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はじめに

このドキュメントでは、MAB 用に設定されているシスコ デバイスが、認証されたネットワーク
の非 802.1X 対応デバイスを効果的かつ効率的に認証できるように、ビーコンおよび Cisco
Secure Access Control System（ACS）5.x 以降を設定する例について説明します。

シスコ製スイッチには、MAB と呼ばれる機能が実装されています。802.1X 対応のネットワーク
内の、802.1X を介して認証できないエンドポイントに適応するには、この MAB 機能と ACS で
のサポートが必要です。この機能は、802.1X 対応のネットワークに接続を試行し、802.1X 機能
を備えていない（たとえば、ファンクショナル 802.1X サプリカントがない）エンドポイントが
、アドミッションの前に認証され、その接続全体に基本ネットワーク使用ポリシーが適用される
ように保証します。

MAB では、識別されたデバイスが 802.1X プロトコルに加わることができない場合に、MAC ア
ドレスをプライマリ クレデンシャルとして使用することをそのデバイスに許可するようにネット
ワークを設定できます。MAB を効果的に導入し、活用するためには、環境には 802.1X 認証が行
えないデバイスを識別し、これらのデバイスの移動、追加、および変更に関する最新のデータベ
ースを管理する方法が必要となります。デバイスが、MAC による認証が完了しどの時点でも有効
であるように保証するには、このリストを手動で、またはいくつかの代替手段を通じて、認証サ
ーバ（ACS）に登録し管理する必要があります。

ビーコン エンドポイント プロファイラは、エンドポイント プロファイリングおよび動作監視機
能によって、認証されていないエンドポイントとその中で 802.1X サプリカントを保持していな



いエンドポイントの識別、およびさまざまな規模のネットワーク内におけるこれらのエンドポイ
ントの有効性の管理を自動化できます。ビーコン システムは、標準の LDAP インターフェイスを
通じて、MAB を介して認証されるエンドポイントの外部データベースまたはディレクトリとして
機能できます。MAB 要求がエッジ インフラストラクチャから受信されると、ACS はビーコン シ
ステムにクエリして、ビーコンが把握している最新情報に基づいて特定のエンドポイントのネッ
トワークへの加入を許可すべきかどうかを判断します。これにより、手動設定が不要になります
。

ACS 5.x 以前のバージョンを使用した同様の設定については、以下を参照してください。
NAC:ACS との LDAP 統合の設定例.

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

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 IOS®ソフトウェアリリース12.2(25)SEE2が稼働するCisco 3750スイッチ●

Cisco Secure ACS 5.3 以降●

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
さい。

背景説明

MABは、802.1X導入後の環境で、プリンタ、IP電話、ファックス機器、およびその他の802.1X非
対応デバイスなどのデバイスを動的にサポートするために不可欠な機能です。MAB 機能がない場
合は、802.1X 認証を試行しないように静的に、またはかなり限定されたポリシー オプションを
提供するその他の機能を使用して、802.1X 非対応のエンドポイントに接続を提供するネットワー
ク アクセス ポートをプロビジョニングする必要があります。明らかに、これでは大規模なエンタ
ープライズ環境において本質的に拡張性に欠けています。すべてのアクセス ポートにおいて
MAB と 802.1X を組み合わせて使用すると、802.1X 非対応のエンドポイントを環境内の任意の
場所に移動でき、信頼できる（セキュリティで保護された）ネットワークへの接続を維持できま
す。ネットワークに加入したデバイスは認証されるため、デバイスごとに異なるポリシーを適用
できます。

さらに、訪問者や契約作業員が所有するラップトップなどの環境内で把握されていない 802.1X
非対応のアンドポイントにも、必要な場合は、限定されたネットワークへのアクセス権を提供で
きます。

/c/ja_jp/support/docs/security/secure-access-control-server-windows/107285-nac-ldap-acs-config.html
/c/ja_jp/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


名前が示すとおり、MAC 認証バイパスは、エンドポイントの MAC アドレスをプライマリ クレデ
ンシャルとして使用します。アクセス ポートで MAB を有効にすると、エンドポイントが接続し
802.1X 認証チャレンジへの応答に失敗した場合、ポートは MAB モードに復帰します。エンドポ
イントの MAB を試行したスイッチは、ステーションの MAC を使用して ACS への標準 RADIUS
要求を作成します。その後、ネットワークへの接続を試行し、エンドポイントがネットワークに
アドミッションする前に、ACS にエンドポイントの認証を要求します。

コンフィギュレーション

フローチャート ダイアグラム

このフローチャートは、新しいエンドポイントがネットワークへ接続試行するために、Cisco
Edge インフラストラクチャで MAB と 802.1X 認証をどのように組み合わせて使用するかを示し
ています。

