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概要

Identitity サービス Enginer（ISE）およびアクティブ Directory（AD）がどのように通信する、お
よび使用しているすべてのプロトコル記述されていますかこの資料に。 それはまた AD フィルタ
ーおよびフローをカバーします。

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。●



Windows サーバ（Active Directory）。●

AD プロトコル

Kerberos プロトコル  

Kerberos プロトコル名前は Kerberos として知られているギリシャ神話からの三頭犬図に基づい
ています。  Kerberos  の  3  つのヘッダーはアクセスするために望ましいサービスの  Key
Distribution Center （KDC）、クライアントのユーザおよびサーバから成り立ちます。 KDC はド
メイン Controller（DC）の一部としてインストールされ、2 つのサービス 機能を行います: 認証
サービス（AS）およびチケット認可サービス（TGS）。 図 1 例証されるように、3 つの交換は
クライアントが最初にサーバ リソースをアクセス したときに複雑です:

AS Exchange。1.
TGS Exchange。2.
クライアント/サーバ（CS） Exchange。3.

ドメイン コントローラー = KDC （AS + TGS）。●

パスワードの AS （SSO ポータル）への認証する。●

チケット認可チケット（TGT） （la セッション cookie）を得て下さい。●

サービス（SRV01）にログインを要求して下さい。●



SRV01 は「KDC にリダイレクトします」。●

示して下さい TGT に KDC を–既に認証されています。●

KDC は SRV01 のための TGS を与えます。●

SRV01 への「リダイレクト」。●

SRV01 への Show service チケット。●

SRV01 はサービス チケットを確認しましたり/信頼します。●

サービス チケットに情報がすべてあります。●

SRV01 は私を記録 します。●

ネットワークに最初にログオンした場合、ユーザはログイン名およびパスワードのドメイン内の
KDC の AS 部分確認されるために提供によってアクセスをネゴシエートする必要があります。
KDC に Active Directory ユーザアカウント情報にアクセスできます。 認証に成功されて、ユーザ
はチケット（TGT）を入手するローカル ドメインのために有効であるチケットを許可されます。
TGT に 10 時間のデフォルトのライフタイムがあり、ユーザのログオン セッション全体ユーザが
彼のパスワードをもう一度入力するように要求しないで更新されるかもしれません。 揮発性 メモ
リ領域でローカル コンピューターで TGT がキャッシュされ、ネットワーク全体のサービスを用
いるセッションを要求するのに使用されています。 以下は TGT 検索プロセスの説明です。

ユーザは KDC の TGS 部分にサーバサービスへのアクセスを望むとき TGT を示します。 KDC の
TGS はユーザの TGT を認証し、クライアントおよびリモートサーバ両方のためのチケットおよ
びセッションキーを作成します。 サービス チケットとして知られているこの情報はクライアント
マシンでそれからローカルでキャッシュされます。

TGS はクライアントの TGT を受け取り、自身のキーを使用して読みます。 TGS がクライアント
要求を承認する場合、サービス チケットはクライアントおよびターゲットサーバ両方のために生
成されます。 クライアントは AS 応答から先に取得される TGS セッションキーを使用して部分
を読みます。 クライアントは次に来るクライアント/サーバ交換のターゲットサーバへの TGS 応
答のサーバ部分を示します。
ISE のテスト ユーザを Kerberos を使用して加えるとき例は下記にあります:



パケットは認証に成功したユーザ向けの ISE からキャプチャします:

AS-REQ はセッション チケットをそして入手すればセッション チケットを入手するために TGT
は TGT サービスに提供されることパスワードが TGT を正しい AS サービス与えればユーザパス
ワードと暗号化される私達に後認証が正常に実行されれば場合、ユーザー名が含まれ。

キャプチャの下でありましたクライアントが与えるパスワードはシナリオのため間違っています
です:

パスワードが間違っていれば AS 要求見られるようにそれ故に、得ません TGT を失敗します:

パスワードが間違っているとき ad_agent.log ファイルをログオンします:



2020-01-14 13:36:05,442 デバッグ、140574072981248,krb5:
user1@RALMAAIT.COM,LwKrb5TraceCallback(),lwadvapi/threaded/lwkrb5.c:1325 のための
RALMAAIT.COM へ要求（276 バイト）を送信 すること

