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このマニュアルについて
ここで説明する内容は次のとおりです。

• 対象読者
• 目的
• 本書の構成
• 表記法
• このリリースの新機能
• 関連資料
• 変更履歴
• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

対象読者
このマニュアルは、ネットワークの管理やセキュリティに Cisco NAC アプライアンス ソリューション
を使用するネットワーク管理者を対象としています。Cisco NAC アプライアンスは、Clean Access
Manager（CAM）管理アプライアンス、Clean Access Server（CAS）強制アプライアンス、および
Clean Access Agent/Cisco NAC Web Agent エンドユーザ クライアント ソフトウェアで構成されていま
す。Cisco NAC アプライアンスのインストールや設定を行う際には、このマニュアルと併せて、
『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』
も参照してください。

目的
『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server インストレーション コンフィギュレーション ガイド』で
は、Clean Access Server をインストールし、設定して、ネットワーク上に Cisco NAC アプライアンス
（Cisco Clean Access）ソリューションを実現する方法を説明します。Clean Access Server は、Cisco
NAC アプライアンス ネットワークの信頼できない側と信頼できる側の間に配置される強制サーバで
す。このマニュアルでは、DHCP を設定し、CAS 固有の（ローカル）設定タスクを実行し、ハイ アベ
イラビリティを実装する方法など、CAS 固有の追加情報を示します。

Cisco NAC アプライアンスに関する関連資料については、「関連資料」を参照してください。
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本書の構成
表 1

本書の構成

章

説明

第 2 章「はじめに」

Cisco NAC アプライアンス ソリューションの概
要について説明します。

第 1 章「導入の計画」

ソフトウェアの導入を計画する場合の考慮事項に
ついて説明します。

第 3 章「レイヤ 3 アウトオブバンド（L3 OOB）
の設定」

レイヤ 3 アウトオブバンド導入モデルに必要な設
定について概説します。

第 4 章「CAS のインストール」

CAS のインストールと初期設定方法について説
明します。

第 5 章「CAS の管理対象ネットワークの設定」

CAS の管理対象ドメインの設定方法について説
明します。

第 6 章「DHCP の設定」

CAS の各 DHCP モードの設定方法について説明
します。

第 7 章「Cisco VPN コンセントレータとの統合」 CAS と Cisco VPN コンセントレータを統合する
ために必要な設定について説明します。
第 8 章「ローカル トラフィック制御ポリシー」

CAS のトラフィック フィルタリング規則の設定
方法について説明します。

第 9 章「Active Directory シングル サインオン
（AD SSO）の設定」

Cisco NAC アプライアンスでの Active Directory
（AD）Single Sign-On（SSO）の設定方法につい
て説明します。

第 10 章「ローカル認証の設定」

CAS の管理ページにある [Authentication] タブの
設定について説明します。

第 11 章「ローカルの Certified Devices と
Floating Devices」

Clean Access の CAS レベルで設定可能なローカ
ル設定について説明します。

第 12 章「CAS 証明書、時刻、サポートログの管 CAS の管理について説明します。
理」
第 13 章「ハイ アベイラビリティ（HA）の設定」 High Availability（HA; ハイ アベイラビリティ）
モードで 2 台の CAS を設定する方法について説
明します。
付録 A「オープン ソース ライセンス通知」

シスコ製品のオープン ソース ライセンス情報が
記載されています。

表記法
表 2

表記法

項目

表記法

コマンドラインの出力

screen フォント

ユーザが入力する情報

太字の screen フォント

ユーザが値を指定する変数

イタリック体の screen フォント
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このマニュアルについて

表 2

表記法 （続き）

項目

表記法

Web 管理コンソールのモジュール、メニュー、タブ、リンク、サ

太字

ブメニュー リンク

[Administration] > [User
Pages]

選択する必要のあるメニュー項目

このリリースの新機能
このリリースで利用可能となった新機能および機能拡張についての概要は、「変更履歴」および
『Release Notes for Cisco NAC Appliance, Version 4.5(1)』の「New and Changed Information」を参照
してください。

関連資料
Cisco NAC アプライアンスに関する関連資料は、Cisco.com から入手できます。次の URL にアクセス
してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/tsd_products_support_series_home.html

ヒント

このマニュアル内で言及されている外部 URL にアクセスするには、Adobe Acrobat 内のリンクを右ク
リックし、[Open in Weblink in Browser] を選択してください。
表 3

Cisco NAC アプライアンスに関する関連資料

参照内容

資料のタイトル

• CAM/CAS ソフトウェアのバージョンとサポー 『Supported Hardware and System Requirements
ト対象のサーバ ハードウェア（ユーザ独自の
for Cisco NAC Appliance (Cisco Clean Access)』
サーバ ハードウェアを使用する場合）

• CAM/CAS/Agent のシステム要件
• NIC カードのトラブルシューティング
• OOB 構成をサポートしているスイッチおよび 『Switch Support for Cisco NAC Appliance』
NME
• スイッチおよび WLC に関する既知の問題また
はトラブルシューティング

• CAS ソフトウェアを Cisco NAC ネットワーク 『Getting Started with NAC Network Modules in
モジュール（NME-NAC-K9）にインストール Cisco Access Routers』
する方法

• Cisco NAC ネットワーク モジュール
（NME-NAC-K9 ）のサービス統合型ルータへ

『Connecting Cisco Network Admission Control
Network Modules』

の接続
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表 3

Cisco NAC アプライアンスに関する関連資料 （続き）

参照内容
最新の 4.5 リリースに関する詳細

• 新機能と機能拡張

資料のタイトル

『Release Notes for Cisco NAC Appliance,
Version 4.5(1)』

• 解決済みの警告
• アップグレード方法
• サポート対象の AV/AS 製品図
• CAM/CAS/Agent の互換性とバージョン情報

CAM についての詳細
• CAM ソフトウェアのインストール方法
• Cisco NAC アプライアンスの概要および機能

『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager
Installation and Configuration Guide, Release
4.5(1)』

• CAM Web コンソールを使用した Cisco NAC
アプライアンスのグローバル設定（導入された
すべての CAS に適用される設定）

• CAM ペアのハイ アベイラビリティの設定方法

CAS 固有の詳細情報
• CAS ソフトウェアのインストール方法
• ネットワーク上の CAS の位置（一般的な情報）

『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server
Installation and Configuration Guide, Release
4.5(1)』

• CAM Web コンソールの CAS 管理ページまた
は CAS ダイレクト アクセス コンソールを使用
したローカル（CAS 固有の）設定
• CAS ペアのハイ アベイラビリティの設定方法
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変更履歴
表 4

『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server インストレーション コンフィギュ
レーション ガイド リリース 4.5(1)』の更新

日付

説明

2009 年 2
月 25 日

リリース 4.5(1)：次の内容を更新

• 「CAS フォールバック ポリシー」（P.5-47）（機能拡張）
• 「リンク検出インターフェイス」（P.13-31）（新規）
• 「インストール要件」（P.2-5）（更新）
• 「NAC-3310 ベースのアプライアンスでのブート設定」（P.4-8）と注意事項を追加。
「バーチャル ゲートウェイ モード接続の要件」（P.4-3）セクションを上に移動。
• 「Cisco NAC アプライアンスの CAS CLI コマンド」（P.4-21）のリンクを更新
• バージョン 4.5(1) の変更に伴い全体を若干更新。
解決した警告の文書

• CSCsx68494（「CAS フォールバック ポリシー」（P.5-47）、「ローカル デバイスおよ
びサブネットのフィルタリング」（P.5-41）に注意事項を追加）
• CSCsx81758（「アクティブ / スタンバイ ステータス」（P.13-32））
• CSCsx81733（「c.HA セカンダリ モードの設定および更新」（P.13-18））
• CSCsw94295（「サポート ログとログレベルの設定」（P.12-38））
リリース 4.5(1) のその他の拡張機能については、
『Cisco NAC Appliance - Clean Access
Manager Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』を参照してください。

2009 年 1
月9日

Windows Vista/XP/2000 クライアント マシン上の Windows Single Sign-On (SSO) およ
び Windows 2000/2003 サーバ上の Active Directory（AD）のためのサポート テーブル
を置き換えるため、サポート文書『Support Information for Cisco NAC Appliance
Agents, Release 4.5』の新しいセクションを参照する「Windows の Active Directory
SSO のサポート」（P.9-1）を追加。

2008 年 11 「コンフィギュレーション ユーティリティ スクリプト」（P.4-11）のインストール手順を
月5日
更新。
2008 年 11 警告 CSCsu64133、CSCsq45943、CSCsr71673、CSCsq61154、CSCsu68720、および
月3日
CSCsq44710 に対応してさまざまなセクションを更新。
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表 4

日付

『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server インストレーション コンフィギュ
レーション ガイド リリース 4.5(1)』の更新 （続き）

説明

2008 年 10 リリース 4.5(0)
月 21 日
このリリースにおける本書の主な変更点は次のとおりです。
• 「CAS SSL 証明書の管理」（P.12-7）（許可を含む）
• 「サポート ログとログレベルの設定」（P.12-38）
• リリース 4.5 CD のインストール スクリプトに、インストールのための新しいオプ
ションを追加 （「初期設定の実行」（P.4-11）を参照）
• Cisco NAC アプライアンスは、管理ユーザに対して設定可能な「ログイン前バ
ナー」を強制（P.12-3 の図 12-2 を参照）
• リリース 4.5 から、CAM および CAS の Web コンソールからの Web アップグレー
ドを削除
外部認証サーバを使用した CAS への管理者ログインについては『Cisco NAC Appliance
- Clean Access Manager Installation and Configuration Guide, Release 4.5』を参照して
ください。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新
される『What's New in Cisco Product Documentation 』を参照してください。シスコの新規および改訂
版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま
す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
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C H A P T E R

1

導入の計画
この章では、ソフトウェアの導入を計画する場合の考慮事項について説明します。この章の内容は、次
のとおりです。

• 「概要」（P.1-1）
• 「CAS の動作モード」（P.1-1）
• 「中央配置とエッジ配置」（P.1-5）

概要
Clean Access Server（CAS）をインストールする前に、既存ネットワークに CAS を適合させる方法を
検討する必要があります。
• CAS の動作モードの選択：動作モードにより、CAS が提供するサービスが決まります。たとえ
ば、非信頼ネットワークと信頼ネットワークの間で、CAS はブリッジとして機能できます。また、
非信頼ネットワークのゲートウェイとして機能することもできます。

• CAS を中央またはネットワーク エッジに配置します。
この章では、CAS の動作モードおよび導入オプションについて説明します。また、導入オプションが
CAS やルータなどのネットワークの外部要素の設定に与える影響の概要を示します。

CAS の動作モード
CAS は、次に示すインバンド（IB）モードまたはアウトオブバンド（OOB）モードで動作します。
：非信頼ネットワークと既
• IB バーチャル ゲートウェイ（L2 トランスペアレント ブリッジ モード）
存ゲートウェイ間のブリッジとして機能し、ポスチャ評価、フィルタリング、その他のサービスを
提供します。

• IB Real-IP ゲートウェイ：非信頼ネットワークのデフォルト ゲートウェイとして機能します。
• IB NAT ゲートウェイ（テスト時のみ）：IP ルータまたはデフォルト ゲートウェイとして機能し、
非信頼ネットワークの Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）サービス
を実行します。

• OOB バーチャル ゲートウェイ（L2 トランスペアレント ブリッジ モード）：認証および証明中に
は、バーチャル ゲートウェイとして動作します。その後、そのユーザは OOB に切り替わります
（つまり、アクセス ネットワークに直接接続されます）。
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第1章

導入の計画

CAS の動作モード

• OOB Real-IP ゲートウェイ：認証および証明の処理中は Real-IP ゲートウェイ として動作します。
その後、そのユーザは OOB に切り替わります（つまり、アクセス ネットワークに直接接続されま
す）。
：認証および証明中には、NAT ゲートウェイ として動作
• OOB NAT ゲートウェイ（テスト時のみ）
します。その後、そのユーザは OOB に切り替わります（つまり、アクセス ネットワークに直接接
続されます）。

（注）

NAT ゲートウェイ モードは、テストの簡易化を主目的としているため、最低限のネットワー
ク設定だけで、簡単に初期セットアップが可能です。ただし、NAT ゲートウェイは、処理でき
る接続数が限られているので、NAT ゲートウェイ モード（インバンドでもアウトオブバンド
でも）の実働環境への導入はサポートされていません。NAT ゲートウェイ モードの場合、
Cisco NAC アプライアンスはポート 20000 ～ 65535（45536 接続）を使用します。

