol sqlnet 1521

 names

 name 1.1.1.1 abcd

 name 1.1.1.2 a123456789

 name 1.1.1.3 a123456789123456

 pager lines 24

 logging timestamp

 no logging standby

 logging console debugging

 no logging monitor

 logging buffered debugging

 no logging trap

 logging facility 20

 logging queue 512

 interface ethernet0 auto

 interface ethernet1 auto

 mtu outside 1500

 mtu inside 1500

 ip address outside 192.1.1.254 255.255.255.0

 ip address inside 10.31.1.200 255.255.255.0

 no failover

 failover timeout 0:00:00

 failover ip address outside 0.0.0.0

 failover ip address inside 0.0.0.0

 arp timeout 14400

 global (outside) 1 192.1.1.10-192.1.1.20 netmask 255.255.255.0

 static (inside,outside) 192.1.1.25 171.68.118.143 netmask 255.255.255.255 0 0

 static (inside,outside) 192.1.1.30 10.31.1.5 netmask 255.255.255.255 0 0

 conduit permit tcp any any

 conduit permit icmp any any



 conduit permit udp any any

 no rip outside passive

 no rip outside default

 no rip inside passive

 no rip inside default

 route inside 171.68.118.0 255.255.255.0 10.31.1.1 1

 timeout xlate 3:00:00 conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00

 timeout rpc 0:10:00 h323 0:05:00

 timeout uauth 0:00:00 absolute

 aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

 aaa-server RADIUS protocol radius

 aaa-server AuthInbound protocol tacacs+

 aaa-server AuthInbound (inside) host 171.68.118.143 cisco timeout 5

 aaa-server AuthOutbound protocol radius

 aaa-server AuthOutbound (inside) host 171.68.118.133 cisco timeout 5

 aaa authentication telnet outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication telnet inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 aaa authentication http outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication http inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 aaa authentication ftp outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication ftp inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 no snmp-server location

 no snmp-server contact

 snmp-server community public

 no snmp-server enable traps

 telnet timeout 5

 terminal width 80

 Cryptochecksum:fef4bfc9801d7692dce0cf227fe7859b

 : end

PIX デバッグ - 失敗した認証（ユーザ名またはパスワード）- RADIUS

この例は認証不良を用いる PIX デバッグを示したものです（ユーザ名かパスワード）。 ユーザ名
とパスワードの入力要求がユーザに表示されます。 ユーザは正常な Username/Password エント
リのための 3 つの機会があります。

pix-5# write terminal

 nameif ethernet0 outside security0

 nameif ethernet1 inside security100

 enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

 passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

 hostname pixfirewall

 fixup protocol ftp 21

 fixup protocol http 80

 fixup protocol smtp 25

 fixup protocol h323 1720

 fixup protocol rsh 514

 fixup protocol sqlnet 1521

 names

 name 1.1.1.1 abcd

 name 1.1.1.2 a123456789

 name 1.1.1.3 a123456789123456

 pager lines 24

 logging timestamp

 no logging standby

 logging console debugging

 no logging monitor

 logging buffered debugging

 no logging trap

 logging facility 20

 logging queue 512

 interface ethernet0 auto



 interface ethernet1 auto

 mtu outside 1500

 mtu inside 1500

 ip address outside 192.1.1.254 255.255.255.0

 ip address inside 10.31.1.200 255.255.255.0

 no failover

 failover timeout 0:00:00

 failover ip address outside 0.0.0.0

 failover ip address inside 0.0.0.0

 arp timeout 14400

 global (outside) 1 192.1.1.10-192.1.1.20 netmask 255.255.255.0

 static (inside,outside) 192.1.1.25 171.68.118.143 netmask 255.255.255.255 0 0

 static (inside,outside) 192.1.1.30 10.31.1.5 netmask 255.255.255.255 0 0

 conduit permit tcp any any

 conduit permit icmp any any

 conduit permit udp any any

 no rip outside passive

 no rip outside default

 no rip inside passive

 no rip inside default

 route inside 171.68.118.0 255.255.255.0 10.31.1.1 1

 timeout xlate 3:00:00 conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00

 timeout rpc 0:10:00 h323 0:05:00

 timeout uauth 0:00:00 absolute

 aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

 aaa-server RADIUS protocol radius

 aaa-server AuthInbound protocol tacacs+

 aaa-server AuthInbound (inside) host 171.68.118.143 cisco timeout 5

 aaa-server AuthOutbound protocol radius

 aaa-server AuthOutbound (inside) host 171.68.118.133 cisco timeout 5

 aaa authentication telnet outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication telnet inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 aaa authentication http outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication http inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 aaa authentication ftp outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication ftp inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 no snmp-server location

