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はじめに

Microsoft Internet Authentication Server（IAS）と Microsoft Commercial Internet System（MCIS
2.0）が現在利用できます。 Microsoft Radius サーバはユーザデータベースのために Primary
Domain Controller のアクティブ ディレクトリを使用するので便利です。 個別のデータベースを
維持する必要がありません。 また、ポイントツーポイント トンネリング プロトコル
（PPTP）VPN 接続用に 40 ビットおよび 128 ビットの暗号化をサポートしています。 Microsoft
チェックリストを参照して下さい: ダイヤル式および VPN のための IAS の設定 詳細については
ドキュメントにアクセスして下さい。

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

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

http://www.microsoft.com/windows2000/en/server/help/default.asp?url=/windows2000/en/server/help/sag_ias_checklist_corp.htm
http://www.microsoft.com/windows2000/en/server/help/default.asp?url=/windows2000/en/server/help/sag_ias_checklist_corp.htm
http://www.microsoft.com/windows2000/en/server/help/default.asp?url=/windows2000/en/server/help/sag_ias_checklist_corp.htm
http://www.microsoft.com/windows2000/en/server/help/default.asp?url=/windows2000/en/server/help/sag_ias_checklist_corp.htm


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。

Windows 2000 および Windows 2003 の RADIUSサーバをインス
トールし、設定して下さい

RADIUSサーバをインストールして下さい

RADIUSサーバ（IAS）を既にインストールしてもらわない場合インストールするためにこれらの
ステップを実行して下さい。 既に RADIUSサーバをインストールしてもらっている場合コンフィ
ギュレーションのステップに進んで下さい。

Windows サーバ コンパクト ディスクを挿入し、セットアップ プログラムを開始して下さい
。

1.

『Install Add-On Components』 をクリック し、次に『Add/Remove Windows
Components』 をクリック して下さい。

2.

コンポーネントで、（しかしチェックボックスを選択しり、またはクリアしないし） 『
Networking Services』 をクリック して下さい、次に『Details』 をクリック して下さい。

3.

Internet Authentication Service をチェックし、『OK』 をクリック して下さい。4.
[Next] をクリックします。5.

IAS で Microsoft Windows 2000サーバを設定して下さい

RADIUSサーバ（IAS）を設定し、使用できるように VPN コンセントレータのユーザを認証する
ためにしサービスを始めるためにこれらのステップを完了して下さい。

Start > Programs > Administrative Tools > Internet Authentication Service の順に選択 して下
さい。

1.

Internet Authentication Service を右クリックし、現われるサブメニューから『Properties』
をクリック して下さい。

2.

ポートの設定を検査するために RADIUS タブに行って下さい。RADIUS認証および RADIUS
説明 User Datagram Protocol （UDP; ユーザ データグラム プロトコル）が認証およびアカ
ウンティングで（認証のための 1812 および 1645、説明のための 1813 および 1646）提供
されるデフォルト値とポート異なる場合ポート設定を入力して下さい。 完了したら、[OK]
をクリックします。注: デフォルトポートを変更しないで下さい。 カンマの認証または説明
要求のためにマルチポート設定を使用するのに使用によってポートを分けて下さい。

3.

クライアントを右クリックし、RADIUSサーバ（IAS）に認証、許可、アカウンティング
（AAA） クライアントとして VPN コンセントレータを追加するために『New Client』 を選
択 して下さい。注: 冗長性が 2 つの Cisco VPN 3000 コンセントレータの間で設定される場
合、バックアップ Cisco VPN 3000 コンセントレータはまた RADIUSクライアントとして
RADIUSサーバに追加する必要があります。

4.

表示名を入力し、プロトコル Radius として選択して下さい。5.
Next ウィンドウの IP アドレスまたは DNS名を用いる VPN コンセントレータを定義して下
さい。

6.

Client-Vendor スクロールバーから『Cisco』 を選択 して下さい。7.
共有秘密を入力して下さい。注: 使用する正確なシークレットを覚えて下さい。 VPN コンセ8.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


ントレータを設定することをこの情報が必要とします。
[Finish] をクリックします。9.

リモートアクセスポリシーをダブルクリックし、ポリシーをダブルクリックして下さいウ
ィンドウの右側に現われる。注: IAS をインストールした後、リモートアクセスポリシーは
既にあるはずです。Windows 2000 では、許可はユーザアカウントおよびリモートアクセ
スポリシーのダイヤルイン プロパティに基づいて許可されます。 ネットワーク管理者に承
認接続の試みの一層の柔軟性を与えるリモートアクセスポリシーは諸条件および接続 設定
です。 Windows 2000 Routing and Remote Access サービスおよび Windows 2000 IAS 判
別する両方の使用リモートアクセスポリシー 接続の試みを受け入れるか、または拒否する
ためにかどうか。 いずれの場合も、リモートアクセスポリシーはローカルで保存されます
。 接続の試みがどのようにに関する処理されるか詳細については Windows 2000 IAS ドキ
ュメントを参照して下さい。

10.

