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このマニュアルについて 

概要 
クライアント/サーバ プロトコルである Terminal Access Controller Access Control System Plus（TACACS+）は、ルータ

などの多くのタイプのネットワーク アクセス デバイスに管理アクセスするための、一元化されたセキュリティ制御を提

供します。TACACS+ では、次の AAA サービスを提供します。 

• Authentication（認証）：ユーザは誰か 
• Authorization（許可）：ユーザは何を実行できるか 
• Accounting（アカウンティング）：誰が何を、いつ実行したか 

 
このドキュメントでは、TACACS+ サーバとして Cisco Identity Services Engine（ISE）、TACACS+ クライアントとして 
Cisco IOS ネットワーク デバイスを使用する TACACS+ の設定例を示します。 

このガイドの使用方法 
このガイドでは、次の 2 部構成で、Cisco IOS ベースのネットワーク デバイスへの管理アクセスを ISE で管理できるよ

うにします。 

• パート 1：ISE のデバイス管理の設定 
• パート 2：Cisco IOS の TACACS+ の設定 

使用するコンポーネント  

このドキュメントの情報は、以下のソフトウェア バージョンおよびハードウェア バージョンに基づいています。 

• ISE VMware 仮想アプライアンス リリース 2.0 
• シスコ クラウド サービス ルータ 1000V（CSRv）、Cisco IOS XE バージョン 03.16.00.S 

Cisco IOS-XR を除き、ほとんどの Cisco IOS デバイスでも動作します（権限レベルではなくユーザのタスク グループ

を使用する ASR9000 など）。 

このドキュメントの資料はラボ環境のデバイスから作成されています。すべてのデバイスはクリア済み（デフォルト）の

設定で開始しています。 
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図 2.  ISE 展開の全般設定 

図 1.  ISE 展開ページ 

ISE のデバイス管理の設定 

ISE でのデバイス管理のライセンス 
デバイス管理（TACACS+）は展開ごとにライセンスされ、有効な ISE BASE ライセンスまたはモビリティ ライセンスが

必要です。 

ISE でのデバイス管理の有効化  
デバイス管理サービス（TACACS+）は ISE ノードでデフォルトで有効になっていません。最初の手順は、有効にする

ことです。 

手順 1 サポートされているブラウザの 1 つを使用して ISE 管理 Web ポータルにログインします。 
手順 2 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）] に移動します。ISE ノードの隣にあ

るチェックボックスをオンにして、[編集（Edit）] をクリックします。 

 

手順 3 [全般設定（General Settings）] で下にスクロールし、[デバイス管理サービスを有効にする（Enable Device 
Admin Service）] の隣にあるチェックボックスをオンにします。 
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手順 4 [保存（Save）] で設定を保存します。これでデバイス管理サービスが ISE で有効になります。 

デバイス管理ワーク センター 
ISE 2.0 はワーク センターを導入しています。ワーク センターは、それぞれが特定のフィーチャのすべての要素を包

含しています。 

手順 1 [ワーク センター（Work Centers）] > [デバイス管理（Device Administration）] > [概要（Overview）] に移動

します。 

 
図 3.  デバイス管理の概要 

[デバイス管理の概要（Device Administration Overview）] では、デバイス管理の使用例に必要な手順の

概要を提供します。 
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ネットワーク デバイスとネットワーク デバイス グループ 
ISE では、複数のデバイス グループ階層を使用する強力なデバイス グループ化機能を提供しています。各階層は

ネットワーク デバイスの別個の独立した分類を表します。 

手順 1 [ワーク センター（Work Centers）] > [デバイス管理（Device Administration）] > [ネットワーク デバイス グ
ループ（Network Device Groups）] に移動します。 

 
図 4.  ネットワーク デバイス グループ 

[すべてのデバイス タイプ（All Device Types）] と [すべてのロケーション（All Locations）] は、ISE により提

供されるデフォルトの階層です。独自の階層を追加したり、後でポリシー条件に使用できるネットワーク デ
バイスを識別するためにさまざまなコンポーネントを定義したりできます。 

