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概要

この資料が Firepower Management Center （FMC）の管理アクセスのための外部 2ファクタ認証
を設定するために必要なステップを記述したものです。 この例では、FMC 管理者は ISE サーバ
に対して認証し、プッシュ通知の形の追加認証は管理者のモバイル デバイスにデュオ認証プロキ
シ・サーバによって送信 されます。

前提条件 

要件 

次の項目に関する知識が推奨されます。

Firepower Management Center （FMC）オブジェクト 設定●

Identity Services Engine （ISE）管理●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

バージョン 6.3.0 を実行する Cisco Firepower Management Center （FMC）●

バージョン 2.6.0.156 を実行する Cisco Identity Services Engine （ISE）●

FMC、ISE およびデュオ認証プロキシ・サーバとして機能するインターネットへの接続の
Windows マシン（Windows 7 を実行する）

●

Windows マシン FMC、ISE およびデュオ管理ポータルにアクセスするため●



デュオ Web アカウント●

注： 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。

認証フロー

説明される認証フロー

Cisco FMC に始められるプライマリ認証1.
Cisco FMC はデュオ認証プロキシに認証要求を送信 します2.
プライマリ認証は Active Directory か RADIUS を使用する必要があります3.
デュオ認証プロキシ接続は TCPポート 443 上のデュオ セキュリティに確立しました4.
デュオ セキュリティ・サービスによるセカンダリ認証5.
デュオ認証プロキシは認証応答を受け取ります6.
Cisco FMC GUI アクセスは認められます7.

設定

設定を完了するためにこれらのセクションを考慮に入れて下さい:

FMC のコンフィギュレーションのステップ

ステップ 1.システム > Users に > 外部認証ナビゲートし、外部認証オブジェクトを作成し、



RADIUS として認証方式を設定 して下さい。 管理者を選択されますイメージに示すようにデフ
ォルトユーザ ロールの下で確認して下さい:

注: 10.106.44.177 はデュオ認証プロキシ・サーバのサンプル IP アドレスです。

イメージに示すように警告を『SAVE』 をクリック し、適用して下さい、無視して下さい:

ステップ 2.システム > Users > Users にナビゲートし、ユーザを作成し、外部としてイメージに
示すように認証方式をチェックして下さい:



    

ステップ 1.ダウンロードおよびインストール デュオ認証プロキシ・サーバ。

Windows マシンへのログインはデュオ認証プロキシ・サーバをインストールし、
: https://dl.duosecurity.com/duoauthproxy-latest.exe

少なくとも 1 台の CPU、200 MB ディスク空間とシステムをおよび 4 GB RAM 使用するために推
奨します

注： このマシンは FMC、RADIUSサーバ（ケースの ISE）およびデュオ Cloud （インター
ネット）にアクセスできなければなりません

ステップ 2. authproxy.cfg ファイルを設定して下さい。

Notepad++ またはワードパッドのようなテキストエディタのこのファイルを開いて下さい。

注： デフォルトのロケーションは C:\Program ファイル（x86)\Duo セキュリティ 認証プロ
キシ\ CONF \ authproxy.cfg にあります

https://dl.duosecurity.com/duoauthproxy-latest.exe


authproxy.cfg ファイルを編集し、この設定を追加して下さい:

[radius_client]

host=10.197.223.23                 Sample IP Address of the ISE server

secret=cisco                       Password configured on the ISE server in order to register

the network device

FMC の IP アドレスは RADIUS 秘密鍵と共に設定する必要があります。

[radius_server_auto]

ikey=xxxxxxxxxxxxxxx

skey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

api_host=api-xxxxxxxx.duosecurity.com

radius_ip_1=10.197.223.76           IP of FMC

radius_secret_1=cisco               Radius secret key used on the FMC

failmode=safe

client=radius_client

port=1812

api_timeout=

ikey、skey および api_host パラメータを設定するために確認して下さい。 これらの値を得るた
めに、デュオ アカウントにログインして下さい（アプリケーションへの
https://admin.duosecurity.com) および移動は > アプリケーションを保護します。 次に、イメージ
に示すようにアプリケーションを『Radius Authentication』 を選択 して下さい:

統合キー = ikey

秘密鍵 = skey

API ホスト名 = api_host

https://admin.duosecurity.com/


ステップ 3.デュオ セキュリティ 認証プロキシ サービスを再開して下さい。 ファイルを保存し、
ウィンドウ マシンのデュオ サービスを再開して下さい。

Windows サービス コンソール（services.msc）を開き、サービスのリストで DuoSecurity 認証プ
ロキシ サービスを見つけ、イメージで示されている Restartas をクリックして下さい:

ISE のコンフィギュレーションのステップ

ステップ 1. Administration > ネットワーク デバイスへの移動は、イメージに示すようにネットワ
ーク デバイスを設定するために『Add』 をクリック します:

注: 10.106.44.177 はデュオ認証プロキシ・サーバのサンプル IP アドレスです。

イメージで示されている secretas の authproxy.cfg に言及されているように共用シークレットを
設定して下さい:



ステップ 2. Administration > 識別への移動は、イメージに示すように識別ユーザを設定するため
に『Add』 をクリック します:

デュオ管理ポータルのコンフィギュレーションのステップ

ステップ 1.ユーザー名を作成し、端デバイスのデュオ モービルをアクティブにして下さい

デュオ クラウド管理 Web ページにユーザを追加して下さい。 イメージに示すようにユーザ >
Add Users にナビゲートして下さい:

   



注： インストールされるエンドユーザを持っていますデュオ アプリケーションを確認して
下さい。

IOS デバイスのためのデュオ アプリケーションの手動インストール

Android デバイスのためのデュオ アプリケーションの手動インストール

ステップ 2.コードの自動生成:

イメージに示すようにユーザの電話番号を追加して下さい:

https://apps.apple.com/us/app/duo-mobile/id422663827
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duosecurity.duomobile&hl=en


イメージに示すようにデュオ モービルを『Activate』 を選択 して下さい: 

イメージに示すようにデュオ モービル アクティベーションコードを『Generate』 を選択 して下
さい: 

イメージに示すように SMS による『Send』 を選択手順: 



イメージに示すようにデバイス 情報 セクションのユーザアカウントに、リンクされる SMS のリ
ンク、およびデュオ アプリケーション gets をクリックして下さい:

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。

Identity ページ ISE ユーザで追加されたユーザ 資格情報を使用して FMC にログインして下さい
。 承認しますそれを 2因子認証（2FA）のためのエンドポイントのデュオ プッシュ通知を得て下
さい、FMC はイメージに示すようにログインします: 
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