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概要

この資料に Identity Services Engine （ISE）管理アクセスのためのクライアント証明書ベースの
認証を設定する方法を記述されています。 この例では Cisco Identity Services Engine （ISE）管
理 GUI への Admin アクセスを得るために、ISE 管理者はユーザ許可証に対して認証します。

前提条件

要件

Cisco はこれらのトピックのナレッジがあることを推奨します:

パスワードおよび証明書認証のための ISE 設定。●

Microsoft Active Directory （AD）●

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 Identity Services Engine （ISE）バージョン 2.6●

Windows Active Directory （AD） サーバ 2008 リリース 2●

証明書●

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。 ネット
ワークがライブである場合、あらゆる設定の潜在的影響を理解することを確かめて下さい。

設定

Cisco ISE 管理 GUI に管理アクセスのための外部識別でクライアント 認証かスマート カードを設
定するのにこのセクションを使用して下さい。

ネットワーク図

Active Directory に ISE に加入して下さい

> アイデンティティ管理 > 外部識別ソースをたどります > Active Directory 『管理』 を選択
して下さい。

1.

Active Directory 例をで加入します Cisco ISE のポイント名前および AD ドメインに作成して
下さい。

2.

[Submit] をクリックします。3.



プロンプトの適切なユーザ名 および パスワードのすべてのノードに加入して下さい。4.

[Save] をクリックします。5.

ディレクトリ グループの選択

外部管理者グループを作成し、アクティブなディレクトリ グループにそれをマップして下
さい。

1.

>Identity 管理を > 外部識別ソースをたどります > Active Directory > Groups > 『Groups』
を選択 しますディレクトリから『管理』 を選択 して下さい。

2.

管理者が属する少なくとも 1 AD グループを取得して下さい。3.



[Save] をクリックします。4.

管理アクセスのための Active Directory パスワードベース認証を有効に して下さい

ISE に先に加入してしまったパスワードベース 認証方式としてアクティブなディレクトリ例
を有効に して下さい。

1.

イメージに示すように > システム > Admin アクセス > 認証、『管理』 を選択 して下さい。2.

[Save] をクリックします。3.

注: パスワードベース 認証の設定が証明書ベースの認証を有効に するために必要となりま
す。 この設定は証明書ベースの認証の正常な設定の後で戻す必要があります。



マップ Admin グループへの外部識別グループ

この例では、外部 AD グループはデフォルト Admin group にマップされます。

>System >Admin アクセス >Administrators >Admin グループを > 極度の admin 『管理』 を
選択 して下さい。

1.

型を外部としてチェックし、外部グループの下で AD グループを選択して下さい。2.

[Save] をクリックします。3.

> システム > Admin アクセス > 管理者 > Admin グループ化します > Read only Admin 『管
理』 を選択 して下さい。

4.

型を外部としてチェックし、外部グループの下でイメージに示すように AD グループを、選
択して下さい。

5.



[Save] をクリックします。6.

信頼できる証明書をインポートして下さい

クライアント 認証に署名する Certificate authority（CA）証明書をインポートして下さい。1.

管理者 > システム > 証明書 > 信頼できる証明書 > インポートを選択して下さい。2.

CA 認証を『Browse』 をクリック し、選択して下さい。3.

イメージに示すようにクライアント認証および Syslog チェックボックスがあるように信頼
を、確認して下さい。

4.

[Submit] をクリックします。5.

証明書認証 プロファイルを設定して下さい

クライアント認証ベース認証のための証明書認証 プロファイルを作成するために、
>Identity 管理を > 外部識別ソースをたどります > 証明書認証 プロファイル > Add 『管理』

1.



を選択 して下さい。

プロファイル名を追加して下さい。2.

適切なアトリビュートを選択して下さい証明書 アトリビュートで管理者のユーザ名が含ま
れている。

3.

ユーザ向けの AD レコードがユーザの証明書が含まれ、AD の証明書に対するブラウザから
届く証明書を比較したいと思えば、チェックはバイナリ比較チェックボックスを常に行い、
先に規定 された Active Directory 例名前を選択します。

4.

[Submit] をクリックします。5.

注: 同じ証明書認証 プロファイルはエンドポイント ID ベース認証のためにまた消費される
場合があります。 

有効クライアント証明書ベースの認証

> システム > Admin アクセス > 認証 > 基づいて認証方式 クライアント 認証 『管理』 を選
択 して下さい。

1.



[OK] をクリックします。2.

証明書認証 プロファイルを選択して下さい先に設定される。3.

Active Directory インスタンス名を選択して下さい。4.

[Save] をクリックします。5.

配備のすべてのノードの ISE サービスは再起動します。6.



確認

実行にアプリケ− ションサーバ サービス ステータス 変更の後で ISE GUI へのアクセスを確認し
て下さい。

極度の管理者ユーザ: 証明書が極度の Admin 外部識別グループのユーザ部品である場合ユーザが
ISE GUI にログインするために証明書を選択するためにプロンプト表示され、Admin 極度の特権
を与えられることを確認して下さい。

読み取り専用管理者ユーザ: 証明書が読み取り専用 Admin 外部識別グループのユーザ部品である



場合ユーザが ISE GUI にログインするために証明書を選択するためにプロンプト表示され、
Admin 読み取り専用特権を与えられることを確認して下さい。

注: よくあるアクセス カード（CAC）が使用中である場合、スマートカードは ISE にユー
ザが有効な極度のピンを入力した後ユーザ許可証を示します。

トラブルシューティング

割り当てがアクセスコントロールを門脈 Admin に一時的に無効に し、設定を訂正し、コマ1.



ンド ライン アプリケーション停止 ise との ISE のサービスをアプリケーション 開始する
ise によって再開するために続いたセーフモードの Cisco ISE を開始するのにアプリケーシ
ョン 開始する ise 安全なコマンドを使用して下さい。
安全なオプションは管理者が不注意にすべてのユーザ向けの Cisco ISE Admin ポータルへの
アクセスをロックする場合リカバリの方法を提供します。 このイベントは管理者が
Administration > Admin アクセス > 設定 > アクセス ページの不正確な IP アクセス リストを
設定した場合起こる場合があります。 安全なオプションはまた証明書ベースの認証をバイ
パスし、記録のためのデフォルトのユーザ名およびパスワード認証に Cisco ISE Admin ポー
タルに戻ります。

2.
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