2020-01-14 13:36:05,444 デバッグ、140574072981248,krb5: KDC からの受け取ったエラー: -
1765328360/Preauthentication failed,LwKrb5TraceCallback(),lwadvapi/threaded/lwkrb5.c:1325

2020-01-14 13:36:05,444 デバッグ、140574072981248,krb5: Preauth tryagain 入力の型: 16、
14、19、2,LwKrb5TraceCallback(),lwadvapi/threaded/lwkrb5.c:1325

2020-01-14 13:36:05,444 WARNING,140574072981248,[LwKrb5GetTgtImpl
../../lwadvapi/threaded/krbtgt.c: 329] KRB5 エラー コード: -1765328360 （メッセージ: 事前認証
failed),LwTranslateKrb5Error(),lwadvapi/threaded/lwkrb5.c:892

2020-01-14 13:36:05,444 デバッグ、140574072981248,[LwKrb5InitializeUserLoginCredentials()]
エラー コード: 40022 （シンボル:
LW_ERROR_PASSWORD_MISMATCH),LwKrb5InitializeUserLoginCredentials(),lwadvapi/threade
d/lwkrb5.c:1453

MS-RPC プロトコル

ISE はクライアント および サーバの間で通信するのに SMB 上の MSRPC を、SMB 提供し、認
証をある特定の RPC サービスがどこに見つけられるか見つけるように要求しません別途のセッ
ションを、それ使用します「名前付きパイプ」と呼ばれるメカニズムを使用します。

フローは下記にとしてあります:

SMB セッション接続を作成して下さい。●

転送するとして SMB/CIFS.TCP ポート 445 上の RPC メッセージを転送して下さい ●

SMB セッションはでどのポート特定の RPC サービスがユーザ認証を同様に実行し、処理す
るか調べること処理します。

●

Inter-Process Communication のための非表示 共有 IPC$ への接続応答。●

望ましい RPC リソース/機能のための適切な名前付きパイプを開いて下さい。●

SMB 上の RPC 交換を処理して下さい。



要求および応答ネゴシエート プロトコルは SMB の方言を、セッション Setup 要求/応答行います
認証をネゴシエートします。 ツリー Connect 要求および応答は要求されたリソースに接続します
。 特別な共有 IPC$ に接続しています、この Inter-Process Communication 共有は MSRPC 機能
にホストの間のおよびまた転送するとして通信の方法を提供します。

それが Create 要求ファイルのファイル名がに接続しているサービスの名前であるパケット #77
に、この場合それです netlogon サービスそれからあり。

パケット第 83 および 86 に、要求が結果を用いる NetrlogonSamLogonEX レスポンスパケット応
答、のいくつかのフラグ値 AD にフィールド Network_INFO で ISE で認証しているクライアント
のためのユーザー名を送信 するところにの NetrlogonSamLogonEX この場合あります

NetrlogonSamLogonEX 応答意味:
0xc000006a は STATUS_WRONG_PASSWORD です
0x00000000 は STATUS_SUCCESS です
0x00000103 は STATUS_PENDING です

アクティブな Directory（AD）の ISE 統合

ISE は加入/許可および認証プロセスの間に AD と通信するのに LDAP、KRB および MSRBC を使
用します。 次のセクションで形式および AD の仕様 DC に接続するのに使用されたメカニズムを
検索し、その DC に対してユーザを認証するプロトコルを見つけます。 DC が何らかの理由でオ
フラインになれば ISE は次の利用可能な DC および認証プロセスへのフェールオーバー影響を受
けない。

AD への ISE の結合

Active Directory および ISE を統合ための前提条件



持っています ISE で極度の Admin または System Admin の特権を確認して下さい。1.
Cisco サーバと Active Directory 間の時間を同期するのにネットワーク タイム プロトコル
（NTP） サーバ設定を使用して下さい。 最大は ISE と AD 間の時差をです 5 分可能にしま
した

2.

ISE の設定された DNS は DC、GCs および追加サイト 情報の有無にかかわらず KDCs のた
めに SRV クエリに答えられます必要があります。

3.

