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はじめに

このドキュメントでは、Cisco Secure Access Control System（ACS）5.x 以降を使用して Clean
Access Manager（CAM）での認証を設定する方法について説明します。ACS 5.x より前のバー
ジョンを使用した同様の設定については、『NAC（CCA）：ACS を使用した Clean Access
Manager（CAM）の認証の設定』を参照してください。

前提条件

要件

この設定は CAM バージョン 3.5 以降に適用されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、CAM バージョン 4.1 に基づいています。

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。

表記法

ドキュメント表記の詳細については、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してくだ

/content/en/us/support/docs/security/nac-appliance-clean-access/107396-acs-auth-cam.html
/c/ja_jp/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


さい。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供して
います。

注：このセクションで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool（登
録ユーザ専用）を参照してください。一部ツールについては、ゲスト登録のお客様にはアクセス
できない場合がありますことをご了承ください。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク構成を使用しています。

ACS 5.x を使用した CCA での認証の設定

次の手順を実行します。

新しいロールの追加 管理ロールの作成CAM から [User Management] > [User Roles] > [New
Role] の順に選択します。

1.



[
Role Name] フィールドに、そのロールの固有の名前（admin）を入力します。オプション
の [Role Description] に「Admin User Role」と入力します。[Role Type] で [Normal Login
Role] を選択します。適切な VLAN でアウトオブバンド（OOB）ユーザ ロール VLAN を設
定します。たとえば、[VLAN ID] を選択して、「10」として ID を指定します。完了したら
、[Create Role] をクリックします。フォームのデフォルト プロパティを復元するには、
[Reset] をクリックします。「OOB ロール ベース マッピングの VLAN のタグ付け」セクシ
ョンに示されているように、ロールが [List of Roles] タブに表示されます。ユーザ ロールの
作成CAM から [User Management] > [User Roles] > [New Role] の順に選択します。



[
Role Name] フィールドに、そのロールの固有の名前（users）を入力します。オプションの
[Role Description] に「Normal User Role」と入力します。適切な VLAN でアウトオブバン
ド（OOB）ユーザ ロール VLAN を設定します。たとえば、[VLAN ID] を選択して、「20」
として ID を指定します。完了したら、[Create Role] をクリックします。フォームのデフォ
ルト プロパティを復元するには、[Reset] をクリックします。「OOB ロール ベース マッピ
ングの VLAN のタグ付け」セクションに示されているように、ロールが [List of Roles] タブ
に表示されます。
OOB ロール ベース マッピングの VLAN のタグ付けロールのリストを表示するには、CAM
から [User Management] > [User Roles] > [List of Roles] の順に選択します。

2.



RADIUS 認証サーバ（ACS）の追加[User Management] > [Auth Servers] > [New] の順に選
択します。

[Authentication Type] ドロップダウン メニューから [Radius] を選択します。[Provider
Name] に「ACS」と入力します。[Server Name]にauth.cisco.comと入力します。[Server
Port]：RADIUS サーバがリッスンするポート番号（1812）を入力します。[Radius
Type]：RADIUS 認証方式。サポート対象は、EAPMD5、PAP、CHAP、MSCHAP、および
MSCHAP2 の方式です。ACS へのマッピングが正しく定義または設定されていない場合、
あるいは ACS で RADIUS 属性が正しく定義または設定されていない場合、[Default Role]
が使用されます。[Shared Secret]：指定されたクライアントの IP アドレスにバインドされ
た RADIUS 共有秘密キー。[NAS-IP-Address]：すべての RADIUS 認証パケットとともに送
信される値。[Add Server] をクリックします。

3.



ACS ユーザの CCA ユーザ ロールへのマッピングACS の管理ユーザを CCA 管理ユーザに
マップするには、[User Management] > [Auth Servers] > [Mapping Rules] > [Add Mapping
Link] の順に選択します。

ACS の通常のユーザを CCA ユーザ ロールにマップするには、[User Management] > [Auth
Servers] > [Mapping Rules] > [Add Mapping Link] の順に選択します。

ユーザ ロールのマッピングの概要を次に示します。

4.

[User Page] での代替プロバイダーの有効化ユーザ ログイン ページで代替プロバイダーを有
効にするには、[Administration] > [User Pages] > [Login Page] > [Add] > [Content] の順に選

5.



択します。

ACS5.x の設定

AAA クライアントとして CAM を追加するため、[Network Resources] > [Network Devices
and AAA Clients] の順に選択し、[Create] をクリックします。

1.

名前と IP アドレスを指定し、[Authentication Options] の下で [RADIUS] を選択します。次
に、[Shared Secret] に [CAM] を指定して、[Submit] をクリックします。

2.



