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概要

この資料に識別 サービス エンジン（ISE）で Ciscoワイヤレス LAN コントローラ（WLC）のデ
バイス 管理のための TACACS+ を設定する方法を記述されています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

識別 サービス エンジン（ISE）の基本的な知識●

Ciscoワイヤレス LAN コントローラ（WLC）の基本的な知識●

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 識別 サービス エンジン 2.4●

Ciscoワイヤレス LAN コントローラ 8.5.135●

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

ステップ 1： デバイス 管理 ライセンスをチェックして下さい。

Administration > システムへのナビゲートは > 認可タブおよびデバイスがイメージに示すように
Admin ライセンス、インストールされていることを確認します。

注: デバイス admin ライセンスが ISE の TACACS+ 機能を使用するために必要となります
。

ステップ 2. ISE PSN ノードのイネーブル デバイス 管理。

作業区 > デバイス Administration > 概要にナビゲート して下さい、タブを『Deployment』 をク
リック して下さい、特定の PSN Nodeオプション・ボタンを選択して下さい。 ISE ノードのデバ
イス 管理をチェックボックスの選択によって有効に し、イメージに示すように、『SAVE』 をク
リック して下さい:



ステップ 3.ネットワーク デバイス グループを作成して下さい。

WLC を ISE のネットワークデバイスとして追加するために、Administration > ネットワークリソ
ース > ネットワーク デバイス グループに > すべてのデバイスの種類、作成しますイメージに示
すように WLC のための新しいグループを、ナビゲート して下さい:



ステップ 4.ネットワークデバイスとして WLC を追加して下さい。

作業センター > デバイス 管理 >Network リソース > ネットワークデバイスにナビゲート して下
さい。 『Add』 をクリック し、名前を、IP アドレスつけ、WLC としてデバイスの種類を選択し
、認証 Settings チェックボックスを『TACACS+』 を選択 し、イメージに示すように共有秘密
キーを、提供して下さい:



ステップ 5. WLC のための TACACS プロファイルを作成して下さい。

作業センター > デバイス Administration > ポリシー要素へのナビゲートは > > TACACS プロファ
イル生じます。 名前を『Add』 をクリック し、つけて下さい。 タスク アトリビュート View タ
ブで、よくあるタスク タイプのための選定された WLC。 『Monitor』 を選択 するかユーザに制
限されたアクセスを可能にするためにどれがからイメージに示すように現在の既定値のプロファ
イルがあります。



イメージに示すようにユーザにフルアクセスを可能にするもう一つの既定値のプロファイルがす
べてあります。

ステップ 6.ポリシー セットを作成して下さい。



Admin ポリシー セットは作業センター > デバイス 管理 > デバイスにナビゲート します。
 （+）クリックし、ポリシー セットに名前をつけて下さい。 ポリシー状態ではプロトコルを与え
られる WLC として型をイメージに示すようにデフォルト デバイ Admin、である場合もあります
『Device』 を選択 して下さい。

ステップ 7.認証 および 権限ポリシーを作成して下さい。

この資料では、2 つのサンプル グループは Admin リード書き、Admin リードだけ各グループ
admin1 の中のアクティブな directoryand 1 ユーザで、それぞれ admin2 設定されます。 Active
Directory は ADJointName と指名される joinpoint によって ISE と統合。

イメージに示すように 2 つの承認ポリシーを、作成して下さい:

ステップ 8.デバイス 管理のための設定 WLC。

セキュリティ > AAA > TACACS+ へのナビゲートはイメージに示すように認証を、アカウンティ
ング サーバ、『New』 をクリック し、追加します。



優先順位を変更し、上およびローカルでイメージに示すように、底を付けるために TACACS+ を
作って下さい:



注意： 電流 WLC GUI セッションを閉じないで下さい。 別のウェブ ブラウザの WLC GUI
を開き、TACACS+ 資格情報とのログオンがはたらくかどうか確認することその推奨される
。 そうでなかったら、TCPポート 49 の ISE ノードに設定および接続を確認して下さい。

確認

オペレーション > TACACS に > ログ住み、監視しますライブ ログをナビゲート して下さい。 イ
メージに示すように Active Directory ユーザーの資格情報との WLC GUI およびログインを、開い
て下さい

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。
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