Clean Access Manager（CAM）は、そのドメイン内のインバンド CAS とアウトオブバンド CAS のど
ちらも制御できます。ただし、CAS 自体は、インバンドと OOB のいずれか一方に設定しなければな
りません。
CAM の OOB 設定については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and
Configuration Guide, Release 4.5(1)』を参照してください。次に、CAS の各動作モードについて説明
します。

Real-IP ゲートウェイ
Real-IP ゲートウェイ 設定の場合、CAS は非信頼ネットワーク（管理対象）クライアントのデフォル
ト ゲートウェイとして機能します。非信頼ネットワークと信頼ネットワーク間のすべてのトラフィッ
クは、CAS を通過します。CAS は IP フィルタリング規則、アクセス ポリシー、および設定されたそ
の他のトラフィック処理メカニズムを適用します。
図 1-1

Real-IP ゲートウェイの構成

10.1.2.1

192.168.12.6

ಙ㢗ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

184078

Clean Access Server

Real-IP ゲートウェイとして CAS を使用する場合は、2 つのインターフェイス（信頼側と非信頼側に 1
つずつ）の IP アドレスを指定する必要があります。2 つのアドレスは異なるサブネット上になければ
なりません。CAS は管理対象サブネットのゲートウェイとして機能する信頼できないインターフェイ
スを使用して、1 つまたは複数のサブネットを管理できます。管理対象サブネットの設定方法について
は、「管理対象サブネットまたはスタティック ルートの設定」（P.5-26）を参照してください。
CAS は、ルートのアドバタイズは行いません。そのため、管理対象のサブネットへのトラフィックが
CAS の信頼できるインターフェイスにリレーされるように、ネクスト ホップ ルータにスタティック
ルートを追加する必要があります。

Cisco NAC Appliance - Clean Access Server インストレーション コンフィギュレーション ガイド

1-2

OL-16411-01-J

第1章

導入の計画

CAS の動作モード

（注）

Real-IP ゲートウェイ モードで CAS がトラフィックを送信できるのは 1 つの VLAN の信頼ポートから
だけです。CAS の信頼ポートに接続しているスイッチ ポートをトランク ポートとして設定することは
できません。
Real-IP ゲートウェイ モードの CAS は DHCP サーバまたは DHCP リレーとしても機能できます。
DHCP サーバ機能がイネーブルの場合、CAS はクライアントに適切なゲートウェイ情報（つまり、特
定の管理対象サブネットのために CAS が保持する適切なゲートウェイ IP）を提供します。CAS が
DHCP リレーとして機能している場合は、DHCP サーバが管理対象のクライアントに該当するゲート
ウェイ情報（つまり、特定の管理対象サブネットのために CAS が保持する適切なゲートウェイ IP）を
提供するように設定しなければなりません。詳細については、「管理対象サブネットまたはスタティッ
ク ルートの設定」（P.5-26）および第 6 章「DHCP の設定」を参照してください。

バーチャル ゲートウェイ
バーチャル ゲートウェイで導入の場合、CAS は標準イーサネット ブリッジとして機能しますが、IP
フィルタおよび IPSec モジュールが提供する機能が追加されます。通常、この設定は、非信頼ネット
ワーク内にゲートウェイがすでに配置されていて、既存の設定を変更したくない場合に使用します。
たとえば、信頼できない 2 つのサブネット（10.1.1.0/24 および 10.1.2.0/24）があり、それぞれゲート
ウェイ 10.1.1.1 および 10.1.2.1 が配置されている場合、仮想ゲートウェイ モードの CAS は信頼できな
いサブネットとゲートウェイの間に配置されます（図 1-2）。信頼できないサブネットは、CAS の「管
理対象サブネット」として設定されます。特に、次の点に注意してください。

• CAS は管理対象サブネットごとに IP アドレスを設定する必要があります。
• クライアントからのトラフィックは、ゲートウェイに到達する前に CAS を通過する必要がありま
す。
図 1-2

バーチャル ゲートウェイの構成

VLAN 1001

ࢧࣈࢿࢵࢺ 10.1.2.0/24

ࣂ࣮ࢳࣕࣝ ࢤ࣮ࢺ࢙࢘
࣮ࣝࢱ
Clean Access Server 㸦ࢤ࣮ࢺ࢙࢘㸧
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ
ṧࡾࡢ㒊ศ
10.1.1.2
10.1.2.2

10.1.1.1
10.1.2.1

802.1q ࢺࣛࣥࢡ
(1001,1002)

ࢧࣈࢿࢵࢺ 10.1.2.0/24

183453

VLAN 1002
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CAS がバーチャル ゲートウェイの場合は、次のようにします。
• CAS および CAM は異なるサブネット上に配置する必要があります。
• CAS の eth0 および eth1 には同じ IP アドレスを設定できます。
• ブリッジングされたサブネット内のすべてのエンド デバイスは、CAS の信頼できない側になけれ
ばなりません。

• CAS で DHCP フォワーディングを使用するように設定しなければなりません。
• CAS の管理対象サブネットを設定します。図 1-2 の例では、2 つの管理対象サブネットを設定しま
す。

– 10.1.1.2 / 255.255.255.0 1001
– 10.1.2.2 / 255.255.255.0 1002

CAS が OOB バーチャル ゲートウェイの場合、次の事項も適用されます。
• CAS および CAM は異なる VLAN（仮想 LAN）上に配置しなければなりません。
• CAS は、ユーザ VLAN やアクセス VLAN とは異なる VLAN に配置しなければなりません。

（注）

•

バーチャル ゲートウェイ（インバンドまたは OOB）の場合は、CAS の信頼できないインターフェ
イス（eth1）をスイッチに接続する前に、Web コンソールを介して CAM に CAS を追加しておく
ことを推奨します。

• VLAN がマッピングされたバーチャル ゲートウェイの場合（インバンドまたは OOB）、[Device
Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [VLAN Mapping] で VLAN
マッピングが正しく設定されるまで、CAS の信頼できないインターフェイス（eth1）をスイッチ
に接続しないでください。「VLAN マッピングの設定」（P.5-39）を参照してください。

NAT ゲートウェイ
NAT ゲートウェイ設定の CAS は、Real-IP ゲートウェイ設定と同様に機能しますが、NAT サービスが
追加されます。NAT が有効な場合、クライアントにはプライベート アドレス プールから動的に IP ア
ドレスが割り当てられます。トラフィックは信頼できない（管理対象）ネットワークと外部ネットワー
ク間をルーティングされるため、CAS はプライベート アドレスとパブリック アドレス間の変換を実行
します。CAS は標準のダイナミック NAT および 1:1 NAT をサポートします。1:1 NAT の場合、パブ
リック アドレスとプライベート アドレスは 1 対 1 で対応します。1:1 NAT を使用すると、IP アドレス
だけでなく、ポート番号も対応付けて、変換することができます。

（注）

NAT ゲートウェイ モードは、テストの簡易化を主目的としているため、最低限のネットワー
ク設定だけで、簡単に初期セットアップが可能です。ただし、処理できる接続数が限られてい
るので、NAT ゲートウェイ モード（インバンドでもアウトオブバンドでも）の実働環境への
導入はサポートされていません。詳細については、「ファイアウォールを通じた CAM/CAS の
接続」（P.4-24）を参照してください。
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中央配置とエッジ配置
CAS はネットワークの中央またはエッジに配置できます。中央配置の場合は、導入しなければならな
い CAS 数が削減されるため、管理および拡張が容易です。また、中央配置の場合は、非信頼ネット
ワークに対してルーティングまたはブリッジングを実行するように CAS を設定できます。
Cisco NAC アプライアンス を使用すると、CAS をユーザから複数ホップ分遠くに移動する必要がある
場合に、マルチホップ L3 配置を実現できます。

ルーテッド中央配置（L2）
ルーテッド中央配置の場合は、管理するサブネットごとに Real-IP ゲートウェイとして機能するように
CAS を設定します。

導入手順
一般的なネットワークに中央でルーティングされる CAS を導入する具体的な手順は、次のとおりで
す。

1. CAS を介して管理するサブネットに対して、既存の L3 スイッチまたはルータでのルーティングを
オフにします。

2. CAS の信頼できないインターフェイスを、管理対象サブネットのゲートウェイとなるように設定
します。

3. CAS の信頼できるインターフェイスのデフォルト ゲートウェイを、L3 スイッチまたはルータとな
るように設定します。

4. L3 スイッチまたはルータでスタティック ルートを追加して、管理対象サブネットのトラフィック
を CAS の信頼できるインターフェイスにルーティングします。
5. 独自の DHCP サーバを使用している場合は、DHCP リースを通してクライアントに送信するデ
フォルト ゲートウェイ アドレスが CAS の信頼できないインターフェイスのアドレスとなるよう
に、設定を変更します。

VLAN 対応環境の場合は、複数の VLAN が単一 CAS を介して トランキングされます。単一の CAS を
介して（VLAN トランキングによって）複数の VLAN を集約すると（ユーザの場所、配線、共通の
ニーズに基づいて編成すると）、配置を簡潔にすることができます。図 1-3 に、ルーテッド中央配置を
示します。
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図 1-3

VLAN 対応ネットワークのルーテッド中央配置
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マルチホップ L3 配置
CAS はネットワークのエッジ付近、またはネットワークから複数ホップ離れた位置に配置できます。
L3 中央配置の場合、CAS はユーザから複数ホップ離れた位置に配置できます。マルチホップ L3 配置
には、次の利点があります。

• 導入が簡単です。CAS はルータ間に配置されます。スパニング VLAN は不要であり、必要な
CAS 数は少なくて済みます。
• CAS を通過する必要があるパケットは一部に限定されます。信頼ネットワークにアクセスする場
合だけ、ユーザ トラフィックは CAS を通過する必要があります。
ただし、Cisco NAC アプライアンス ポリシーは CAS でだけ適用されることに注意してください。
CAS に到達しないトラフィックには、ポリシーが適用されません。

導入手順
一般的なネットワークに中央でルーティングされる CAS を導入する具体的な手順は、次のとおりで
す。

1. [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Network] の順番に進み、[Enable
L3 support for Clean Access Agent] のチェックボックスをクリックして、CAS 上で L3 をイネーブ
ルにします。

2. レイヤ 2 で CAS に近接するユーザ サブネットの場合は、管理対象のサブネットを設定する必要が
あります。CAS から 1 つまたは複数ホップ以上離れているユーザ サブネットの場合は、スタ
ティック ルートを設定する必要があります。したがって、CAS で L3 サポートをイネーブルにし
ている場合、L3 ユーザは [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] >
[Advanced] > [Static Routes] でサブネットを設定しなければなりません。[Device Management] >
[CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [Managed Subnets] は使用しないでください。
3. [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Distribution] の [Discovery
Host] フィールドを設定します。
4. VPN（仮想私設網）コンセントレータ統合のための L3 マルチホップ機能をイネーブルにする場合
は、第 7 章「Cisco VPN コンセントレータとの統合」に記載されたすべての設定を実行します。

ブリッジング中央配置
CAS がブリッジ（バーチャル ゲートウェイ）として設定された中央配置の場合は、VLAN トランクを
使用して管理対象サブネットから CAS に送信されるトラフィックを集約してから、これらのトラ
フィックを L3 スイッチまたはルータの各ゲートウェイに転送する必要があります。
クライアントからゲートウェイへのパスが存在しないようにするには、CAS の信頼できないインター
フェイスに接続されたすべての VLAN を集約するスイッチを配置し、CAS の信頼できるインターフェ
イスを L3 スイッチまたはルータに直接接続する必要があります（図 1-4 を参照）。CAS インターフェ
イスをトランキング ポートに接続し、VLAN パススルーを実現する必要があります。
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図 1-4

VLAN 対応ネットワーク内のブリッジング中央配置

すࢻ࣮࣑ࢺࣜ
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ࢹࣇ࢛ࣝࢺ ࢤ࣮ࢺ࢙࢘
eth0
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VLAN ࣃࢫࢫ࣮ࣝ㸸
࡞ 802.1q ࢱࢢࢆᣢࡗࡓ
VLAN ࢺࣛࣇࢵࢡ㏻㐣
184079

VLAN1

エッジ配置
中央配置には必要な CAS 数が削減されるという利点がありますが、常にこの方法を使用できるわけで
はありません。たとえば、ネットワーク エッジでギガビット スループットを使用している場合は、
エッジ配置が必要です。エッジ配置の場合、CAS はネットワーク内の各管理対象サブネットとルータ
の間に配置されます（図 1-5 を参照）。このようにすると、CAS は管理対象デバイスの MAC（メディ
ア アクセス制御）アドレスを継続的にキャプチャします。エッジ配置の CAS は、バーチャル ゲート
ウェイまたは Real-IP ゲートウェイとして機能できます。
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図 1-5