手順 2 階層を定義すると、ネットワーク デバイス グループは、次のように表示されます。 

 

図 5.  ネットワーク デバイス グループのツリー ビュー 
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手順 3 ここでは、ネットワーク デバイスとして CSRv を追加します。[ワーク センター（Work Centers）] > [デバイス

管理（Device Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] に移動します。[追加（Add）] 
をクリックし、新しいネットワーク デバイス DMZ_BLDO_CSRv を追加します。 

 
図 6.  ネットワーク デバイスの追加 

デバイスの IP アドレスを入力し、デバイスの [ロケーション（Location）] と [デバイス タイプ（Device Type）] 
がマッピングされることを確認します。最後に、[TACACS+ 認証設定（TACACS+ Authentication 
Settings）] を有効にし、[共有秘密（Shared Secret）] を指定します。 

ID ストア 
このセクションでは、デバイス管理者の ID ストアを定義します。ID ストアは ISE 内部ユーザおよびサポートされる外

部 ID ソースにすることができます。ここでは、Active Directory（AD）、外部 ID ソースを使用します。 

手順 1 [管理（Administration）] > [ID の管理（Identity Management）] > [外部 ID ソース（External Identity 
Sources）] > [Active Directory] に移動します。[追加（Add）] をクリックし、新しい AD の参加ポイントを定

義します。参加ポイント名と AD ドメイン名を指定し、[送信（Submit）] をクリックします。 

 
図 3.  AD 参加ポイントの追加 
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手順 2 「この Active Directory ドメインにすべての ISE ノードを参加させますか?（Would you like to Join all ISE 
Nodes to this Active Directory Domain?）」というプロンプトが表示されたら、[はい（Yes）] をクリックします。 
AD への参加特権があるクレデンシャルを入力し、[参加（Join）] で ISE を AD に参加させます。[ステータ

ス（Status）] をチェックし、稼働中であることを確認します。 

 
図 4.  ISE の AD への参加 

手順 3 [グループ（Groups）] タブに移動し、[追加（Add）] をクリックして、デバイス アクセスが許可されるユーザに

基づいて必要なグループをすべて取得します。このガイドの承認ポリシーに使用するグループを以下の

例に示します。 
 

 
図 5.  AD グループ 

TACACS プロファイル 
Cisco IOS は 16 のレベルのアクセス権を提供します。次の 3 つはデフォルトで定義されています。 

権限レベル 0：disable、enable、exit、help、および logout コマンドを許可します。ログイン後、1 が最低限のア

クセス可能レベルなので、このレベル 0 のすべてのコマンドはすべてのユーザが実行できます。 

権限レベル 1：非特権またはユーザ EXEC モードは、ログインしたユーザのデフォルトの権限レベルです。

シェル プロンプトは、「Router>」など、デバイス名の後に山カッコが続きます。 

権限レベル 15：特権 EXEC モードは、enable コマンド後のレベルです。シェル プロンプトは、「Router#」な
ど、デバイスのホスト名の後にシャープ記号が続きます。 
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EXEC 認証では、ユーザにシェル（EXEC）セッションの開始が許可されているかどうかを確認するために、IOS デバ

イスは認証直後に AAA サーバに TACACS+ 認証要求を送信します。ここでは、ISE を構成して 2 つの属性を設定

し、ユーザごとにカスタマイズします。 

デフォルトの権限（Default Privilege）：シェル セッションに対する初期（デフォルト）の権限レベルを指定しま

す。承認済みユーザはレベル 1 ではなく、このレベルに初期化されます。このレベルのアクセスで十分な場

合は、ユーザが enable コマンドを使用する必要はありません。 

最大権限（Maximum Privilege）：シェル セッションで許可される最大レベルを指定します。承認済みユーザ

は、より低いデフォルト レベルにログインし、enable コマンドを使用して、この属性で割り当てられた値に達す

るまで、より高いレベルに移行できます。 

2 つの TACACS プロファイル、IOS_HelpDesk_Privilege と IOS_Admin_Privilege を定義します。 

IOS HelpDesk Privilege 
ヘルプ デスクのトラブルシューティングを行うには、通常はレベル 1 のコマンドで十分なので、ヘルプデスク アナリス