このドキュメントでは、フローチャート ワークフローを使用しています。

図 1：認証フロー



ACS は、MAC アドレス ユーザ要求を認証するために、専用の内部データベースまたは外部
LDAP サーバのいずれかを使用するように設定できます。ビーコン エンドポイント プロファイラ
はデフォルトで十分に LDAP に対応しているため、ACS はこれを使用して標準 LDAP 機能を通
じて MAC アドレス ユーザ要求を認証できます。ビーコンは、ネットワーク上のエンドポイント
の検出とプロファイリングを自動化するため、ACS はその MAC のネットワークへの加入を許可
すべきかどうか、さらにどのエンドポイント グループに割り当てるべきかを判断するために
LDAP を介してビーコンにクエリできます。これにより、MAB は大幅に自動化され強化されるた
め、特に大規模なエンタープライズ環境において有用です。

ビーコンが提供する動作監視機能を通じて、MAB 対応のプロファイルに反した動作が監視された
デバイスは、4 つの LDAP 対応プロファイルから移行され、その後、次回の定期的な再認証試行
に失敗します。

MAB 用のビーコン エンドポイント プロファイラ システムの設定



MAB をサポートするために ACS との統合をビーコン システムに設定するのは、デフォルトで
LDAP 機能が有効なため簡単に実行できます。主な設定タスクは、環境内で MAB 認証する必要
のあるエンドポイントを含むプロファイルを識別し、これらのプロファイルを LDAP 対応にする
ことです。通常、ビーコン プロファイル（組織が所有するデバイスを含む）には、802.1X を介
して認証できないことがわかっているポートで確認した際にネットワーク アクセスが提供されて
います。これらは、一般的な例としてプリンタ、IP Phone、管理可能 UPS などが含まれるプロ
ファイルです。

たとえば、ビーコンによってプロファイルされたプリンタが Printers という名前のプロファイル
に含まれ、IP Phone が IP Phones という名前のプロファイルに含まれる場合、それらのプロファ
イルに含まれるエンドポイントが MAB を通じて環境内の既知の IP Phone とプリンタとして正常
に認証されるように、これらのプロファイルを LDAP に対して有効にする必要があります。プロ
ファイルを LDAP に対して有効にする場合は、この例に示すように、エンドポイント プロファイ
ル設定で [LDAP] オプション ボタンを選択する必要があります。

図 2：プロファイルの LDAP に対する有効化

ACS が LDAP を通じてビーコンに対する MAC 認証を代理実行する場合、クエリは 2 つのサブク
エリから構成されます。どちらも有効なヌル以外の結果を返す必要があります。ビーコンへの最
初のクエリでは、MAC がビーコンにとって既知かどうか、たとえば、それが検出されビーコン
データベースに追加されているかどうかを確認します。まだエンドポイントがビーコンによって
検出されていない場合は、エンドポイントは不明と見なされます。

2 番目のクエリは、ビーコンが未検出のエンドポイントの場合は、データベースに存在しないた
め必要ありません。エンドポイントが検出済みでビーコン データベースに存在する場合は、次の
クエリでエンドポイントの現在のプロファイルを判別します。エンドポイントがまだプロファイ
ルされていないか、LDAP に対して有効な 5 以外のプロファイルに含まれる場合は、不明な結果
が ACS に返され、ビーコンによるエンドポイントの認証は失敗します。結果としてデバイスの
ネットワークへのアクセスが拒否されるか、不明またはゲスト デバイスに適したポリシーが適用
されるかは、ACS の設定方法によって決まります。

MAC がビーコンによって検出され LDAP 対応プロファイルに含まれるエンドポイントである場
合のみ、エンドポイントはビーコンによって既知でプロファイルされているという応答が ACS
に返されます。最も重要な点は、これらのエンドポイント場合、ビーコンが現在のプロファイル
名を提供していることです。このため、ACS は既知のエンドポイントを Cisco SecureAccess グ



ループに割り当てることができます。これによって、必要に応じて、ビーコン LDAP 対応プロフ
ァイルごとに個別のポリシーと同様のきめ細かさでポリシーを判別できます。

MAB 用の ACS 設定と外部ユーザ データベースとしてのビーコンの使用

MAB 用に ACS を設定し、ビーコンを外部ユーザ データベースとして使用するには、3 つの個別
の手順を実行する必要があります。このドキュメントで示す順序は MAB 設定全体を実行する際
に効率的なワークフローに準じてしますが、すでに設定されたその他の認証モードが稼働してい
るシステムでは異なる場合があります。

前述のとおり、ネットワークへ接続しようとしている特定のエンドポイントに対して MAB を試
行すると、ACS は、ビーコンがその MAC を検出済みであるか、ビーコンがどのプロファイルに
その MAC アドレスを含めているかを判別するために、LDAP 上のビーコンにクエリします。

