
 

ACS 5.8 での Active Directory の統合
改訂日：2016 年 2 月 24 日

ACS 5.8 の Active Directory の主要機能

認証ド メイン

ACS が Active Directory ド メインに参加している場合は、Active Directory の信頼ド メインを自動的に検出します。 ただし、
すべてのド メインが認証と許可を行うために ACS に関係しているとは限りません。 ACS では認証と認可用に信頼ド メイン
から一部のド メインを選択できます。 このド メインのサブセッ トは、認証ド メインと呼ばれます。 認証するユーザまたはマシ
ンが存在するド メインを認証ド メインとして定義することを推奨します。 認証ド メインを定義すると、ド メインをブロック
することによって、これらのド メインでのユーザ認証が行われないようにするため、セキュリテ ィが強化されます。 また、ポ
リシーおよび認証に関係しないド メインをスキップできるため、パフォーマンスの 適化や、ACS による ID 検索操作の実行
の効率化にも役立ちます。

あいまいな ID の解決

ACS が受信したユーザ名またはマシン名があいまいな場合（一意ではない場合）、ユーザが認証を行おう とすると問題が発生
する可能性があります。 ユーザにド メイン マークアップがない場合や、複数のド メインに同じユーザ名の ID が複数ある場
合、ID クラ ッシュが発生します。 たとえば、userA が domain1 に存在し、別の userA が domain2 に存在する場合です。 ID の
解決設定を使用すると、このようなユーザの解決範囲を定義できます。 UPN や NetBIOS などの修飾名の使用を強く推奨しま
す。 修飾名によって、あいまいになる可能性が削減され、遅延を減らすことでパフォーマンスが向上します。

セキュリテ ィ  ID に基づいたグループ メンバーシップ評価

 グループ メンバーシップ評価を 適化するためにセキュリテ ィ  ID（SID）を使用します。 グループを評価する効率（スピー
ド）、およびダウンしたド メインに属するグループのメンバーであるユーザの遅延に対する復元力という  2 つの理由から、SID 
は有益です。 グループを削除して、元と同じ名前で新規グループを作成する場合は、SID を更新して、新規作成したグループに
新しい SID を割り当てる必要があります。

診断ツール

診断ツールを使用すると、一般的な接続問題について Active Directory 環境を自動的にテストおよび診断することができま
す。 このツールは、次の情報を提供します。

 テスト を実行する ACS ノード

 Active Directory への接続

 ド メインの詳細なステータス

 ACS-DNS サーバの接続に関する詳細なステータス

ツールは、実行するテストごとに詳細なレポート を提供します。

証明書認証プロファイルの機能拡張

ACS 5.8 では、証明書認証プロファイルに新しい機能拡張が導入されています。

 ID のあいまいさの解決専用のオプシ ョ ン：このオプシ ョ ンを使用すると、EAP-TLS 認証の ID の問題を解決できます。 
TLS 証明書から複数の ID を設定できます。 ユーザ名があいまいな場合（たとえば、「jdoe」 が 2 つ取得される場合や、クラ
イアン ト証明書が Active Directory に存在する場合）、ACS はバイナリ比較を使用してあいまいさを排除することができ
ます。
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Active Directory と  Cisco の統合の前提条件
レポートおよびアラーム

ACS は、Active Directory 関連のアクティ ビテ ィのモニタ リングおよびト ラブルシューティ ングを実行する新しい AD コネク
タ操作レポートおよびアラームをダッシュボードに提供します。

高度な調整

高度な調整機能により、ノード固有の変更および設定が可能となり、システムのさらに深いレベルでパラメータを調整できま
す。 このページでは、優先 DC、GC、DC フェールオーバー パラメータ、およびタイムアウトを設定できます。 また、このページ
では、暗号の無効化などのト ラブルシューテ ィング オプシ ョ ンも提供します。 これらの設定は、通常の管理フローを対象とし
ていません。シスコ  サポートのガイダンスに従って使用する必要があります。

関連タスク

Active Directory のユーザ グループの設定

関連情報

 認証ド メインの設定

 ID の書き換え

 ID の解決の設定

 サポート されるグループ タイプ

 証明書ベースの認証のための Active Directory 証明書の取得

 Active Directory の問題の診断

 Active Directory のアラームおよびレポート

 ノードの Active Directory の参加の表示

 Active Directory 認証のためのユーザのテスト

 Active Directory の高度な調整

Active Directory と  Cisco の統合の前提条件 
次に、Active Directory と  ACS を統合するための前提条件を示します。

 Network Time Protocol（NTP）サーバ設定を使用して、ACS サーバと  Active Directory 間の時間を同期します。 ACS CLI 
から  NTP を設定できます。

 Active Directory 構造にマルチド メインのフォレストがある場合、または複数のフォレス トに分割されている場合は、
ACS が接続されるド メインと、アクセスする必要があるユーザおよびマシン情報があるその他のド メインとの間に信頼
関係があることを確認します。 信頼関係の確立の詳細については、Microsoft Active Directory のマニュアルを参照して
ください。

 ACS を参加させるド メインでは、少な く とも  1 つのグローバル カタログ サーバが動作し、ACS からアクセス可能である
必要があります。
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Active Directory と  Cisco の統合の前提条件
さまざまな操作の実行に必要な Active Directory のアカウン ト権限

メモ：参加操作または脱退操作に使用するクレデンシャルは、ACS に保存されません。 新し く作成された ACS のマシン アカ
ウン トのクレデンシャルのみが保存されます。

通信用に開く必要があるネッ トワーク  ポート

表 1 Active Directory に必要なアカウン ト権限

参加操作 脱退処理 ACS のマシン アカウン ト

参加操作の実行に使用するアカウ
ン トには、次の権限が必要です。

 Active Directory を検索する
権限（ACS のマシン アカウ
ン トがすでに存在するかど
うかの確認）

 ド メインに ACS のマシン ア
カウン ト を作成する権限（マ
シン アカウン トが存在しな
い場合）

 新しいマシン アカウン トに
属性を設定する権限（ACS の
マシン アカウン トのパス
ワード、SPN、dnsHostname 
など）

参加操作を実行するために、ド メ
イン管理者である必要はありま
せん。

脱退操作の実行に使用するアカウン ト
には、次の権限が必要です。

 Active Directory を検索する権限
（ACS のマシン アカウン トがすで
に存在するかどうかの確認）

 ド メインから  ACS のマシン アカ
ウン ト を削除する権限

強制脱退（パスワードなしでの脱退）を
実行する場合、ド メインからマシン ア
カウン トは削除されません。

Active Directory との通信に使用するために新し
く作成する ACS のマシン アカウン トには、次の
アクセス許可が必要です。

 自分のパスワードを変更する権限

 認証されるユーザ/マシンに対応するユーザ/
マシン オブジェク ト を読み取る権限

 必要な情報（信頼ド メイン、代替 UPN サ
フ ィ ックスなど）を取得するために Active 
Directory の一部を照会する権限

 tokenGroups 属性を読み取る権限

Active Directory でマシン アカウン ト を事前に作
成できます。SAM の名前が ACS アプライアンス
のホスト名と一致する場合は、参加操作中に検出
して再利用する必要があります。

複数の参加操作を実行すると、参加操作ごとに 1 
つずつ、複数のマシン アカウン トが ACS 内で保
持されます。

表 2 通信用に開く必要があるネッ トワーク  ポート

プロ ト コル ポート（リモート  ローカル） ターゲッ ト 認証 注記

DNS（TCP/UDP） 49152 以上の乱数 DNS サーバ/AD ド メイン コン
ト ローラ

なし —

MSRPC 445 ド メ イン コン ト ローラ 可能 —

Kerberos
（TCP/UDP）

88　 ド メ イン コン ト ローラ 可能（Kerberos） MS AD/KDC

LDAP（TCP/UDP） 389 ド メ イン コン ト ローラ 可能 —

LDAP（GC） 3268 グローバル カタログ サーバ 可能 —

NTP 123 NTP サーバ/ド メイン コン ト
ローラ

なし —

IPC 80 展開内の他の ACS ノード 可能（RBAC クレデ
ンシャルを使用）

—
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ACS の Active Directory ド メインへの参加
DNS サーバ