注: グローバル カタログ サーバー（GC）はそのドメイン コントローラー フォレストのす
べての Active Directory オブジェクトのストア コピーです。 それはドメインのディレクト
リですべてのオブジェクトの完全なコピーおよび他のすべてのフォレスト ドメインのすべ
てのオブジェクトの部分的なコピーを保存します。 従って、グローバル カタログはユーザ
およびアプリケーションが GC への含まれている属性を捜すことによって現在のフォレスト
のあらゆるドメインでオブジェクトを検索するようにします。 グローバル カタログは各ド
メイン（部分的な属性セット、PAT）で基本的で（不完全な）一組の各フォレスト オブジ
ェクトのための属性が含まれています。 GC は標準 AD 複製サービスを使用してフォレスト
のすべてのドメイン ディレクトリ パーティションからデータを、それらコピーされます受
け取ります。 詳細については https://theitbros.com/global-catalog-active-directory/ をチェッ
クできます

すべての DNS サーバが順方向に応答できる使用したいと思うあらゆる可能性のある Active
Directory DNS ドメインのための反転 DNS クエリようにすれば。

4.

AD はドメインで Cisco に加入している Cisco によって操作上およびアクセス可能な少なく
とも 1 つのグローバル カタログ サーバーがなければなりません。

5.

AD ドメインに加入して下さい

最初 ISE は 3 フェーズ以内に加入ドメインについての情報を得るためにドメイン ディスカバリを
適用します:

クエリは加入しましたドメインに—フォレストからの外部に探索ドメインおよびドメインは
加入されたドメインに信頼しました。

1.

問い合わせますフォレストのルート ドメインを—フォレストとの信頼を確立します。2.
問い合わせます信頼されたフォレストのルート ドメインを—信頼されたフォレストからの
ドメインを検出します。

3.

さらに、Cisco ISE は DNS ドメイン名（UPN サフィックス）、代替 UPN サフィックスお
よび NTLM ドメイン名を検出します。

4.

それから ISE は利用可能な DC および GCs についてのすべての情報を得るために DC ディスカ
バリを適用し下記にとして続行します:

加入プロセスはドメイン自体にある AD の極度の admin の資格情報の入力から開始します。
異なるドメインかサブドメインで存在 するそれが UPN 表示法（username@domain）でユ
ーザー名注意されれば。

1.

ISE は DNS 応答が DNS 関連エラーと返事のそれらの 1 つをそして統合失敗されればもら
わなかった場合すべての DC、GCs および KDCs レコードを頼む DNS クエリを送信します
。

2.

ISE は SRV レコードの優先順位に従って DC へ CLDAP 要求を送信 することによってすべ
ての DC および GCs を検出するのに CLDAP PING を使用します; 最初の DC 応答は使用さ
れ、ISE はその DC に接続されます。 DC 優先順位を計算するのに使用したファクタの 1 つ
は CLDAP ping への応答に DC にかかった時間です; より速い応答は高優先順位を得ます。

3.

https://theitbros.com/global-catalog-active-directory/


注: CLDAP は ISE が DC の接続を確立および維持するのに使用するメカニズムです。  それ
は最初の DC 返事までの応答時間を測定します。 それは DC からの返事を見ない場合失敗
します。 応答時間が 2.5 秒より大きいかどうか警告して下さい。 CLDAP PING サイトのす
べての DC （サイト無しそしてドメインのすべての DC）。 CLDAP 応答は DC サイトおよ
びクライアントサイト（ISE マシンが割り当てられる）が例えばサイト含まれています。

それから ISE は「加入しますユーザ」に資格情報との TGT を得ます。4.
MSRPC を使用する生成する ISE コンピューター アカウント名前。 （SAM および SPN）5.
ISE コンピューター アカウントが既に（例えば前作成される）存在 して いる場合 SPN に
よって AD を検索して下さい、ISE マシンがけれどもなかったら ISE は新しいもの（次のセ
クションの SPN および SAM についての簡潔な説明を見つけることができます）を作成し
ます。

6.

開いたコンピューター アカウントは、ISE コンピューター アカウント パスワードを設定 し
、ISE がコンピューター アカウント アクセス可能であることを確認します。

7.

ISE コンピューター アカウント属性（例えば SPN、dnsHostname、等を）設定 して下さい
。

8.

ISE マシン 資格情報との TGT を KRB5 を使用して得、すべての信頼されたドメインを検出
して下さい。

9.

加入が完了するとき、ISE ノードは対応する AD グループおよび SID をアップデートし、
自動的に開始するを SID アップデートプロセス。 このプロセスが AD 側で完了できるよう
にして下さい。

10.

AD ドメインを残して下さい

下記の AD が考慮事項に運ぶ必要がある ISE 許可時:

ISE コンピューター アカウントが Active Directory データベースから削除されることをこれ
保証します完全な AD 管理者ユーザを許可プロセスを行うのに使用する必要があります。

1.