エッジ配置

CAM

184080

CAS

CAS 動作モードの概要
表 1-1 に、各動作モードの機能および利点の概要を示します。
表 1-1

CAS 動作モードの概要

CAS のタイ
プ
バーチャル
ゲートウェイ

機能

利点

• CAS は管理対象ネットワークのブリッジと同様
に機能します。

• CAS は DHCP パススルーとして機能します。

• CAS は控えめに機能します。
• 既存ネットワークを変更しない場合に適していま
す。

• メイン ルータにスタティック ルートを定義する
必要はありません。

Real-IP ゲー
トウェイ

• CAS は管理対象サブネットのゲートウェイとし
て機能します。

• CAS は管理対象サブネットのスタティック ルー
トとして指定されます。

• CAS は DHCP サービスを実行したり、DHCP リ

• 新しいサブネットを管理対象ネットワークに使用
できる状況で有効です。

• クライアントには実際の IP アドレスが割り当て
られます。

• CAS の高度な DHCP サービスを利用します。

レーとして機能したりできます。
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表 1-1

CAS 動作モードの概要 （続き）

CAS のタイ
機能

プ

NAT ゲート
ウェイ

•

CAS は NAT または Port Address Translation
（PAT; ポート アドレス変換）サービスを実行し
て、クライアントがプライベート アドレスを使
用できるようにします。

• 管理対象クライアントに DHCP アドレス割り当
てを実行します。

利点

• 管理対象クライアントのプライベート アドレス
範囲を使用できます。

• セットアップは簡単です。ルータの設定やサブ
ネットの作成は作業に含まれません。

• 必要なのは 2 つの IP アドレスだけです。

• 信頼できる側では、管理対象クライアントから送
信されたすべてのトラフィックは CAS から送信
されたと認識されます。

OOB バー
チャル ゲー
トウェイ

•

CAS が管理対象ネットワークのブリッジと同様
に機能するのは、認証、ポスチャ評価、および修
復プロセス中だけです。

• CAS は認証 VLAN の DHCP パススルーとして
機能します。

• 正常にログオンしたあと、ユーザ トラフィック
は CAS を迂回し、スイッチ ポートを直接通過し
ます。

• ユーザはロールベース セッション タイマーを介
してログアウトしたり、SNMP（簡易ネットワー
ク管理プロトコル）トラップをリンクダウンした
りできます。

• エッジまたはコア（中央）スイッチに配置できま
す。

• クライアント ポートをバウンスする必要はあり
ません。

• IP 電話 および PC 間でポートを共有する場合の
推奨設定です。
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表 1-1

CAS 動作モードの概要 （続き）

CAS のタイ
プ

OOB
Real-IP ゲー

機能

•

トウェイ

利点

CAS が管理対象ネットワークのインライン L3
ルータとして機能するのは、認証、ポスチャ評
価、および修復プロセス中だけです。

• CAS は DHCP サービスを実行したり、DHCP リ
レーとして機能したりできます。

• ユーザは認証 VLAN から DHCP アドレスを取得
します。

• L3 スイッチ / ルータの設定：CAS を管理対象サ
ブネットのデフォルト ゲートウェイとして設定
します。

OOB NAT
ゲートウェイ

•

CAS が管理対象ネットワークのインライン L3
ルータとして機能するのは、認証、ポスチャ評
価、および修復プロセス中だけです。

• CAS は DHCP サービスを実行したり、DHCP リ
レーとして機能したりできます。

• ユーザは認証 VLAN から DHCP アドレスを取得
します。

• NAT 設定を介してプライベート アドレス範囲を

• クライアントには実際の IP アドレスが割り当て
られます。

• 正常にログオンしたあと、ユーザ トラフィック
は CAS を迂回し、スイッチ ポートを直接通過し
ます。

• ポート バウンスは必要ありません。Web ログイ
ン ページからダウンロードされた 4.1.1.0+ Agent
または ActiveX や Java アプレットによって
DHCP の解放と更新がトリガーされます。
• 認証 VLAN 上のクライアントには、NAT IP アド
レスが割り当てられます。

• 正常にログオンしたあと、ユーザ トラフィック
は CAS を迂回し、スイッチ ポートを直接通過し
ます。

• クライアントがアクセス VLAN から新しい
DHCP アドレスを取得するには、インターフェ
イスをバウンスする必要があります。

使用できます。

• L3 スイッチまたはルータの設定：L3 スイッチま
たはルータでの管理対象ネットワークのルーティ
ングをオフにします。
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はじめに
この章では、Cisco NAC アプライアンス ソリューションの概要について説明します。この章の内容は、
次のとおりです。

• 「Cisco NAC アプライアンスとは」（P.2-1）
• 「Cisco NAC アプライアンスのコンポーネント」（P.2-2）
• 「CAS の機能」（P.2-4）
• 「インストール要件」（P.2-5）
• 「CAS 管理ページの概要」（P.2-6）
• 「グローバルおよび ローカルの管理設定値」（P.2-8）

Cisco NAC アプライアンスとは
Cisco Network Admission Control（NAC）アプライアンス（Cisco Clean Access と呼ぶこともありま
す）は、使いやすく強力なアドミッション コントロールおよび準拠性強制ソリューションです。包括
的なセキュリティ機能、インバンドまたはアウトオブバンドの導入オプション、ユーザ認証ツール、帯
域およびトラフィックのフィルタリング制御機能を備え、高度なネットワーク制御とセキュリティを実
現します。NAC アプライアンス（Cisco Clean Access）は、ネットワークの集中アクセス管理ポイン
トとして、セキュリティ、アクセス、準拠性のポリシーを一箇所で管理できるので、ネットワークを通
じて多くのデバイスにポリシーを伝播する必要はありません。
Cisco NAC アプライアンスには、ユーザ認証、ポリシーベースのトラフィック フィルタリング、Clean
Access 脆弱性評価、修復（ポスチャ評価）などのセキュリティ機能があります。Clean Access は、
ウィルスやワームをネットワークのエッジで食い止めます。また、リモート システムやローカル シス
テムの検査によって、指定条件を満たしていないユーザ デバイスは、ネットワークにアクセスできな
いようにします。

Cisco NAC アプライアンスは、Clean Access Manager（CAM）の Web コンソールから管理し、Clean
Access Server（CAS）およびオプションの Clean Access Agent または Cisco NAC Web Agent を通じ
て実行する統合ネットワーク ソリューションです。NAC アプライアンス ソフトウェアはネットワーク
の必要性に応じ、最適な設定で導入できます。CAS は、単純なルーティング機能、高度な DHCP サー
ビス、およびその他のサービスを提供するエッジ デバイスの第 1 ホップ ゲートウェイとして導入でき
ます。ネットワーク内の要素がすでにこのサービスを提供している場合は、Bump-In-The-Wire
（BITW）方式で導入することにより、既存のネットワークを変更せずに、これらの要素と CAS を共存
させることが可能です。
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その他にも、Cisco NAC アプライアンスには、次のような機能があります。

• 標準ベースのアーキテクチャ：HTTP、HTTPS、XML、Java Management Extensions（JMX）を
使用できます。

• ユーザ認証：Kerberos、LDAP、RADIUS、Windows NT ドメインなど、既存のバックエンド認証
サーバと統合できます。

• VPN コンセントレータとの統合：Cisco VPN コンセントレータ（VPN 3000、ASA など）と統合
し、Single Sign-On（SSO; シングルサインオン）を実現できます。
• Clean Access 準拠性ポリシー：Clean Access Agent や Cisco NAC Web Agent または Nessus ベー
スのネットワーク ポート スキャンによるクライアントの脆弱性評価および修復の設定が可能です。

• L2 または L3 導入オプション：CAS は、ユーザの L2 近接内、またはユーザから複数ホップ離して
導入することもできます。1 つの CAS を L3 と L2 の両方のユーザに使用できます。
• インバンド（IB）またはアウトオブバンド（OOB）の導入オプション：Cisco NAC アプライアン
スはユーザ トラフィックが常に通過するように導入することもできますし、またアウトオブバン
ド構成にして、クライアントは認証（ポスチャ評価）後 Clean Access ネットワークを迂回し、脆
弱性評価と修復時にだけ Clean Access ネットワークを通過するように導入することもできます。

• トラフィック フィルタリング ポリシー：ロール ベース IP およびホスト ベース ポリシーによって、
インバンド ネットワーク トラフィックを細かく柔軟に制御できます。

• 帯域幅管理制御：ダウンロードまたはアップロードの帯域幅を制限します。
• ハイ アベイラビリティ：アクティブまたはパッシブのフェールオーバー（サーバが 2 つ必要）に
よって不測のシャットダウンが発生しても確実にサービスを継続できます。CAM サーバと CAS
サーバの両方またはいずれかのペアをハイ アベイラビリティ モードに設定できます。

（注）

Cisco Integrated Services Routers（ISR; サービス統合型ルータ）に実装された Cisco NAC
ネットワーク モジュールはハイ アベイラビリティをサポートしていません。

Cisco NAC アプライアンスのコンポーネント
Cisco NAC アプライアンスは、CAM の Web コンソールから管理し、CAS およびオプションの Clean
Access Agent や Cisco NAC Web Agent を通じて実行する統合ネットワーク ソリューションです。
Cisco NAC アプライアンスは、クライアント システムの検査、ネットワーク要求の強制、パッチやア
ンチウィルス ソフトウェアの配布を実行するとともに、脆弱なクライアントや感染したクライアント
をネットワーク アクセス前に隔離し、修復します。Cisco NAC アプライアンスは、次のコンポーネン
トで構成されています（図 2-1 を参照）。

• Clean Access Manager（CAM）：Clean Access 用の管理サーバ。CAM のセキュアな Web コン
ソールを通じ、一箇所で最大 20 の CAS を管理できます（Super CAM の場合は最大 40 の CAS）。
アウトオブバンドの場合は、Web 管理コンソールから SNMP を使用してスイッチの制御やユーザ
ポートの VLAN 割り当てを実行できます。

（注）

CAM Web 管理コンソールには、Internet Explorer 6.0 以上、および高度暗号化（64 ビット
または 128 ビット）を必要とします。高度暗号化はクライアント ブラウザの Web ログイ
ンおよび Clean Access Agent または Cisco NAC Web Agent の認証にも必要です。

• Clean Access Server （CAS）：非信頼（管理対象の）ネットワークと信頼ネットワークの間の強
制サーバ。CAS は、ネットワーク アクセス権限、認証要件、帯域幅の制限、Clean Access システ
ムの要件など、ユーザが CAM Web 管理コンソールで定義したポリシーを強制します。
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CAS はスタンドアロン アプライアンス（Cisco NAC-3300 シリーズのように）に設置するか、
Cisco ISR シャーシ内のネットワーク モジュール（Cisco NME-NAC-K9）として設置でき、イン
バンド（常にユーザ トラフィックが通過）またはアウトオブバンド（認証またはポスチャ評価時
だけユーザ トラフィックが通過）で導入できます。また、レイヤ 2 モード（ユーザは CAS と L2
隣接）、またはレイヤ 3 モード（ユーザは CAS から L3 で複数ホップ離れている）で導入すること
もできます。
さまざまなネットワーク セグメントの要件に合わせて、各種のサイズと容量の CAS を複数導入す
ることもできます。Cisco NAC-3300 シリーズ アプライアンスを企業の本社に設置して数千のユー
ザを処理すると当時に、1 台以上の Cisco NAC ネットワーク モジュールを ISR プラットフォーム
に設置して、出張所などの少数のユーザ グループを収容するといったことができます。

• Clean Access Agent（CAA）：Windows クライアントに常駐するオプションの読み取り専用エー
ジェント。CAA は、アプリケーション、ファイル、サービス、またはレジストリ キーを検査し、
ネットワークへのアクセス権を付与する前に、指定されたネットワーク条件およびソフトウェア条
件にクライアントが適合しているかどうか確認します。

（注）

CAA の脆弱性評価には、クライアント側ファイアウォールによる制約はありません。この
エージェントは、パーソナル ファイアウォールがインストールされ、稼動していても、ク
ライアントのレジストリ、サービス、アプリケーションを検査できます。