 no snmp-server contact

 snmp-server community public

 no snmp-server enable traps

 telnet timeout 5

 terminal width 80

 Cryptochecksum:fef4bfc9801d7692dce0cf227fe7859b

 : end

PING デバッグ-サーバを、デーモンは ping できます- RADIUS

サーバが ping 可能どこにであるが、デーモンはダウンし、PIX と通信しませんかこの例に PIX デ
バッグに示されています。 ユーザはユーザ名、パスワードおよびメッセージ「RADIUS」および「
見ます: 。

pix-5# write terminal

 nameif ethernet0 outside security0

 nameif ethernet1 inside security100

 enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

 passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

 hostname pixfirewall

 fixup protocol ftp 21

 fixup protocol http 80

 fixup protocol smtp 25

 fixup protocol h323 1720

 fixup protocol rsh 514



 fixup protocol sqlnet 1521

 names

 name 1.1.1.1 abcd

 name 1.1.1.2 a123456789

 name 1.1.1.3 a123456789123456

 pager lines 24

 logging timestamp

 no logging standby

 logging console debugging

 no logging monitor

 logging buffered debugging

 no logging trap

 logging facility 20

 logging queue 512

 interface ethernet0 auto

 interface ethernet1 auto

 mtu outside 1500

 mtu inside 1500

 ip address outside 192.1.1.254 255.255.255.0

 ip address inside 10.31.1.200 255.255.255.0

 no failover

 failover timeout 0:00:00

 failover ip address outside 0.0.0.0

 failover ip address inside 0.0.0.0

 arp timeout 14400

 global (outside) 1 192.1.1.10-192.1.1.20 netmask 255.255.255.0

 static (inside,outside) 192.1.1.25 171.68.118.143 netmask 255.255.255.255 0 0

 static (inside,outside) 192.1.1.30 10.31.1.5 netmask 255.255.255.255 0 0

 conduit permit tcp any any

 conduit permit icmp any any

 conduit permit udp any any

 no rip outside passive

 no rip outside default

 no rip inside passive

 no rip inside default

 route inside 171.68.118.0 255.255.255.0 10.31.1.1 1

 timeout xlate 3:00:00 conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00

 timeout rpc 0:10:00 h323 0:05:00

 timeout uauth 0:00:00 absolute

 aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

 aaa-server RADIUS protocol radius

 aaa-server AuthInbound protocol tacacs+

 aaa-server AuthInbound (inside) host 171.68.118.143 cisco timeout 5

 aaa-server AuthOutbound protocol radius

 aaa-server AuthOutbound (inside) host 171.68.118.133 cisco timeout 5

 aaa authentication telnet outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication telnet inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 aaa authentication http outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication http inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 aaa authentication ftp outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication ftp inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 no snmp-server location

 no snmp-server contact

 snmp-server community public

 no snmp-server enable traps

 telnet timeout 5

 terminal width 80

 Cryptochecksum:fef4bfc9801d7692dce0cf227fe7859b

 : end

PIX デバッグ-サーバかキー/クライアントミスマッチ ping することが不可能-
RADIUS



この例はサーバが ping 可能ではないまたはキー/クライアントミスマッチがある PIX デバッグに
蹄鉄を打ちます。 ユーザは RADIUS」および「ユーザ名、パスワードおよびメッセージ「見ます:

