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概要

 この資料は内部識別ストアか外部識別ストアで現在のユーザ向けのユーザごとのダイナミック ア
クセス・コントロール・リスト（dACL）の設定を説明したものです。 

前提条件

要件

Cisco は Identity Services Engine （ISE）のポリシー 設定のナレッジがあることを推奨します。

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。

 Identity Services Engine バージョン 2.2●

 Microsoft Windows アクティブ ディレクトリ 2012 R2 ●

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。

設定



ユーザごとの dACL はカスタム ユーザ属性を使用して内部ストアのあらゆるユーザ向けに設定す
ることができます。 Active Directory （AD）のユーザ向けに、文字列型のどの属性でも同じを実
現させるのに利用することができます。 必要な設定設定するために設定されるこの機能がはたら
くことができるようににこのセクションが必要な情報をと共に ISE および AD の両方属性を ISE
で提供します。 

ISE の新しいカスタム ユーザ属性を設定して下さい

Administration > アイデンティティ管理 > 設定 > ユーザ カスタム属性へのナビゲート。 新しい属
性を追加し、変更を保存するために、イメージに示すように、グリーン + ボタンをクリックして
下さい。 この例では、カスタム属性の名前は ACL です。

dACL を設定して下さい

ダウンロード可能 ACL を設定するために、ポリシー > ポリシー要素 > 結果 > 許可に > ダウンロ
ード可能 ACL ナビゲート して下さい。 [Add] をクリックします。 名前を、dACL の内容つけ、
変更を保存して下さい。 イメージに示すように、dACL の名前は NotMuchAccess です。 



カスタム属性で内部ユーザ ユーザー アカウントを設定して下さい

Administration > アイデンティティ管理 > 識別 > Add にナビゲート して下さい。 ユーザを作成し
、得ることをユーザーのニーズ dACL の名前でカスタム属性値を設定して下さい許可された場合
。 この例では、dACL の名前は NotMuchAccess です。 

  

AD ユーザアカウントを設定して下さい 

次にアクティブ ディレクトリで、ユーザアカウント プロパティと属性エディタにナビゲート し
て下さい。 イメージに示すように、aCSPolicyName は dACL 名前を規定 するのに利用する属性
です。 ただし、上記されるように、文字列型の値を受け入れることができるどの属性でも同様に
利用することができます。



AD から ISE に属性をインポートして下さい 

AD で設定される属性を利用するために ISE はそれをインポートする必要があります。 属性を、
ナビゲートは Administration > アイデンティティ管理にインポートするために > 外部識別 > アク
ティブ ディレクトリ > [設定されるポイントに加入して下さい] > 属性ソースをたどります。 ディ
レクトリから『Add』 をクリック し、次に『Attributes』 を選択 して下さい。 ユーザアカウント
名を AD でつけ、次に Retreive 属性をクリックして下さい。 設定される属性を dACL に選択し、
『OK』 をクリック し、それから『SAVE』 をクリック して下さい。 イメージに示すように、
aCSPolicyName は属性です。

内部および外部ユーザ向けの許可プロファイルを設定して下さい

許可プロファイルを設定するために、ポリシー > ポリシー要素 > 結果 > 許可 > 許可プロファイル



にナビゲート して下さい。 [Add] をクリックします。 名前をつけ、IntenalUser として dACL 名
前を選択して下さい: 内部ユーザ向けのカスタム属性 created> の <name。 イメージに示すよう
に、内部ユーザ向けに、プロファイル InternalUserAttributeTest は InternalUser で設定される
dACL で設定されます: ACL.

外部ユーザ向けに、<Join ポイント name> を使用して下さい: dACL 名前で AD> で設定される
<attribute。 この例では、プロファイル ExternalUserAttributeTest は TEST で設定される dACL
で設定されます: TEST が加入ポイント名前であるところ aCSPolicyName。

  

承認ポリシーを設定して下さい

承認ポリシーは外部ユーザが AD に基づいているおよびまた内部識別ストアのユーザ名にことが
できますグループに基づいてポリシー > 許可で設定する。 この例では、testuserexternal はグル
ープ gce.iselab.local /Builtin/Users で現在のユーザであり、testuserinternal は内部識別ストアで



現在のユーザです。

確認

設定が機能するかどうか確認するのにこのセクションを使用して下さい。

ユーザ認証を確認するために livelogs をチェックして下さい。

  

レポートの概観のセクションの正しいポリシー見つけられるかどうか確認するために suceesful
ユーザ認証の拡大鏡アイコンをクリックして下さい。

ユーザ属性が取得されたかどうか確認するために livelogs の他の属性セクションをチェックして
下さい。

dACL 属性が Access-Accept の一部として送信 されて いるかどうか確認するために結果セクショ
ンをチェックして下さい。



dACL がユーザ認証の後でダウンロードされるかどうか確認するために Livelogs をチェックして
下さい。

suceesful dACL ダウンロード ログの拡大鏡アイコンをクリックし、dACL ダウンロードを確認す
るために概観のセクションを確認して下さい。

  

dACL の内容を確認するためにレポートの結果セクションをチェックして下さい。

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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