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概要

このドキュメントでは、MySQL オープン データベース コネクティビティ（ODBC）外部ソース
との統合のために Cisco Identity Services Engine（ISE）を設定する方法について説明します。
このドキュメントは、MySQL を ISE 認証および承認のための外部 ID ソースとして使用する設定
に適用されます。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Identity Services Engine（ISE）の設定●

基本的な MySQL の設定●

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。

Cisco ISE バージョン 2.2●

MySQL がインストールされている Ubuntu Linux●

Cisco Wireless LAN Controller（WLC）バージョン 8.0.100.0●



Microsoft Windows バージョン 7x64●

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。

背景説明

ISE 2.2 は複数の ODBC 外部ソースをサポートしています。その中の 1 つが MySQL です。
Active Directory（AD）と同様に、外部アイデンティティ ソースとして ODBC を使用してユーザ
およびエンドポイントを認証できます。 ODBC アイデンティティ ソースは、ID ストアのシーケ
ンスで使用すること、およびゲストとスポンサーの認証に使用することができます。

以下は、ISE 2.2 でサポートされるデータベース エンジンのリストです。

MySQL●

Oracle●

PostgreSQL●

Microsoft SQL Server●

Sybase●

詳細については下記を参照してください。 https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-
2/admin_guide/b_ise_admin_guide_22/b_ise_admin_guide_22_chapter_01101.html#concept_6EB9
B4875CBB47D79168E329696E2C65

設定

ネットワーク図

この設定例では、エンドポイントでワイヤレス アダプタを使用してワイヤレス ネットワークに関
連付けます。 WLC 上のワイヤレス LAN（WLAN）は、ISE を介してユーザを認証するように設
定します。 ISE では、MySQL を外部 ID ストアとして設定します。 次の図に、この設定例で使
用するネットワーク トポロジを示します。

設定

示されている MySQL の設定は例です。 シスコの推奨として使用しないでください。 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/security/ise/2-2/admin_guide/b_ise_admin_guide_22/b_ise_admin_guide_22_chapter_01101.html#concept_6EB9B4875CBB47D79168E329696E2C65
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/security/ise/2-2/admin_guide/b_ise_admin_guide_22/b_ise_admin_guide_22_chapter_01101.html#concept_6EB9B4875CBB47D79168E329696E2C65
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/security/ise/2-2/admin_guide/b_ise_admin_guide_22/b_ise_admin_guide_22_chapter_01101.html#concept_6EB9B4875CBB47D79168E329696E2C65


1. Ubuntu での MySQL の設定

システムを更新します。

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

 MySQL をインストールします（インストール時にルート ユーザのパスワードを入力するよう要
求されます）。

sudo apt-get install mysql-server

MySQL データベースにアクセスするには

mysql -u root -p

2. データベースとテーブルを設定します。

データベースを作成します。

mysql>

mysql> CREATE DATABASE demo_db;

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql>

mysql> use demo_db;

Reading table information for completion of table and column names

You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed

データベース ユーザを作成し、権限を付与します。

mysql>

mysql> CREATE USER 'cisco' IDENTIFIED BY 'cisco';

mysql> GRANT USAGE ON *.* TO 'cisco'@'%';

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON `demo_db`.* TO 'cisco'@'%';

mysql> GRANT SELECT ON *.* TO 'cisco'@'%';

ユーザのテーブルを作成します。

mysql>

mysql> CREATE TABLE ´users´ (

-> `user_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,

-> `username` varchar(50) NOT NULL,

-> `password` varchar(50) NOT NULL,

-> PRIMARY KEY (`user_id`),

-> UNIQUE KEY `username_UNIQUE` (`username`)

-> ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

ユーザを作成し、テーブルに追加します。

mysql>

mysql> INSERT INTO users



-> (user_id, username, password)

-> VALUES

-> (1, "alice", "Krakow123");

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

同様に他のユーザを追加すること、およびテーブルの内容を一覧表示することができます（ユー
ザと同じ方法で、MAB 認証の MAC アドレスを追加します。パスワードは空白のままでかまいま
せん）。

mysql>

mysql> select * from users;