トにデフォルトの特権としてこのレベルを割り当てます。まれに、より多くの権限を必要とするので、最大特権レベルと

して 15 を許可します。 

手順 1 ISE GUI で、[ワーク センター（Work Centers）] > [デバイス管理（Device Administration）] > [ポリシー結

果（Policy Results）] > [TACACS プロファイル（TACACS Profiles）] に移動します。新しい TACACS プロ

ファイルを追加し、IOS_HelpDesk_Privilege という名前を付けます。 
手順 2 [共通タスク（Common Tasks）] セクションまでスクロールします。ドロップダウン セレクタから値が 1 のデ

フォルトの権限、ドロップダウンから値が 15 の最大権限を有効にします。 
 

 
図 6.  IOS_HelpDesk_Privilege の TACACS プロファイル 

[保存（Save）] をクリックしてプロファイルを保存します。 

IOS Admin Privilege 
一般的に、ネットワーク管理者にはより多くの権限が必要なので、レベル 15 がデフォルトで直接設定されます。 
 
手順 3 別のプロファイルを追加し、IOS_Admin_Privilege という名前を付けます。 
手順 4 [共通タスク（Common Tasks）] セクションまでスクロールします。ドロップダウン セレクタから値が 15 のデ

フォルトの権限、ドロップダウンから値が 15 の最大権限を有効にします。 
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図 7.  IOS_Admin_Privilege の TACACS プロファイル 

[保存（Save）] をクリックしてプロファイルを保存します。 

TACACS コマンド セット 
IOS コマンド認証は、デバイスの管理者がコマンドの発行を承認されているかどうか確認するために、設定された 
TACACS+ サーバを照会します。ISE は、さまざまな権限レベルで使用できるコマンドを最適化するために、ユーザ

に付与されたコマンドの一覧を提供できます。 

3 つのコマンドセット、HelpDesk_Commands、IOS_Security_Commands、および Permit_All_Commands を定義し

ます。 

HelpDesk コマンド 
手順 1 ISE GUI で、[ワーク センター（Work Centers）] > [デバイス管理（Device Administration）] > [ポリシー結

果（Policy Results）] > [TACACS コマンド セット（TACACS Command Sets）] の順に移動します。新しい

セットを追加し、HelpDesk_Commands という名前を付けます。 
手順 2 [+追加（+Add）] をクリックして、セットにエントリを設定します。 

付与 コマンド 引数 
許可 debug  
許可 undebug  
許可 traceroute  
拒否 ping ^([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\.255$ 

許可 ping  
許可 show  

ヘルプデスクのアナリストに、debug、undebug、traceroute、および show の実行を許可します。ping につ

いては、引数列の正規表現に示すように、ネットワーク サブネットはブロードキャスト アドレスを 255 までと

想定しているため、ブロードキャスト ping は制限されています。 
 

手順 3 行を保持するには、各エントリの末尾にある  チェックマークをクリックします。 
手順 4 [保存（Save）] をクリックして、コマンド セットを保存します。 
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IOS セキュリティ コマンド 
手順 5 新しいセットを追加し、IOS_Security_Commands という名前を付けます。 
手順 6 [+追加（+Add）] をクリックして、セットにエントリを設定します。 

付与 コマンド 引数 
許可 config*  

DENY_ALWAYS interface GigabitEthernet 1 

DENY_ALWAYS interface GigabitEthernet ([0-9]{1,3}) 0 

許可 interface  

許可 shut  

許可 No shut 

このサンプル コマンド セットでは、セキュリティ管理者が、DENY_ALWAYS エントリで指定された 2 種類

のインターフェイスを除くすべてのインターフェイスで shut と no shut アクションを実行できます。この 2 つ
目のタイプでは、インターフェイス パターン GigabitEthernet <0-999>/0 を指定します。 
 