DNS サーバを設定する場合は、次のことに注意して ください。

 ACS に設定されているすべての DNS サーバで、使用するすべてのド メインの正引きおよび逆引き DNS クエリーを解決
できるようにする必要があります。

 すべての DNS サーバで、追加サイ ト情報の有無に関係な く、DC、GC、および KDC の SRV クエリーに回答できるように
する必要があります。

 パフォーマンスを向上させるために、SRV 応答にサーバ IP アドレスを追加することを推奨します。

 パブリ ック  インターネッ トでクエリーを実行する DNS サーバを使用しないで ください。 不明な名前を解決する必要が
ある場合に、遅延やネッ トワーク情報の漏洩を引き起こす可能性があります。

ACS の Active Directory ド メ インへの参加
同じ展開の ACS ノードを異なる AD ド メ インに参加させることができます。 ただし、各ノードが参加できるのは 1 つの AD 
ド メインのみです。 これらの ACS ノードのポリシー定義は変更されず、同じ  AD ID ストアを使用します。

AD の設定はデフォルトで表示されません。AD の設定は、ACS を 初にインストールした時点では AD ド メインには参加し
ていません。 AD の設定ページを開く と、分散展開内のすべての ACS ノードのリストが表示されます。

AD ID ストアを設定すると、ACS によって次のものも作成されます。

 2 つの属性（ExternalGroup 属性と、[（ディ レク ト リの属性（Directory Attributes）] ページから取得される属性用の別の属
性）を持つそのストア用の新しいディ クシ ョナリ。

 新しい属性 IdentityAccessRestricted。 この属性のカスタム条件を手動で作成できます。

 ExternalGroup 属性からのグループ マッピングのカスタム条件（カスタム条件名は AD1:ExternalGroups）、および [ディ
レク ト リ属性（Directory Attributes）] ページで選択された各属性用の別のカスタム条件（AD1:cn など）。

事前定義済みの条件名を編集でき、[Custom condition] ページからカスタム条件を作成できます。 『Creating, Duplicating, 
and Editing a Custom Session Condition（カスタム セッシ ョ ンの条件の作成、複製、および編集）』を参照して ください。

AD ド メインに単一ノードまたは複数ノードを追加するには、次の手順を実行します。

1. [ユーザおよび ID ストア（Users and Identity Stores）] > [外部 ID ストア（External Identity Stores）] > [Active Directory] 
を選択します。 

[Active Directory] ページが表示されます。

2. 単一ノードまたは複数のノードを選択し、[参加（Join）] をクリ ックします。

[参加（Join）] ページが表示されます。

3. 表 3 の説明に従って、[参加（Join）] ページのフ ィールドに入力します。
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ACS の Active Directory ド メインへの参加
4. 次をクリ ックします。

 [参加（Join）]：AD ド メインに選択したノードを参加させます。 ノードのステータスは、参加の結果によって変化します。 

 [キャンセル（Cancel）]：接続をキャンセルします。 

AD ド メインからのノードの接続解除 
AD ド メインから単一ノードまたは複数のノードの接続を解除するには、次の手順を実行します。

1. [ユーザおよび ID ストア（Users and Identity Stores）] > [外部 ID ストア（External Identity Stores）] > [Active Directory] 
を選択します。

[Active Directory] ページが表示されます。

2. 単一ノードまたは複数のノードを選択し、[脱退（Leave）] をクリ ックします。

[接続の脱退（Leave Connection）] ページが表示されます。

3. 表 4 の説明に従って、[接続の脱退（Leave Connection）] ページのフ ィールドに入力します。

表 3 [参加/テスト接続（Join/Test Connection）] ページ

オプシ ョ ン 説明

Active Directory Domain 
Name

ACS を参加させる AD ド メインの名前。

ユーザ名（Username） 事前定義された AD ユーザのユーザ名を入力します。 ACS でのド メイン アクセスに必要な AD 
アカウン トには、次のいずれかが必要です。

 対応するド メインのド メイン ユーザにワーク  ステーシ ョ ンを追加する権限。

 ACS マシンのアカウン トが事前に作成される（ACS マシンをド メインに追加する前に作成
される）対応するコンピュータ  コンテナに対してコンピュータ  オブジェク ト を作成する権
限またはコンピュータ  オブジェク ト を削除する権限。

ACS アカウン トのロックアウト  ポリシーを無効にし、不正なパスワードがこのアカウン トに使
用された場合に管理者にアラート を送信するように AD インフラスト ラクチャを設定することを
推奨します。 これは、誤ったパスワードを入力した場合、ACS が必要なときにマシン アカウン ト
を作成または変更しないため、すべての認証が拒否されるためです。

[パスワード（Password）] ユーザ パスワードを入力します。 パスワードは、少な く とも  1 文字の小文字、1 文字の大文字、1 
文字の数字、および 1 文字の特殊文字を組み合わせて、8 文字以上にする必要があります。 すべて
の特殊文字がサポート されています。 
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ACS の Active Directory ド メインへの参加
4. 次をクリ ックします。

 [脱退（Leave）]：選択したノードを AD ド メインから切断します。 

 [キャンセル（Cancel）]：操作をキャンセルします。  

認証ド メインの設定

ACS を Active Directory ド メインに追加する場合、ACS には信頼関係のある他のド メインに対する可視性が必要です。 デ
フォルトでは、ACS はそのようなすべての信頼ド メインに対する認証を許可します。 Active Directory 展開と対話している間
は、ACS を認証ド メインのサブセッ トに限定することもできます。 認証ド メインを設定すると、選択したド メインに対しての
み認証が実行されるように、各参加ポイン トに固有のド メインを選択できます。 認証ド メインでは、参加ポイン トから信頼さ
れたすべてのド メインではな く、選択されたド メインのユーザのみを認証するように ACS に指示するため、セキュリテ ィが
向上します。 また、認証ド メインは検索領域（つまり、着信ユーザ名または ID に一致するアカウン ト を検索する領域）を制限す
るため、認証要求処理のパフォーマンスも向上し、遅延も減少します。 これは、着信ユーザ名または ID にド メイン マークアッ
プ（プレフ ィ クスまたはサフ ィ ックス）が含まれていない場合に特に重要です。 これらの理由から、認証ド メインを設定する
ことをベスト  プラクテ ィスとして強く推奨します。

認証ド メインを設定するには、次の手順を実行します。

1. [ユーザおよび ID ストア（Users and Identity Stores）] > [外部 ID ストア（External Identity Stores）] > [Active Directory] 
を選択し、[認証ド メイン（Authentication Domains）] タブをクリ ックします。

表に、信頼ド メインのリストが表示されます。 デフォルトでは、ACS はすべての信頼ド メインに対する認証を許可します。

2. 指定したド メインのみを許可するには、認証を許可するド メインの隣にあるチェ ックボックスをオンにし、[選択対象の
有効化（Enable Selected）] をクリ ックします。 

[認証（Authenticate）] 列の選択したド メインのステータスが [可（Yes）] に変わります。 

表 4 [接続の脱退（Leave Connection）] ページ

オプシ ョ ン 説明

ユーザ名（Username） 事前定義された AD ユーザのユーザ名を入力します。 ACS でのド メイン アクセスに必要な AD ア
カウン トには、次のいずれかが必要です。

 対応するド メインのド メイン ユーザにワーク  ステーシ ョ ンを追加する権限。

 ACS マシンのアカウン トが事前に作成される（ACS マシンをド メインに追加する前に作成さ
れる）対応するコンピュータ  コンテナに対してコンピュータ  オブジェク ト を作成する権限ま
たはコンピュータ  オブジェク ト を削除する権限。

ACS アカウン トのロックアウト  ポリシーを無効にし、不正なパスワードがこのアカウン トに使用
された場合に管理者にアラート を送信するように AD インフラスト ラクチャを設定することを推
奨します。 これは、誤ったパスワードを入力した場合、ACS が必要なときにマシン アカウン ト を作
成または変更しないため、すべての認証が拒否されるためです。