• Cisco NAC Web Agent：Cisco NAC Web Agent は、クライアント マシンの一時的な脆弱性評価
を行います。ユーザが Cisco NAC Web Agent の実行ファイルを起動すると、ActiveX コントロー
ルまたは Java アプレットを通じて、Web Agent のファイルがクライアント マシン上の一時ディレ
クトリにインストールされます。ユーザが Web Agent セッションを終了すると、Web Agent は
ユーザをネットワークからログオフし、ユーザ ID が Online Users リストから削除されます。
• Clean Access Policy Updates：事前に作成されたひとまとまりのポリシーまたはルールの定期更
新ツール。これらのポリシーまたはルールは、OS（オペレーティング システム）、AV（アンチ
ウィルス）、AS（アンチスパイウェア）、およびその他のクライアント ソフトウェアの最新の状態
を検査するために使用されます。24 の AV ベンダーおよび 17 の AS ベンダーに対するビルトイン
サポートを提供しています。
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図 2-1

Cisco NAC アプライアンスの導入（L2 インバンドの例）
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CAS の機能
次に、CAS の主な機能および利点を示します。

• インバンドおよびアウトオブバンドでの導入
• レイヤ 2 またはレイヤ 3 の配置
• Cisco VPN コンセントレータとの統合
• セキュアなユーザ認証
• Clean Access ネットワーク ベースおよびエージェントベースのスキャンと修復
• ロールベース アクセス コントロール
• 信頼できない（管理対象）クライアントの DHCP アドレス割り当て、または DHCP リレーまたは
パススルー モード

• Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）サービス、およびダイナミック
または 1:1 NAT のサポート（非運用環境のみ）
• 帯域幅管理
• イベント ロギングおよびレポート サービス
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• VLAN（仮想 LAN）のサポート。CAS を VLAN 終端ポイントに設定したり、VLAN をパスス
ルーさせたり、VLAN ベース アクセス制御を実行することができます。
• ほとんどのネットワーク アーキテクチャに CAS を統合できるようにする柔軟な導入オプション
• ハイ アベイラビリティ：アクティブまたはパッシブのフェールオーバー（サーバが 2 つ必要）に
よって不測のシャットダウンが発生しても確実にサービスを継続できます。CAM サーバと CAS
サーバの両方またはいずれかのペアをハイ アベイラビリティ モードに設定できます。

（注）

Cisco Integrated Services Routers（ISR; サービス統合型ルータ）に実装された Cisco NAC
ネットワーク モジュールはハイ アベイラビリティをサポートしていません。

インストール要件
ここでは、次の内容について説明します。

• 製品ライセンスおよびサービス契約のサポート
• ソフトウェアのアップグレード
• Cisco NAC アプライアンスのハードウェア プラットフォーム
• 重要なリリース情報

製品ライセンスおよびサービス契約のサポート
（注）

Cisco NAC アプライアンスの製品ライセンスの取得とインストールおよびサービス契約サポートの取
得方法についての詳細は、『Cisco NAC Appliance Service Contract / Licensing Support』を参照してく
ださい。

ソフトウェアのアップグレード
ご使用の CAM または CAS を最新のソフトウェア リリースにアップグレードする方法については、
『Release Notes for Cisco NAC Appliance, Version 4.5(1))』の「Upgrading to 4.5」を参照してください。

Cisco NAC アプライアンスのハードウェア プラットフォーム
Cisco NAC アプライアンス リリース 4.5 から、Cisco NAC アプライアンス ソフトウェアは次の Cisco
NAC アプライアンス プラットフォームだけをサポートし、これらのプラットフォームにだけインス
トールできます。

• Cisco CCA-3140
• Cisco NAC-3310
• Cisco NAC-3350
• Cisco NAC-3390
• Cisco NAC ネットワーク モジュール（NME-NAC-K9）
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（注）

リリース 4.5 のハードウェア互換性情報の詳細については、『Release Notes for Cisco NAC Appliance,
Version 4.5(1)』を参照してください。

Cisco NAC アプライアンス 3300 シリーズは、CAM（MANAGER）または CAS（SERVER）のいず
れかのアプリケーション、オペレーティング システム、およびすべての関連コンポーネントが専用
サーバ マシンにあらかじめインストールされた Linux ベースのネットワーク ハードウェア アプライア
ンスです。

Cisco NAC ネットワーク モジュールは、Cisco 2800 および 3800 シリーズ ISR シャーシに設置可能な
CAS であり、ハイ アベイラビリティをサポートしていないことを除き、スタンドアロンの CAS アプ
ライアンスと同じ機能をすべて備えています。

（注）

『Getting Started with NAC Network Modules in
Cisco NAC ネットワーク モジュールの詳細は、
Cisco Access Routers』および『Installing Cisco Network Modules in Cisco Access Routers』を
参照してください。

Cisco NAC アプライアンスのオペレーティング システムには、Fedora Core に基づく強化 Linux カー
ネルが組み込まれていいます。Cisco NAC アプライアンスでは、CAM または CAS 専用マシンに他の
パッケージやアプリケーションをインストールできません。

（注）

Cisco NAC アプライアンス 3100 シリーズには、Cisco Clean Access 3140（CCA-3140-H1 ）NAC ア
プライアンス（EOL）が含まれています。CCA-3140-H1 には、Clean Access Server または Clean
Access Manager のソフトウェアを CD からインストールする必要があります。
『Cisco NAC Appliance Hardware
Cisco NAC アプライアンス 3300 シリーズ アプライアンスの詳細は、
Installation Quick Start Guide, Release 4.5』を参照してください。

重要なリリース情報
4.5 ソフトウェア リリースの追加情報および最新情報については、『Release Notes for Cisco NAC
Appliance, Version 4.5(1)』を参照してください。

CAS 管理ページの概要
CAS を Web 管理コンソールから管理できるようにするためには、その CAS を CAM ドメインに追加
する必要があります。手順については、「CAM への CAS の追加」（P.5-2）を参照してください。ドメ
インに追加した CAS に管理コンソールからアクセスするには、次のようにします。このマニュアルで
CAS 管理ページと記述されている場合、以下に示されている一連のページ、タブ、フォームを表しま
す。
1. [Device Management] モジュールの [CCA Servers] リンクをクリックします。デフォルトでは、
[List of Servers] タブが表示されます。
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図 2-2

[Device Management] > [CCA Servers] > [List of Servers]

2. アクセスする CAS の [Manage] ボタンをクリックします。

（注）

ハイ アベイラビリティ構成の CAS では、最初にサービス IP が自動的に表示され、現在アクティブな
CAS の IP アドレスがカッコ内に表示されます。

3. 図 2-3 に、CAS 管理ページを示します。デフォルトでは、[Status] タブが表示されます。
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図 2-3

CAS 管理ページ

グローバルおよび ローカルの管理設定値
CAM の Web 管理コンソールには、次のような種類の設定値があります。
• CAM 管理設定値は、CAM だけに関連する設定値です。これらには、IP アドレスとホスト名、
SSL 証明書情報、ハイ アベイラビリティ（フェールオーバー）の設定値などがあります。
• グローバル管理設定値は、CAM で設定され、CAM からすべての CAS に適用されます。これに
は、認証サーバ情報、グローバル デバイスおよびサブネット フィルタ ポリシー、ユーザ ロール、

Cisco Clean Access コンフィギュレーションなどがあります。
• ローカル管理設定値は、該当する管理コンソールの CAS 管理ページで設定され、その CAS だけに
適用されます。これには、CAS ネットワークの設定値、SSL 証明書、VPN コンセントレータの統
合、DHCP および 1:1 NAT コンフィギュレーション、IPSec キー変更、ローカル トラフィック制
御ポリシー、ローカル デバイスおよびサブネット フィルタ ポリシーなどがあります。
設定値のグローバルまたはローカルの範囲は、図 2-4 のように、Web 管理コンソールの [Clean Access
Server] カラムに表示されます。
図 2-4

設定値の範囲
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• GLOBAL：CAM Web 管理コンソールからグローバル形式で作成されたエントリです。この
CAM のドメイン内のすべての CAS に適用されます。
• <IP アドレス >：CAS 管理ページからローカル形式で作成されたエントリです。この IP アドレス
を持つ CAS だけに適用されます。
ほとんどの場合、グローバル設定は、設定を作成するために使用されるグローバル フォームから追加、
編集、および削除されます。ローカル設定は、設定を作成するために使用されるローカル フォームか
ら追加、編集、および削除されます。
一部のページには、わかりやすいようにグローバル設定値（GLOBAL で表記）、およびローカル設定
値（IP アドレスで表記）も表示されています。通常、これらのローカル設定値はグローバル ページで
修正したり削除することができますが、ローカル設定値の追加は、特定の CAS 用のローカル CAS 管
理ページからしか実行できません。

設定値のプライオリティ
多くの場合、1 つの CAS に、グローバル設定値（すべての CAS 用に CAM で設定された値）とローカ
ル設定値（CAS 固有の値）が両方あります。グローバルとローカルの設定値が競合する場合は、一般
にローカル設定値がグローバル設定値よりも優先されます。以下の点に留意してください。

• ある範囲の MAC アドレスおよびトラフィック制御ポリシーに影響を与えるデバイス フィルタ ポ
リシーでは、ポリシーのプライオリティ（[Device Management] > [Filters] > [Devices] > [Order]
での高低）により、適用するグローバル ポリシーまたはローカル ポリシーが決まります。個別の
MAC アドレスに対するデバイス フィルタ ポリシーは、個別の MAC アドレスを含むある範囲の
アドレスに対するフィルタ ポリシー（グローバルまたはローカル）よりも優先されます。

• 1 つのサブネット フィルタがより広いサブネット フィルタ内のアドレス範囲のサブセットを指定
しているサブネット フィルタ ポリシーでは、サブネット アドレス範囲の大きさに基づいて CAM
がフィルタのプライオリティを決定します。サブネットが小さいほど（サブネット マスク /30 や
/28 など）、サブネット フィルタ階層内の優先度が高くなります。
• 一部の機能は、CAM で設定する前に、まず CAS で（CAS 管理ページで）イネーブルにしなけれ
ばなりません。たとえば、次のような機能が該当します。

– Clean Access Agent および Cisco NAC Web Agent のレイヤ 3 サポート（マルチホップ L3 配
置の場合）

– 帯域幅管理
– ユーザ ロール内のユーザと CAS の間での VPN ポリシーの使用
• Clean Access の要件およびネットワーク スキャン プラグインは、CAM からグローバルとして設
定され、すべての CAS に適用されます。
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グローバルおよび ローカルの管理設定値
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レイヤ 3 アウトオブバンド（L3 OOB）の設
定
この章では、レイヤ 3 アウトオブバンド配置モデルに必要な設定について概説します。
アウトオブバンド配置モデルの Cisco NAC アプライアンスの設定に関する一般的な説明は、『Cisco
NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』の
「Switch Management and Configuring Out-of-Band (OOB) Deployment」および「Enable the Login
Page for L3 OOB」を参照してください。

概要
インバンド（有線）導入モデルのマルチホップ L3 サポートでは、Clean Access Server（CAS）をイン
バンド（IB）構成で中央（コアまたは分散レイヤ）に配置して、L3 スイッチの外側のユーザをサポー
トするとともに（ルーテッド アクセスなど）、VPN コンセントレータや WAN ルータの外側のリモート
ユーザをサポートできます。L3 IB を使用すると、CAS から L3 で複数ホップ離れているユーザがサ
ポートされ、このようなユーザのトラフィックは常に Cisco NAC アプライアンスを通過します。
アウトオブバンド（有線）配置モデルのマルチホップ L3 サポートでは、CAS をアウトオブバンド
（OOB）構成で中央（コアまたは分散レイヤ）に配置して、L3 スイッチの外側のユーザ（ルーテッド
アクセスなど）のほか、場合に応じて WAN ルータの外側のリモート ユーザもサポートできます。L3
OOB を使用すると、CAS から L3 で複数ホップ離れているユーザがサポートされ、このようなユーザ
のトラフィックは、認証またはポスチャ評価時にだけ Cisco NAC アプライアンスを通過します。
リモート WAN ユーザ用にリモート CAS または L3 IB CAS を配置したり、場合によって L3 OOB を
使用できます。

クライアント MAC アドレスの検出：Clean Access Agent および Cisco NAC Web Agent、
ActiveX または Java アプレット

L3 OOB 配置では、クライアント MAC アドレスが Clean Access Agent および Cisco NAC Web Agent
の MAC 検出メカニズムによって自動的に検出されます。
Web ログインを実行中のユーザは、ユーザ ログインの前に ActiveX コントロール（IE ブラウザの場
合）または Java アプレット（IE ブラウザではない場合）をクライアント マシンにダウンロードして実
行します。これによってユーザ マシンの MAC アドレスが判断されます。この情報が CAS と CAM に
報告され、IP アドレスと MAC アドレスのマッピングが提供されます。