+---------+----------+-----------+
| user_id | username | password  |
+---------+----------+-----------+
| 1       | alice    | Krakow123 |
| 2       | bob      | Krakow123 |
| 3       | oscar    | Krakow123 |
+---------+----------+-----------+

  

グループのテーブルを作成します。

mysql>

mysql> CREATE TABLE `groups` (

-> `group_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,

-> `groupname` varchar(50) NOT NULL,

-> PRIMARY KEY (`group_id`),

-> UNIQUE KEY `groupname_UNIQUE` (`groupname`)

-> ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

 グループを作成し、テーブルに追加します。

mysql>

mysql> INSERT INTO groups

-> (group_id, groupname)

-> VALUES

-> (1, "everyone");

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

同様に他のグループを追加すること、およびテーブルの内容を一覧表示することができます。

mysql>

mysql> select * from groups;

+----------+------------+
| group_id | groupname  |
+----------+------------+
| 3        | contractor |
| 2        | employee   |
| 1        | everyone   |
+----------+------------+

  



ユーザとグループのマッピングのためのテーブルを作成します。

mysql>

mysql> CREATE TABLE `user_group` (

-> `user_id` int(10) unsigned NOT NULL,

-> `group_id` int(10) unsigned NOT NULL,

-> PRIMARY KEY (`user_id`,`group_id`),

-> KEY `group_id` (`group_id`),

-> CONSTRAINT `user_group_ibfk_1` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`user_id`)

-> ON DELETE CASCADE,

-> CONSTRAINT `user_group_ibfk_2` FOREIGN KEY (`group_id`) REFERENCES `groups`

-> (`group_id`) ON DELETE CASCADE

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

ユーザとグループのマッピングのためのテーブルに入力します。

mysql>

mysql> INSERT INTO user_group

-> (user_id, group_id)

-> VALUES

-> (1, 1);

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

同様に他のマッピングを追加すること、およびテーブルの内容を一覧表示することができます。

mysql>

mysql> select * from user_group;
+---------+----------+
| user_id | group_id |
+---------+----------+
| 1       | 1        |
| 2       | 1        |
| 1       | 2        |
| 2       | 3        |
+---------+----------+
4 rows in set (0.00 sec)

3. ストアド プロシージャの設定

ODBC のアイデンティティ ソースに対してユーザを認証するために必要なストアド プロシージ
ャを設定する必要があります。 プロシージャにより実行されるタスクは、認証プロトコルによっ
て異なります。 ISE は、ODBC 外部ストアに対して 3 種類の資格確認をサポートしています。
確認の種類ごとに個別のストアド プロシージャを設定する必要があります。 ISE は、入力パラメ
ータを使用して適切なストアド プロシージャを呼び出し、出力を受け取ります。 データベースは
、ODBC クエリに応じて、レコードセットまたは名前付きパラメータのセットを返すことができ
ます。

ODBC データベースでのプレーン テキスト パスワード認証 - PAP および PEAP の認証がデ
ータベース内で実行されます。 プロシージャにより、入力と一致するユーザ名/パスワードの
組み合わせが見つかると、ユーザの認証は成功します。

●

ODBC データベースからのプレーン テキスト パスワードの取得 - CHAP、MS-CHAPv1/v2、
EAP-MD5、LEAP、および EAP-MSCHAPv2（PEAP または EAP-FAST の内部方式）の認証
は Cisco ISE 内で実行されます（ISE は、ユーザが指定したパスワードを確認し、それをス

●



トアド プロシージャから受け取ったパスワードと比較します）。 ストアド プロシージャは
、ユーザ名が正しい場合にパスワードを返します。 ユーザ名が見つからない場合、エラー コ
ードを返します。
ルックアップ - MAB の認証はデータベース内で実行されます。 必要なユーザ名が見つかると
、関連パラメータが ISE に返されます。