パスワード（Password） ユーザ パスワードを入力します。

マシン アカウン トの削除を試
行しない（Do not try to 
remove machine account）

クレデンシャルがわからない場合または DNS の問題がある場合に、選択したノードを AD ド メイ
ンから接続解除するには、このチェ ックボックスをオンにします。 

この操作は、AD ド メインから ノードを切断し、データベースにこのノードのエン ト リをそのまま
残します。 管理者だけが、データベースからこのノード  エン ト リを削除できます。 
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ACS の Active Directory ド メインへの参加
サポート されるグループ タイプ

ACS では、次のセキュリテ ィ  グループ タイプがサポート されます。

 ユニバーサル

 全世界

 内蔵

組み込みグループには、ド メインで一意のセキュリテ ィ  ID（SID）がありません。これを解決するために、Cisco はグループが属
する SID にド メイン名を使用してプレフ ィ クスを付けます。

ACS は、AD 属性の tokenGroups を使用して、ユーザのグループ メンバーシップを評価します。 ACS マシン アカウン トに
は、tokenGroups 属性を読み取るための権限が必要です。 この属性には、ユーザがメンバーである可能性がある 初の約 
1015 グループを含めることができます（実際の数は Active Directory 設定によって異なり、Active Directory を再設定するこ
とで増やすことができます）。 ユーザが所属するグループの数がこれを超える場合、Cisco ではポリシー ルールで 初の 
1015 まで使用します。

Active Directory のユーザ グループの設定

Active Directory ユーザ グループを許可ポリシーで使用できるように設定する必要があります。 内部的には、ACS はグルー
プ名のあいまいさの問題を解決し、グループ マッピングを向上させるためにセキュリテ ィ  ID（SID）を使用します。 SID によ
り、グループ割り当てが正確に一致します。

はじめる前に

Active Directory ド メインに ACS が接続されていることを確認します。

手順

1. [ユーザおよび ID ストア（Users and Identity Stores）] > [外部 ID ストア（External Identity Stores）] > [Active Directory] 
を選択し、[ディレク ト リ  グループ（Directory Groups）] タブをクリ ックします。

[ディレク ト リ  グループ（Directory Groups）] ページが表示されます。 [Selected Directory Groups] フ ィールドに、選択し
て保存した AD グループが表示されます。 [External User Groups] ページで選択した AD グループが表示され、規則テー
ブルのグループ マッピング条件でオプシ ョ ンと して使用できます。

表示されていない他の信頼ド メインまたはフォレストにさらにグループがある場合は、検索フ ィルタを使用して検索結
果を絞り込むことができます。 [追加（Add）] ボタンを使用して新しい AD グループを追加することもできます。

注：ACS は、ド メイン ローカル グループを取得しません。 ACS ポリシーでド メイン ローカル グループを使用すること
は推奨されません。 その理由は、ド メイン ローカル グループでのメンバーシップ評価には時間がかかる場合があるから
です。 そのため、デフォルトでは、ド メイン ローカル グループは評価されません。

2. [Select] をク リ ッ ク して、ド メ イン（および同じフォレス ト内の他の信頼ド メ イン）で使用可能な AD グループを表示
します。

[External User Groups] ダイアログボックスが表示され、ド メインおよび同じフォレスト内の他の信頼ド メインの AD グ
ループのリストが表示されます。

表示されていないグループがさらにある場合は、検索フ ィルタを使用して検索を絞り込み、[Go] をクリ ックします。

3. AD グループを入力するか、リス トから選択し、[OK] をクリ ックします。

AD グループをリストから削除するには、AD グループをクリ ックして [Deselect] をクリ ックします。

4. 次をクリ ックします。

 設定を保存するには、[変更内容を保存（Save Changes）]。

 変更をすべて廃棄するには、[変更の破棄（Discard Changes）]。
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ACS の Active Directory ド メインへの参加
 AD がすでに設定されており、それを削除する場合は、AD ディ クシ ョナリに基づく カスタム条件を使用しているポリ
シー規則がないことを確認したあとで、[Clear Configuration] をクリ ックします。

注：グループを削除し、そのグループと同じ名前で新しいグループを作成する場合は、[SID 値の更新（Update SID Values）] を
クリ ックして、新し く作成したグループに新しい SID を割り当てる必要があります。 アップグレードすると、 初の参加の後
に SID が自動的に更新されます。

注：ACS 5.x で AD ID ストアを設定する場合、Active Directory に定義されているセキュリテ ィ  グループが列挙され、使用で
きますが、分散グループは表示されません。 Active Directory の分散グループはセキュリテ ィ対応でないため、ユーザの集合
に電子メールを送信するために電子メール アプリケーシ ョ ンで使用することしかできません。 分散グループの詳細について
は、Microsoft のマニュアルを参照して ください。

注：ACS が外部 ID ストアの 1015 グループ以上に属するユーザを認証しよう とすると、Active Directory でログイン認証が失
敗することがあります。 これは、Active Directory のローカル セキュリテ ィ認証（LSA）の制限によるものです。

Active Directory 属性の設定

許可ポリシーの条件で使用できるように Active Directory の属性を設定する必要があります。

はじめる前に

Active Directory ド メインに ACS が接続されていることを確認します。

手順

1. [ユーザおよび ID ストア（Users and Identity Stores）] > [外部 ID ストア（External Identity Stores）] > [Active Directory] 
を選択し、[ディレク ト リ属性（Directory Attributes）] タブをクリ ックします。

2. 表 5（P. 8） の説明に従って、[Active Directory: Attributes] ページのフ ィールドに入力します。

表 5 [Active Directory: Attributes] ページ

オプシ ョ ン 説明

Name of example Subject to Select 
Attributes

追加されたド メインで見つかったユーザまたはコンピュータの名前を入力します。 
ユーザまたはコンピュータの CN または識別名を入力できます。

表示される属性のセッ トは、指定するサブジェク トに所属します。 属性のセッ トは、
ユーザおよびコンピュータごとに異なります。

選択 [Attributes] セカンダリ  ウィンドウにアクセスする場合にクリ ックします。このウィ
ンドウには、上記のフ ィールドに入力した名前の属性が表示されます。

属性名リスト
[選択した属性（Selected Attributes）] のセカンダリ  ウィンドウで選択した属性が表示されます。 複数の属性を選択し、同時に送信
できます。

属性名（Attribute Name）  次のいずれかを実行します。

— 属性の名前を入力します。

— リス トから属性を選択し、[Edit] をクリ ックして属性を編集することもでき
ます。

 [Add] をクリ ックして、属性を [Attribute Name list] に追加します。
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3. 次のいずれかを実行します。

 [変更内容を保存（Save Changes）] をクリ ックして、設定を保存します。

 すべての変更を破棄するには、[変更の破棄（Discard Changes）] をクリ ックします。

 AD がすでに設定されており、それを削除する場合は、AD ディ クシ ョナリに基づく カスタム条件を使用しているポリ
シー規則がないことを確認したあとで、[設定をクリア（Clear Configuration）] をクリ ックします。

Active Directory のマシン アクセス制限の設定

マシン アクセス制限を設定するには、次の手順を実行して ください。

1. [ユーザおよび ID ストア（Users and Identity Stores）] > [外部 ID ストア（External Identity Stores）] > [Active Directory] 
を選択し、[マシン アクセス制限（Machine Access Restrictions）] タブをクリ ックします。

タイプ 属性名に関連付けられた属性タイプ。 有効なオプシ ョ ンは次のとおりです。

 文字列

 整数型 64

 IP アドレス：IPv4 または IPv6 アドレスを指定できます。

 符号なし整数型 32

 ブール

デフォルト 選択した属性に対して指定されている属性デフォルト値。

 String：属性名。

 整数型 64：0

 Unsigned Integer 64：0。

 IP アドレス：デフォルト設定なし。

 ブール型：デフォルト設定なし。

Policy Condition Name この属性のカスタム条件名を入力します。 たとえば、カスタム条件名が AAA の場合
は、このフ ィールドに AAA を入力します。AD1: att_name ではありません。

