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概要

このドキュメントでは、認証、許可、アカウンティング（AAA）による Cisco IOS® HTTP サー
バへのアクセスを制御する方法を示します。 AAA による Cisco IOS HTTP サーバへのアクセスの
制御は、Cisco IOS ソフトウェア リリースによって異なります。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有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。

所有する HTTP サーバ バージョンの決定

所有している HTTP サーバのバージョンを確認するには、EXEC コマンド show subsys name
http を発行します。
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router1#show subsys name http

                    Class         Version

http                Protocol    1.001.001

これは、HTTP V1.1 サーバのシステムです。 Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(15)T とすべ
ての Cisco IOS ソフトウェア 12.3 リリースの場合、サーバのシステムは HTTP V1.1 です。

router2#show subsys name http

                    Class         Version

http                Protocol    1.000.001

これは、HTTP V1 サーバのシステムです。 12.2(15)T より前の Cisco IOS ソフトウェア リリー
ス（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(15)JA および 12.2(15)XR を含む）の場合、サーバの
システムは HTTP V1 です。

HTTP V1 サーバの Cisco IOS ソフトウェア

HTTP V1 サーバを含む Cisco IOS ソフトウェアのリリースでは、HTTP セッションは仮想端末回
線（vtys）を使用します。 したがって、HTTP 認証と許可は、vtys に設定された方法と同じ方法
で制御されます。

router2#show subsys name http

                    Class         Version

http                Protocol    1.000.001

HTTP V1.1 サーバの Cisco IOS ソフトウェア

HTTP V1.1 サーバの Cisco IOS ソフトウェアのリリースでは、HTTP セッションは vtys を使用し
ません。 これらは、ソケットを使用します。

HTTP V1.1 サーバ：Cisco Bug ID CSCeb82510 以前

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.3(7.3) および 12.3(7.3)T に Cisco Bug ID CSCeb82510（登
録ユーザのみ）を統合する前に、HTTP V1.1 サーバはそのコンソールに設定されている方式と同
じ認証と認可の方式を使用する必要があります。

router2#show subsys name http

                    Class         Version

http                Protocol    1.000.001

HTTP V1.1 サーバ：Cisco Bug ID CSCeb82510 以降

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.3(7.3) および 12.3(7.3)T の Cisco Bug ID CSCeb82510（登
録ユーザのみ）の統合によって、HTTP サーバは ip http authentication aaa コマンドに新しいキ
ーワードを使用することで、独自の独立した認証と認可の方式を使用することができます。 新し
いキーワードは次のとおりです。

router(config)#ip http authentication aaa command-authorization listname

router(config)#ip http authentication aaa exec-authorization listname

router(config)#ip http authentication aaa login-authentication listname

次に出力例を示します。

router(config)#ip http authentication aaa command-authorization listname

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCeb82510
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router(config)#ip http authentication aaa exec-authorization listname

router(config)#ip http authentication aaa login-authentication listname

デバッグ

HTTP 認証/認可の問題のトラブルシューティングを行うには、次の debug コマンドを発行します
。

router(config)#ip http authentication aaa command-authorization listname

router(config)#ip http authentication aaa exec-authorization listname

router(config)#ip http authentication aaa login-authentication listname

次の出力では、いくつかのデバッグ例が示されています。

router(config)#ip http authentication aaa command-authorization listname

router(config)#ip http authentication aaa exec-authorization listname

router(config)#ip http authentication aaa login-authentication listname

関連情報

Terminal Access Controller Access Control System（TACACS+）●

Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS）●

Requests for Comments（RFC）●

テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems●
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