ActiveX または Java アプレットとブラウザの互換性
• Windows XP および Windows 2000 のシステムの場合、ActiveX は、IE 6.0 でサポートされていま
す。
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概要

• Clean Access Agent がインストールされている場合、IE 7.0 Beta はサポートされません。Agent
がログインし、他の操作を実行するためには、IE 7.0 Beta 2 をアンインストールする必要がありま
す。

• Java アプレットは、Windows XP、Windows 2000 、Mac OS X、Linux オペレーティング システ
ム上の Safari 1.2+、Mozilla（Camino、Opera）、Internet Explorer など、主要なブラウザでサポー
トされています。

• Firefox での Java に関する問題のため、Mac OS X 上の Firefox では Java アプレットがサポートさ
れていません。詳細は Firefox のリリースノート
（http://www.mozilla.com/firefox/releases/1.5.0.3.html）を参照してください。

（注）

MAC OS X クライアントの場合：Apple の Mac OS X の場合、プロキシを迂回するようにブラウザを
設定するには、クライアント マシンが Java アプレットを正常にロードしてログインできるように、
CAS の完全な IP アドレス（10.201.217.93 など）が必要です。

（注）

Linux OOB クライアントの場合：
Linux マシンは Windows や Mac OS X のクライアントとは動作が異なるので（NIC 停止時の IP アド
レスの解放や、NIC 起動時の IP アドレスの更新を行わないなど）、OOB Linux クライアントの場合は、
次の手順を使用してください。

1. 認証 VLAN 上の DHCP サーバのリース時間を短く設定します（例：60 秒）。
2. [Port Profile] で、[Remove out-of-band online user when SNMP linkdown trap is received] オプ
ションをディセーブルにします（チェックを外す）。
これにより、Linux クライアントは、認証 / 証明後短時間で IP アドレスを更新します。
（注）

Linux は IP アドレス更新時に NIC のシャットダウン / 再起動を実行するので、[Port Profile] で
このオプションがイネーブルになっていると（チェックを付けておくと）、更新によってポート
は認証 VLAN に戻されます。

3. あるいは、[Port Profile] の設定を、[Change to [Access VLAN] if the device is certified but not in
the out-of-band user list] にしてもかまいません。このようにすると、認証 / 証明済みの Linux クラ
イアントが DHCP リースの更新後にポートに再接続した場合、そのポートはアクセス VLAN のま
まになります。

この新機能によって、次の Web 管理コンソール ページが変更されました。

• 次のユーザ ログイン ページに、[Use ActiveX or Java Applet to detect client MAC address when
Clean Access Server cannot detect the MAC address] という新しいチェックボックスとドロップダ
ウン メニューが追加されています。

– CAM Web コンソール：[Administration] > [User Pages] > [Login Page] > [List [Edit]] |
[General]
– SAS 管理ページ：[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] >
[Authentication] > [Login Page] > [List [Edit]] > [General]
• [Device Management] > [Clean Access] > [Updates] （L3 Java アプレット Web クライアントおよ
び L3 ActiveX Web クライアントへの更新に関するバージョン情報）
さらに、L3 OOB ユーザのログイン ページに、Active X コントロール または Java アプレットのロード
およびクライアント IP アドレスの更新に関連したステータス情報が反映されます。
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概要

レイヤ 3 アウトオブバンド（OOB）配置を利用する場合
• OOB を使用できるのは有線の場合だけです。
• L3 OOB はルーテッド アクセスに最適です。
• L3 OOB は、リモート WAN サイトにも使用できますが、次のような他の導入への変更を検討して
ください。

– WAN サイトへのリモート CAS
– 中央サイトの L3 IB CAS による WAN サイトのサポート

レイヤ 3 アウトオブバンド構成における L2 および L3 OOB の実装
L2 OOB
• ユーザは CAS に L2 で隣接しています。
• ユーザ デバイスはスイッチに接続し、スイッチは CAM に SNMP トラップを送信します。
• CAM はスイッチからデバイス MAC とポート情報を取得します。
• CAS はパケットを受信し、ソース IP/MAC を CAM に送信します。
• これで CAM は IP/MAC/ ポートのマッピングを完了します。
• デバイスの準拠性が証明されると、CAM は VLAN を変更するポートを認識します。

L3 OOB
• ユーザは、CAS から 1 つまたは複数ホップ以上離れています。
• CAM はデバイス MAC とポート情報をスイッチから取得します。
• CAS はユーザ IP が含まれたパケットを受信します。
• CAS は Agent から MAC 情報を取得するか、または、ActiveX または Java アプレットによるデバ
イス MAC アドレスの判断と CAS への報告がイネーブルになっている場合には Web ログインペー
ジから MAC 情報を取得します。
• CAS は デバイスの IP と MAC を CAM に伝えます。
• CAM は IP、MAC、ポートのマッピングを完了します。

レイヤ 3 アウトオブバンド L3 OOB の詳細情報
Clean Access Agent および Cisco NAC Web Agent を使用
Agent は CAS にデバイスの MAC アドレスを伝えます。
Clean Access Agent および Cisco NAC Web Agent なし（Web ログインを使用）
• Web ログイン ページに Active X コントロール または Java アプレットがダウンロードされ、これ
によって取得されたデバイス MAC アドレスが CAS に報告されます。
• CAS は デバイスの IP と MAC を CAM に伝えます。
• CAM は IP、MAC、ポートのマッピングを完了します。
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概要

レイヤ 3 OOB：設定
Clean Access Agent および Cisco NAC Web Agent を使用
• Agent が CAS に MAC アドレスを通知します。
• 追加設定は必要ありません。

Clean Access Agent および Cisco NAC Web Agent なし（Web ログインを使用）
ログイン ページの設定を行います。

• CAM：[Administration] > [User Pages] > [Login Page] > [Add/Edit]
• CAS：[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Authentication] > [Login
Page] | [Override Global Settings]
図 3-1

管理ユーザ ページ

レイヤ 3 OOB：設定
• Login Page には、チェックボックスと [Use ActiveX or Java Applet to detect client MAC address
when Clean Access Server cannot detect the MAC address] というドロップダウン メニューがあり、
次のオプションを選択できます。

– [ActiveX Only]（Active X のみ）
– [Java Applet Only]（Java アプレットのみ）
– [ActiveX Preferred]（Active X を優先）
– [Java Applet Preferred]（Java アプレットを優先）
– [ActiveX on IE, Java Applet on non-IE Browser]（ブラウザが IE の場合は Active X、IE では
ない場合は Java アプレット）
• [Preferred] オプションでは、優先されるオプションがまずロードされ、そのロードが失敗した場合
に別のオプションがロードされます。

– Active X は IE 上で最も高速で動作します。
– Active X はアプレットよりも優先され、高速に動作します。
• ActiveX は Windows XP/2000 の IE 6.0 でサポートされています。
• Java アプレットはほとんどのブラウザでサポートされています。

（注）

クライアント マシンの DHCP IP アドレスは、Clean Access Agent または ActiveX コントロールまた
は Java アプレットを使用してリフレッシュされ、認証およびポスチャ評価後のポート バウンスは必要
ありません。詳細は『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration
Guide, Release 4.5(1)』の「Enable Web Client for Login Page」を参照してください。
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概要

認証 VLAN の変更検出に関する詳細については、『 Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager
Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』の「Configuring Access to Authentication
VLAN Change Detection」を参照してください。
図 3-2

管理ユーザ ページの編集

レイヤ 3 OOB：設定上の重要な注意事項
• 管理対象のサブネットを設定している場合、Cisco NAC アプライアンスはそれらのサブネットに
L3 OOB を使用しません。
• 管理対象サブネットは L2 ユーザ専用です。
• [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Network] > [IP] の [Enable L3
support] チェックボックスをクリックする必要があります。
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概要

図 3-3

L3 サポートのイネーブル化

• クライアント マシンで Active X または Java アプレットを実行できるようにする必要があります。
• CAM でスイッチ ポートに対し、認証 VLAN からアクセス VLAN またはユーザ ロール VLAN へ
と VLAN が変更された場合には、ポート バウンスが必要になります。
– [Port Profile]（[Switch Management] > [Profiles] > [Port] > [New/Edit] ）で、[Bounce the port
after VLAN is changed] がチェックされていることを確認してください。
または、

– 4.1.2.0 以降の Windows Clean Access Agent、ActiveX コントロール、Java アプレットを使用
してクライアントの DHCP IP アドレスを更新する場合は、[Port Profile] の [Bounce the
switch port after VLAN is changed] はディセーブルのままでもかまいません。この方法を使用
する場合、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration
Guide, Release 4.5(1)』の「DHCP Release/Renew with Agent/ActiveX/Java Applet」、
「Configuring Access to Authentication VLAN Change Detection」、「Advanced Settings」に記
載されているガイドラインと警告に従ってください。
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概要

図 3-4

ポート バウンスへの VLAN 設定の変更

– [Port Profile] で、[Remove out-of-band online user without bouncing the port] にチェックが
入っていないことを確認します。
図 3-5

OOB 選択にチェックが入っていない状態

レイヤ 3 OOB：ネットワーキング
• L3 OOB は、通常ルーテッド アクセス環境で使用されます。
• OOB の目的は、認証、ポスチャ評価、および修復の場合にだけユーザ トラフィックが CAS を通
過するようにすることです。

– Unauthenticated、Quarantine、Temporary のロールでは、CAS はユーザのクレデンシャルを
調べるとともに、ポリシー強制デバイスとしても機能します。

• 準拠性が証明されたユーザは CAS を迂回します。
• この機能は、ネットワーキング テクノロジー（PBR や VRF など）を使用して実現されます。

Cisco NAC Appliance - Clean Access Server インストレーション コンフィギュレーション ガイド
OL-16411-01-J

3-7

第3章

レイヤ 3 アウトオブバンド（L3 OOB）の設定

概要
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CAS のインストール
（注）

この章のインストール例と参考資料は、Cisco NAC 3300 シリーズ アプライアンスを対象にしていま
『Getting Started with Cisco NAC
す。Cisco NAC ネットワーク モジュールのインストールについては、
Network Modules in Cisco Access Routers』および『Installing Cisco Network Modules in Cisco Access
Routers』を参照してください。
この章では、Clean Access Server（CAS）のインストールと初期設定方法について説明します。この
章の内容は、次のとおりです。

• 「概要」（P.4-1）
• 「バーチャル ゲートウェイ モード接続の要件」（P.4-3）
• 「新規インストール手順の概要」（P.4-5）
• 「CAS の接続」（P.4-6）
• 「CD-ROM からの CAM ソフトウェアのインストール」（P.4-9）
• 「初期設定の実行」（P.4-11）
• 「CAS CLI コマンド」（P.4-20）
• 「ファイアウォールを通じた CAM/CAS の接続」（P.4-24）
• 「NAT ファイアウォールの背後にある CAS の設定」（P.4-24）
• 「NIC カードの追加設定」（P.4-25）
• 「インストールに関するトラブルシューティング」（P.4-26）

概要
Cisco NAC アプライアンス 3300 シリーズは、CAM（MANAGER）または CAS（SERVER）のいず
れかのアプリケーション、オペレーティング システム、およびすべての関連コンポーネントが専用
サーバ マシンにあらかじめインストールされた Linux ベースのネットワーク ハードウェア アプライア
ンスです。オペレーティング システムには、Fedora Core に基づく強化 Linux カーネルが組み込まれて
います。Cisco NAC アプライアンスでは、CAM または CAS 専用マシンに他のパッケージやアプリ
ケーションをインストールできません B
新しい Cisco NAC アプライアンスを受け取ったら、アプライアンスに接続して初期設定を行う必要が
あります。
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概要

アプライアンスに事前にインストールされているものとは異なるバージョンのソフトウェアをインス
トールする場合は、ます CD からソフトウェア インストールを実行します。Cisco NAC アプライアン
ス 3300 シリーズ プラットフォームでサポートされているソフトウェア バージョンの詳細は、
『Supported Hardware and System Requirements for Cisco NAC Appliance (Cisco Clean Access)』を参
照してください。

ヒント

『Cisco NAC Appliance Hardware Installation Quick Start Guide』には、新しい Cisco NAC アプライア
ンスの電源を投入するために必要なすべての手順が記載されています。
この章では、CD ソフトウェアのインストールと、CAS の初期設定の方法について説明します。