[Select Attributes] セカンダリ  ウィンドウ
[Attributes] セカンダリ  ウィンドウからだけ使用できます。

Search Filter ユーザ名またはマシン名を指定します。

 ユーザ名の場合、認定者名、SAM、NetBios、または UPN フォーマッ ト を指定で
きます。

 マシン名の場合、MACHINE$、NETBiosDomain\MACHINE$、host/MACHINE、ま
たは host/machine.domain のいずれかの形式を指定できます。 ユーザ名および
マシン名には英語以外の文字を指定できます。

属性名（Attribute Name） 上記のフ ィールドで入力したユーザ名またはマシン名の属性の名前。

属性タイプ 属性のタイプ。

属性値（Attribute Value） 指定したユーザまたはマシンの属性の値。

表 5 [Active Directory: Attributes] ページ （続き）

オプシ ョ ン 説明
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読み取り専用ド メイン コン ト ローラ
2. 表 6（P. 10） の説明に従って、[Active Directory のマシン アクセス制限（Active Directory: Machine Access Restrictions）] 
ページのフ ィールドに入力します。

3. 次のいずれかを実行します。

 [変更内容を保存（Save Changes）] をクリ ックして、設定を保存します。

 すべての変更を破棄するには、[変更の破棄（Discard Changes）] をクリ ックします。

 AD がすでに設定されており、それを削除する場合は、AD ディ クシ ョナリに基づく カスタム条件を使用しているポリ
シー規則がないことを確認したあとで、[Clear Configuration] をクリ ックします。

読み取り専用ド メイン コン ト ローラ
読み取り専用のド メイン コン ト ローラでは次の操作がサポート されています。

 Kerberos ユーザ認証

 ユーザ ルックアップ

 属性およびグループの取得

表 6 [Active Directory のマシン アクセス制限（Active Directory: Machine Access Restrictions）] ページ

オプシ ョ ン 説明

Enable Machine Access 
Restrictions

Web インターフェイスでのマシン アクセス制限の制御を有効にするには、このチェ ック
ボックスをオンにします。 これにより、マシン認証結果がユーザの認証および許可に結び
付けられます。 この機能をイネーブルにした場合は、[Aging time] を設定する必要があり
ます。

エージング タイム（時間）
（Aging time (hours)）

マシンが認証されたあと、そのマシンからユーザを認証できる時間。 この時間が経過する
と、ユーザ認証は失敗します。 デフォルト値は 6 時間です。 有効範囲は 1 ～ 8760 時間です。

MAR のキャッシュ配布（MAR Cache Distribution）

キャ ッシュ  エン ト リ  レプリ
ケーシ ョ ンのタイムアウト
（Cache entry replication 
timeout）

キャ ッシュ  エン ト リのレプリケーシ ョ ンがタイムアウトする時間を秒単位で入力しま
す。 デフォルト値は 5 秒です。 有効な範囲は 1 ～ 10 です。

キャッシュ  エン ト リ  レプリ
ケーシ ョ ンの試行回数
（Cache entry replication 
attempts）

ACS が MAR キャッシュ  エン ト リのレプリケーシ ョ ンを実行しなければならない回数を
入力します。 デフォルト値は 2 です。 有効な範囲は 0 ～ 5 です。

キャッシュ  エン ト リ  クエ
リーのタイムアウト（Cache 
entry query timeout）

キャ ッシュ  エン ト リのクエリーがタイムアウトする時間を秒単位で入力します。 デフォ
ルト値は 2 秒です。 有効な範囲は 1 ～ 10 です。

キャッシュ  エン ト リ  クエ
リーの試行回数（Cache entry 
query attempts）

ACS がキャッシュ  エン ト リのクエリーを実行しなければならない回数を入力します。 デ
フォルト値は 1 です。 有効な範囲は 0 ～ 5 です。

ノード この AD ド メ インに接続されているすべてのノードが表示されます。

キャッシュ配布グループ
（Cache Distribution Group）

選択したノードのキャッシュ配布グループを入力します。 ここには、 大 64 文字のテキ
スト文字列を入力できます。 キャッシュ配布グループには特殊文字の「(」と「)」は使用でき
ません。
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Active Directory でサポート される認証プロ ト コルおよび機能
Active Directory は、いくつかのプロト コルを使用した、ユーザおよびマシン認証や Active Directory ユーザ パスワード変更など
の機能をサポート します。 次の表に、Active Directory でサポート される認証プロト コルおよびそれぞれの機能を示します。

Active Directory のユーザ認証プロセス フロー
ユーザの認証または問い合わせ時に、ACS は次のことをチェ ックします。

 MS-CHAP および PAP 認証では、ユーザが無効か、ロックされているか、期限切れか、またはログイン時間外かどうかが
確認され、これらの条件のい くつかに一致する場合、認証は失敗します。

 EAP-TLS 認証では、ユーザが無効かどうかまたはロックされているかどうかが確認され、これらの条件のい くつかに一
致する場合、認証は失敗します。

また、上記の条件（ユーザが無効など）に一致する場合は、IdentityAccessRestricted 属性を設定できます。 従来のポリシーを
サポートするために IdentityAccessRestricted 属性を設定します。前述の条件に一致する場合（ユーザが無効など）は認証が
失敗するため、ACS 5.8 では必要ありません。

サポート されるユーザ名の形式

次に、サポート されるユーザ名のタイプを示します。

 SAM（例：jdoe）

 NetBIOS プレフ ィ クス付きの SAM（例：ACME\jdoe）

表 7 Active Directory でサポート される認証プロ ト コル

Authentication Protocols 機能

EAP-FAST およびパスワード  ベースの Protected 
Extensible Authentication Protocol（PEAP）

MS-CHAPv2 および EAP-GTC の内部方式で EAP-FAST 
と  PEAP を使用するパスワード変更機能を備えたユーザと
マシンの認証

Password Authentication Protocol（PAP） ユーザおよびマシンの認証

Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol 
Version 1（MS-CHAPv1）

ユーザおよびマシンの認証

Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol 
version 2（MS-CHAPv2）

ユーザおよびマシンの認証

Extensible Authentication Protocol-Generic Token Card
（EAP-GTC）

ユーザおよびマシンの認証

Extensible Authentication Protocol-Transport Layer 
Security（EAP-TLS）

 ユーザおよびマシンの認証

 グループおよび属性の取得

 証明書のバイナリ比較

Extensible Authentication Protocol：セキュアなト ンネリン
グ転送レイヤ セキュリテ ィ（EAP-FAST-TLS）によるフレキ
シブル認証

 ユーザおよびマシンの認証

 グループおよび属性の取得

 証明書のバイナリ比較

Protected Extensible Authentication Protocol-Transport 
Layer Security（PEAP-TLS）

 ユーザおよびマシンの認証

 グループおよび属性の取得

 証明書のバイナリ比較

Lightweight Extensible Authentication Protocol（LEAP） ユーザ認証
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Active Directory のユーザ認証プロセス フロー
 UPN（例：jdoe@acme.com）

 Alt UPN（例：john.doe@acme.co.uk）

 サブツリー（例：johndoe@finance.acme.com）

 SAM マシン（例：laptop$）

 NetBIOS プレフ ィ クス付きのマシン（例：ACME\laptop$）

 FQDN DNS マシン（例：host/laptop.acme.com）

 ホスト名のみのマシン（例：host/laptop）

Active Directory のパスワードベース認証

パスワード認証プロ ト コル（PAP）と  Microsoft チャレンジ ハンドシェイク認証プロ ト コル（MS-CHAP）は、パスワードベー
ス プロ ト コルです。 MS-CHAP クレデンシャルは、MS-RPC によってのみ認証できます。 ACS では PAP 認証に 2 つのオプ
シ ョ ン（MS-RPC および Kerberos）があります。 MS-RPC も  Kerberos も同様にセキュアなオプシ ョ ンです。 PAP 認証の 
MS-RPC はデフォルトであり、次の理由から推奨されるオプシ ョ ンです。

 MS-CHAP との一貫性

 より明確なエラー レポートの提供

 Active Directory とのより効率的な通信 MS-RPC の場合、ACS は参加しているド メインのみから ド メイン コン トローラ
に認証要求を送信し、そのド メイン コン ト ローラが要求を処理します。