」（偽サーバは設定交換されました）。

pix-5# write terminal

 nameif ethernet0 outside security0

 nameif ethernet1 inside security100

 enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

 passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

 hostname pixfirewall

 fixup protocol ftp 21

 fixup protocol http 80

 fixup protocol smtp 25

 fixup protocol h323 1720

 fixup protocol rsh 514

 fixup protocol sqlnet 1521

 names

 name 1.1.1.1 abcd

 name 1.1.1.2 a123456789

 name 1.1.1.3 a123456789123456

 pager lines 24

 logging timestamp

 no logging standby

 logging console debugging

 no logging monitor

 logging buffered debugging

 no logging trap

 logging facility 20

 logging queue 512

 interface ethernet0 auto

 interface ethernet1 auto

 mtu outside 1500

 mtu inside 1500

 ip address outside 192.1.1.254 255.255.255.0

 ip address inside 10.31.1.200 255.255.255.0

 no failover

 failover timeout 0:00:00

 failover ip address outside 0.0.0.0

 failover ip address inside 0.0.0.0

 arp timeout 14400

 global (outside) 1 192.1.1.10-192.1.1.20 netmask 255.255.255.0

 static (inside,outside) 192.1.1.25 171.68.118.143 netmask 255.255.255.255 0 0

 static (inside,outside) 192.1.1.30 10.31.1.5 netmask 255.255.255.255 0 0

 conduit permit tcp any any

 conduit permit icmp any any

 conduit permit udp any any

 no rip outside passive

 no rip outside default

 no rip inside passive

 no rip inside default

 route inside 171.68.118.0 255.255.255.0 10.31.1.1 1

 timeout xlate 3:00:00 conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00

 timeout rpc 0:10:00 h323 0:05:00

 timeout uauth 0:00:00 absolute

 aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

 aaa-server RADIUS protocol radius

 aaa-server AuthInbound protocol tacacs+

 aaa-server AuthInbound (inside) host 171.68.118.143 cisco timeout 5

 aaa-server AuthOutbound protocol radius

 aaa-server AuthOutbound (inside) host 171.68.118.133 cisco timeout 5

 aaa authentication telnet outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication telnet inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound



 aaa authentication http outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication http inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 aaa authentication ftp outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

 aaa authentication ftp inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

 no snmp-server location

 no snmp-server contact

 snmp-server community public

 no snmp-server enable traps

 telnet timeout 5

 terminal width 80

 Cryptochecksum:fef4bfc9801d7692dce0cf227fe7859b

 : end

認可の追加

認証を追加することにする場合（許可が認証なしで無効であるので）同じ送信元範囲 および 宛先
範囲のために許可を求めます:

aaa authorization telnet inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

aaa authorization HTTP inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

aaa authorization ftp inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

アウトゴーイングトラフィックが RADIUS と認証される、RADIUS認証は無効ですので認証が「
発信」のために追加されないことに注目すれば。

PIX からの認証および認可のデバッグ例

PIX デバッグ-良好な認証および認証の成功- TACACS+

この例は良好な認証および認証の成功の PIX デバッグを示したものです:

aaa authorization telnet inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

aaa authorization HTTP inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

aaa authorization ftp inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

PIX デバッグ - 良好な認証、認可に失敗 - TACACS+

この例は良好な認証を用いる認証失敗の PIX デバッグを示したものです。 また、ここではユーザ
に "Error: 。

aaa authorization telnet inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

aaa authorization HTTP inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

aaa authorization ftp inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

アカウンティングの追加

TACACS+

aaa accounting any inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound



説明がオン/オフであるかどうか外観を同じデバッグして下さい。 ただし、の時に「」、a 「開始
する」アカウンティング レコード 送信 されます構築しました。 「ティアダウンの時に」、a 「
停止」アカウンティング レコードは送信 されます。

この出力のように TACACS+ アカウンティング レコード見え（これらは Cisco Secure NT、それ
故にコンマで区切られった 形式からあります）:

aaa accounting any inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

RADIUS

aaa accounting any outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

デバッグは説明がオン/オフであるかどうか同じを検知 します。 ただし、の時に「」、a 「開始
する」アカウンティング レコード 送信 されます構築しました。 「ティアダウンの時に」、a 「
停止」アカウンティング レコードは送信 されます。