（注）

Cisco NAC ネットワーク モジュール（ネットワーク モジュール上の CAS）のインストール方法につい
ては、
『Getting Started with Cisco NAC Network Modules in Cisco Access Routers』および『Installing
Cisco Network Modules in Cisco Access Routers』を参照してください。
Cisco NAC アプライアンス ソフトウェアの CD からのインストールでは、Clean Access Manager
（CAM）または Clean Access Server（CAS）のどちらのアプリケーションをインストールするかを選
択する必要があります。CAM または CAS をアプライアンスにインストールしたあと（アプリケー
ション、OS、および該当するコンポーネント）、その他のコンポーネントまたはアプリケーションを
CAM または CAS にインストールすることはサポートされていません。

注意

（注）

Cisco NAC アプライアンス リリース 4.5 をサポートおよびインストールできる Cisco NAC アプラ
イアンス プラットフォームは、Cisco CCA-3140、Cisco NAC-3310、Cisco NAC-3350、Cisco
NAC-3390、Cisco NAC ネットワーク モジュール（NME-NAC-K9）だけです。これ以外のプラッ
トフォームにはリリース 4.5 をインストールできません。

CAM および CAS のインターフェイスには静的な IP アドレスを設定する必要があります。これらのイ
ンターフェイスの設定では DHCP モードはサポートされません。

スイッチおよびルータの設定
CAS は、ルートのアドバタイズは行いません。そのため、管理対象のサブネットへのトラフィックが
CAS の信頼できるインターフェイスにリレーされるように、ネクスト ホップ ルータにスタティック
ルートを追加する必要があります。

Real-IP ゲートウェイ モードの CAS は DHCP サーバまたは DHCP リレーとして機能できます。DHCP
機能がイネーブルになっていると、CAS は該当するゲートウェイ情報（つまり、その CAS の信頼でき
ないインターフェイスの IP アドレス）をクライアントに提供します。CAS が DHCP リレーとして機
能している場合は、ネットワーク内の DHCP サーバが管理対象のクライアントに該当するゲートウェ
イ情報（つまり、その CAS の信頼できないインターフェイス IP アドレス）を提供するように設定しな
ければなりません。
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バーチャル ゲートウェイ モード接続の要件
すべての配置で、CAS をバーチャル ゲートウェイ モード（IB または OOB）に設定する場合は、Web
管理コンソールから CAS を CAM に追加するまで、スタンドアロン CAS または High Availability
（HA; ハイ アベイラビリティ）プライマリ CAS の信頼できないインターフェイス（eth1）を接続しない
でください。バーチャル ゲートウェイ HA CAS ペアの場合も、HA の設定が完了するまでは HA セカ
ンダリ CAS の eth1 インターフェイスを接続しないでください。eh1 インターフェイスが接続された状
態のままバーチャル ゲートウェイ モードの CAS のインストールと初期設定を行うと、ネットワークの
接続に問題が生じることがあります。

CAS をバーチャル ゲートウェイ モードで設定する場合は、CLI（コマンドライン インターフェイス）
を介して CAS の初期インストールを実行している間に、信頼ネットワーク インターフェイス（eth0）
と非信頼ネットワーク インターフェイス（eth1）に同じ IP アドレスを指定する必要があります。イン
ストールのこの時点で、CAS は自身を バーチャル ゲートウェイであると認識しません。両方のイン
ターフェイスを使用してネットワークを接続しようとすると、競合が発生し、スイッチによってポート
がディセーブルになることがあります。バーチャル ゲートウェイ モードで CAM に CAS を追加するま
で、信頼できないインターフェイスのコードを抜いておくと、これらの接続問題を回避できます。バー
チャル ゲートウェイ モードで CAS を CAM に追加してから、信頼できないインターフェイスを再び接
続します。
バーチャル ゲートウェイ の中央配置を正しく設定するには、次の手順に従って作業を進める必要があ
ります。CAS の両方のインターフェイスをスイッチに接続する際に、中央 / コアのスイッチのどれにも
ループが生じないようにするため、次の手順を実行してください。
ステップ 1

CAS の両方のインターフェイスをスイッチに接続する前に、物理的に eth1 インターフェイスを外しま
す。

ステップ 2

CAS の eth0 インターフェイスをネットワークに物理的に接続します。

ステップ 3

CAM Web コンソールで、[Device Management] > [CCA Servers] > [New Server] の順番に進み、CAS
を CAM に追加します（「CAM への CAS の追加」（P.5-2）を参照）。

ステップ 4

[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] の順番に進み、CAS 管理ページにアク
セスして、CAS を管理します（「CAS 管理ページの操作」（P.5-11）を参照）。

ステップ 5

VLAN マッピングの設定 この手順は中央配置の場合の必須の手順です。中央配置では、CAS の両方の
インターフェイスが同じスイッチに接続されます （エッジ配置で VLAN マッピングを設定してもかま
いませんが、必須ではありません）。
a. [Enable VLAN Mapping] チェックボックスがクリックされていることを確認し、[Update] をク
リックします。

b. 信頼できない VLAN から信頼できる VLAN へのマッピングを [Device Management] > [CCA
「バーチャル ゲー
Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [VLAN Mapping] で設定します。
トウェイ モードでの VLAN マッピング」（P.5-37）を参照してください。

（注）

バーチャル ゲートウェイ CAS では、[Enable VLAN Pruning] は、デフォルトでクリックされ
ています（リリース 4.1(1) 以降）。この設定は [Device Management] > [CCA Servers] >
[Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [VLAN Mapping] にあります。

ステップ 6

上記の手順が完了したら、CAS の eth1 インターフェイスを物理的にスイッチに接続します。

ステップ 7

スイッチの 802.1q ポートの設定では、CAS の eh0 および eth1 にトランク接続しているスイッチの
VLAN のうち、CAS 管理 VLAN とユーザ VLAN に使用されているもの以外のすべての VLAN を除外
してください。
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ステップ 8

CAS の eth0 および eth1 のインターフェイスに接続しているスイッチ ポートの VLAN 1 を除外します。
詳細については、

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat2950/12122ea7/scg/swvlan.htm#wp1150302
を参照してください。

CAS バーチャル ゲートウェイおよび VLAN マッピングに対するスイッチ
のサポート（IB および OOB）
インバンド（IB）またはアウトオブバンド（OOB）配置の CAS の バーチャル ゲートウェイ VLAN
マッピング機能に対する Cisco Catalyst スイッチ モデルと NME によるサポートについては、『Switch
Support for Cisco NAC Appliance』を参照してください。

バーチャル ゲートウェイ用 VLAN の決定
CAS バーチャル ゲートウェイ配置の初期インストールを開始する前に、次のことを確認します。
• CAS および CAM は異なるサブネット（および VLAN）上に配置する必要があります。
• CAS 管理 VLAN は、ユーザ認証 VLAN やアクセス VLAN とは異なる VLAN に配置する必要が
あります。

• ネイティブ VLAN は、CAS 管理 VLAN とは別に設定します。ネイティブ VLAN を設定すると、
不注意によりスイッチがループするのを防ぐことができます。ネイティブ VLAN は、CAS の eth0
および eth1 インターフェイスと同じであってはなりません。
– CAS ネイティブ VLAN（eth0）（たとえば未使用の「ダミー」VLAN 999）
– CAS ネイティブ VLAN（eth1）（たとえば未使用の「ダミー」VLAN 998）
• スイッチ上で異なるユーザ認証 VLAN とアクセス VLAN を設定し、CAS 上の信頼できないサブ
ネットを管理対象サブネットとして設定します（「Configuring Managed Subnets」を参照）。
• CAS の信頼できるポート（eth0）および信頼できないポート（eth1）に接続されたスイッチ ポー
ト上で転送される共通の VLAN がないことを確認します。バーチャル ゲートウェイ CAS 宛のト
ランク リンクで許可されるすべての VLAN に対し、対応する VLAN マッピング エントリが必要
です（CAS 管理 VLAN を除く）。
• CAS の信頼できないインターフェイス eth1 は、VLAN マッピングを設定するまではネットワーク
に設定しないでください。

• ユーザ認証 VLAN 用の SVI（レイヤ 3）インターフェイスがネットワーク上のスイッチにあって
はなりません。

• ユーザ認証 VLAN は、CAS の信頼できないインターフェイスだけにあり、その他すべてのトラン
ク リンクから取り除く必要があります。
詳細については、
「VLAN 設定の概要」
（P.5-35）および「バーチャル ゲートウェイ モードでの VLAN
マッピング」（P.5-37）を参照してください。
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新規インストール手順の概要
（注）

ステップ 1

新規インストールのための一般的な配置については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager
Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1) 』を参照してください。

ウェルカム レターの手順に従って有効なライセンス ファイルを入手します。詳細は『Cisco NAC
Appliance Service Contract/Licensing Support』を参照してください （Cisco NAC アプライアンスを評
価する場合は、http://www.cisco.com/go/license/public にアクセスし評価ライセンスを入手してくださ
い）。

（注）

ステップ 2

CAS のライセンスは、CAM の eth0 アドレスに基づいて生成されます。CAM の Web 管理コン
ソールから CAM と CAS の両方のライセンスがインストールされます。

最新版のソフトウェアのブート可能 CD を入手します。Cisco Secure Software にログインし、
http://www.cisco.com/pcgi-bin/apps/tblbld/tablebuild.pl?topic=279515766 から 4.5 の最新版の .ISO イ
メージをダウンロードするか、Cisco NAC アプライアンスのサポートページの [Download Software]
リンクをクリックし、ブート可能ディスクとして CD-R に書き込みます。

（注）

.ISO イメージは、10 倍速以下の速度で CD-R に書き込むことをお勧めします。速度が速いと、
インストール CD が壊れたりブートできないことがあります。

ステップ 3

「CAS の接続」（P.4-6）に従って CAS をネットワークに接続します。

ステップ 4

「CAS の接続」（P.4-6）に従い、モニタとキーボードを CAS に接続するか、ワークステーションをシ
リアル ケーブルで CAS に接続します。

ステップ 5

「CD-ROM からの CAM ソフトウェアのインストール」（P.4-9）に従ってソフトウェアをインストール
します。

（注）

NAC-3310 アプライアンスで CD-ROM ドライブ上のソフトウェアが読み取れない場合は、代
わりにハード ディスクからブートし、先に進む前に「NAC-3310 ベースのアプライアンスでの
ブート設定」（P.4-8）に従って CD-ROM からブートするようにアプライアンスの設定を変更
する必要があります。

ステップ 6

（注）

「初期設定の実行」（P.4-11）に従って CAS を初期設定します。

ハイ アベイラビリティ モードの場合、HA を設定する前にまず各 CAS を初期設定します。詳細につい
ては、第 13 章「ハイ アベイラビリティ（HA）の設定」を参照してください。

CAM または CAS の HA ペアを設定するためには、同じアプライアンス（たとえば NAC-3350 と
NAC-3350）を使用する必要があります。
ステップ 7

『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』
に従って CAM がインストールされ初期設定されていることを確認します。CAS の設定を完了するた
めには、CAM の Web コンソールから CAS の有効な FlexLM ライセンス ファイルをインストールする
必要があります。
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ステップ 8

「CAM への CAS の追加」
（P.5-2）に従って CAS を CAM に追加します。この時点で CAS を CAM の
Web コンソールから設定できるようになります。一部の設定については、CAS ダイレクト アクセス
Web コンソールから設定できます。

CAS の接続
CAS ソフトウェアを CD-ROM からインストールしたり、その初期設定を行うには、ターゲット マシ
ンを接続し、CAS コマンド ライン インターフェイスにアクセスする必要があります。
ステップ 1

警告

CAS では、eth0（信頼される）と eth1（信頼されない）ネットワーク インターフェイス用に、2 つの
10/100/1000BASE-TX インターフェイス コネクタが CAS の背面パネル上に必要です。ターゲット マ
シン上の NIC1（eth0）ネットワーク インターフェイスを、CAT5 イーサネット ケーブルを使用して
Local Area Network（LAN; ローカル エリア ネットワーク）に接続します。
バーチャル ゲートウェイ CAS 上の信頼できないネットワーク インターフェイス eth1（NIC2）は、
正しく設定を行うまでは物理的に接続しないでください。詳細については、「CD-ROM からの CAM
ソフトウェアのインストール」（P.4-9）を参照してください。
必要に応じて『Cisco NAC Appliance Hardware Installation Quick Start Guide』の「Cisco NAC
Appliance Hardware Summary」か、CAS に付属しているマニュアルを参照し、シリアル コネクタま
たはイーサネット コネクタを探してください。