Kerberos の場合、ACS は、参加しているド メインからユーザのアカウン ト  ド メインまで Kerberos のリフェラルに従う必要
があります（つまり、ACS は参加しているド メインからユーザのアカウン ト  ド メインへの信頼パスにあるすべてのド メイン
と通信する必要があります）。

ACS は、ユーザ名の形式を確認し、ド メイン マネージャを呼び出して適切な接続を検索します。 アカウン ト  ド メインのド メ
イン コン ト ローラが検出されると、ACS はそれに対してユーザを認証しよう と します。 パスワードが一致すると、ユーザに
ネッ トワークへのアクセス権が付与されます。

パスワードベースのマシン認証は、マシン名がホスト /プレフ ィ クス形式であることを除き、ユーザベース認証によ く似てい
ます。 この形式（DNS ネームスペース）では、ACS はそのまま認証することはできません。認証する前に、NetBIOS のプレフ ィ
クスが付いた SAM 形式に変換します。

証明書ベースの認証のための Active Directory 証明書の取得

ACS では、EAP-TLS プロ ト コルを使用するユーザおよびマシンの認証のための証明書取得がサポート されています。 Active 
Directory 上のユーザまたはマシン レコードには、バイナリ  データ型の証明書属性が含まれています。 この証明書属性に 1 つ
以上の証明書を含めることができます。 ACS ではこの属性は userCertificate と して識別され、この属性に対して他の名前を
設定することはできません。 ACS はこの証明書を取得し、バイナリ比較の実行に使用します。

証明書認証プロファイルは、証明書の取得に使用する Active Directory のユーザを検索するためにユーザ名を取得する
フ ィールド（たとえば、サブジェク ト代替名（SAN）または一般名）を決定します。 ACS は、証明書を取得したあと、この証明書
とクライアン ト証明書とのバイナリ比較を実行します。 複数の証明書が受信された場合、ACS は、いずれかが一致するかどう
かをチェ ックするために証明書を比較します。 一致している場合、ユーザまたはマシンの認証が成功します。

証明書認証プロファイルの追加

Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security（EAP-TLS）証明書ベースの認証方式を使用する場合は、証明書
認証プロファイルを作成する必要があります。 従来のユーザ名とパスワードの方法で認証する代わりに、ACS はクライアン
トから受信した証明書とサーバの証明書を比較し、ユーザの信頼性を検証します。
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証明書認証プロファイルによって、証明書ベースのアクセス要求に使用される X509 証明書情報が定義されます。 ユーザ名と
して使用される属性を証明書から選択できます。 証明書属性のサブセッ ト を選択して、要求のコンテキストにユーザ名
フ ィールドを読み込むことができます。 このユーザ名は、要求の残りのユーザを識別する場合に使用されます。ログで使用さ
れる識別情報にも使用されます。

証明書認証プロファイルを使用して証明書データを取得し、LDAP または AD クライアン トから提示される証明書をさらに確
認できます。 証明書認証プロファイルのユーザ名を使用して、LDAP または AD ID ストアの問い合わせが行われます。 ACS 
は、クライアン ト証明書を LDAP または AD ID ストアから取得されたすべての証明書と  1 つずつ比較し、いずれかが一致する
かどうかを確認します。 ACS は、要求を受け入れるか、または拒否します。

ACS が要求を受け入れるには、LDAP または AD ID ストアの証明書が 1 つだけ、クライアン ト証明書と一致する必要があり
ます。

ACS が証明書ベースの認証要求を処理するときに、次の 2 つのうちのいずれかが行われます。証明書のユーザ名と、要求を処
理している ACS のユーザ名とが比較されます。あるいは、選択した LDAP または AD ID ストアに定義されている情報を使用
して、ACS によって証明書情報が確認されます。

証明書認証プロファイルを複製して、既存の証明書認証プロファイルと同じか、または類似した新しいプロファイルを作成で
きます。 複製の完了後、各プロファイル（元のプロファイルおよび複製されたプロファイル）に個別にアクセスして、編集また
は削除します。

ACS 5.8 では、証明書の名前制約拡張をサポートするようになりました。 これにより、発行元に名前制約拡張が含まれるクラ
イアン ト証明書を受け入れます。 また、CA およびサブ CA 証明書についてクライアン ト認証を確認します。 この拡張は、証明
書パスの後続の証明書におけるすべてのサブジェク ト名の名前空間を定義します。 これは、サブジェク ト識別名とサブジェ
ク ト代替名の両方に適用されます。 これらの制約は、指定された名前形式がクライアン ト証明書に存在する場合にのみ適用
されます。 ACS 認証は、クライアン ト証明書が名前空間により除外されている、または許可されていない場合、失敗します。

サポート される名前制約：

 ディレク ト リ名

 DNS

 E メール

 URL

サポート されない名前制約：

 IP アドレス

 その他の名前

証明書認証プロファイルを作成、複製、または編集するには、次の手順を実行します。

1. [ユーザおよび ID ストア（Users and Identity Stores）] > [証明書認証プロファイル（Certificate Authentication Profile）] 
を選択します。

[証明書認証プロファイル（Certificate Authentication Profile）] ページが表示されます。

2. 次のいずれかを実行します。

 [作成（Create）] をクリ ックします。

 複製する証明書認証プロファイルの隣にあるチェ ックボックスをオンにし、[Duplicate] をクリ ックします。

 変更する証明書認証プロファイルをクリ ックします。または、名前の隣にあるチェ ックボックスをオンにして [Edit] をク
リ ックします。

[Certificate Authentication Profile Properties] ページが表示されます。
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Active Directory のユーザ認証プロセス フロー
3. 表 8（P. 14） の説明に従って、[Certificate Authentication Profile Properties] ページのフ ィールドに入力します。

4. [送信（Submit）] をクリ ックします。

[Certificate Authentication Profile] ページが再表示されます。

パスワード変更、マシン認証、およびマシン アクセス制限の設定の変更

はじめる前に

Active Directory ド メインに ACS を参加させる必要があります。

手順

1. [ユーザおよび ID ストア（Users and Identity Stores）] > [外部 ID ストア（External Identity Stores）] > [Active Directory] 
を選択します。 

Active Directory の [全般（General）] タブが表示されます。 

2. 必要に応じて、[パスワードの変更（Password Change）]、[マシン認証（Machine Authentication）]、[ダイヤルイン チェ ッ
ク（dial-in check）]、[ダイヤルイン クライアン トのコールバック  チェ ック（call back check for dial-in clients）] を有効
にします。 デフォルトでは、[パスワードの変更（Password Change）] と  [マシン認証（Machine Authentication）] は有効
になっています。

3. プレーン テキスト認証に Kerberos を使用する場合は、[プレーン テキスト認証に Kerberos を使用（Use Kerberos for 
Plain Text Authentications）] チェ ックボックスをオンにします。 デフォルトおよび推奨のオプシ ョ ンは MS-RPC です。

表 8 [証明書認証プロファイルのプロパティ（Certificate Authentication Profile Properties）] ページ

オプシ ョ ン 説明

全般

名前 証明書認証プロファイルの名前を入力します。

説明 証明書認証プロファイルの説明を入力します。

Certificate Definition

Principal Username X509 
Attribute

x509 認証に使用できるプリンシパル ユーザ名属性のセッ ト。 選択肢は次のとおりです。

 共通名

 Subject Alternative Name

 Subject Serial Number

 Subject

 Subject Alternative Name - Other Name

 Subject Alternative Name - EMail

 Subject Alternative Name - DNS

Perform Binary Certificate 
Comparison with Certificate 
retrieved from LDAP or 
Active Directory

選択した LDAP または AD ID ストアに対する認証のために証明書情報を確認する場合に、
このチェ ックボックスをオンにします。

このオプシ ョ ンを選択する場合、LDAP または AD ID ストアの名前を入力するか、[選択
（Select）] をクリ ックして使用可能なリストから  LDAP または AD ID ストアを選択する必
要があります。
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ID の解決の設定
Active Directory インスタンスに対する認可

