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概要

この資料は ThreatGrid （TG）バージョン 2.10 で導入された Remote Authentication Dial In User
Service （RADIUS）認証機能を説明していたものです。 それは認証、許可およびアカウンティ
ング（AAA）サーバで保存される資格情報が付いている門脈、またコンソール ポータル Admin
にログインにユーザを可能にします。

この資料で機能を設定すると必要なステップが見つけます。

前提条件

要件

ThreatGrid バージョン 2.10 または それ 以上●

AAAサーバ サポートする DTLS 認証（draft-ietf-radext-dtls-04）上の RADIUS を●

使用するコンポーネント

ThreatGrid アプライアンス 2.10●

Identity Services Engine （ISE） 2.7●

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。

設定

このセクションは方法で詳細な手順を RADIUS認証 機能のための ThreatGrid アプライアンスお
よび ISE を設定する提供します。



注: ポート UDP 2083 の通信が ThreatGrid クリーンなインターフェイスおよび ISE ポリシ
ー Service Node （PSN）の間で許可されるように認証を設定するために、して下さい。

設定

ステップ 1.認証の ThreatGrid 証明書を準備をして下さい。

DTLS 上の RADIUS は ISE からの認証局（CA） 証明書は必要であることを意味する相互証明書
認証を使用します。 最初にどんな CA が RADIUS DTLS 証明書に署名したかチェックして下さい
:

ステップ 2. ISE から CA 認証をエクスポートして下さい。

Administration > システム > 証明書 > Certificate Management > 信頼できる証明書にナビゲートし
、CA を見つけ、イメージに示すように『Export』 を選択 し、以降のためのディスクに証明書を
保存して下さい:



ステップ 3.ネットワーク アクセス デバイスとして ThreatGrid を追加して下さい。

Administration > ネットワーク リソース > TG のための New エントリを作成し、きれいなインタ
ーフェイスの名前、IP アドレスおよびイメージに示すように必要な選定された DTLS を入力する
ネットワーク Devices > Add にナビゲートして下さい。 下部ので『SAVE』 をクリック して下さ
い:



ステップ 4.承認ポリシーのための許可 プロファイルを作成して下さい。

ポリシー > ポリシー要素 > 結果 > 許可 > 許可プロファイルにナビゲートし、『Add』 をクリッ
ク して下さい。 名前を入力し、イメージに示すように属性設定を『Advanced』 を選択 し、『
SAVE』 をクリック して下さい:



ステップ 5.認証 ポリシーを作成して下さい。

ポリシー > ポリシー セットにナビゲートし、"+"を クリックする。 ポリシー セット名前を入力し
、TG のクリーンなインターフェイスに割り当てられる NAD IP アドレスに条件を設定 して下さ
いイメージに示すように『SAVE』 をクリック して下さい:

ステップ 6.承認ポリシーを作成して下さい。

終わり『SAVE』 をクリック した後、「>」許可 ポリシーに行き、許可 ポリシーを拡張し、設定



するためにイメージに示すように"+"を クリックする、クリックして下さい:

ヒント： 条件、Admin および UI を両方一致するすべてのユーザ向けの 1 つの承認規則を作
成できます。

ステップ 7. ThreatGrid のための識別証明書を作成して下さい。

ThreatGrid のクライアント 認証は楕円カーブ キーに基づいている必要があります:

openssl ecparam -name secp521r1 -genkey -out private-ec-key.pem

それは ISE が信頼する CA によって署名しなければなりません。 ISE 信頼できる証明書 ストアに
CA 認証を追加する方法の詳細については信頼できる証明書 ストア ページにインポートをルート
証明チェックして下さい。

ステップ 8. RADIUS を使用する設定 ThreatGrid。

admin ポータルへのログイン、Configuration>RADIUS への移動。 RADIUS CA 認証ペーストでは
クライアント 認証ペースト PEM の ISE から、集められた PEM ファイルの内容はイメージに示
すように前のステップから CA からおよび私用欧州共同体key.pem ファイルの Client 鍵ペースト
内容で受け取った証明書をフォーマットしました。 『SAVE』 をクリック して下さい:



注: RADIUS 設定を保存した後 TG アプライアンスを再構成して下さい。

ステップ 9.コンソール接続を行うために RADIUSユーザ名をユーザ追加して下さい。

コンソール接続を行うログイン ポータル イメージに示すようにそれぞれユーザに RADIUSユー
ザ名 アトリビュートを追加して下さい:

ステップ 10.有効 RADIUS 認証だけ。

admin ポータルへの正常なログインの後で、完全にローカル システム認証を無効に し、唯一の半
径ベースの 1 つを去る新しいオプションは現われます。

確認

TG が再構成された後、今イメージののようにログイン ページ見え、admin ログオフし、ポータ



ルそれぞれコンソール接続を行って下さい:



トラブルシューティング

問題を引き起こす可能性がある 3 つのコンポーネントがあります: ISE、ネットワーク 接続および
ThreatGrid。

ISE では、ThreatGrid の認証要求に ServiceType=Administrative を戻すようにして下さい。
Operations>RADIUS>Live への移動は ISE およびチェック 詳細をログオンします:

●



これらの要求を見ない場合、ISE のパケット キャプチャをして下さい。
Operations>Troubleshoot>Diagnostic Tools>TCP ダンプするにナビゲートし、TG のクリー
ンなインターフェイスのフィルタ フィールドの IP を提供し、ThreatGrid のログインに『

●



Start』 をクリック し、試みて下さい:

バイト数が増加したことがわかって下さい。 詳細については Wireshark の pcap ファイルを開い
て下さい。

エラーを「見れば残念ですが、このように ThreatGrid およびページなで『SAVE』 をクリッ
ク した後何かは」うまくいきませんでした:

●

それはクライアント 認証のために最もおそらく RSA キーを使用したことを意味します。 ステッ
プ 7.で規定 されるパラメータと ECC キーを使用して下さい。
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