手順 7 行を保持するには、各エントリの末尾にある  チェックマークをクリックします。 
手順 8 [保存（Save）] をクリックして、コマンド セットを保存します。 

Permit All コマンド 
手順 9 新しいセットを追加し、Permit_All_Commands という名前を付けます。 
手順 10 [下にリストされていないコマンドを許可（Permit any command that is not listed below）] の隣にある

チェックボックスをオンにして、コマンド リストを空のままにします。 
 

付与 コマンド 引数 

手順 11 [保存（Save）] をクリックして、コマンド セットを保存します。 

デバイス管理ポリシー セット 
ポリシー セットはデバイス管理でデフォルトで有効になっています。ポリシー セットはデバイス タイプに基づいてポリ

シーを分割できるため、TACACS プロファイルの適用が容易になります。たとえば、Cisco IOS デバイスでは特権レ

ベルとコマンド セットを使用し、WLC デバイスではカスタム属性を使用します。 

手順 1 [ワーク センター（Work Centers）] > [デバイス管理（Device Administration）] > [デバイス管理ポリシー 
セット（Device Admin Policy Sets）] に移動します。次の新しいポリシーセット IOS Devices を追加します。 

S 名前 説明 条件 

 
 
 

IOS Devices  DEVICE:Device Type EQUALS Device Type#All Device Types#Network Devices#IOS Devices 

図 8.  ポリシー セットの条件 

手順 2 承認ポリシーを作成します。認証では、ID ストアとして AD を使用します。 

認証ポリシー 

 
 
 

Default Rule（なにも一致しない場合）: : Allow Protocols : Default Device Admin   and use: demoAD 

図 9.  認証ポリシー 
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手順 3 承認ポリシーを定義します。ここでは、AD のユーザ グループとデバイスのロケーションに基づいて承認

ポリシーを定義します。たとえば、AD グループ West Coast のユーザは、West Coast のデバイスのみにア

クセスできます。 

S ルール名 条件 コマンド セット シェル プロファイル 

 
 
 

HelpDesk 
West 

DEVICE:Location CONTAINS All 
Locations#West_Coast 
 AND 
demoAD:ExternalGroups EQUALS 
securitydemo.net/DemoGroups/West_Coast 
AND 
demoAD:ExternalGroups EQUALS 
securitydemo.net/DemoGroups/HelpDesk 

HelpDesk_Commands IOS_HelpDesk_Privilege 

 
 
 

HelpDesk 
East 

DEVICE:Location CONTAINS All 
Locations#East_Coast 
 AND 
demoAD:ExternalGroups EQUALS 
securitydemo.net/DemoGroups/East_Coast 
AND 
demoAD:ExternalGroups EQUALS 
securitydemo.net/DemoGroups/HelpDesk  

HelpDesk_Commands IOS_HelpDesk_Privilege 

 
 
 

Security 
West 

DEVICE:Location CONTAINS All 
Locations#West_Coast 
AND 
demoAD:ExternalGroups EQUALS 
securitydemo.net/DemoGroups/West_Coast 
AND 
demoAD:ExternalGroups EQUALS 
securitydemo.net/DemoGroups/Security_Operators 

IOS_Security_Commands 
AND 
HelpDesk_Commands 

IOS_Admin_Privilege 

 
 
 

Security 
East 

DEVICE:Location CONTAINS All 
Locations#East_Coast 
AND 
demoAD:ExternalGroups EQUALS 
securitydemo.net/DemoGroups/East_Coast 
AND 
demoAD:ExternalGroups EQUALS 
securitydemo.net/DemoGroups/Security_Operators 

IOS_Security_Commands 
AND 
HelpDesk_Commands 

IOS_Admin_Privilege 

 
 
 

Admin 
West 

DEVICE:Location CONTAINS All 
Locations#West_Coast 
AND 
demoAD:ExternalGroups EQUALS 
securitydemo.net/DemoGroups/West_Coast 
AND 
demoAD:ExternalGroups EQUALS 
securitydemo.net/DemoGroups/Network_Operators 