ここでは、ACS が Active Directory に対するユーザまたはマシンの認可に使用するメカニズムについて説明します。

認可ポリシーで使用する Active Directory の属性およびグループの取得

ACS は、許可ポリシー ルールで使用するために Active Directory からユーザまたはマシンの属性およびグループを取得しま
す。 これらの属性は ACS ポリシーで使用され、ユーザまたはマシンの承認レベルを決定します。 ACS は、認証が成功した後
にユーザおよびマシンの Active Directory 属性を取得します。また、認証とは別に、認可のために属性を取得することもでき
ます。

ACS は、外部 ID ストア内のグループを使用してユーザまたはコンピュータに権限を割り当てることがあります（たとえば、
ユーザをスポンサー グループにマップします）。 Active Directory のグループ メンバーシップの次の制限事項に注意して くだ
さい。

ポリシー ルール条件は、ユーザまたはコンピュータのプライマリ  グループ、ユーザまたはコンピュータが直接メンバーであ
るグループ、または間接的な（ネスト された）グループのいずれかを参照します。

ユーザまたはコンピュータのアカウン ト  ド メイン外のド メイン ローカル グループはサポート されません。

属性およびグループは、Active Directory ド メインごとに取得され、管理されます。 これらは許可ポリシーで使用されます（ま
ず参加ポイン ト を選択し、次に属性を選択します）。 許可範囲ごとに属性またはグループを定義することはできませんが、認
証ポリシーに範囲を使用できます。 認証ポリシーで範囲を使用する場合、ユーザは 1 つの参加ポイン トで認証されますが、
ユーザのアカウン ト  ド メインへの信頼できるパスがある別の参加ポイン ト経由で属性またはグループを取得することがで
きます。 認証ド メインを使用して、1 つの範囲内にある 2 つの参加ポイン トで認証ド メインが重複しないようにすることがで
きます。

使用可能な Active Directory グループの 大数に関する Microsoft の制限については、次の URL を参照して ください。
http://technet.microsoft.com/ja-JP/library/active-directory-maximum-limits-scalability(v=WS.10).aspx

/!@\#$%^&*()_+~ のような特殊文字を使用した Active Directory グループ名がルールに含まれる場合、認可ポリシーは失敗
します。

ID の解決の設定
一部のタイプの ID には、プレフ ィ クスまたはサフ ィ ックスのようなド メイン マークアップが含まれます。 たとえば、
ACME\jdoe などの NetBIOS ID では、「ACME」がド メイン マークアップのプレフ ィ クスで、同様に jdoe@acme.com などの 
UPN ID では、「acme.com」がド メイン マークアップのサフ ィ ックスです。 ド メイン プレフ ィ クスは、組織内の Active 
Directory ド メインの NetBIOS（NTLM）名に一致し、ド メイン サフ ィ ックスは、組織内の Active Directory ド メインの DNS 名
または代替 UPN サフ ィ ックスに一致する必要があります。 たとえば、jdoe@gmail.com は、gmail.com が Active Directory ド
メインの DNS 名でないため、ド メ イン マークアップなしと して処理されます。

ID 解決の設定によって、重要な設定を構成して、Active Directory 導入環境に対応するようにセキュリティおよびパフォーマン
ス バランスを調整することができます。 これらの設定を使用すると、ド メイン マークアップのないユーザ名およびホスト名の
認証を調整できます。 ACS がユーザのド メインを認識しない場合、すべての認証ド メインでユーザを検索するように設定する
ことができます。 ユーザが 1 つのド メインで検出されても、ACS は ID のあいまいさがないことを保証するためにすべての応
答を待ちます。 このプロセスには、ド メインの数、ネッ トワークの遅延、負荷などに応じて時間がかかる場合があります。

ID 解決の問題の回避

認証時にユーザおよびホストの完全修飾名（つまり、ド メイン マークアップ付き名前）を使用することを強く推奨します。 た
とえば、ユーザの UPN と  NetBIOS 名、およびホストの FQDN SPN です。 複数の Active Directory アカウン トが着信ユーザ名
と一致する（たとえば、jdoe が jdoe@emea.acme.com および jdoe@amer.acme.com と一致する）などのあいまいエラーが
頻繁に発生する場合には、このことが特に重要になります。 場合によっては、完全修飾名を使用することが、問題を解決する
唯一の方法になります。 また、ユーザのパスワードが一意であることを保証するのみで十分な場合もあります。 したがって、
一意の ID を 初から使用すると、効率が向上し、パスワード  ロックアウトの問題が減少します。
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ト ラブルシューテ ィング ツール
ID 解決の設定

注：この設定タスクは任意です。 あいまいな識別エラーなどのさまざまな理由で発生する認証の失敗を減らすために実行で
きます。

はじめる前に

Active Directory ド メインに ACS を参加させる必要があります。 複数参加は ACS 5.8 ではサポート されません。

手順

1. [ユーザおよび ID ストア（Users and Identity Stores）] > [外部 ID ストア（External Identity Stores）] > [Active Directory] 
を選択します。

ACS は Active Directory の [全般（General）] タブに詳細を表示します。 

2. [ID 解決（Identity Resolution）] セクシ ョ ンで、ユーザ名またはマシン名の ID 解決についての次の設定を定義します。 この
設定によって、ユーザの検索と認証を詳細に制御できます。

初に、マークアップなしの ID に対する設定を行います。 このような場合、次のオプシ ョ ンのいずれかを選択できます。

 [要求を拒否する（Reject the request）]：このオプシ ョ ンを使用すると、SAM 名などのド メイン マークアップがないユー
ザの認証は失敗します。 このことは、ACS が参加しているすべてのグローバル カタログの ID を検索する必要があるた
め、安全性が低下する可能性がある複数参加ド メインの場合に役立ちます。 このオプシ ョ ンでは、ユーザは強制的にド メ
イン マークアップ付きの名前を使用します。

 [結合されたフォレストの「認証ド メイン」のみで検索する（Only search in the “Authentication Domains” from the joined 
forest）]：このオプシ ョ ンを使用すると、認証ド メインの セクシ ョ ンで指定した、結合ポイン トのフォレスト内のド メイ
ンのみで ID が検索されます。 これはデフォルト  オプシ ョ ンで、SAM アカウン ト名に対する ACS 5.7 の動作と同じです。

 [すべての「認証ド メイン」セクシ ョ ンで検索する（Search in all the “Authentication Domains” sections）]：このオプシ ョ
ンを使用すると、すべての信頼されたフォレストのすべての認証ド メインで ID が検索されます。 これにより、遅延が増加
し、パフォーマンスに影響する可能性があります。

ACS で認証ド メインがどのように設定されているかに基づいて選択します。 特定の認証ド メインのみが選択されている
場合、（「参加しているフォレスト」または「すべてのフォレスト」選択の両方で）それらのド メインのみが検索されます。

2 番目の設定は、ACS が、[認証ド メイン（Authentication Domains）] セクシ ョ ンで指定された設定に準拠するために必要とな
るすべてのグローバル カタログ（GC）と通信できない場合に使用します。 このような場合、次のオプシ ョ ンのいずれかを選択
できます。

 [使用可能なド メインで続行する（Proceed with available domains）]：このオプシ ョ ンを使用すると、使用可能ないずれか
のド メインで一致が見つかった場合に認証が続行されます。

 [要求をドロップする（Drop the request）]：このオプシ ョ ンを使用すると、ID 解決で到達不能または使用できないド メイ
ンが検出された場合に認証要求がドロップされます。

ト ラブルシューテ ィング ツール
ACS には、Active Directory のエラーを診断およびト ラブルシューテ ィングする複数のツールがあります。

Active Directory の問題の診断

診断ツールは、すべての ACS ノードで実行されるサービスです。 診断ツールを使用して、Active Directory 展開を自動的にテ
ストおよび診断したり、ACS が Active Directory を使用するときに機能やパフォーマンスの障害の原因となる可能性がある
問題を検出するための一連のテスト を実行したりすることができます。