この出力のように RADIUS アカウンティング レコード見え（これらは Cisco Secure UNIX から
あります; Cisco Secure NT の物は代りにコンマで区切られるかもしれません）:

aaa accounting any outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

except コマンドの使用

特定ソースや宛先は認証、許可、または説明を必要としないことをネットワークでは、決定すれ
ば、出力されるそのようなことをすることができます:

aaa authentication except inbound 192.1.1.1 255.255.255.255

   0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

」認証からのボックスを除いて「あり、許可がある場合、また許可からのボックスを除外して下
さい。

最大セッションとログイン ユーザの表示

一部の TACACS+ および RADIUS サーバには、「最大セッション」または「ログイン ユーザの
表示」機能があります。 最大セッションを実行したりログイン ユーザをチェックしたりする機能
は、アカウンティング レコードによって変わります。 作成される会計「開始する」レコード「停
止」レコードがないが、とき、人がまだログオンされることを TACACS+ か RADIUSサーバは仮
定します（PIX によってセッションがあります）。

これは Telnet や FTP 接続では接続の性質上うまく機能します。 HTTP では接続の性質上、十分



に機能しません。 この出力例では、別のネットワークコンフィギュレーションは使用されますが
、概念は同じです。

ユーザが PIX を通して Telnet を実行し、途中で認証を行います：

aaa authentication except inbound 192.1.1.1 255.255.255.255

   0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

「開始する」は記録するが、ことをサーバが見たので「停止」レコードは（この時点で）、サー
バ「Telnet」ユーザがログオンされることを示しません。 最大セッション数がこのユーザ向けの
サーバの "1" に（サーバを仮定しているサポートすれば最大セッション数を設定 されれば試みれ
ばユーザが認証を必要とする別の接続を、そして） （多分別の PC から）、接続はサーバによっ
て拒否されます。

ユーザはターゲットホスト、そして終了の Telnet か FTPビジネスと続きます（10 分をそこに使
います）:

aaa authentication except inbound 192.1.1.1 255.255.255.255

   0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

uauth が 0（毎回認証）の場合も、0 より大きい（認証を 1 回行い uauth 期間中は再度行わない
）場合でも、アクセスされたすべてのサイトでアカウンティング レコードが削除されます。

HTTP は、そのプロトコルの性質によって、動作が異なります。 この出力は HTTPの例を示した
ものです:

ユーザが 171.68.118.100 から PIX を経由して 9.9.9.25 にブラウズします：

aaa authentication except inbound 192.1.1.1 255.255.255.255

   0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

ユーザは、ダウンロードされた Web ページを読みます。

開始レコードは 16:35:34 にポストされ、停止レコードは 16:35:35 にポストされます。 このダウ
ンロードには 1 秒かかりました（つまり、開始と停止のレコード間は 1 秒未満でした）。 ユーザ
が Web ページを読んでいるとき、ユーザは Web サイトにログインしたままで、接続が継続して
いるでしょうか? いいえ。 最大セッションまたはログイン ユーザの表示は機能するでしょうか?
答えはいいえ、です。HTTP の接続時間（「開始」と「終了」の間の時間）が短すぎるため、機
能できません。 「開始」および「停止」レコードは、1 秒以下です。 レコードは実質的に同じ時
点で発生するため、「停止」レコードのない「開始」レコードはありません。 uauth が 0 に設定
されていても、それ以上に設定されていても、トランザクションごとにサーバに送信される「開
始」および「停止」レコードはまだ存在します。 ただし、max-sessions and view logged-in
users は HTTP 接続の性質が原因ではたらかせません。

PIX 自体での認証および有効化

前の説明は PIX によって Telnet （および HTTP、FTP）トラフィックを認証することを記述しま



した。 認証なしで PIX 作業に Telnet を確かめます:

telnet 10.31.1.5 255.255.255.255 passwd ww

aaa authentication telnet console AuthInbound

ユーザが PIX に Telnet で接続するとき、Telnetパスワード（ww）のためにプロンプト表示され
ます。 それから PIX はまた「AuthInbound」Server リストが使用されるので TACACS+ （この場
合、）または RADIUSユーザ名およびパスワード要求します。 サーバがダウンしている場合、
PIX にユーザ名のための PIX の入力によってそれからイネーブルパスワード（enable password
whatever）アクセス権を得るためにおよび得ることができます。