Permit_All_Commands IOS_Admin_Privilege 
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S ルール名 条件 コマンド セット シェル プロファイル 

 
 
 

Admin 
East 

DEVICE:Location CONTAINS All 
Locations#East_Coast 
AND 
demoAD:ExternalGroups EQUALS 
securitydemo.net/DemoGroups/East_Coast 
AND 
demoAD:ExternalGroups EQUALS 
securitydemo.net/DemoGroups/Network_Operators 

Permit_All_Commands IOS_Admin_Privilege 

 
 
 

Default なにも一致しない場合 DenyAllCommands 

図 10.  許可ポリシー 

これで、IOS のデバイス管理の ISE 設定が完了しました。 
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IOS の TACACS+ の設定 
Cisco IOS デバイスの TACACS+ AAA は次の順序で設定可能です。 

1. TACACS+ 認証とフォールバックを有効化する 
2. TACACS+ コマンド認証を有効化する  
3. TACACS+ コマンド アカウンティングを有効化する  

TACACS+ 認証とフォールバック 
TACACS+ を設定する前に、SSH または適切なリモート接続プロトコルを最初に設定する必要があります。次に、

SSH を有効化する設定例を示します。 

hostname CSRv 
no ip domain-lookup 
ip domain-name securitydemo.net 
crypto key generate rsa modulus 2048 
 
ip ssh version 2 
 
enable secret ISEisC00L 
username local-admin privilege 15 secret ISEisC00L 
 
aaa new-model 
aaa authentication login CON none 
aaa authentication login default local 
 
interface GigabitEthernet1 
 ip address 10.1.100.160 255.255.255.0 
 
ip access-list extended vtyAccess 
 permit tcp 10.1.100.0 0.0.0.255 any eq 22 
 
line con 0 
 exec-timeout 0 0 
 login authentication CON 
 logging synchronous 
 
!! Below assumes only 5 VTY lines (from 0 to 4) 
line vty 0 4 
 access-class vtyAccess in 
 transport input ssh 
 logging synchronous 

 

この段階で上述のサンプル ネットワーク デバイスに有効な IP アドレスがあるため、コンソール ログインは認証され

ていなくても、10.1.100.0/24 のクライアントからこの IOS デバイスに SSH 通信できます。AAA 設定時に発生する可

能性のあるアクセス問題を避けるために、CONSOLE の EXEC タイムアウトは無効にされていることに注意してくだ

さい。 
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TACACS+ 認証は、次のような設定で有効化できます。 

tacacs server ise-1 
 address ipv4 10.1.100.21 
 key ISEisC00L 
 
aaa group server tacacs+ demoTG 
 server name ise-1 
 
aaa authentication login VTY group demoTG local 
aaa authentication enable default group demoTG enable 
 
line vty 0 4 
 login authentication VTY 

 

ここでは、VTY の行を認証するために TACACS+ に切り替えました。「イネーブル」認証には、デフォルトの一覧しか

ないため、VTY と CONSOLE の両方が TACACS+ を使用して「イネーブル」アクセスを認証することに注意してくだ

さい。 

設定された TACACS+ サーバが利用できなくなるイベントでは、ログイン認証は「ローカル」のユーザ データベース

にフォールバックし、イネーブル認証は「イネーブル」シークレットにフォールバックします。 

TACACS+ コマンド認証 
EXEC 認証は、コマンド認証の特別な形式です。ユーザのログイン直後に行われ、以下を追加することで有効化でき

ます。 

aaa authorization exec CON none 
aaa authorization console 
aaa authorization exec VTY group demoTG local if-authenticated 
 
line con 0 
 authorization exec CON 
 
line vty 0 4 
 authorization exec VTY 

この時点で、デフォルトの権限属性を持つシェル プロファイルは、新しい SSH セッションに適用されます。 

コンフィギュレーション モードと、さまざまな権限レベルの TACACS+ コマンド認証の拡張は、以下を追加することで

有効化できます。 

aaa authorization config-commands 
aaa authorization commands 1 VTY group demoTG local if-authenticated 
aaa authorization commands 15 VTY group demoTG local if-authenticated 
 
line vty 0 4 
 authorization commands 1 VTY 
 authorization commands 15 VTY 



   