ACS が Active Directory に参加できない、または Active Directory に対して認証できない理由は、複数あります。 このツール
は、ACS を Active Directory に接続するための前提条件が正し く設定されていることを確認するのに役立ちます。 また、ネッ
トワーク、ファイアウォール設定、クロック同期、ユーザ認証などの問題の検出に役立ちます。 このツールは、手順がステップ
ごとに説明されているガイド と して機能し、必要に応じて途中でそれぞれのレイヤの問題を修正するのに役立ちます。
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ト ラブルシューテ ィング ツール
次の 3 つのテストは、ACS を Active Directory に参加させずに実行でき、AD デーモンが正し く実行しているかどうかを確認
できます。 

 システムの健全性：AD サービスを確認します。

 システムの健全性：DNS 設定を確認します。

 システムの健全性：NTP を確認します。

Active Directory の問題を診断するには、次の手順を実行します。

1. [ユーザおよび ID ストア（Users and Identity Stores）] > [外部 ID ストア（External Identity Stores）] > [Active Directory] 
を選択し、[診断ツール（Diagnostic Tools）] タブをクリ ックします。

Active Directory のド メイン機能を確認するために実行可能なすべてのテストのリス トが [診断ツール（Diagnostic 
Tools）] タブに表示されます。 

2. 実行するテストの横にあるチェ ックボックスをオンにします。複数のボックスを選択できます。

3. 次をクリ ックします。

 選択したテストのみを実行するには、[選択したテスト を実行（Run Selected Tests）] を選択します。

 すべてのテスト を実行するには、[すべてのテスト を実行（Run All Tests）] を選択します。

 ACS ですべてのテストの実行を停止するには、[実行中のすべてのテスト を停止] を選択します。

[結果（Result）] 列と  [修復方法（Remedy）] 列にテスト結果が表示されます。

Active Directory のアラームおよびレポート

アラーム

ACS は、Active Directory に関連するアクテ ィビテ ィ をモニタしてト ラブルシューテ ィングを実行するためのさまざまなア
ラームおよびレポート を提供します。

次のような Active Directory のエラーおよび問題に対してアラームがト リガーされます。

 設定したネーム サーバが使用できない

 参加したド メインが使用できない

 認証ド メインが使用できない

 Active Directory フォレストが使用できない

 AD コネクタを再起動する必要がある

 AD：ACS アカウン ト  パスワードの更新に失敗した

 AD：マシン TGT の更新に失敗した

レポート

次の 2 つのレポートで Active Directory に関連するアクテ ィビテ ィ をモニタできます。

 RADIUS 認証レポート（RADIUS Authentications Report）：このレポートは、Active Directory の認証および許可に関する
詳細な手順が示されています。 このレポートは、[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [認証サービス ステータス
（Auth Services Status）] > [RADIUS 認証（RADIUS Authentications）] にあります。
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AD コネクタの内部操作
 AD コネクタ操作レポート（AD Connector Operations Report）：AD コネクタ操作レポートには、ACS サーバのパスワー
ド更新、Kerberos チケッ トの管理、DNS クエリー、DC 検出、LDAP、および RPC 接続管理など、AD コネクタによって実行
されるバックグラウンド操作のログが示されています。 Active Directory の障害が発生した場合、このレポートの詳細を
確認して、考えられる原因を特定することができます。 このレポートは、[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [認
証サービス ステータス（Auth Services Status）] > [AD コネクタ操作（AD Connector Operations）] にあります。

Active Directory の高度な調整

高度な調整機能ではノード固有の設定が可能です。この設定は、システムのパラメータの詳細な調整を伴う、シスコのサポー
ト担当者の指示に基づくサポート  アクシ ョ ンに使用します。 これらの設定は、通常の管理フローを対象としていないため、ガ
イダンスに従って使用する必要があります。

AD コネクタの内部操作
ここでは、AD コネクタで行われる内部操作について説明します。

ド メ イン検出アルゴリズム

ACS は、次の 3 つのフェーズでド メイン検出を実行します。

1. 参加しているド メインのクエリー：フォレストのド メイン、および参加しているド メインに対して外部的に信頼できるド
メインを検出します。

2. フォレスト内のルート  ド メインのクエリー：フォレストで信頼を確立します。

3. 信頼できるフォレスト内のルート  ド メインのクエリー：信頼できるフォレストから ド メインを検出します。

さらに、ACS は DNS ド メイン名（UPN サフ ィ ックス）、代替の UPN サフ ィ ックスおよび NTLM ド メ イン名を検出します。

デフォルト  ド メインの検出頻度は、2 時間ごとです。 [高度な調整（Advanced Tuning）] ページからこの値を変更できますが、
シスコのサポート担当者に相談して ください。

DC の検出

AD コネクタは、次のように特定ド メインのド メイン コン ト ローラ（DC）を選択します。

1. DNS SRV クエリー（サイ トにスコープされていない）を実行し、ド メ インで完全なド メイン コン ト ローラ  リス ト を取得
します。

2. IP アドレスのない DNS SRV の DNS 解決を実行します。

3. SRV レコードの優先順位に従って CLDAP ping 要求をド メイン コン ト ローラに送信し、応答がある場合は 初の応答の
みを処理します。 CLDAP 応答には、DC サイ ト とクライアン ト  サイ ト（シスコのマシンが割り当てられたサイ トなど）が
含まれます。

4. DC サイ ト とクライアン ト  サイ トが同じ場合、応答の送信元（DC）が選択されます。

5. DC サイ ト とクライアン ト  サイ トが同じでない場合、AD コネクタは、検出されたクライアン ト  サイ トにスコープされた 
DNS SRV クエリーを実行し、クライアン ト  サイ ト を使用するド メイン コン ト ローラのリス ト を取得し、これらのド メイ
ン コン ト ローラに CLDAP ping 要求を送信し、応答がある場合は 初の応答のみを処理します。 応答の送信元（DC）が選
択されます。 サイ ト を使用するクライアン ト  サイ トに DC がない場合や、現在使用できる DC がサイ トにない場合は、手
順 2 で検出された DC が選択されます。

Active Directory サイ ト を作成および使用することで、ACS が使用するド メイン コン ト ローラに影響を与える場合がありま
す。 サイ トの作成および使用方法については、Microsoft Active Directory のマニュアルを参照して ください。
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AD コネクタの内部操作
ACS は、ド メインごとに優先 DC のリスト も定義できます。 DC のリストは、DNS SRV クエリーの前に選択の優先順位が付け
られます。 ただし、この優先 DC のリストは排他的リストではありません。 優先 DC が使用できない場合は、その他の DC が
選択されます。 優先 DC のリストは、次の場合に作成できます。

 SRV レコードが不良か、存在しないか、設定されていない場合。

 サイ ト関連が間違っているか、存在しないか、サイ ト を使用できない場合。

 DNS 設定が間違っているか、編集できない場合。

DC のフェールオーバー

ド メイン コン ト ローラ（DC）のフ ェールオーバーは、次の条件によってト リガーされます。

 AD コネクタは、現在選択している DC が LDAP、RPC、または Kerberos の通信試行時に使用できな く なった場合に検出
します。 DC は、ダウンしているかネッ トワーク接続されていないために使用できない可能性があります。 このような場
合、AD コネクタは DC の選択を開始し、新し く選択した DC にフェールオーバーします。

 DC が起動していて CLDAP ping に応答しますが、AD コネクタはいくつかの理由で DC と通信できません。たとえば、RPC 
ポートがブロックされている場合、DC は破損複製状態になっているか、適切に使用停止されていません。 このような場合、
AD コネクタは、ブラックリストを使用する DC の選択（「不良」DC はブラック リストに置かれます）を開始して、選択した 
DC との通信を試します。 ブラックリストを使用して選択した DC とブラックリストのどちらもキャッシュされません。

DNS のフェールオーバー

大 3 つの DNS サーバと  1 つのド メイン サフ ィ ックスを設定できます。 ACS で Active Directory の ID ストア順序を使用
している場合、すべての DNS サーバが、使用するすべての Active Directory DNS ド メインの正引きおよび逆引き DNS クエ
リーに応答できるようにする必要があります。 DNS のフェールオーバーは、 初の DNS がダウンしているときにのみ発生し
ます。フェールオーバー DNS には 初の DNS と同じレコーダが必要です。 DNS サーバがクエリーの解決に失敗する場合、
DNS クライアン トは別の DNS サーバを試行しません。 デフォルトでは、DNS サーバはクエリーを 2 回再試行し、3 秒でクエ
リーをタイムアウト します。