AAA クライアントとして CAS を追加するため、[Network Resources] > [Network Devices
and AAA Clients] の順に選択し、[Create] をクリックします。

3.

名前と IP アドレスを指定し、[Authentication Options] の下で [RADIUS] を選択します。次
に、[Shared Secret] に [CAS] を指定して、[Submit] をクリックします。

4.



AAA クライアントとして ASA を追加するため、[Network Resources] > [Network Devices
and AAA Clients] の順に選択し、[Create] をクリックします。

5.

名前と IP アドレスを指定し、[Authentication Options] の下で [RADIUS] を選択します。次
に、[Shared Secret] に [ASA] を指定して、[Submit] をクリックします。

6.



新規 ID グループを作成するため、[Users and Identity Stores] > [Identity Groups] の順に選択
し、[Create] をクリックします。

7.

グループ名を指定し、[Submit] をクリックします。8.



新規 ID グループを作成するため、[Users and Identity Stores] > [Identity Groups] の順に選択
し、[Create] をクリックします。

9.

グループ名を指定し、[Submit] をクリックします。10.

新規ユーザを作成するため、[Users and Identity Stores] > [Internal Identity Stores] >11.



[Users] の順に選択し、[Create] をクリックします。

ユーザの名前を入力し、グループ メンバシップを管理グループに変更します。次に、パス
ワードを入力し、そのパスワードを確認します。[Submit] をクリックします。

12.

新規ユーザを作成するため、[Users and Identity Stores] > [Internal Identity Stores] >
[Users] の順に選択し、[Create] をクリックします。

13.



ユーザの名前を入力し、グループ メンバシップをユーザ グループに変更します。次に、パ
スワードを入力し、そのパスワードを確認します。[Submit] をクリックします。

14.

新しい許可プロファイルを作成するために、[Policy Elements] > [Authorization and
Permissions] > [Network Access] > [Authorization Profiles] の順に選択し、[Create] をクリ
ックします。

15.



プロファイル名を指定し、[RADIUS Attributes] をクリックします。16.

[RADIUS Attributes] タブの [Dictionary Type] で [RADIUS-IETF] を選択します。[RADIUS
Attribute] の横にある [Select] をクリックします。

17.

[Class] 属性を選択し、[OK] をクリックします。18.



[Attribute Value ] が [Static] であることを確認して、値として「Admin」を入力します。
[Add] をクリックしてから [Submit] をクリックします。

19.

新しい許可プロファイルを作成するために、[Policy Elements] > [Authorization and
Permissions] > [Network Access] > [Authorization Profiles] の順に選択し、[Create] をクリ
ックします。

20.



プロファイル名を指定し、[RADIUS Attributes] をクリックします。21.

[RADIUS Attributes] タブの [Dictionary Type] で [RADIUS-IETF] を選択します。[RADIUS
Attribute] の横にある [Select] をクリックします。

22.



[Class] 属性を選択し、[OK] をクリックします。23.

[Attribute Value ] が [Static] であることを確認して、値として「Users」を入力します。
[Add] をクリックしてから [Submit] をクリックします。

24.



[Access Policies] > [Access Services] > [Service Selection Rules] の順に選択し、RADIUS
要求を処理しているサービスを識別します。この例では、サービスは [Default Network
Access] です。

25.

[Access Policies] > [Access Services] > [Default Network Access]（前の手順で識別した、
RADIUS 要求を処理したサービス）> [Authorization] の順に選択します。[Customize] をク
リックします。

26.



[Identity Group] を [Available] 列から [Selected] 列に移動します。[OK] をクリックします。27.

[Create] をクリックして新しいルールを作成します。28.

[Identity Group] チェックボックスがオンになっていることを確認し、[Identity Group] の横
にある [Select] をクリックします。

29.



[Admin] グループを選択し、[OK] をクリックします。30.

[Authorization Profiles] セクションで [Select] をクリックします。31.



Admin Authorization Profileを選択し、OKをクリックします。32.

[Create] をクリックして新しいルールを作成します。33.



[Identity Group] チェックボックスがオンになっていることを確認し、[Identity Group] の横
にある [Select] をクリックします。

34.

[Users] グループを選択し、[OK] をクリックします。35.



[Authorization Profiles] セクションで [Select] をクリックします。36.

[Users] 許可プロファイルを選択し、[OK] をクリックします。37.



[OK] をクリックします。38.

[Save Changes] をクリックします。39.



   

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。

関連情報

Cisco NAC アプライアンスのサポート●

Cisco Secure Access Control System●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

//www.cisco.com/en/US/products/ps6128/tsd_products_support_series_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/ps9911/tsd_products_support_series_home.html?referring_site=bodynav&referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav&referring_site=bodynav
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