『Grant remote access permission』 を選択 し、ダイヤルイン プロパティを設定するため
に『Edit Profile』 をクリック して下さい。

11.

Authentication タブの認証のために使用するためにプロトコルを選択して下さい。
Microsoft 暗号化 された 認証 バージョン 2 をチェックし、他の認証プロトコルをすべてチ
ェックを外して下さい。注: このダイヤルイン プロファイルの設定は VPN 3000 コンセン
トレータ設定およびダイヤルイン クライアントの設定を一致する必要があります。 この例
MS-CHAPv2 で PPTP 暗号化のない認証は使用されます。

12.

Encryption タブ チェック No encryption だけ。13.
ダイヤルイン プロファイルを閉じるために『OK』 をクリック しそしてリモートアクセス
ポリシー ウィンドウを閉じるために『OK』 をクリック して下さい。

14.

Internet Authentication Service を右クリックし、コンソールツリーで『Start Service』 を
クリック して下さい。注: またサービスを停止するのにこの機能を使用できます。

15.

ユーザを接続を許可するために修正するためにこれらのステップを完了して下さい。
Console > Add/Remove Snap In の順に選択 して下さい。スナップ式ローカルユーザおよ
びグループを『Add』 をクリック し、選択して下さい。[Add] をクリックします。『Local
Computer』 を選択 することを確かめて下さい『Finish』 をクリック し、承諾して下さい
。

16.

ローカルユーザおよびグループを拡張し、左ペインのユーザ フォルダをクリックして下さ
い。 右のペインでは、ユーザ（VPN ユーザ）をアクセスを許可したいと思うダブルクリッ
クして下さい。

17.

Dial-in タブに行き、リモートアクセス許可の下で『Allow Access』 を選択 して下さい（ダ
イヤルインか VPN）。

18.

『Apply』 をクリック し、操作を完了するために承諾して下さい。 必要であればコンソー
ル管理ウィンドウを閉じ、セッションを保存することができます。修正したユーザは VPN
クライアントの VPN コンセントレータにアクセス現在できます。 IAS サーバがユーザ情
報だけを認証することに留意して下さい。 VPN コンセントレータはまだグループ認証をし
ます。

19.

IAS で Microsoft Windows 2003 Server を設定して下さい

IAS がインストールされた Microsoft Windows 2003 サーバを設定するには、次の手順を実行しま
す。

注: これらの手順では、IAS がすでにローカル マシンにインストールされていることを前提とし
ています。 まだインストールされていない場合は、Control Panel > Add/Remove Programs の順
に選択して、IAS を追加してください。



新しい RADIUSクライアントを追加するために > RADIUSクライアントの Internet
Authentication Service および右クリック『Administrative Tools』 を選択 して下さい。 クラ
イアント情報を入力したら、OK をクリックします。

1.

表示名を入力して下さい。2.
Next ウィンドウの IP アドレスまたは DNS名を用いる VPN コンセントレータを定義して下
さい。

3.

Client-Vendor スクロールバーから『Cisco』 を選択 して下さい。4.
共有秘密を入力して下さい。注: 使用する正確なシークレットを覚えて下さい。 VPN コンセ
ントレータを設定することをこの情報が必要とします。

5.

[OK] をクリックして完了します。6.
リモートアクセスポリシーに行き、他のアクセス サーバへの接続を右クリックし、『
Properties』 を選択 して下さい。

7.

『Grant remote access permission』 を選択 し、ダイヤルイン プロパティを設定するために
『Edit Profile』 をクリック して下さい。

8.

Authentication タブの認証のために使用するためにプロトコルを選択して下さい。 Microsoft
暗号化 された 認証 バージョン 2 をチェックし、他の認証プロトコルをすべてチェックを外
して下さい。注: このダイヤルイン プロファイルの設定は VPN 3000 コンセントレータ設定
およびダイヤルイン クライアントの設定を一致する必要があります。 この例 MS-CHAPv2
で PPTP 暗号化のない認証は使用されます。

9.

Encryption タブ チェック No encryption だけ。10.
完了したら、[OK] をクリックします。11.
Internet Authentication Service を右クリックし、コンソールツリーで『Start Service』 を
クリック して下さい。注: またサービスを停止するためにこの機能を使用できます。

12.

> コンピュータマネジメント > システム ツール > ローカルユーザおよびグループ『
Administrative Tools』 を選択 し、ユーザを右クリックし、ローカル コンピュータ アカウ
ントにユーザを追加するためにユーザを『New』 を選択 して下さい。

13.

Ciscoパスワード「vpnpassword」でユーザを追加し、このプロファイル情報をチェックし
て下さい。General タブで、User Must Change Password のオプションではなく、
Password Never Expired のオプションが選択されていることを確認します。Dial-in タブで
、割り当てアクセスのためのオプションを選択して下さい（またはリモートアクセスポリ
シーによってコントロール アクセスのデフォルト設定を残して下さい）。完了したら、
[OK] をクリックします。

14.