●

これらの各プロシージャは、MySQL がクエリの構文を認識できるようにするために、デリミタ
を使用して定義する必要があります。

DELIMITER //

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `ISEGroups`(username varchar(64), OUT result INT)

begin
CASE username
WHEN '*' THEN
select distinct groupname from groups;
ELSE
select groupname from user_group
inner join users ON users.user_id = user_group.user_id
inner join groups ON groups.group_id = user_group.group_id
where users.username = username;
END CASE;
SET result = 0;
end //

DELIMITER //

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `ISEAuthUserPlainReturnsRecordset`(username
varchar(64), password varchar(255))

begin
IF EXISTS (select * from users where users.username = username and users.password = password )
THEN
select 0,11,'This is a very good user, give him all access','no error';
ELSE
select 3, 0, 'odbc','ODBC Authen Error';
END IF;
end //

DELIMITER //

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `ISEFetchPasswordReturnsRecordset`(username
varchar(64))

begin
IF EXISTS (select * from users where users.username = username) THEN
select 0,11,'This is a very good user, give him all access','no error',password from users where
users.username = username;
ELSE
select 3, 0, 'odbc','ODBC Authen Error';
END IF;
end //

DELIMITER //

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `ISEUserLookupReturnsRecordset`(username
varchar(64))

begin
IF EXISTS (select * from users where users.username = username) THEN
select 0,11,'This is a very good user, give him all access','no error';
ELSE
select 3, 0, 'odbc','ODBC Authen Error';
END IF;
end //

4. ISE と MySQL の統合



以下に示す情報を使用して MySQL と Cisco ISE を統合します。 [Administration] > [Identity
Management] > [External Identity Sources] > [ODBC] に移動し、新しいストアを追加します。

以下のホスト名/IP アドレスとして、MySQL データベースを実行している Ubuntu の IP アドレス
を使用します。 データベースのタイプ（この例では MySQL を使用）を指定し、事前に作成して
おいたデータベース名とデータベース ユーザの資格情報を入力します。 

MySQL で作成したプロシージャの名前を指定します。MAC アドレスの形式に注意する必要があ
ります（この例では、異なる形式に変更されています）。



完了後、[Connection] タブに戻り、接続をテストします。

MySQL から属性を取得し、[Attributes] タブをクリックします。



同じ方法でグループを取得します。

5. 認証および承認ポリシーの設定

MySQL データベースからユーザを認証および承認するように ISE を設定します。 [Policy] >
[Authentication] および [Policy] > [Authorization] に移動します。



確認

次の 2 つの認証フローがテストされています： PEAP-MSCHAPv2 および MAB。 Alice は
MySQL の employee グループに属しており、Bob は contractor グループに属しています。

トラブルシューティング



ISE でのデバッグ

ISE でのデバッグを有効にするには、[Administration] > [System] > [Logging] > [Debug Log
Configuration] に移動し、PSN ノードを選択し、odbc-id-store コンポーネントのログ レベルを
DEBUG に変更します。

確認するログ - prrt-server.log および prrt-management.log。 ISE の CLI から、これらの最後の部
分を直接表示できます。

vchrenek-ise22-1/admin# show logging application prrt-management.log tail

ユーザ bob の認証時に、ISE はプレーン テキスト パスワードを取得する必要があります。次の
ストアド プロシージャが使用されます：ISEFetchPasswordReturnsRecordset:

2017-02-18 14:13:37,565 DEBUG  [Thread-493][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcIdStore -:::- ODBC

ID Store Operation: Fetch Plain Text Password. Username=bob, SessionID=0a3e94660000090658a8487f

2017-02-18 14:13:37,566 DEBUG  [Thread-493][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.CustomerLog -:::- Write

customer log message: 24861

2017-02-18 14:13:37,567 DEBUG  [Thread-493][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnectionPool -

:::- OdbcConnectionPool - get connection

2017-02-18 14:13:37,567 DEBUG  [Thread-493][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnectionPool -

:::- OdbcConnectionPool - use existing connection

2017-02-18 14:13:37,568 DEBUG  [Thread-493][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnectionPool -

:::- OdbcConnectionPool - connections in use: 1

2017-02-18 14:13:37,568 DEBUG  [Thread-493][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Fetch plain text password

2017-02-18 14:13:37,568 DEBUG  [Thread-493][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Prepare stored procedure call, procname=ISEFetchPasswordReturnsRecordset

2017-02-18 14:13:37,568 DEBUG  [Thread-493][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Using recordset to obtain stored procedure result values

2017-02-18 14:13:37,568 DEBUG  [Thread-493][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.CustomerLog -:::- Write

customer log message: 24855

2017-02-18 14:13:37,568 DEBUG  [Thread-493][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Text: {call ISEFetchPasswordReturnsRecordset(?)}

2017-02-18 14:13:37,568 DEBUG  [Thread-493][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Setup stored procedure input parameters, username=bob

2017-02-18 14:13:37,568 DEBUG  [Thread-493][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Execute stored procedure call

2017-02-18 14:13:37,571 DEBUG  [Thread-493][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Process stored procedure results

2017-02-18 14:13:37,571 DEBUG  [Thread-493][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Obtain stored procedure results from recordset

2017-02-18 14:13:37,571 DEBUG  [Thread-493][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Received result recordset, number of columns=5

2017-02-18 14:13:37,571 DEBUG  [Thread-493][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Results successfully parsed from recordset



2017-02-18 14:13:37,572 DEBUG  [Thread-493][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnectionPool -

:::- OdbcConnectionPool - release connection

2017-02-18 14:13:37,572 DEBUG  [Thread-493][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnectionPool -

:::- OdbcConnectionPool - connections in use: 0

2017-02-18 14:13:37,572 DEBUG  [Thread-493][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcIdStore -:::- Call

to ODBC DB succeeded

2017-02-18 14:13:37,572 DEBUG  [Thread-493][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcAuthResult -:::-

Authentication result: code=0, Conection succeeded=false, odbcDbErrorString=no error,

odbcStoredProcedureCustomerErrorString=null, accountInfo=This is a very good user, give him all

access, group=11

ISE は、ODBC グループの割り当てを確認する必要があるため、これらのグループを取得する必
要があります。

2017-02-18 14:13:37,572 DEBUG  [Thread-493][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.CustomerLog -:::- Write

customer log message: 24862

2017-02-18 14:13:37,728 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcIdStore -:::- ODBC

ID Store Operation: Get all user groups. Username=bob, SessionID=0a3e94660000090658a8487f

2017-02-18 14:13:37,728 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcIdStore -:::- ODBC

ID Store Operation: Fetch user groups. Username=bob, SessionID=0a3e94660000090658a8487f

2017-02-18 14:13:37,728 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.CustomerLog -:::- Write

customer log message: 24869

2017-02-18 14:13:37,729 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnectionPool -

:::- OdbcConnectionPool - get connection

2017-02-18 14:13:37,729 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnectionPool -

:::- OdbcConnectionPool - use existing connection

2017-02-18 14:13:37,729 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnectionPool -

:::- OdbcConnectionPool - connections in use: 1

2017-02-18 14:13:37,729 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Fetch user groups

2017-02-18 14:13:37,729 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Prepare stored procedure call, procname=ISEGroups

2017-02-18 14:13:37,729 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Text: {call ISEGroups(?,?)}

2017-02-18 14:13:37,733 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Setup stored procedure input parameters, username=bob

2017-02-18 14:13:37,733 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Execute stored procedure call

2017-02-18 14:13:37,740 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Process stored procedure results

2017-02-18 14:13:37,740 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Received result recordset, total number of columns=1

2017-02-18 14:13:37,740 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

According to column number expect multiple rows (vertical attributes/groups retured result)

2017-02-18 14:13:37,740 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Fetched data: ExternalGroup=everyone

2017-02-18 14:13:37,740 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Fetched data: ExternalGroup=contractor

2017-02-18 14:13:37,740 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Results successfully parsed from recordset

2017-02-18 14:13:37,740 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Result code indicates success

2017-02-18 14:13:37,740 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnectionPool -

:::- OdbcConnectionPool - release connection

2017-02-18 14:13:37,740 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnectionPool -

:::- OdbcConnectionPool - connections in use: 0

2017-02-18 14:13:37,740 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcIdStore -:::- Call

to ODBC DB succeeded

2017-02-18 14:13:37,740 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.CustomerLog -:::- Write

customer log message: 24870

2017-02-18 14:13:37,741 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcIdStore -:::- ODBC

ID Store Operation: Get all user groups. Got groups...

