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概要

この資料に識別サービス エンジン（ISE）で vEdge およびコントローラ用の Radius および
TACACS ベースのユーザ認証および許可を設定する方法を記述されています。

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

デモンストレーションの為に、ISE バージョン 2.6 は使用されました。 19.2.1 を実行する vEdge
クラウドおよびコントローラ

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

設定

Viptela ソフトウェアは 3 つの固定ユーザグループ名前をつけます: 基本、netadmin およびオペレ
ータ。 少なくとも 1 グループにユーザを割り当てて下さい。 デフォルト TACACS/Radius ユー
ザは基本的なグループに自動的に置かれます。

vEdge およびコントローラ用の半径ベースのユーザ認証および許可

ステップ 1. ISE のための Viptela RADIUS 辞書を作成して下さい。 これを行うために、内容でテ



キストファイルを作成して下さい:

# -*- text -*-

#

#  dictionary.viptela

#

#

# Version:      $Id$

#

VENDOR          Viptela                         41916

BEGIN-VENDOR    Viptela

ATTRIBUTE       Viptela-Group-Name              1    string

ステップ 2. ISE へのアップロード辞書。 これのため、ポリシー > ポリシー要素 > 辞書への移動
。 辞書のリストから、今に Radius > RADIUSベンダー ナビゲートし、次に示されていたイメー
ジとして、『Import』 をクリック して下さい。

この場合ステップ 1.で作成したファイルをアップロードして下さい。



ステップ 3.許可 プロファイルを作成して下さい。 このステップ RADIUS認証ではプロファイル
は認証済みユーザに、たとえば、netadmin 特権レベルを指定します。 これのために、ポリシー >
ポリシー要素への移動 > 許可プロファイルはイメージに示すようにおよび 2 つの進められた属性
を規定 します。



ステップ 4.、ポリシー セットは実際の設定によって別様に検知 するかもしれません決まります
。 この技術情報のデモの為に、ターミナルアクセスと呼ばれるポリシー エントリはイメージに示
すように作成されます。

『>』 をクリック すれば Next 画面はイメージに示すように現われます。



このポリシーはステップ 3.で作成されたユーザグループ lab_admin に基づいて一致し、許可 プロ
ファイルを割り当てます。

ステップ 5.イメージに示すように NAS を（vEdge ルータかコントローラ）定義して下さい。



ステップ 6.設定 vEdge/コントローラ。

system

 aaa

  auth-order       radius local

  radius

  server 10.48.87.210

   vpn 512

   key cisco

  exit

 !

!

ステップ 7.検証。 vEdge にログインし、リモートユーザに割り当てられる netadmin グループを
確認して下さい。



vEdgeCloud1# show users

                                                 AUTH

SESSION  USER      CONTEXT  FROM          PROTO  GROUP      LOGIN TIME

---------------------------------------------------------------------------------------

33472    ekhabaro  cli      10.149.4.155  ssh    netadmin   2020-03-09T18:39:40+00:00

vEdge およびコントローラ用の TACACS ベースのユーザ認証および許可

ステップ 1. TACACS プロファイルを作成して下さい。 このステップでは、作成される TACACS
プロファイルは認証済みユーザに、たとえば、netadmin 特権レベル割り当てられます。

アトリビュートをとして追加するためにカスタム属性 セクションから『Mandatory』 を選択
して下さい:

●

タイプ 名前 値
Mandatory Viptela グループ名前 netadmin

ステップ 2. SD-WAN のためのデバイス グループを作成して下さい。



ステップ 3.デバイスを設定し、SD-WAN デバイス グループに割り当てて下さい:



ステップ 4.デバイス 管理 ポリシーを定義して下さい。

、ポリシー セットは実際の設定に別様に検知 するかもしれません左右されます。 この資料のデ
モの為に、ポリシーは作成されます。

『>』 をクリック すれば Next 画面はこのイメージに示すように現われます。 このポリシーはス
テップ 1.で作成される装置タイプ指名された SD-WAN に基づいて一致し、シェル プロファイル
を割り当てます。



ステップ 5.設定 vEdge:

system

 aaa

  auth-order tacacs local

 !

 tacacs

  server 10.48.87.210

   vpn 512

   key cisco

  exit

 !

!

ステップ 6.検証。 vEdge にログインし、リモートユーザに割り当てられる netadmin グループを
確認して下さい:

vEdgeCloud1# show users

                                                 AUTH

SESSION  USER      CONTEXT  FROM          PROTO  GROUP      LOGIN TIME

---------------------------------------------------------------------------------------

33472    ekhabaro  cli      10.149.4.155  ssh    netadmin   2020-03-09T18:39:40+00:00

ステップ 5.設定 vEdge:

ステップ 5.設定 vEdge:

ステップ 5.設定 vEdge:

関連情報



Cisco ISE デバイス 管理規定する配備ガイド: https://community.cisco.com/t5/security-
documents/cisco-ise-device-administration-prescriptive-deployment-guide/ta-p/3738365#toc-
hId-298630973

●

ユーザアクセスおよび認証の設定: https://sdwan-
docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.4/02System_and_Int
erfaces/03Configuring_User_Access_and_Authentication

●

https://community.cisco.com/t5/security-documents/cisco-ise-device-administration-prescriptive-deployment-guide/ta-p/3738365#toc-hId-298630973
https://community.cisco.com/t5/security-documents/cisco-ise-device-administration-prescriptive-deployment-guide/ta-p/3738365#toc-hId-298630973
https://community.cisco.com/t5/security-documents/cisco-ise-device-administration-prescriptive-deployment-guide/ta-p/3738365#toc-hId-298630973
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.4/02System_and_Interfaces/03Configuring_User_Access_and_Authentication
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.4/02System_and_Interfaces/03Configuring_User_Access_and_Authentication
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.4/02System_and_Interfaces/03Configuring_User_Access_and_Authentication
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