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概要

次の設定例を使用すると、ユーザ認証が成功した後、VPN Client は IPSec トンネル経由で別のネ
ットワーク上のサーバにアクセスできます。

99.99.99.5 の PC が Web ブラウザを起動して、10.13.1.98 のサーバ上のコンテンツにアクセスし
ます。 PC の VPN クライアントが 10.13.1.x ネットワークに到達することをトンネル エンド ポ
イント 99.99.99.1 を通過するように設定されるので IPSecトンネルは構築され、（モードコンフ
ィギュレーションをしているので） PC は「ourpool」と呼ばれるプールから IP アドレスを抜き
出します。 3640 ルータ 要求 認証。 ユーザが（172.18.124.97 の TACACS+ サーバに格納されて
いる）ユーザ名とパスワードを入力した後、サーバから渡されるアクセス リストは、アクセス リ
スト 117 に追加されます。

注: ip auth-proxy コマンドは Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.0.5.T でもたらされました。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有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 12.0.7.T●

Cisco 3640 ルータ（c3640-jo3s56i-mz.121-2.3.T）●

Cisco Secure VPN Client 1.0 （IREクライアントヘルプ > About メニューで 2.0.7 として示さ
れている）または Cisco Secure VPN Client 1.1 （IREクライアントヘルプ > About メニュー
で 2.1.12 として示されている）

●

このドキュメントの情報は、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、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始して
います。 ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく
必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『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。

設定

この項では、このドキュメントで説明する機能の設定に必要な情報を提供します。

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）を使用してください。

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。

設定

このドキュメントでは次の設定を使用しています。

Cisco 3640 ルータの設定
Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname carter

!

aaa new-model aaa authentication login default group

tacacs+ none aaa authorization exec default group

tacacs+ none aaa authorization auth-proxy default group

tacacs+ enable secret 5 $1$cSvL$F6VxA7kBFAGHvhBbRlNS20

enable password ww ! ip subnet-zero ! ip inspect name

myfw cuseeme timeout 3600 ip inspect name myfw ftp

timeout 3600 ip inspect name myfw http timeout 3600 ip

inspect name myfw rcmd timeout 3600 ip inspect name myfw

realaudio timeout 3600 ip inspect name myfw smtp timeout

3600 ip inspect name myfw sqlnet timeout 3600 ip inspect

name myfw streamworks timeout 3600 ip inspect name myfw

tftp timeout 30 ip inspect name myfw udp timeout 15 ip
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inspect name myfw tcp timeout 3600 ip inspect name myfw

vdolive ip auth-proxy auth-proxy-banner ip auth-proxy

auth-cache-time 10 ip auth-proxy name list_a http ip

audit notify log ip audit po max-events 100 cns event-

service server ! crypto isakmp policy 10 hash md5

authentication pre-share crypto isakmp key cisco1234

address 0.0.0.0 0.0.0.0 crypto isakmp client

configuration address-pool local ourpool ! crypto ipsec

transform-set mypolicy esp-des esp-md5-hmac ! crypto

dynamic-map dyna 10 set transform-set mypolicy ! crypto

map test client configuration address initiate crypto

map test client configuration address respond crypto map

test 5 ipsec-isakmp dynamic dyna ! interface Loopback0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0 ! interface Ethernet0/0

ip address 10.13.1.48 255.255.255.0 ip nat inside ip

inspect myfw in ip route-cache policy no ip mroute-cache

ip policy route-map nonat no mop enabled ! interface

TokenRing0/0 no ip address shutdown ring-speed 16 !

interface Ethernet2/0 ip address 99.99.99.1

255.255.255.0 ip access-group 117 in ip nat outside ip

auth-proxy list_a no ip route-cache no ip mroute-cache

no mop enabled crypto map test ! interface TokenRing2/0

no ip address shutdown ring-speed 16 ! ip local pool

ourpool 10.2.1.1 10.2.1.254 ip nat pool outsidepool

99.99.99.50 99.99.99.60 netmask 255.255.255.0 ip nat

inside source route-map rmap pool outsidepool ip

classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 99.99.99.20 ip route

172.18.124.0 255.255.255.0 10.13.1.1 no ip http server !

access-list 110 deny ip 10.13.1.0 0.0.0.255 10.2.1.0

0.0.0.255 access-list 110 permit ip 10.13.1.0 0.0.0.255

any access-list 117 permit esp any any access-list 117

permit udp any any eq isakmp access-list 120 permit ip

10.13.1.0 0.0.0.255 10.2.1.0 0.0.0.255 dialer-list 1

protocol ip permit dialer-list 1 protocol ipx permit

route-map rmap permit 10 match ip address 110 ! route-

map nonat permit 10 match ip address 120 set ip next-hop

1.1.1.2 ! route-map nonat permit 20 ! tacacs-server host

172.18.124.97 tacacs-server key cisco ! line con 0

transport input none line aux 0 line vty 0 4 password ww

! 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。

トラブルシューティング

トラブルシューティング情報に関してはトラブルシューティング 認証プロキシを参照して下さい
。

注: debug コマンドを使用する前に、『debug コマンドの重要な情報』を参照してください。

関連情報

Cisco VPN クライアント●

IPSec ネゴシエーション/IKE プロトコル●
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Cisco IOS ファイアウォール テクニカル サポート●

テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems●
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