このコマンドを使って:

aaa authentication enable console AuthInbound

ユーザは TACACS （この場合、「AuthInbound」Server リストが使用されるので、要求は
TACACSサーバに）行きますまたは RADIUSサーバに送信 される ユーザ名 および パスワードの
ためにプロンプト表示されます。 イネーブルのための認証パケットがログオンのための認証パケ
ットと同じであるので、ユーザが TACACS または RADIUS の PIX にログインできる場合、それ
らは同じ ユーザ名/パスワードで TACACS か RADIUS によって有効に なることができます。 こ
の問題は Cisco バグ ID CSCdm47044 （登録ユーザのみ）を割り当てられました。

シリアル コンソールの認証

AAA認証 シリアルコンソール AuthInbound コマンドは PIX のシリアルコンソールにアクセスす
るために認証確認が要求します。

ユーザがコンソールからの設定コマンドを実行するとき、syslog メッセージは切られます（PIX
を syslog host にデバッグ レベルで Syslog を送信 するために仮定することは設定されます）。
これは表示するものがの syslog サーバで例です:

aaa authentication enable console AuthInbound

ユーザが見るプロンプトを変更して下さい

auth-prompt pix_pix_pix コマンドがある場合、PIX を通過するユーザはこのシーケンスを見ます:

aaa authentication enable console AuthInbound

最終宛先ボックスの到達に、「ユーザ名: ] および [Password: 」プロンプトは表示する。 このプ
ロンプトは PIX によって、ない PIX に行っているユーザだけ影響を与えます。

//www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/onebug.pl?bugid=CSCdm47044
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


注: PIX へのアクセスでアカウンティング レコードが削除されることはありません。

メッセージユーザを見ます成功/失敗でカスタマイズして下さい

コマンドを作成すれば:

auth-prompt accept "GOOD_AUTH"

auth-prompt reject "BAD_AUTH"

ユーザは PIX によって失敗した/成功したログインのこのシーケンスを見ます:

auth-prompt accept "GOOD_AUTH"

auth-prompt reject "BAD_AUTH"

ユーザごとのアイドル/絶対タイムアウト

uauth のアイドル タイムアウトと絶対タイムアウトを、ユーザごとに TACACS+ サーバから送信
できます。 ネットワークのユーザ全員が同じ「タイムアウトユーザ認証を持つべきなら」これを
設定しないで下さい! しかしユーザごとの異なるユーザ認証を必要としたら読み続けて下さい。

この例では、timeout uauth 3:00:00 コマンドは使用されます。 人が認証されれば、彼らは 3 時間
再認証する必要がありません。 ただし、このプロファイルのユーザを設定し、PIX で TACACS
AAA認証があれば、ユーザ プロファイルのアイドル状態および絶対タイムアウトはそのユーザ向
けの PIX のタイムアウトユーザ認証を無効にします。 これは PIX による Telnetセッションがア
イドル状態/絶対タイムアウトの後で切断されていることを意味しません。 それはちょうど再認証
が起こるかどうか制御します。

このプロファイルは TACACS+ フリーウェアから来ます:

auth-prompt accept "GOOD_AUTH"

auth-prompt reject "BAD_AUTH"

認証の後で、PIX の show uauth コマンドを実行して下さい:

pix-5# show uauth

                         Current    Most Seen

 Authenticated Users       1          1

 Authen In Progress        0          1

 user 'timeout' at 10.31.1.5, authorized to:

    port 11.11.11.15/telnet

    absolute   timeout: 0:02:00

    inactivity timeout: 0:01:00

ユーザが 1 分間アイドル状態になった後、PIX のデバッグは次のようになります。

pix-5# show uauth



                         Current    Most Seen

 Authenticated Users       1          1

 Authen In Progress        0          1

 user 'timeout' at 10.31.1.5, authorized to:

    port 11.11.11.15/telnet

    absolute   timeout: 0:02:00

    inactivity timeout: 0:01:00

ユーザはそれが同じターゲットホストか別のホストに戻るとき再認証しなければなりません。

仮想 HTTP

PIX 自体に加えて PIX 外部のサイトでも認証が必要な場合、ブラウザが異常な動作を見せること
があります。これはブラウザがユーザ名とパスワードをキャッシュするためです。