ステップ 2

AC 電源コードの一端をサーバ マシンの背面に、反対側の端を電源コンセントに差し込みます。

ステップ 3

アプライアンスの前面にある電源ボタンを押して、マシンの電源をオンにします。LED 診断テストの
実行中、診断 LED が数回点滅します。CAS が起動すると、コンソールにステータス メッセージが表
示されます。

ステップ 4

次のいずれかの方法でコマンドラインまたは CAS にアクセスします。

a. 背面パネルのキーボード コネクタとビデオ モニタおよびコンソール コネクタを通じて、モニタと
キーボードを直接 CAS に接続します。
b. シリアル ケーブルで外部ワークステーション（PC またはラップトップ）と CAS を接続し、
「CD-ROM からの CAM ソフトウェアのインストール」（P.4-9）に従って外部ワークステーション
の端末エミュレーション ソフトウェア（ハイパーターミナル、SecureCRT など）を使用して、シ
リアル接続を開始します。

（注）

CAM および CAS のインターフェイスには静的な IP アドレスを設定する必要があります。これらのイ
ンターフェイスの設定では DHCP モードはサポートされません。

CAS へのシリアル接続
このセクションでは、シリアル接続を通じて CAS のコマンドラインにアクセスする方法について説明
します。
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ステップ 1

（注）

ステップ 2

管理コンピュータのシリアル ポートを、CAS の空いているシリアル ポートにシリアル ケーブルで接続
します。

CAS でハイ アベイラビリティ（フェールオーバー）が設定済みの場合は、シリアル ポートの 1 つがピ
ア ハートビート接続用に使用中の可能性があります。その場合、シリアル接続を通じて CAS を管理す
るためには、CAS にシリアル ポートが 2 つ以上必要です。この条件を満たさない場合は、ピア接続に
イーサネット接続を使用して、シリアル ポートを解放することができます。詳細は、第 13 章「ハイ ア
ベイラビリティ（HA）の設定」を参照してください。
ワークステーションを CAS に物理的に接続したら、端末エミュレーション ソフトウェアを使用して、
シリアル接続インターフェイスにアクセスします。以下の説明は、Microsoft® ハイパーターミナルを
使用する場合の接続手順です。他のソフトウェアを使用する場合は、手順が異なることもあります。

ハイパーターミナルの接続の設定
ステップ 3

[ スタート ] > [ すべてのプログラム ] > [ アクセサリ ] > [ 通信 ] > [ ハイパーターミナル ] の順番にクリッ
クすると、HyperTerminal ウィンドウが開きます。

ステップ 4

セッションの名前を入力して、[OK] をクリックします。

ステップ 5

[ 接続方法 ] ドロップダウン リストで、シリアル ケーブルが接続されているワークステーションの
COM ポート（通常は COM1 または COM2）を選択し、[OK] をクリックします。

ステップ 6

[ ポートの設定 ] を次のように設定します。
• [ ビット / 秒 ]：9600
• [ データ ビット ]：8
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• [ パリティ ]：なし
• [ ストップ ビット ]：1
• [ フロー制御 ]：なし
ステップ 7

[ ファイル ] > [ プロパティ ] を選択し、セッションのプロパティ ダイアログを開き、[ エミュレーショ
ン ] の設定を VT100 に変更します。

ステップ 8

これで、CAS のコマンド インターフェイスにアクセスできるようになります。次の作業に進んでくだ
さい。

• 「CD-ROM からの CAM ソフトウェアのインストール」（P.4-9）
• 「初期設定の実行」（P.4-11）

（注）

すでに初期インストールが実行済みで、元の設定値を変更する必要がある場合は、root としてログイ
ンし、service perfigo config コマンドを実行します。

NAC-3310 ベースのアプライアンスでのブート設定
NAC-3310 アプライアンスで CD-ROM ドライブ上のソフトウェアが読み取れない場合は、代わりに
ハード ディスクからブートし、CD からイメージの再作成やアップグレードを行う前に、次の手順に
従って CD-ROM からブートするようにアプライアンスを設定します。
ステップ 1

システムのブート中に F10 キーを押します。

ステップ 2

ブート メニューが表示されます（図 4-1）。
図 4-1

ブート メニュー
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ステップ 3

メニューから [CD-ROM Drive] を選択してプラス（+）キーを押し、CD ROM からブートするように
設定を変更します（図 4-2）。
図 4-2

ステップ 4

CD-ROM ドライブからのブート

F10 キーを押し、保存して終了します。

CD-ROM からの CAM ソフトウェアのインストール
CAS のコマンドラインに接続したら（「CAS の接続」（P.4-6）を参照）、次の手順を実行して、CAS ソ
フトウェアを CD-ROM からインストールします。

注意

Cisco NAC アプライアンス（CAS）ソフトウェアは、ターゲット マシン上に他のソフトウェアま
たはデータが共存していることを想定した設計にはなっていません。インストール プロセスによっ
てターゲット ハード ドライブはフォーマットおよび分割され、ドライブ上のデータまたはソフト
ウェアはすべて破棄されます。インストールを開始する前に、必要なデータやアプリケーションが
ターゲット マシン内に残されていないかどうかを必ず確認してください。

CD からのインストール手順
「初期設定の実行」
（P.4-11）に記載されている設定手順も含めて、全体のインストール プロセスには約
15 分の時間がかかります。
ステップ 1

CAS の .ISO ファイルが入っている配布 CD-ROM を、ご使用の CAS マシンの CD-ROM ドライブに
入れます。
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ステップ 2

マシンをリブートします。マシンの再起動後、次のように Cisco Clean Access Installer の初期画面が表
示されます。
Cisco Clean Access 4.5-1 Installer (C) 2009 Cisco Systems, Inc.
Welcome to the Cisco Clean Access 4.5-1 Installer!
- To install a Cisco Clean Access device, press the <ENTER> key.
- To install a Cisco Clean Access device over a serial console, enter serial at the boot
prompt and press the <ENTER> key.
boot:

（注）

ステップ 3

NAC-3310 アプライアンスで CD-ROM ドライブ上のソフトウェアが読み取れない場合は、代わりに
ハード ディスクからブートし、先に進む前に「NAC-3310 ベースのアプライアンスでのブート設定」
（P.4-8）に従って CD-ROM からブートするようにアプライアンスの設定を変更する必要があります。
boot: プロンプトで、接続の種類に応じて次のいずれかを入力します。

• モニタとキーボードが直接 CAS に接続されている場合は、Enter キーを押します。
• アプライアンスにシリアル接続でアクセスしている場合は、serial と入力して、端末エミュレー
ション コンソールの Enter キーを押します。
ステップ 4

次にインストール選択オプションが表示され、Cisco NAC アプライアンスの新規インストールを行う
か、インストール処理を終了または取り消すかどうかが質問されます。プロンプトで 1 と入力して新し
いバージョンの Cisco NAC アプライアンスをインストールします。
Checking for existing installations.
Clean Access Server 4.1.2.1 installation detected.
Please choose one of the following actions:
1) Install.
2) Exit.

ステップ 5

次に、Cisco NAC アプライアンス ソフトウェア インスーラにより CAM と CAS のどちらをインス
トールするかが質問されます。次のプロンプトで、2 と入力して CAS のインストールを行います。
Please choose one of the following configurations:
1) CCA Manager.
2) CCA Server.

注意

CAM または CAS ソフトウェアのインストールでは 1 枚の CD だけを使用し、ターゲット マシンに
CAM と CAS のどちらをインストールするかはインストール スクリプトで自動的に検出されませ
ん。インストールを行うターゲット マシンに対し CAM か CAS のいずれか適切な種類を選択しま
す。

ステップ 6

CAS Package Installation が実行されます。インストールには数分掛かります。インストールが終了す
ると、インストール スクリプトによって次のメッセージが表示され、Enter キーを押すと CAS がリ
ブートし、CAS クイック コンフィギュレーション ユーティリティが起動されます。
Installation complete. Press <ENTER> to continue

リブートが完了すると、CAS クイック コンフィギュレーション ユーティリティの初期画面が表示され
ます。この画面に表示される一連の質問に従って CAS の初期設定を行います（「コンフィギュレー
ション ユーティリティ スクリプト」（P.4-11）を参照）。
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（注）

インストール後に CAS の設定（eth0 の IP アドレスなど）をリセットする必要がある場合は、CAS マ
シンにシリアルまたは SSH 経由で接続し、service perfigo config コマンドを実行します。詳細につ
いては、「CAS CLI コマンド」（P.4-20）を参照してください。その他の設定値のほとんども、あとで
Web コンソールから変更できます。

初期設定の実行
CD-ROM から CAS をインストールする場合は、ソフトウェア パッケージのインストール後に自動的
にコンフィギュレーション ユーティリティ スクリプトが表示され、CAS の初期設定を進めることがで
きます。

（注）

コンフィギュレーション ユーティリティ スクリプトは、必要に応じていつでも手動で起動できます。
起動方法は次のとおりです。

1. CAS へのシリアル接続または直接接続を通じ、root のパスワードを使用し、ユーザ root として
CAS にログオンします。
2. 次のコマンドを入力して初期設定のスクリプトを実行します。
service perfigo config
service perfigo config コマンドを実行すると、Web 管理コンソールから到達できなくても、CAS
の設定を変更できます。CLI コマンドの詳細は、「CAS CLI コマンド」（P.4-20）を参照してください。

コンフィギュレーション ユーティリティ スクリプト
ステップ 1

コンフィギュレーション ユーティリティ スクリプトでは、特定のパラメータのデフォルト値が示され
ます。設定する際には、以下のように、デフォルト値を受け入れるか、または新しい値を入力します。

ステップ 2

CD からソフトウェアがインストールされ、パッケージのインストールが完了すると、次のように、コ
ンフィギュレーション ユーティリティの初期スクリプトが表示されます。
Welcome to the Cisco Clean Access Server quick configuration utility.
Note that you need to be root to execute this utility.
The utility will now ask you a series of configuration questions.
Please answer them carefully.
Cisco Clean Access Server, (C) 2009 Cisco Systems, Inc.

ステップ 3

まず、信頼できるインターフェイス（eth）を設定するように要求されます。信頼できるインターフェ
イスは、保護されたバックエンド ネットワークに接続されたインターフェイスです。
Configuring the network interfaces:
Please enter the IP address for the interface eth0 []: 10.201.1.20
You entered 10.201.1.20 Is this correct? (y/n)? [y]

Cisco NAC Appliance - Clean Access Server インストレーション コンフィギュレーション ガイド
OL-16411-01-J

4-11

第4章

CAS のインストール

初期設定の実行

プロンプトで、CAS の eth0 IP アドレスを入力して、Enter キーを押します。なお、CAS の eth0 の IP
アドレスは、管理 IP アドレスと同じです。確認のプロンプトで、y を入力してエントリを受け入れる
か、または n を入力してエントリを変更し、信頼できる eth0 ネットワーク インターフェイスの別のア
ドレスを入力します。プロンプトが表示されたら、Enter キーを押して、値を確認します。
ステップ 4

eth0 インターフェイスのサブネット マスクを入力するか、Enter キーを押してデフォルトの
255.255.255.0 を受け入れます。プロンプトに従って値を確認します。
Please enter the netmask for the interface eth0 []: 255.255.255.0
You entered 255.255.255.0, is this correct? (y/n)? [y]

ステップ 5

信頼できるインターフェイスのデフォルト ゲートウェイ アドレスを指定して、Enter キーを押します。
プロンプトに従って値を確認します。
Please enter the IP address for the default gateway []: 10.201.1.1
You entered 10.201.1.1 Is this correct? (y/n)? [y]

ステップ 6

信頼できるインターフェイスの VLAN ID パススルー動作を指定します。デフォルトの動作を受け入れ
るには、プロンプトで n と入力し Enter キーを押します（または単に Enter キーを押します）。デフォ
ルトでは、VLAN パススルーがディセーブルとなり、インターフェイスを通過するトラフィックから
VLAN ID が除去されます。または、y を入力して信頼できるネットワークから信頼できないネット
ワークへ通過するトラフィックに対する VLAN ID パススルーを有効にします。
[Vlan Id Passthrough] for packets from eth0 to eth1 is disabled.
Would you like to enable it? (y/n)? [n]

（注）

•

ほとんどの場合、VLAN ID パススルーをイネーブルにする必要はありません。必要な場合にだけ
VLAN ID パススルーをイネーブルにしてください。この時点でイネーブルにしない場合は、CAS
の Web コンソールの [Network] > [IP] ページか、service perfigo config ユーティリティを使用
していつでも変更できます。どちらの方法でも CAS のリブートが必要になります。

