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概要

このドキュメントでは、アイデンティティ機能の Prime Security Manager（PRSM）で次世代フ
ァイアウォール（CX または コンテキスト ファイアウォール）を設定する場合に、適切な
Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）ユーザとグループの検索情報を決定する方法につ
いて説明します。 PRSM のアイデンティティ ポリシーを設定する際に、ディレクトリ ユーザと
グループの検索基本情報が正しく入力されていない場合は、デバイスは正しくユーザとグループ
の情報を検索することができず、いくつかのポリシーが正しく適用されない場合があります。 こ
のドキュメントは、Active Directory ポリシーの正しいユーザとグループの検索情報の決定を通し
てユーザをガイドし、CX が正常にユーザとグループの検索を実行できるかどうかを確認する方
法を示しています。

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

このドキュメントの情報は、オンボックスの PRSM 管理、バージョン 9.2.1.2(52) を備えた次世
代ファイアウォールに基づいています。

注: このドキュメントでは、認証やユーザとグループのポリシーが Microsoft Active
Directory ドメイン コントローラを使用して実行されることを前提としています。

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。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

設定

このドキュメントでは、レルム設定とディレクトリ設定の、2 タイプの設定について説明してい
ます。

レルム設定

レルムは、認証サーバが配置されているコンテナです。 ディレクトリのレルムに関する詳細につ
いては、『ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.2 ユーザ ガイド』の「ディレクトリ
レルムの概要」セクションを参照してください。

例

PRSM バージョン 9.2 で、[Configurations] > [Directory Realm] を選択します。

//www.cisco.com/en/US/docs/security/asacx/9.2/user/guide/b_User_Guide_for_ASA_CX_and_PRSM_9_2.html
//www.cisco.com/en/US/docs/security/asacx/9.2/user/guide/prsm-ug-cx-identity.html#concept_BCC41E3ADFFF42E3B54DA50AE9E0D3C0
//www.cisco.com/en/US/docs/security/asacx/9.2/user/guide/prsm-ug-cx-identity.html#concept_BCC41E3ADFFF42E3B54DA50AE9E0D3C0


注: プライマリ ドメインは、Cisco Bug ID CSCum53396 のために小文字にする必要があり
ます。ASA CX はドメイン名の大文字と小文字の区別を正しく処理しません。

ディレクトリ設定

構成されたレルム内では、LDAPサーバ（Active Directory サーバ）を表すディレクトリを作成す
る必要があります。

「ユーザ検索ベース」と「グループ検索ベース」は、特定の Active Directory 構造に基づいて正し
く設定されている必要があります。そうでない場合、ユーザベースとグループベースのポリシー
が失敗する場合があります。 お使いの環境でこれらのフィールドの適切な値を決定するには、こ
のセクションの情報を参照してください。

例

ユーザ検索ベースの決定

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCum53396


ユーザ検索ベースを決定するには、次の手順を実行します。

ドメイン管理者として、アクティブ ディレクトリ サーバにログインします。1.

コマンド プロンプトを開きます（[Start] > [Run] を選択して cmd と入力します）。2.

dsquery コマンドを入力して、既知のユーザの基本表示名（DN）を決定します。 Prime
Security Manager 内のディレクトリ設定画面にその情報を入力します。

3.

この例では、「Jay」で始まる DN を持つユーザを検索するために、dsquery コマンドを入力して
います。 「*」をコマンドのワイルドカードとして使用すると、「Jay」で始まるすべてのユーザ
の DN を含んだ情報を返します。

この出力は、Prime Security Manager 内のユーザ検索ベースの LDAP 構造を決定するために使用
することができます。

この例では、PRSM のディレクトリ設定に適したユーザ検索ベースとして、「'DC=csc-lab、
DC=ciscotac、DC=com」を使用しています。

グループ検索ベースの決定

グループ検索ベースを決定するための手順は、ユーザ検索ベースを決定するための手順と同様で
す。

ドメイン管理者として、アクティブ ディレクトリ サーバにログインします。1.

コマンド プロンプトを開きます（[Start] > [Run] を選択して cmd と入力します）。2.

既知のグループのベース DN を決定するためには、dsquery コマンドを入力します。 ディレ
クトリ設定画面にその情報を入力します。

3.