ID アルゴリズムの解決

ID に関しては、パスワードが入力されているかどうか、任意のド メイン マークアップが ID に存在するかどうかに関係な く、
ID のタイプに基づいて、さまざまなアルゴリズムがユーザまたはマシン オブジェク トの検索に使用されます。 次に、ACS が
さまざまな ID タイプの解決に使用するさまざまなアルゴリズムを示します。

注：ID が設定済みの ID リライ ト  ルールに従って書き換えられている場合、ID 解決は書き換えられた ID に適用されます。

SAM 名の解決

ID が SAM 名（ド メ イン マークアップのないユーザ名またはマシン名）の場合、ACS はフォレスト を検索して ID を探します。 
一意に一致した場合、ACS はド メインまたは一意の名前を特定し、AAA フローに進みます。

SAM 名が一意ではな く、ACS が EAP-TLS などのパスワードのないプロ ト コルを使用するように設定されている場合は他に
適切なユーザを検索する基準がないため、ACS は「あいまいな ID」エラーで認証に失敗します。 ただし、ユーザ証明書が 
Active Directory に存在する場合、ACS はバイナリ比較を使用して ID を解決します。

PAP などのパスワードベースのプロ ト コル、または MSCHAP を使用するように ACS が設定されている場合、シスコは引き
続きパスワードを確認します。 一意に一致した場合、ACS は AAA フローに進みます。 ただし、パスワードが同じアカウン ト
が複数ある場合、ACS は「あいまいな ID」エラーで認証に失敗します。

ユーザ名の競合を回避する必要があります。 これにより、効率およびセキュリティが向上するだけでな く、アカウントがロック
されることも防止されます。 たとえば、パスワードが異なる 2 つの「Chris」が存在し、ACS は SAM 名の「Chris」のみを受信すると
します。 このシナリオでは、ACS は正しいアカウントを特定する前に、SAM 名が「Chris」である両方のアカウントを試行し続け
ます。 このような場合、Active Directory は間違ったパスワードの試行によっていずれかのアカウントをロックする可能性があ
ります。 このため、一意のユーザ名またはド メイン マークアップ付きのユーザ名を使用するようにして ください。 また、各 
Active Directory ド メインに特定のネッ トワーク デバイスを使用する場合、ID 書き換えを使用して SAM 名を認定できます。
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ID が UPN の場合、ACS は各フォレストのグローバル カタログを検索して、その UPN ID との一致を確認します。 一意に一致
した場合、ACS は AAA フローに進みます。 同じ  UPN の参加ポイン トが複数あり、パスワードが入力されていないか、適切な
アカウン トの特定に役立たない場合、ACS は「あいまいな ID」エラーで認証に失敗します。

また、ACS は、UPN である ID にユーザのメール属性の照合も許可します。つまり、「identity=matching UPN or email」を検索
します。 一部のユーザは、実際の基盤となる UPN ではな く、電子メール名を使用して（多くの場合、証明書経由で）ログインし
ます。 このことは、ID が電子メール アドレスと同じ形式の場合に、暗黙的に行われます。

マシン ID の解決

マシン認証の場合、ACS は、ホスト /プレフ ィ クスを持つ ID を使用して、一致する servicePrincipalName 属性がないかフォレ
スト を検索します。 完全修飾ド メイン サフ ィ ックス（host/machine.domain.com など）が ID で指定されている場合、ACS は
そのド メインが存在するフォレスト を検索します。 ID がホスト /マシン形式の場合、ACS はサービス プリンシパル名がない
かすべてのフォレスト を検索します。 一致が複数ある場合、ACS は「あいまいな ID」エラーで認証に失敗します。

マシンが別の ID 形式（machine@domain.com、ACME\laptop$、または laptop$ など）の場合、ACS は通常の UPN、NetBIOS、
または SAM の解決アルゴリズムを使用します。

NetBIOS ID の解決

ID に NetBIOS ド メイン プレフ ィ クス（ACME\jdoe など）がある場合、ACS は NetBIOS ド メインがないかフォレスト を検索
します。 検出されたら、検出されたド メインで指定の SAM 名（この例では「jdoe」）を検索します。 NetBIOS ド メインは、1 つの
フォレストにおいても必ずしも一意ではないため、検索によって同じ名前の NetBIOS ド メインが複数検出される場合があり
ます。 このような場合にパスワードが入力されていると、適切な ID を検索するために、そのパスワードが使用されます。 それ
でもあいまいな場合やパスワードが入力されていない場合、ACS は「あいまいな ID」エラーで認証に失敗します。

特記事項： 
注：デバイスの数が 100,000 を超える導入環境では、4GB 以上の RAM プラッ ト フォームを使用することを推奨します。 デバ
イスの数が 100,000 を超える導入環境で 4GB 以下の RAM が搭載されたマシンを使用すると  ACS ランタイムがクラッシュ
します。

注：ACS の以前のリ リースでは、AD クライアン ト  プロセスを ACS CLI から手動で停止させると、Active Directory ド メイン
を切断し、「参加中だが切断済み（joined but disconnected）」というステータスが Active Directory の [接続詳細情報
（Connection Details）] ページに表示されます。 一方、ACS 5.8 では、ACS CLI から手動で AD クライアン ト  プロセスを停止
すると、ACS は Active Directory ド メインを切断し、Active Directory の [Connection Details（接続詳細情報）] ページに「なし
（None）」というステータスが表示されます。 ACS CLI から  AD クライアン ト  プロセスを再度起動すると、ACS は Active 
Directory ド メインに接続され、Active Directory の [接続詳細情報（Connection Details）] ページに「参加かつ接続済み（joined 
and connected）] というステータスが表示されます。

注：RSA ID サーバまたは RSA SecurID サーバに対してユーザおよび管理者を認証するときは、次の場合に ACS によって 
ACS レポートに「パスワードが無効です（Invalid Password）」というエラーメ ッセージが表示されます。
1) 無効なパスワードが入力されている場合
2) 外部 ID ストアでユーザが無効になっている場合
3) 外部 ID ストアにユーザが存在しない場合

注：Active Directory ド メインから  ACS アカウン ト を無効にした直後に認証が必ずしも失敗するわけではありません。 接続
または TGT チケッ トが確立されている限り、認証は実行されます。 ACS への接続に使用する LDAP、Kerberos、または RPC 
に基づき、異なるエラーとともに認証が失敗することがあります。 また、ド メイン コン ト ローラ間のレプリケーシ ョ ンによっ
ても異なります。

注：以前の ACS のリ リースでは、ACS の Active Directory ド メインに参加した後にのみ、AD クライアン ト  プロセスが起動し
ました。 しかし  ACS 5.8 では、インストールするとすぐに AD クライアン ト  プロセスが起動します。 

注：ACS 5.8 の場合、ACS 5.x から  ACS 5.8 にアップグレード した後に Active Directory を ACS に手動で参加させる必要が
あります。 アップグレード方法の詳細については、『Installation and Upgrade Guide for Cisco Secure Access Control 
System（Cisco Secure Access Control System のインストールおよびアップグレード  ガイド）』を参照して ください。

注：AD ド メインに ACS を追加する Windows AD アカウン トは、独自の組織ユニッ ト (OU)で作成できます。 この AD アカウ
ン トは、作成時または後で独自の OU に置かれ、アプライアンス名が AD アカウン ト名に一致する必要があります。 
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注：ACS では、ユーザ名が OU レベルで設定した代替 UPN サフ ィ ックスで指定されている場合は、AD のユーザ認証をサポー
ト しません。 UPN サフ ィ ックスがド メイン レベルで設定されている場合、認証は正常に動作します。 

注：管理者は、セカンダリ  サーバから参加または参加解除の操作を実行できます。 セカンダリ  サーバで次の操作を実行する
と、セカンダリ  サーバだけに影響します。 

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other 
countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: http://www.cisco.com/go/trademarks Third-party 
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partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)
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