このドキュメントでは、2 つのプロファイルが作成されます。

BeaconKnownDevices：ビーコンによって検出されプロファイリングされたエンドポイント
用

●

BeaconUnknownDevices：ビーコンには不明なデバイスの場合●

ビーコンはその MAC を検出していないか、または現在 LDAP 対応のプロファイルにそれをプロ
ファイリングしていません。BeaconKnownDevices プロファイルは VLAN 10 にエンドポイント
を配置し、BeaconUnkownDevices プロファイルは VLAN 7 にエンドポイントを配置します。

このドキュメントの後半では、ACS からビーコン エンドポイント プロファイラへの LDAP 接続
が作成され、どのエンドポイントが BeaconKnown デバイスと見なされ、BeaconKnownDevices
プロファイル（プロファイルではエンドポイントを VLAN 10 に配置）に割り当てられるかに基づ
いて、ビーコン エンドポイント プロファイルからグループが選択されます。 ビーコンが MAC
を検出していない、または LDAP 対応プロファイルに現在プロファイリングしていない、不明の
デバイスはすべて、BeaconUnkownDevices プロファイルに割り当てられます。

許可プロファイルの作成

次の手順を実行して、許可プロファイルを作成します。

[Policy Elements] > [Authorization and Permissions] > [Network Access] > [Authorization
Profiles] を選択して、[Create] をクリックし、許可プロファイルを作成します。

1.

新しい許可プロファイルの [Name] を指定します。2.



[Common Tasks]タブで、VLANをStaticに設定し、Valueを10に設定し、[Submit]をクリック
します。

3.

[Policy Elements] > [Authorization and Permissions] > [Network Access] > [Authorization
Profiles] を選択して、[Create] をクリックし、許可プロファイルを作成します。

4.



新しい許可プロファイルの [Name] を指定します。5.

[Common Tasks]タブで、VLANをStaticに設定し、Valueを7に設定します。次に、
[Submit]をクリックします。

6.

LDAP データベース接続の作成

次の手順を実行して、LDAP データベース接続を作成します。



[Users and Identity Stores] > [External Identity Stores] > [LDAP] と選択して、[Create] をクリ
ックし、新しい LDAP データベース接続を作成します。

1.

新しい LDAP データベース接続の [Name] を指定して、[Next] をクリックします。2.

[Server Connection] タブで、BEACON LDAP サーバの [Hostname/IP Address]、[port]、
[Admin DN]、[Password]（この例では GBSbeacon）に入力します。 次に [Next] をクリック
します。

3.



[Directory Organization] タブで、必要な情報を入力します。次に [Finish] をクリックします
。

4.

新たに作成された [LDAP Connection] （この例では [Beacon]）をクリックします。5.



[Directory Groups] タブを選択し、[Select] をクリックします。可能性があります。6.

次の画面で、BeaconKnownDevices にマップするすべてのグループを選択します。7.
この例では、lab_laptop、3com_gear、および apple_users のグループが選択されています
。次に [Submit] をクリックします。

8.



アクセス サービスの設定

アクセス サービスを設定するには、次の手順を実行します。

[Access Policies] > [Access Services] を選択して、[Create] をクリックし、新しいアクセス
サービスを作成します。

1.

[General] タブで、新しいサービスの [Name] を指定してから、[Based on Service] テンプレ
ートの横の [Select] をクリックします。

2.



[Network Access - MAC Authentication Bypass] を選択して、[OK] をクリックします。3.

[Next] をクリックします。4.



[Finish] をクリックします。5.

[Yes] をクリックします。6.



[Customize] をクリックします。7.

[UseCase] を [Available] から [Selected] に移動して、[OK] をクリックします。8.

[Create] をクリックして、新しい [Service Selection Rule] を作成します。9.



[Protocol] を選択し、値として [Radius] を使用します。同様に、[UseCase] を選択して、値
として [Host Lookup] を使用します。サービスとして [Beacon-Auth] を選択し、[OK] をク
リックします。

10.

新しく作成したルールを一番上に移動します。11.



[Save Changes] をクリックします。12.

[Access Policies] > [Access Services] > [Beacon-Auth] > [Identity] と選択し、[Identity
Source] の横にある [Select] をクリックします。

13.

[Beacon] を選択し、[OK] をクリックします。14.



[Save Changes] をクリックします。15.

[Access Policies] > [Access Services] > [Beacon-Auth] > [Authorization] と選択し、
[Customize] をクリックします。

16.



Beacon:ExternalGroupsをAvailableからSelectedに移動し、OKをクリックします。17.

[Create] をクリックして、新しい [Rule] を作成します。18.