この例では、現在のグループは「Employees」です。 したがって、あなたがその特定のグループ
の DN を決定するために、dsquery コマンドを使用することができます。

この出力は、グループ検索ベースの LDAP 構造を決定するために使用されます。

この例では、「'DC=csc-lab、DC=ciscotac、DC=com」の情報は、ディレクトリ設定に適したユ
ーザ検索ベースです。

この画像は、dsquery コマンドの出力をユーザとグループ検索ベースの情報にマッピングする方
法を示しています。



Active Directory - ADSI Edit 内でのその他のオブジェクトの識別名の決定

ユーザまたはグループの検索ベースに使用する識別名を検索するために、 Active Directory の構造
を参照する必要がある場合は、Active Directory のドメイン コントローラに内蔵されている ADSI
Edit と呼ばれるツールを使用することができます。 ADSI Edit を開くには、[Start] > [Run] を
Active Directory ドメイン コントローラ上で選択し、adsiedit.msc を入力します。

ADSI Edit が起動したら、任意のオブジェクト（組織ユニット（OU）、グループ、またはユーザ
など）を右クリックし、そのオブジェクトの識別名を表示するために [Properties] を選択します
。 PRSM の CX 設定に、入力ミスを避けるために文字列を簡単にコピーしてペーストできます。
このプロセスの詳細については、スクリーンショットを参照してください。



確認

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

Active Directory サーバへのネットワークの接続性の確認

次世代ファイアウォールと Active Directory サーバ間のネットワークの接続性を確認するには、
[Test connection] をクリックします。

注: テスト接続は、次世代ファイアウォールが設定されているディレクトリ ホスト名の IP
アドレスを検索し、宛先 TCP ポート 389 上でその IP アドレスへの TCP 接続を確立できる
ことを簡単に確認します。 これは、次世代ファイアウォールが Active Directory サーバを照
会し、実際のユーザとグループの検索を実行可能であることを確認するものではありません
。

Active Directory でのユーザとグループの検索の確認

アイデンティティ情報が正しいことを確認するには、設定されたユーザおよびグループの検索ベ
ースを持つ LDAP 検索を実行するための次世代ファイアウォールをトリガーするために、簡単な
テストを実行します。

テストを実行する前に、すべての構成変更がデバイスに展開されていることを確認してください
。

[Configurations] > [Policies/Settings] を選択します。1.
新しいポリシーを作成します（このポリシーは保存されません）。 [Source] ドロップダウ
ン リストから、[Create new object] を選択します。

2.



[Name] フィールドに、オブジェクト名を入力します。 [Object Type] ドロップダウン リス
トから、[CX Identity object] を選択します。

3.

[Groups] フィールドに、既知の Active Directory グループに含まれる文字を何文字か入力し
ます。 次世代ファイアウォールがサーバ上での設定に一致する Active Directory グループの
ドロップダウン リストを提供している場合、これは次世代ファイアウォールが LDAP サー
バを照会でき、LDAP 構造でグループが検索可能で、設定が機能していることを意味します
。

この画像は、Emp の文字を [Groups] フィールドに入力した場合、「
CiscoTAC\Employees」の値が Active Directory 構造から一致するグループであることを示
しています。 これは、接続と検索情報が機能していることを表します。

4.



同じテストをユーザに実行できます。 既知の Active Directory ユーザの表示名の数文字を入
力して、次世代ファイアウォールが完全な表示名を表示するかどうかを確認します。 表示
される場合、システムは機能していると考えられます。



テストが完了したら、オブジェクトとポリシー設定画面をキャンセルします。5.

トラブルシューティング

DNS 設定の問題に起因する Active Directory 統合の失敗

ドメイン名向けに設定されたドメイン ネーム システム（DNS）の解決が失敗した場合、Active
Directory の統合が失敗します。 「Connection failed with error: Join returned
DNS_ERROR_BAD_PACKET」というメッセージが、[Test Connection] をクリックすると表示さ
れます。



次世代ファイアウォールがドメイン設定された IP アドレスを解決できない場合は、ホスト名がデ
バイスで解決可能であることと DNS 設定が正しいことを確認するために、show dns と nslookup
コマンド を使用して DNS 設定を確認します。

次世代ファイアウォールと Active Directory サーバ間のネットワークの接続性の問
題

次世代ファイアウォールが、（ネットワークの問題またはマシン上のファイアウォール設定によ
って）Active Directory サーバに接続できない場合、統合は失敗します。 これは、TCP ポート
389 上の接続が、次世代ファイアウォールと Active Directory サーバ間のデバイス（たとえば、フ
ァイアウォールやルータなど）によってブロックされている場合に発生する可能性があります。

「Connection failed with error: Join returned NERR_DCNotFound」というメッセージが、[Test
Connection] をクリックすると表示されます。

このメッセージが表示された場合は、次を実行します。

CLI から ping、nslookup および traceroute コマンドを使用して、次世代ファイアウォールで
サーバへの基本的な IP 接続が確立されていることを確認します。

●

Active Directory サーバ上で構成されたファイアウォールが、TCP ポート 389 上の次世代フ
ァイアウォールからの接続をブロックするために設定されていることを確認します。

●



   

どのデバイスがアクセスをブロックする可能性があるのかを決定するために、Active
Directory サーバとネットワーク上のパケットのキャプチャを取ります。

●

関連情報

Cisco Bug ID CSCum53396 - ASA CX はドメイン名の大文字と小文字の区別を正しく処理し
ません

●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCum53396
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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