 

 

 

 

Cisco Systems © 2016 16 ページ  
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TACACS+ コマンド アカウンティング 
コマンド アカウンティングによって、実行された各コマンドの情報（コマンド、日付、ユーザ名など）が送信されます。以

下は、前述の設定例に、このアカウンティング機能の有効化を追加します。 

aaa accounting exec default start-stop group demoTG 
aaa accounting commands 1 default start-stop group demoTG 
aaa accounting commands 15 default start-stop group demoTG 

 

ここでは、接続の種類に基づいた個別のアカウンティングは必要ではないため、デフォルトのメソッド一覧を使用し

ます。 

IOS の TACACS+ の設定が完了しました。 
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次のステップ 
Cisco IOS のデバイス管理者の設定が完了しました。設定を確認する必要があります。 

手順 1 SSH 通信で、さまざまなロールとして IOS デバイスにログインします。 
手順 2 デバイスのコマンドライン インターフェイス（CLI）で、ユーザが適切なコマンドにアクセスできることを確認

します。たとえば、ヘルプデスクのユーザは通常の IP アドレス（10.1.10.1 など）を ping できますが、ブロー

ドキャスト アドレス（10.1.10.255 など）の ping は拒否されなければなりません。 
手順 3 ユーザ接続を表示するには、以下を発行します。 

show users 

 
出力例は次のとおりです。 

CSRv#show users 
    Line       User       Host(s)              Idle       Location 
   0 con 0                idle                 01:54:52 
*  1 vty 0     neo        idle                 00:00:00 10.1.100.6 
... 

 
 

手順 4 次のデバッグは、TACACS+ のトラブルシューティングに役に立ちます。 

debug aaa authorization 
debug tacacs 
debug tacacs packet 

 
次にデバック出力例を示します。 

CSRv#debug tacacs 
TACACS access control debugging is on 
... 
*Jan  4 06:24:43.001: tty2 AAA/AUTHOR/CMD (2087247696): Port='tty2' list='VTY' service=CMD 
*Jan  4 06:24:43.001: AAA/AUTHOR/CMD: tty2 (2087247696) user='admin' 
*Jan  4 06:24:43.001: tty2 AAA/AUTHOR/CMD (2087247696): send AV service=shell 
*Jan  4 06:24:43.001: tty2 AAA/AUTHOR/CMD (2087247696): send AV cmd=debug 
*Jan  4 06:24:43.001: tty2 AAA/AUTHOR/CMD (2087247696): send AV cmd-arg=tacacs 
*Jan  4 06:24:43.001: tty2 AAA/AUTHOR/CMD (2087247696): send AV cmd-arg=<cr> 
*Jan  4 06:24:43.001: tty2 AAA/AUTHOR/CMD(2087247696): found list "VTY" 
*Jan  4 06:24:43.001: tty2 AAA/AUTHOR/CMD (2087247696): Method=demoTG (tacacs+) 
*Jan  4 06:24:43.001: AAA/AUTHOR/TAC+: (2087247696): user=admin 
*Jan  4 06:24:43.001: AAA/AUTHOR/TAC+: (2087247696): send AV service=shell 
*Jan  4 06:24:43.001: AAA/AUTHOR/TAC+: (2087247696): send AV cmd=debug 
*Jan  4 06:24:43.001: AAA/AUTHOR/TAC+: (2087247696): send AV cmd-arg=tacacs 
*Jan  4 06:24:43.001: AAA/AUTHOR/TAC+: (2087247696): send AV cmd-arg=<cr> 
*Jan  4 06:24:43.203: AAA/AUTHOR (2087247696): Post authorization status = PASS_ADD 
*Jan  4 06:24:43.203: AAA/MEMORY: free_user (0x7FF239502490) user='admin' ruser='CSRv' 
port='tty2' rem_addr='10.1.100.203' authen_type=ASCII service=NONE priv=15 vrf= (id=0) 
... 
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手順 5 ISE GUI から、[運用（Operations）] > [TACACS ライブログ（TACACS Livelog）] の順に移動します。すべ