AD が資格情報なしで残っていた場合、ISE アカウントは AD から削除されないし、それを
手動で削除しなければなりません。

2.

バックアップかアップグレードが、それ許可オペレーションを行った後 CLI からの ISE 設
定をリセットするか、または設定を復元する時、既に加入されている場合、Active Directory
ドメインから ISE ノードを切り離す。 ただし、ISE ノード アカウントは Active Directory ド
メインから削除されません。 また Active Directory ドメインからノード アカウントを削除す
るので Active Directory 資格情報と Admin ポータルからの許可オペレーションを行うことを
推奨します。 これはまた ISE ホスト名を変更するとき推奨されます。

3.

DC フェールオーバー

ISE に接続される DC がオフラインまたは何らかの理由で到達不能になるとき DC フェールオー
バーは ISE で自動的に誘発されて。 DC フェールオーバーは下記の状態によって誘発することが
できます:

AD コネクタは現在指定 DC をなりました CLDAP、LDAP、RPC または Kerberos 通信の間
に利用できなく試み検出します。 このような場合、AD コネクタは DC 選択を始め、最近指
定 DC に壊れます。

1.

DC はアップ、が CLDAP PING に応答します、AD コネクタはそれとどういうわけか通信で
きません（例えば RPC ポートは「壊された複製」状態に、DC あります、DC ではないです

2.



きちんとずっと退役させた等ブロックされます）。 このような場合、AD コネクタは黒いリ
ストとの DC 選択を（bad DC は黒いリストに置かれます）始め、指定 DC と通信すること
を試みます。 ブラックリストと選択される DC もブラックリストもキャッシュされません
。

AD コネクタはそれが可能性のあるではない場合）適当な時間内にフェールオーバーを完了する
必要があります（または失敗するため。 従って、AD コネクタはフェールオーバーの間に DC の
限られた数を試みます（「試み」は DC 選択からの gets DC を意味し、それと通信することを試
みます）。 ISE は ISE はそれ故に悪い DC を使用することを防ぐべき回復不可能なネットワーク
または Server エラーがあれば AD ドメイン コントローラをブラックリストに載せま、proccing
時間および頭痛を減らします。 CLDAP ping への応答リストを黒くするために DC が、ISE 下げ
る応答 DC の優先順位だけを追加されないことに留意して下さい。

LDAP による ISE-AD 通信

検索がマシンのためそして ISE はマシンを捜しますまたは下記の検索形式の 1 つを使用して AD
のユーザはマシン名の終わりに、ISE 「$」を、下記にです AD で identfy にユーザ使用される識
別型のリスト追加します:

SAM 名前: ドメイン値上げのないユーザー名かマシン名は、これ AD のユーザ ログオン名で
す。

●

例： sajeda か sajeda$

CN: AD のユーザ表示名は SAM と、それ同じではないはずですあります。●

例： sajeda アーメド。

ユーザー プリンシパル名（UPN）: SAM 名前およびドメイン名（SAM_NAME@domian）の
組み合せはあります。

●

例： sajeda@cisco.com か sajeda$@cisco.com

代替 UPN: ドメイン名以外 AD で設定した追加および/または代替 UPN サフィックスはあり
ます。 この設定は AD に（ユーザ 1 人あたりに）グローバルに追加され、設定されない実質
ド メ イ ン 名 サ フ ィ ッ ク ス で あ る こ と は 必 要 で は な い で す 。  各  A D  は  U P N
suffix(@alt1.com,@alt2.com、…、等を増加することを持つ場合があります）。

●

例： 主要な UPN （sajeda@ciso.com）、代替 UPN: sajeda@aaa.com、sajeda@ise.com

NetBIOS（NetBIOS over IP）前に付けられた名前: マシン名のドメイン名\ユーザー名はあり
ます。

●

例： CISCO \ sajeda か CISCO \ machine$

不適当なマシンとのホスト/プレフィクス: これはマシン認証のためにマシン名だけが使用さ
れる場合、それですホスト/マシン名だけ使用されます

●

       例： ホスト/マシン

完全修飾マシンとのホスト プレフィクス: これはマシン認証のためにマシン FQDN が証明書
認証の場合には、通常、それであるマシンの host/FQDN 使用される場合使用されます

