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概要

この資料は ISE の「2 方法信頼」の defintition、および簡単なコンフィギュレーション例を記述し
たものです: 方法 AD にいないユーザを認証する別の AD の ISE、提供に加入しました。

前提条件

要件

基本的な知識がのあること Cisco reccomends:

ISE 2.x およびアクティブディレクトリ統合。●

ISE の外部識別認証。●

使用するコンポーネント

ISE 2.x。●

2 つの Active Directory。●

設定

ドメインを拡張し、他のユーザを ISE に既に加入されているもの以外異なるドメインに含めるた
めに、これを達成する 2 つの方法があります:

ISE でドメインを手動でおよび separetely 追加できます。 これによって、2 つの別々の
Active Directory があります。

1.

1 AD に ISE に加入し、そして ISE へそれを追加しないでこの AD と第 2 AD 間の 2 方法信
頼を、設定して下さい。 これは主に双方向信頼設定、それです 2つ以上の Active Directory
の間で設定されるオプションです。 ISE は AD コネクタを使用して自動的にこれらの信頼さ
れたドメインを検出し、「whitelisted ドメイン」に追加し、ISE に加入された別々の AD と
して扱います。 これは ISE に加入されない AD 「zatar.jo」のユーザをどのように認証でき
るかです。

2.



次のステップは ISE および AD 両方のコンフィギュレーション手順を記述します:

ISE が AD に、この例で、持っているドメイン aaalab を加入されることをステップ 1.は確かめま
す:

双方向信頼が下記にとして両方の Active Directory の間で、有効に なることをステップ 2.は確か
めます:

スナップ式 Active Directory ドメインおよび信頼を開いて下さい。1.
左ペインでは、信頼をのための追加したいと思うドメインを右クリックし『Properties』 を
選択 して下さい。

2.

信頼タブをクリックして下さい。3.
新しい信頼ボタンをクリックして下さい。4.
新しい信頼ウィザードが開いた後、『Next』 をクリック して下さい。5.
AD ドメインの DNS 名を入力し、『Next』 をクリック して下さい。6.
AD ドメインを仮定することは信頼の方向を DNS によって解決可能、Next 画面頼みますで
した。 双方向を選択し、『Next』 をクリック して下さい。

7.

発信信託財産に関しては、すべてのリソースを認証されるために選択し、『Next』 をクリ
ック して下さい。

8.

入力し、信頼パスワードを再びタイプし、『Next』 をクリック して下さい。9.
二度『Next』 をクリック して下さい。10.

注: AD 設定はあらゆる問題の場合には Ciscoサポート スコープから、マイクロソフトのサ
ポート実行することができますあります。

これが設定されれば、例 AD （aaalab）は新しい AD （zatar.jo）およびそれと下記にとして「
whitlested ドメイン」タブで、ポップアップする必要があります通信できます。 それが表示され
ない場合、双方向信頼 configuraion は不正確です:



ステップ 3.すべての「whitlested ドメイン」セクションのオプション検索が下記に示されている
ように、有効に なることを確かめて下さい。 それは双方向 信頼されたドメインを含むすべての
whiltlested ドメインで検索することを割り当てます。 オプション主要なドメインの加入されたフ
ォレストからの「Whitelisted ドメイン」有効に なる場合、「子」ドメインの検索だけだけで検索
します。 {子ドメイン例: 上記のスクリーン ショットの sub.aaalab.com}。

この場合、ISE は aaalab.com および zatar.com のユーザを捜すことができます。

検証

「zatar.jo」ドメインにあるユーザを使用しなさいことをことをそれはたらく「テスト ユーザ」オ
プションによって確認して下さい（この例で、ユーザは zatar.jo」ドメイン「でだけ「デモ」存在
し、「aaalab.com」に、テスト結果下記にありますありません）:



ユーザが aaalab.com に kholoud あることをことに aaalab.com のユーザ、またはたらいている注
目して下さい:



トラブルシューティング

ほとんどの AD/two 方法信頼問題を解決する 2 つの主要な手順がほとんどの外部識別認証ありま
す: 

1. ISE を集めて有効に なるデバッグと（サポート バンドル）記録 します。 このサポート バンド
ルの特定のフォルダでは、AD のあらゆる認証の試みのすべての詳細を見つけることができます
。

2. ISE と AD 間のパケット キャプチャの収集。

step1. ISE ログを集めて下さい:

a. デバッグを有効に して下さい」、トレースするために次のデバッグを「設定 して下さい:

Active Directory （ad_agent.log）●

識別ストア AD （ad_agent.log）●



ランタイム AAA （prrt-server.log）●

NSF （ise-psc.log）●

NSF セッション（ise-psc.log）●

b. 問題を再現 して下さい、問題となるユーザと接続して下さい。

c. サポート バンドルを集めて下さい。

シナリオを「はたらかせることは」記録 します: 