ての TACACS 認証要求と許可要求がここでキャプチャされており、詳細ボタンにより、特定のトランザク

ションが成功または失敗した理由の詳細情報を確認できます。 

 
図 11.  TACACS Livelog 

手順 6 履歴レポートを確認する場合は、[ワーク センター（Work Centers）] > [デバイス管理（Device 
Administration）] > [レポート（Reports）] > [デバイス管理（Device Administration）] の順に移動し、認証、

許可、アカウンティングのレポートを取得します。 
 

 

 


	Cisco IOS ベースのネットワーク デバイスの ISE TACACS+ 構成ガイド
	目次
	このマニュアルについて
	概要
	このガイドの使用方法
	使用するコンポーネント 

	ISE のデバイス管理の設定
	ISE でのデバイス管理のライセンス
	ISE でのデバイス管理の有効化 
	デバイス管理ワーク センター
	ネットワーク デバイスとネットワーク デバイス グループ
	ID ストア
	TACACS プロファイル
	IOS HelpDesk Privilege
	IOS Admin Privilege

	TACACS コマンド セット
	HelpDesk コマンド
	IOS セキュリティ コマンド
	Permit All コマンド

	デバイス管理ポリシー セット

	IOS の TACACS+ の設定
	TACACS+ 認証とフォールバック
	TACACS+ コマンド認証
	TACACS+ コマンド アカウンティング

	次のステップ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /00
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeDevanagari-Bold
    /AdobeDevanagari-BoldItalic
    /AdobeDevanagari-Italic
    /AdobeDevanagari-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeGurmukhi-Bold
    /AdobeGurmukhi-Regular
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AdobeSongStd-Light
    /AdobeThai-Bold
    /AdobeThai-BoldItalic
    /AdobeThai-Italic
    /AdobeThai-Regular
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Aharoni-Bold
    /Algerian
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /CurlzMT
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /FangSong
    /FelixTitlingMT
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FZSTK--GBK1-0
    /FZSY--SURROGATE-0
    /FZYTK--GBK1-0
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Generic
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboStd
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /LatinWide
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LiSu
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /MaturaMTScriptCapitals
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MVBoli
    /MyriadArabic-Bold
    /MyriadArabic-BoldIt
    /MyriadArabic-It
    /MyriadArabic-Regular
    /MyriadHebrew-Bold
    /MyriadHebrew-BoldIt
    /MyriadHebrew-It
    /MyriadHebrew-Regular
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /Nyala-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PlantagenetCherokee
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RosewoodStd-Regular
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajallaBold
    /ScriptMTBold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-SemiBold
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SnapITC-Regular
    /SourceCodePro-Black
    /SourceCodePro-Bold
    /SourceCodePro-ExtraLight
    /SourceCodePro-Light
    /SourceCodePro-Regular
    /SourceCodePro-Semibold
    /STCaiyun
    /Stencil
    /StencilStd
    /STFangsong
    /STHupo
    /STKaiti
    /STLiti
    /STSong
    /STXihei
    /STXingkai
    /STXinwei
    /STZhongsong
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /YouYuan
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF005B57FA4E8E201C005B9AD88D2891CF62535370005D201D005D00204F7F75288FD94E9B8BBE5B9A521B5EFA7684002000500044004600206587686353EF901A8FC7684C976262535370673A548C002000700072006F006F00660065007200208FDB884C9AD88D2891CF62535370300260A853EF4EE54F7F75280020004100630072006F0062006100740020548C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000204EE553CA66F49AD87248672C676562535F00521B5EFA768400200050004400460020658768633002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