これを避けるために、PIX 設定へ RFC 1918 アドレス（ PIX 内部ネットワークのためにアドレス
をインターネットでルート不可能である、しかし有効およびユニーク）追加することによってこ
のコマンドを使用してバーチャル HTTP を設定できます:

virtual http #.#.#.# [warn]

ユーザが PIX 外部に移動しようとすると、認証が必要になります。 warn パラメータがある場合
、ユーザはリダイレクト メッセージを受信します。 認証は、uauth の中の期間に行われます。
ドキュメントに示すように、バーチャル HTTP の 0 秒に timeout uauth コマンド実行時間を設定
しない で下さい。 HTTP が実際の Web サーバに接続できなくなります。

仮想 HTTP 送信ダイアグラム

http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt?number=1918


PIX 設定 仮想 HTTP 送信

virtual http #.#.#.# [warn]

仮想 Telnet

PIX をすべての着信 および 発信 トラフィックを認証するために設定することは可能性のあるで
すがそうするよい概念ではないです。 これはいくつかのプロトコルが、「メールのような」、簡
単に認証されないという理由によります。 PIX によるすべてのトラフィックが認証されていると
きメール サーバおよびクライアントが PIX によって通信することを試みるとき、認証不可能なプ
ロトコルのための PIX syslog はメッセージを表示します（以下を参照）:

virtual http #.#.#.# [warn]

メールなどの一部のサービスは、認証できるほど十分に対話的ではありません。1 つの解決策と
して、認証/認可用に except コマンドを使用できます（メール サーバ/クライアントの送信元/宛
先を除くすべてを認証します）。

ある種の一般的でないサービスを認証する実質必要性がある場合これは virtual telnet コマンドを
使用してすることができます。 このコマンドにより、仮想 Telnet IP での認証が可能になります



。 この認証の後で、一般的でないサービスのためのトラフィックは実サーバに行くことができま
す。

この例では、TCPポート 49 トラフィックに外部ホスト 9.9.9.10 から内部ホスト 171.68.118.106
にフローしてほしいです。 このトラフィックが実際に認証可能ではないので、仮想Telnet を設定
します。 受信 仮想Telnet に関しては、関連するスタティックがある必要があります。 ここでは
、9.9.9.20 および 171.68.118.20 は両方仮想アドレスです。

仮想 Telnet 受信ダイアグラム

受信 PIX コンフィギュレーション仮想Telnet

virtual http #.#.#.# [warn]

受信 TACACS+ サーバユーザコンフィギュレーション仮想Telnet

virtual http #.#.#.# [warn]

PIX デバッグ仮想 Telnet 受信



9.9.9.10 のユーザは PIX の 9.9.9.20 アドレスへ Telnet で接続することによって最初に認証を受け
る必要があります:

virtual http #.#.#.# [warn]

認証の成功の後で、show uauth コマンドはユーザは「メートルの時間」があることを示します:

pixfirewall# show uauth

                         Current    Most Seen

 Authenticated Users       1          1

 Authen In Progress        0          1

 user 'pinecone' at 9.9.9.10, authenticated

    absolute   timeout: 0:10:00

    inactivity timeout: 0:10:00

ここでは、9.9.9.10 のデバイスは 171.68.118.106 でデバイスに TCP/49 トラフィックを送信 し
たいと思います:

pixfirewall# show uauth

                         Current    Most Seen

 Authenticated Users       1          1

 Authen In Progress        0          1

 user 'pinecone' at 9.9.9.10, authenticated

    absolute   timeout: 0:10:00

    inactivity timeout: 0:10:00

仮想 Telnet 送信

発信トラフィックがデフォルトで許可されているため、仮想 Telnet 送信の使用ではスタティック
が不要です。 この例では、171.68.118.143 の内部ユーザは仮想 な 9.9.9.30 に Telnet で接続し、
認証を受けます。 Telnet 接続はただちにドロップされます。 認証されると、171.68.118.143 か
ら 9.9.9.10 のサーバへの TCP トラフィックが許可されます。