注: 認証の試みの詳細はファイル ad_agent.log で見つけられます

ファイル ad_agent.log から:

zatar 双方向信頼接続確認:

2020-01-16 12:26:21,210 VERBOSE,140568698918656,LsaDmEnginepDiscoverTrustsForDomain: Adding

trust info zatar.jo (Other Forest, Two way) in forest

zatar.jo,LsaDmEnginepDiscoverTrustsForDomain(),lsass/server/auth-providers/ad-open-

provider/lsadmengine.c:472

2020-01-16 12:26:21,210 DEBUG ,140568698918656,New domain zatar.jo will be added to the trusted

domain list.,LsaDmAddTrustedDomain(),lsass/server/auth-providers/ad-open-provider/lsadm.c:1997

主要なドメイン aaalab のユーザ「デモ」を捜すこと:

2020-01-16 12:29:08,579 DEBUG ,140568690480896,AdIdentityResolver::search: do

(&(|(objectCategory=person)(objectCategory=computer))(sAMAccountName=demo)) search in forest

aaalab.com,searchIdentity(),lsass/server/auth-providers/ad-open-

provider/ad_identity_resolver_impl.cpp:738

（ことに注目して下さいデモ ユーザは zatar ドメインに ise が aaalab ドメインでそれをまずチェ
ックするどんなに、そして newlab.com のような「whitlested」ドメイン タブの他のドメインあ
ります。 ISE がどこで検索するか確認する従ってユーザがこの形式によってログインする必要が
あるように主要なドメインで避け、zatar.jo を直接チェックインするために cheking、UPN サフ
ィックスを使用しなければなりません: demo.zatar.jo）。

zatar.jo のユーザ「デモ」を捜すこと。

2020-01-16 12:29:08,604 DEBUG ,140568690480896,AdIdentityResolver::search: do

(&(|(objectCategory=person)(objectCategory=computer))(sAMAccountName=demo)) search in forest

zatar.jo,searchIdentity(),lsass/server/auth-providers/ad-open-

provider/ad_identity_resolver_impl.cpp:738

2020-01-16 12:29:08,604 DEBUG ,140568690480896,LsaDmpLdapOpen: gc=1,

domain=zatar.jo,LsaDmpLdapOpen(),lsass/server/auth-providers/ad-open-provider/lsadm.c:4102

2020-01-16 12:29:08,604 DEBUG ,140568690480896,LsaDmpIsDomainOffline: checking status of domain

zatar.jo,LsaDmpIsDomainOffline(),lsass/server/auth-providers/ad-open-provider/lsadm.c:3158

zatar ドメインで見つけられるユーザ「デモ」:

18037: pszResolvedIdentity = "demo@zatar.jo"

Line 18039: pszResolvedDN = "CN=demo,CN=Users,DC=zatar,DC=jo"

Line 18044: pszResolvedSAM = "demo"

Line 18045: pszResolvedExplicitUPN = "demo@zatar.jo"



Line 18056: "1579177748579 24325 "demo" AD-Log-Id=1579177581/40,

Line 18095: pszBase = "CN=demo,CN=Users,DC=zatar,DC=jo"

step2. キャプチャを集めて下さい:

a. ISE と AD/LDAP の間で交換されるパケットは暗号化されます従ってそれらを最初に復号化し
ないでキャプチャを集める場合読解可能ではないです。

ISE  AD :

ISE naigate:  ID - > Active Directory - > - > 1.
ISE 2.
 : TROUBLESHOOTING.EncryptionOffPeriod.3.

4.
minutes>  <Positive 

 30 :

30

 5. 

 6. Update 

 7.  Active Directory Connector 

 8.   10 

b. ISE のキャプチャを開始して下さい。

c. 問題を再現 して下さい。

d. そしてキャプチャを停止し、ダウンロードして下さい

シナリオを「はたらかせることは」記録 します: 



検証

および彼らが生成 するログ遭遇するかもしれない非作業状況およびはたらく幾つかの例はここに
あります。

1. AD 「zatar.jo に」基づく認証はグループ化します:

Group タブから not retreived グループがこのログ メッセージを得れば:

2020-01-22 10:41:01,526 DEBUG ,140390418061056,Do not know about domain for object SID 'S-1-5-

21-3031753119-2636354052-3137036573-513',LsaDmpMustFindDomainByObjectSid(),lsass/server/auth-

providers/ad-open-provider/lsadm.c:1574

Groups タブから zatar.jo のグループを取得する必要があります。

AD タブからの AD グループ検索の検証:



ログ AD_agent.log からの機能シナリオ:

2020-01-22 10:41:01,516 DEBUG ,140390418061056,AD_GetTokenGroups: SID selected: [zatar.jo/S-1-5-

32-545],AD_GetTokenGroups(),lsass/server/auth-providers/ad-open-provider/provider-main.c:9669

2020-01-22 10:41:01,516 DEBUG ,140390418061056,AD_GetTokenGroups: SID selected: [S-1-5-21-



3031753119-2636354052-3137036573-513],AD_GetTokenGroups(),lsass/server/auth-providers/ad-open-

provider/provider-main.c:9669

pTokenGroupsList =

{

dwStringsCount = 2

ppszStrings =

{

"zatar.jo/S-1-5-32-545"

"S-1-5-21-3031753119-2636354052-3137036573-513"

}

}

2. 先発オプション加入されたフォレスト」からの Whitelisted 「ドメイン「の」検索だけチェック
したら:

オプション加入されたフォレスト」からの Whitelisted 「ドメイン「の」検索だけ選択するとき
ISE はオフラインそれらを示しました:

2020-01-22 13:53:31,000 DEBUG ,140629434660608,LsaDmpFilterOfflineCallback: examine domain

newlab.com,LsaDmpFilterOfflineCallback(),lsass/server/auth-providers/ad-open-

provider/lsadm.c:3423

2020-01-22 13:53:31,001 DEBUG ,140629434660608,LsaDmpFilterOfflineCallback: domain newlab.com is

usable and is marked offline (DC or GC).,LsaDmpFilterOfflineCallback(),lsass/server/auth-

providers/ad-open-provider/lsadm.c:3498

2020-01-22 13:53:31,001 DEBUG ,140629434660608,LsaDmpFilterOfflineCallback: examine domain

zatar.jo,LsaDmpFilterOfflineCallback(),lsass/server/auth-providers/ad-open-provider/lsadm.c:3423

2020-01-22 13:53:31,001 DEBUG ,140629434660608,LsaDmpFilterOfflineCallback: domain zatar.jo is

not marked offline (DC or GC).,LsaDmpFilterOfflineCallback(),lsass/server/auth-providers/ad-

open-provider/lsadm.c:3454



ユーザ「petra」は zatar.jo にあり、下記のスクリーン ショットとして認証を、失敗します:

ログ:

ISE は Advanced オプション加入されたフォレスト」からの Whitelisted 「ドメイン「の」検索だ
けによる他のドメインに達できませんでした:

2020-01-22 13:52:53,735 DEBUG ,140629511296768,AdIdentityResolver::search: already did

(&(|(objectCategory=person)(objectCategory=computer))(sAMAccountName=petra)) search in forest

aaalab.com,searchIdentity(),lsass/server/auth-providers/ad-open-

provider/ad_identity_resolver_impl.cpp:735

2020-01-22 13:52:53,735 VERBOSE,140629511296768,AdIdentityResolver::examineDomains:

newlab.com,examineDomains(),lsass/server/auth-providers/ad-open-

provider/ad_identity_resolver_impl.cpp:601

2020-01-22 13:52:53,735 VERBOSE,140629511296768,AdIdentityResolver::examineDomains:

zatar.jo,examineDomains(),lsass/server/auth-providers/ad-open-

provider/ad_identity_resolver_impl.cpp:601

2020-01-22 13:52:53,735 VERBOSE,140629511296768,AdIdentityResolver::finalizeResult: result:

40008 (symbol: LW_ERROR_NO_SUCH_USER),finalizeResult(),lsass/server/auth-providers/ad-open-

provider/ad_identity_resolver_impl.cpp:491

2020-01-22 13:52:53,735 VERBOSE,140629511296768,AD_ResolveIdentity: identity=[petra], flags=0,

dwError=40008,AD_ResolveIdentity(),lsass/server/auth-providers/ad-open-

provider/ad_identity_resolver.cpp:131

2020-01-22 13:52:53,735 VERBOSE,140629511296768,LsaSrvResolveIdentity: identity=[petra],

flags=0, dwError=40008,LsaSrvResolveIdentity(),lsass/server/api/api2.c:2877

2020-01-22 13:52:53,735 VERBOSE,140629511296768,Error code: 40008 (symbol:

LW_ERROR_NO_SUCH_USER),LsaSrvResolveIdentity(),lsass/server/api/api2.c:2890

2020-01-22 13:52:53,735 VERBOSE,140629511296768,LsaSrvResolveIdentity: identity=[petra],

flags=0, dwError=40008, resolved identity list returned =

NO,LsaSrvIpcResolveIdentity(),lsass/server/api/ipc_dispatch.c:2738
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