●

例： ホスト/machine.cisco.com

SPN 名前: クライアントがサービスの例を、例えば、HTTP 識別する名前、LDAP、SSH、等
はマシンだけのために使用しました。

●

mailto:sajeda@cisco.com
mailto:sajeda@ciso.com


AD フローに対するユーザ認証:

識別を解決し、判別して下さい識別型- SAM、UPN、SPN 先祖など ISE レシーブが AD の
一致する SAM アカウントをユーザー名だけとして識別、それからそれ捜せば。 それから
AD の UPN かメール一致した捜す ISE レシーブ username@domain として識別。 両方のシ
ナリオで ISE はマシン（コンピュータ）またはユーザー名（人）のために使用します追加フ
ィルタを  

1.

検索ドメインかフォレスト（識別型によって決まります）2.
すべての一致についてのヒントを説明します保存して下さい（JP、DN、UPN、ドメイン等
）

3.

どれも一致するアカウントない場合、AD はユーザとです不明答えます。4.
各々の一致するアカウントのための MS-RPC （か Kerberos）認証を行って下さい5.
着信識別およびパスワードへの単一ならアカウント一致だけ、そして正常な認証6.
あい昧性を解決すればのに着信識別それから ISE への多重アカウント マッチがパスワード
を使用すればマッチ パスワードのアカウントがおよび認証されるように他のアカウントは
1.不正確な Password カウンターを増加します。

7.

どれも着信識別およびパスワードにアカウント一致しない場合、AD は間違ったパスワード
で答えます。

8.

フィルタを検索する ISE

AD と通信したいと思うフィルタがユーザおよびマシン グループのそのエンティティをエンティ
ティを識別するのに ISE 常に捜します使用されます、

検索フィルタのいくつかの例:

SAM 検索: ISE がドメイン値上げなしでだけユーザー名として識別を受け取れば SAM 名前
としてその識別があるマシン SAM としてか ISE はこのユーザー名を扱い、すべての作成ユ
ーザ向けの AD の検索を。 SAM 名前がユニークではない場合 ISE はユーザを区別するのに
パスワードを使用し、EAP-TLS のような passwordless プロトコルを使用するために ISE は
設定されます適切なユーザを見つける他の基準がありません従って ISE は「曖昧な識別」エ
ラーの認証を失敗します。 ただし、ユーザ許可証が Active Directory にあれば、Cisco ISE
は識別を解決するのにバイナリ比較を使用します。

1.



UPN または MAIL 検索: ISE レシーブが username@domain として識別、ISE それに一致を
探す各フォレストのグローバル カタログを UPN 識別か Mail 識別「identity=matching UPN
またはメール」検索すれば。 ユニークな一致がある場合、AAA の Cisco ISE 収入はフロー
します。 多重があったら同じ UPN のポイントに加入すればパスワードか同じ UPN および
Mail は、Cisco ISE 「曖昧な識別」エラーの認証を失敗します。

2.

NetBIOS（NetBIOS over IP）検索: ISE レシーブ NetBIOS（NetBIOS over IP） ドメイン プ
レフィクスの識別（前:  CISCO  \  sajedah  はドメインを）、それから  ISE  検索しますで
NetBIOS（NetBIOS over IP）捜します一度見つけられたフォレストを、それそれから探し
ます供給された SAM 名前（例の sajeda）を

3.



マシン ベース検索: ISE レシーブが一致する servicePrincipalName アトリビュートをホスト
/プレフィクスを持っていて識別がマシン認証、それから ISE フォレストを捜せば。 完全修
飾ドメインサフィックスが識別で規定 された場合、たとえばホスト/machine.domain.com
が、Cisco ISE フォレストをそのドメイン 存在検索する。 識別がホスト/マシンの形にある
場合、Cisco ISE はサービス プリンシパル名をすべてのフォレストを捜します。 一致する複
数ある場合 Cisco ISE は「曖昧な識別」エラーの認証を失敗します。

4.

注: 同じフィルターは ISE ad-agent.log ファイルで見られます

注: ISE 2.2 パッチ 4 および前および 2.3 は 1 つを修正し、前属性を SAM か、CN、または
その両方利用しているユーザを識別していました。 Cisco ISE は、リリース 2.2 パッチ 5 以
上に、既定の属性として 2.3 は 2 つを以上に修正し、sAMAccountName アトリビュートだ
け利用します。
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