RADIUS認証のための Cisco VPN 3000 コンセントレータを設定
して下さい

RADIUS認証のための Cisco VPN 3000 コンセントレータを設定するためにこれらのステップを
完了して下さい。

VPN コンセントレータに Webブラウザと接続し、左側のフレームメニューから
Configuration > System > Servers > Authentication の順に選択 して下さい。

1.

これらの設定を『Add』 をクリック し、行って下さい。サーバタイプ = RADIUS認証サー
バ = RADIUSサーバ（IAS）の IP アドレス または ホスト名サーバポート = 0
（0=default=1645）サーバシークレット = Configure のセクションの同じ次ステップ 8
RADIUSサーバ

2.

実行コンフィギュレーションへの変更を追加するために『Add』 をクリック して下さい。3.
『Add』 をクリック し、サーバタイプのために『Internal Server』 を選択 し、『Apply』 を4.



クリック して下さい。この IPSecグループ（サーバタイプ = 内部サーバだけ必要とします
）を設定することをあとで必要とします。
PPTP ユーザまたは VPN クライアント ユーザ向けの VPN コンセントレータを設定して下
さい。PPTPPPTP ユーザ向けに設定するためにこれらのステップを完了して下さい。
Configuration > User Management > Base Group の順に選択 し、PPTP/L2TP タブをクリッ
クして下さい。PPTP Authentication Protocols セクションの他の認証プロトコルを『
MSCHAPv2』 を選択 し、チェックを外して下さい。実行コンフィギュレーションへの変更
を追加するためにページの一番下に『Apply』 をクリック して下さい。この場合 PPTP ユー
ザが接続する、RADIUSサーバ（IAS）によって認証されます。VPN クライアントVPN クラ
イアント ユーザ向けに設定するためにこれらのステップを完了して下さい。Configuration >
User Management > Groups の順に選択 し、新しいグループを追加するために『Add』 を
クリック して下さい。グループ名（たとえば、IPsecUsers）およびパスワードを入力して
下さい。このパスワードはトンネルネゴシエーションのために事前共有キーとして使用され
ます。IPSec タブに行き、RADIUS に認証を設定して下さい。これは IPSecクライアントが
RADIUS認証サーバによって認証されるようにします。実行コンフィギュレーションへの変
更を追加するためにページの一番下に『Add』 をクリック して下さい。この場合 IPSecク
ライアントが設定したグループを接続したりおよび使用する、彼らは RADIUSサーバによっ
て認証されます。

5.

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

WebVPN 認証の失敗

このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を説明します。

問題： WebVPN ユーザは RADIUSサーバに対して認証を受けられませんしかし VPN コンセ
ントレータのローカルデータベースと認証に成功することができます。 彼らは「失敗される
」ログオンおよびこのメッセージのようなエラーを受け取ります。原因： コンセントレータ
の内部データベース以外のどのデータベースでも使用されるときこの種の問題は頻繁に起こ
ります。 WebVPN ユーザはコンセントレータに最初に接続し、デフォルトの認証認証方法を
使用する必要があるとき基礎群を見つけます。 多くの場合この方式はコンセントレータの内
部データベースに設定され、設定された RADIUS または他のサーバではないです。ソリュー
ション： WebVPN ユーザが認証を受けるとき、コンセントレータは Configuration > System
> Servers > Authentication で定義されるサーバのリストをチェックし、最初 1 つを使用しま
す。 WebVPN ユーザを認証するサーバを必ずこのリストの最初に移動してください。 たと
えば、RADIUS を認証方式にする場合は、認証を処理するためにリストの一番上に RADIUS
サーバを移動する必要があります。注: WebVPN ユーザが最初にヒットするはベース グルー
プですが、ベース グループに制限されることを意味しません。 WebVPN 追加グループはコ
ンセントレータで設定しユーザは OU=groupname の属性 25 の作成が付いている RADIUSサ
ーバによってそれらに割り当てることができます。 詳細については、「RADIUS サーバを使
用した VPN 3000 コンセントレータ グループへのユーザのロック」を参照してください。

●

//www.cisco.com/en/US/tech/tk59/technologies_configuration_example09186a00800946a2.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk59/technologies_configuration_example09186a00800946a2.shtml


   

ユーザ認証はアクティブ ディレクトリに対して失敗します

壊れるユーザのユーザ プロパティーのアカウント タブのアクティブディレクトリサーバでは、こ
のチェックボックスを次のように表示できます:

[x]事前認証を必要としないで下さい

このチェックボックスがチェックを外される場合、それをチェックし、このユーザと再度認証す
ることを試みて下さい。

関連情報

Cisco VPN 3000 シリーズ コンセントレータ●

Cisco VPN 3002 Hardware Client●

IPSec ネゴシエーション/IKE プロトコル●

Radius （Remote Authentication Dial-In User Service） サポートページ●

Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS）●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

//www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps2284/tsd_products_support_eol_series_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/ps8775/tsd_products_support_series_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/tech/tk583/tk372/tsd_technology_support_protocol_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/tech/tk583/tk547/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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