条件として [3com_users]、[apple_users]、および [lab_laptop] を選択し、[Result] として許
可プロファイル [BeaconKnownDevices] を選択します。次に、[OK] をクリックします。

19.



[Default] をクリックします。20.

条件として [3com_users]、[apple_users]、および [lab_laptop] を選択し、[Result] として許
可プロファイル [BeaconUnKnownDevices] を選択します。次に、[OK] をクリックします。

21.



[Save Changes] をクリックします。

これで、手順は完了です。

22.

MAC 認証バイパス用のスイッチ設定

以下のスイッチ設定は、MAB が有効な 802.1X 認証、および ACS から返された RADIUS 属性を
適用するために必要な動的 VLAN 割り当ての設定例を示しています。

スイッチ



switch#show running-config

!

version 12.2

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log datetime

service password-encryption

service sequence-numbers

!

!

aaa new-model

aaa authentication login default line

aaa authentication enable default enable

aaa authentication dot1x default group radius

aaa authorization network default group radius

aaa accounting dot1x default start-stop group radius

!

aaa session-id common

switch 1 provision ws-c3750g-24ts

ip subnet-zero

ip routing

no ip domain-lookup

!

!

!

!

!

!

dot1x system-auth-control

no file verify auto

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

vlan internal allocation policy ascending

!

!

interface Port-channel1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,7,9,10

!

interface Port-channel2

description LAG/trunk to einstein

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,9,10

switchport mode trunk

!

interface Port-channel3

description "LAG to Edison"

switchport access vlan 5

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,9,11

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,7,9,10

channel-group 1 mode passive

!

interface GigabitEthernet1/0/2

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,7,9,10

channel-group 1 mode passive



!

interface GigabitEthernet1/0/3

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,7,9,10

channel-group 1 mode passive

!

interface GigabitEthernet1/0/4

switchport access vlan 7

switchport mode access

!

interface GigabitEthernet1/0/5

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/6

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,7,9

switchport mode trunk

switchport nonegotiate

!

interface GigabitEthernet1/0/7

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,9,10

switchport mode trunk

channel-group 2 mode active

!

interface GigabitEthernet1/0/8

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,9,10

switchport mode trunk

channel-group 2 mode active

!

interface GigabitEthernet1/0/9

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/10

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/11

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/12

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/13

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/14

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/15



switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/16

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/17

switchport access vlan 5

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,9,11

switchport mode trunk

channel-group 3 mode active

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/18

switchport access vlan 5

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,9,11

switchport mode trunk

channel-group 3 mode active

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/19

switchport mode access

dot1x mac-auth-bypass

dot1x pae authenticator

dot1x port-control auto

dot1x timeout quiet-period 10

dot1x timeout reauth-period 60

dot1x timeout tx-period 10

dot1x timeout supp-timeout 10

dot1x max-req 1

dot1x reauthentication

dot1x auth-fail max-attempts 1

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/20

switchport mode access

dot1x mac-auth-bypass

dot1x pae authenticator

dot1x port-control auto

dot1x timeout quiet-period 10

dot1x timeout reauth-period 60

dot1x timeout tx-period 10

dot1x timeout supp-timeout 10

dot1x max-req 1

dot1x reauthentication

dot1x auth-fail max-attempts 1

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/21

switchport access vlan 10

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/22

switchport access vlan 10

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/23



switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/24

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/25

!

interface GigabitEthernet1/0/26

!

interface GigabitEthernet1/0/27

!

interface GigabitEthernet1/0/28

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

interface Vlan5

ip address 10.1.1.10 255.255.255.0

!

interface Vlan9

ip address 10.9.0.1 255.255.0.0

!

interface Vlan10

ip address 10.10.0.1 255.255.0.0

ip helper-address 10.1.1.1

ip helper-address 10.10.0.204

!

interface Vlan11

ip address 10.11.0.1 255.255.0.0

ip helper-address 10.1.1.1

ip helper-address 10.10.0.204

!

ip default-gateway 10.1.1.1

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1

ip route 10.30.0.0 255.255.0.0 10.10.0.2

ip route 10.40.0.0 255.255.0.0 10.10.0.2

ip http server

ip http secure-server

!

!

snmp-server community public RW

snmp-server host 10.1.1.191 public

radius-server host 10.10.0.100 auth-port 1645 acct-port

1646 key 7

05090A1A245F5E1B0C0612

radius-server source-ports 1645-1646

!

control-plane

!

!

line con 0

password 7 02020D550C240E351F1B

line vty 0 4

password 7 00001A0803790A125C74

line vty 5 15

password 7 00001A0803790A125C74

!

end



   

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

関連情報

Cisco NAC アプライアンス（Clean Access）●

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
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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