PIX コンフィギュレーション仮想Telnet 発信

pixfirewall# show uauth

                         Current    Most Seen

 Authenticated Users       1          1

 Authen In Progress        0          1

 user 'pinecone' at 9.9.9.10, authenticated

    absolute   timeout: 0:10:00

    inactivity timeout: 0:10:00

PIX デバッグ仮想 Telnet 送信

pixfirewall# show uauth

                         Current    Most Seen

 Authenticated Users       1          1

 Authen In Progress        0          1

 user 'pinecone' at 9.9.9.10, authenticated

    absolute   timeout: 0:10:00

    inactivity timeout: 0:10:00

仮想 Telnet ログアウト

ユーザが仮想Telnet IP に Telnet で接続するとき、show uauth コマンドはユーザ認証を示します
。



（ユーザ認証に残っている時間がある時）セッションは終了する後トラフィックは行ったことを
ユーザが防ぎたいと思えば、仮想Telnet IP に再度 Telnet で接続することをユーザーのニーズ。
これによりセッションはオフに切り替わります。

ポートの認可

ポート範囲に対して認可を要求することができます。 この例では、すべての発信にまだ認証が必
要となりましたが、許可だけ TCP ポートのために 23-49 求められました。

PIX の設定

AAA authentication any outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

AAA authorization tcp/23-49 outbound 0.0.0.0 0.0.0.0

   0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

Telnet が 171.68.118.143 から 9.9.9.10 へのされたときに、認証 および 権限は Telnetポート 23
が 23-49 範囲であるので行われました。

HTTPセッションが 171.68.118.143 から 9.9.9.10 へのされるとき、まだ認証しなければなりませ
んが 80 が 23-49 範囲ではないので PIX は HTTP を承認するために TACACS+ サーバを頼みませ
ん。

TACACS+ フリーウェア サーバの設定

AAA authentication any outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

AAA authorization tcp/23-49 outbound 0.0.0.0 0.0.0.0

   0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

PIX が TACACS+ サーバに「cmd=tcp/23-49" および「cmd-arg=9.9.9.10" 送信 することに注目して
下さい。

PIX のデバッグ

AAA authentication any outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

AAA authorization tcp/23-49 outbound 0.0.0.0 0.0.0.0

   0.0.0.0 0.0.0.0 AuthOutbound

HTTP、FTP、および Telnet 以外のトラフィックのための AAA
アカウンティング

PIXソフトウェアバージョン 5.0 はトラフィック説明機能性を変更します。 アカウンティング レ
コードは HTTP 以外トラフィックのために認証が完了すれば今切られ、FTP し、Telnet で接続す
ることができます。



ファイルを外部ルータから TFTP コピーするため（192.1.1.1） 内部ルータに（10.31.1.5）、
TFTP プロセスのためのホールを開発するために仮想Telnet を追加して下さい:

virtual telnet 192.1.1.30

static (inside,outside) 192.1.1.30 10.31.1.5 netmask 255.255.255.255 0 0

conduit permit udp any any

AAA authentication udp/69 inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

AAA authorization udp/69 inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

AAA accounting udp/0 inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

次に、192.1.1.1 の外部ルータからのバーチャルIP 192.1.1.30 への Telnet および UDP が PIX を
横断するようにする仮想アドレスへの認証する。 この例では、copy tftp flash プロセスは外部か
ら内部への開始しました:

virtual telnet 192.1.1.30

static (inside,outside) 192.1.1.30 10.31.1.5 netmask 255.255.255.255 0 0

conduit permit udp any any

AAA authentication udp/69 inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

AAA authorization udp/69 inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

AAA accounting udp/0 inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

PIX の各 copy tftp flash に関しては（この IOS コピーの間に 3 がありました）、アカウンティン
グ レコードは認証サーバに切られ、送られます。 以下は TACACS レコードの例 on Cisco 保護
します Windows をです）:

virtual telnet 192.1.1.30

static (inside,outside) 192.1.1.30 10.31.1.5 netmask 255.255.255.255 0 0



   

conduit permit udp any any

AAA authentication udp/69 inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

AAA authorization udp/69 inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

AAA accounting udp/0 inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

関連情報

PIX コマンド リファレンス●

PIX 製品のサポート ページ●

//www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps2030/tsd_products_support_eol_series_home.html?referring_site=bodynav
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