2017-02-18 14:13:37,741 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcIdStore -:::- ODBC



ID Store Operation: Get all user groups. Got groups(0) = everyone

2017-02-18 14:13:37,741 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcIdStore -:::- ODBC

ID Store Operation: Get all user groups. Setting Internal groups(0) = everyone

2017-02-18 14:13:37,741 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcIdStore -:::- ODBC

ID Store Operation: Get all user groups. Got groups(1) = contractor

2017-02-18 14:13:37,741 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcIdStore -:::- ODBC

ID Store Operation: Get all user groups. Setting Internal groups(1) = contractor

2017-02-18 14:13:37,741 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcIdStore -:::- ODBC

ID Store Operation: Get all user groups. Username=bob, ExternalGroups=[everyone, contractor]

2017-02-18 14:13:37,741 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcIdStore -:::- ODBC

ID Store Operation: Fetch user attributes. Username=bob, SessionID=0a3e94660000090658a8487f

2017-02-18 14:13:37,741 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.CustomerLog -:::- Write

customer log message: 24872

2017-02-18 14:13:37,741 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnectionPool -

:::- OdbcConnectionPool - get connection

2017-02-18 14:13:37,741 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnectionPool -

:::- OdbcConnectionPool - use existing connection

2017-02-18 14:13:37,741 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnectionPool -

:::- OdbcConnectionPool - connections in use: 1

同じことが属性にも適用されます。

2017-02-18 14:13:37,741 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Fetch user attributes

2017-02-18 14:13:37,741 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Prepare stored procedure call, procname=ISEAttrsH

2017-02-18 14:13:37,741 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Text: {call ISEAttrsH(?,?)}

2017-02-18 14:13:37,745 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Setup stored procedure input parameters, username=bob

2017-02-18 14:13:37,746 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Execute stored procedure call

2017-02-18 14:13:37,749 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Process stored procedure results

2017-02-18 14:13:37,749 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Received result recordset, total number of columns=3

2017-02-18 14:13:37,749 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

According to column number expect multiple columns (hotizontal attributes/groups retured result)

2017-02-18 14:13:37,749 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Fetched data: eye_color=green

2017-02-18 14:13:37,749 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Fetched data: floor=1

2017-02-18 14:13:37,749 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Fetched data: is_certified=true

2017-02-18 14:13:37,749 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Results successfully parsed from recordset

2017-02-18 14:13:37,749 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnection -:::-

Result code indicates success

2017-02-18 14:13:37,749 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnectionPool -

:::- OdbcConnectionPool - release connection

2017-02-18 14:13:37,749 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcConnectionPool -

:::- OdbcConnectionPool - connections in use: 0

2017-02-18 14:13:37,749 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcIdStore -:::- Call

to ODBC DB succeeded

2017-02-18 14:13:37,749 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.CustomerLog -:::- Write

customer log message: 24873

2017-02-18 14:13:37,750 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcIdStore -:::- ODBC

ID Store Operation: Get all user attrs. Username=bob, Setting myODBC.eye_color to green

2017-02-18 14:13:37,750 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcIdStore -:::- ODBC

ID Store Operation: Get all user attrs. Username=bob, Setting myODBC.floor to 1

2017-02-18 14:13:37,750 DEBUG  [Thread-259][] cisco.cpm.odbcidstore.impl.OdbcIdStore -:::- ODBC

ID Store Operation: Get all user attrs. Username=bob, Setting myODBC.is_certified to true
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