• VLAN 設定に問題があると、CAM から CAS に到達できなくなることがあるため、VLAN を設定
するときは注意してください。

デフォルトでは、VLAN ID はパススルーされません。CAS を通過するパケットからは、VLAN ID が
除去されます（図 4-3 を参照）。この ID は CAS によって保持され、非信頼ネットワークから信頼ネッ
トワークに返信される応答メッセージに付加されます。
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図 4-3

VLAN ID の終了
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VLAN ID パススルーの場合、インターフェイスを通過するトラフィックの ID は維持されます。
図 4-4

VLAN ID パススルー
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ステップ 7

次のプロンプトが表示されたら、信頼できるインターフェイスの管理 VLAN タギングを指定します。
管理 VLAN タギングをディセーブル（デフォルト）のままにするには、N と入力し、Enter キーを押し
ます（または単 Enter キーを押します）。管理 VLAN タギングを有効にするには、Y と入力して Enter
キーを押し、CAS の信頼できるインターフェイスで使用する管理 VLAN ID を指定します。
[Management Vlan Tagging] for egress packets of eth0 is disabled.
Would you like to enable it? (y/n)? [n]

（注）

管理 VLAN ID をあとで変更するには、CAS の Web コンソール ページ [Network] > [IP] から
変更できます。しかし、CAS の [IP] ページで設定を変更するには、CAS のリブートが必要に
なります。

管理 VLAN ID は、独自の VLAN ID がない場合、または ID が隣接インターフェイスで除去された場
合に、パケットに追加されるデフォルト VLAN ID です。プロンプトでの設定は、非信頼ネットワーク
から信頼ネットワークに送信されるトラフィックに適用されます。
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図 4-5

管理 VLAN ID タギングを使用した場合の eth0 出力パケット

ಙ㢗࡛ࡁ࡞࠸ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

ࣃࢣࢵࢺ

ಙ㢗ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

eth0

eth1

Clean Access
Server

⟶⌮
ID

184083

⟶⌮
ID

（注）

•

ほとんどの場合、管理 VLAN タギングをイネーブルにする必要はありません。必要な場合にだけ
イネーブルにしてください。この時点でイネーブルにしない場合は、あとで Web コンソールまた
は service perfigo config ユーティリティを使用して、オプションを変更できます。

• また、VLAN 設定に問題があると、CAM から CAS に到達できなくなることがあるため、VLAN
を設定するときは注意してください。

ステップ 8

次に、信頼できないインターフェイスを設定します。信頼できないインターフェイスは、信頼できない
（管理対象）ネットワークに接続されたインターフェイスです。プロンプトで、信頼できないインター
フェイス（eth1）に使用するアドレスを入力し、Enter キーを押します。CAS をブリッジ（バーチャル
ゲートウェイ）構成に導入する場合を除き、信頼できるインターフェイスと信頼できないインターフェ
イスは異なるサブネット上になければなりません。プロンプトに従って値を確認します。
Please enter the IP address for the untrusted interface eth1 []: 192.168.10.10
You entered 192.168.10.10 Is this correct? (y/n)? [y]

ステップ 9

eth1 インターフェイスのサブネット マスクを入力するか、Enter キーを押してデフォルトの
255.255.255.0 を受け入れます。プロンプトに従って値を確認します。
Please enter the netmask for the interface eth1 []: 255.255.255.0
You entered 255.255.255.0, is this correct? (y/n)? [y]

ステップ 10

信頼できないインターフェイスのデフォルト ゲートウェイ アドレスを入力します。

• CAS が Real-IP ゲートウェイまたは NAT ゲートウェイとして機能する場合は、CAS の信頼できな
いインターフェイス eth1 の IP アドレスを設定する必要があります。
• CAS が バーチャル ゲートウェイ（ブリッジ）として機能する場合、信頼できる側で使用されるデ
フォルト ゲートウェイ アドレスと同じアドレスを設定できます。
Please enter the IP address for the default gateway []: 192.168.10.1
You entered 192.168.10.1 Is this correct? (y/n)? [y]

ステップ 11

非信頼ネットワークから信頼ネットワークに送信されるトラフィックの VLAN パススルー動作を指定
します。デフォルト動作（ディセーブル）を受け入れる場合は、プロンプトで n を入力し、Enter キー
を押します（または単に Enter キーを押します）。非信頼ネットワークからのトラフィックに対して
VLAN ID パススルーをイネーブルにする場合は、y を入力します。
[Vlan Id Passthrough] for packets from eth1 to eth0 is disabled.
Would you like to enable it? (y/n)? [n]
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図 4-6

VLAN ID パススルー
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ステップ 12

次のプロンプトが表示されたら、信頼できないインターフェイスの管理 VLAN タギングを指定します。
管理 VLAN タギングをディセーブル（デフォルト）のままにするには、N と入力し、Enter キーを押し
ます（または単 Enter キーを押します）。管理 VLAN タギングを有効にするには、Y と入力して Enter
キーを押し、CAS の信頼できないインターフェイスで使用する管理 VLAN ID を指定します。
[Management Vlan Tagging] for egress packets of eth1 is disabled.
Would you like to enable it? (y/n)? [n]

（注）

管理 VLAN ID をあとで変更するには、CAS の Web コンソール ページ [Network] > [IP] から
変更できます。しかし、CAS の [IP] ページで設定を変更するには、CAS のリブートが必要に
なります。

図 4-7

管理 VLAN ID タギングを使用した場合の eth1 出力パケット
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ステップ 13

CAS のホスト名を指定します（デフォルトは nacserver）。プロンプトが表示されたら、アドレスを入
力して確認します。
Please enter the hostname [nacserver]: cas1
You entered cas1 Is this correct? (y/n)? [y]
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ステップ 14

使用環境内の Domain Name System（DNS; ドメイン ネーム システム）サーバの IP アドレスを指定し
ます。プロンプトが表示されたら、アドレスを入力して確認します。
Please enter the IP address for the name server: []: 172.10.16.16
You entered 172.10.16.16 Is this correct? (y/n)? [y]

ステップ 15

1 つの配置内の CAM および CAS は、共有秘密を使用して相互に認証します。共有秘密は、その配置
の内部パスワードとして使用されます。プロンプトが表示されたら、共有秘密を入力して確認します。
The shared secret used between Clean Access Manager and Clean Access Server is the default
string: cisco123
This is highly insecure. It is recommended that you choose a string that is unique to your
installation.
Please remember to configure all Clean Access Devices with the same string.
Only the first 8 characters supplied will be used.
Please enter the shared secret between Clean Access Server and Clean Access Manager:

注意

ステップ 16

同じ配置内の CAM とすべての CAS に、同じ共有秘密を設定しなければなりません。共有秘密が異
なっていると、相互に通信できません。

CAS の時間設定を指定します。
a. 大陸と海洋のリストからタイムゾーン地域を選択します。リストの該当地域の横に記載されている
数字（たとえば、アメリカなら、2）を入力し、Enter キーを押します。GST-10 のような Posix TZ
フォーマットでタイム ゾーンを入力する場合は、11 を入力します。
>>> Configuring date and time:
The timezone is currently not set on this system.
Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent or ocean.
1) Africa
2) Americas
3) Antarctica
4) Arctic Ocean
5) Asia
6) Atlantic Ocean
7) Australia
8) Europe
9) Indian Ocean
10) Pacific Ocean
11) none - I want to specify the time zone using the Posix TZ format.
#? 2

b. 選択したタイムゾーンに対応する国を選択します。国のリストから該当する国（米国なら 45）を
選択し、Enter キーを押します。
Please select a country.
1) Anguilla
2) Antigua & Barbuda
3) Argentina
4) Aruba
5) Bahamas
6) Barbados
7) Belize
8) Bolivia
9) Brazil
10) Canada
11) Cayman Islands

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

Ecuador
El Salvador
French Guiana
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Jamaica

35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)

Paraguay
Peru
Puerto Rico
St Kitts & Nevis
St Lucia
St Pierre & Miquelon
St Vincent
Suriname
Trinidad & Tobago
Turks & Caicos Is
United States
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12)
13)
14)
15)
16)
17)

Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
Dominican Republic

29)
30)
31)
32)
33)
34)

Martinique
Mexico
Montserrat
Netherlands Antilles
Nicaragua
Panama

46)
47)
48)
49)

Uruguay
Venezuela
Virgin Islands (UK)
Virgin Islands (US)

c. その国に複数のタイム ゾーンがある場合は、その国のタイムゾーン領域が表示されます。リスト
から該当するタイム ゾーン領域を選択し（太平洋標準時なら 19）、Enter キーを押します。
Please select one of the following time zone regions.
1) Eastern Time
2) Eastern Time - Michigan - most locations
3) Eastern Time - Kentucky - Louisville area
4) Eastern Time - Kentucky - Wayne County
5) Eastern Time - Indiana - most locations
6) Eastern Time - Indiana - Crawford County
7) Eastern Time - Indiana - Starke County
8) Eastern Time - Indiana - Switzerland County
9) Central Time
10) Central Time - Indiana - Daviess, Dubois, Knox, Martin, Perry & Pulaski Counties
11) Central Time - Indiana - Pike County
12) Central Time - Michigan - Dickinson, Gogebic, Iron & Menominee Counties
13) Central Time - North Dakota - Oliver County
14) Central Time - North Dakota - Morton County (except Mandan area)
15) Mountain Time
16) Mountain Time - south Idaho & east Oregon
17) Mountain Time - Navajo
18) Mountain Standard Time - Arizona
19) Pacific Time
20) Alaska Time
21) Alaska Time - Alaska panhandle
22) Alaska Time - Alaska panhandle neck
23) Alaska Time - west Alaska
24) Aleutian Islands
25) Hawaii

d. 選択内容を確認するか（1 を入力）、または選択内容をキャンセルしてやり直します（2 を入力）。
The following information has been given:
United States
Pacific Time
Is the above information OK?
1) Yes
2) No

ステップ 17

次のプロンプトが表示されたら、Enter キーを押して現在の日時を確認するか、次のフォーマットで正
しい日時を入力します。プロンプトに従って値を確認します。
Current date and time hh:mm:ss mm/dd/yy [11:23:33 08/22/08]: 11:23:33 08/22/08
You entered 11:23:33 08/22/08 Is this correct? (y/n)? [y]

ステップ 18

Enter キーを押して、一時 SSL 証明書を設定します。証明書を使用すると、CAS と信頼できない（管
理対象）クライアント間のログイン交換が保護されます。証明書は次のように設定します。

a. 証明書を発行する IP アドレスまたはドメイン名を入力します。

（注）

これは、Web サーバが応答する IP アドレスまたはドメイン名でもあります。ドメイン名に
対して DNS がまだ設定されていない場合は、CAS Web コンソールがロードされません。
サーバに DNS エントリを作成するか、CAS のアドレスを使用します。
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b. 組織単位名には、組織の中のその証明書を管理するグループを入力します（test または
engineering など）
。

c. 組織名に証明書を受け取る組織または会社名を入力し（たとえば access）、Enter キーを押します。
d. その組織の法的所在地となっている市または郡の名前を入力し、Enter キーを押します。
e. その組織の所在地を表す 2 文字の州コード（CA または NY など）を入力し、Enter キーを押します。
f. 2 文字の国コード（たとえば US）を入力し、Enter キーを押します。
g. 入力した値の要約が表示されます。表示された値で間違いがなければ、Enter キーを押します。設
定し直す場合は、N を入力します。
You entered the following:
Domain: mydomain.com
Organization unit: test
Organization name: access
City name: My Town
State code: CA
Country code: US
Is this correct? (y/n)? [y]

値を確認すると、証明書が生成され、CAS データベースが初期化されます。
ステップ 19

次のプロンプトで、CAS によるプリログイン バナーのサポートを有効にするかどうかを指定します。
Enable Prelogin Banner Support? (y/n)? [n]

プリログイン バナーの詳細と例については、P.12-3 の図 12-2 を参照してください。
ステップ 20

インストールした CAS の Linux オペレーティングシステムの root ユーザのパスワードを設定します。
root ユーザ アカウントは、シリアル接続または SSH を通じてシステムにアクセスするために使用され
ます。

Cisco NAC アプライアンスは、root ユーザ ログインに対し強力なパスワードを使用できます。パス
ワードは 8 文字以上で、大文字と小文字、数字、その他の文字の組み合わせがサポートされています。
たとえば、パスワード 10-9=One は、各カテゴリの文字を 2 文字以上使用していないため要件を満たし
ていませんが、1o-9=OnE は有効なパスワードです。詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean
Access Manager Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』の「Administer the CAM」の
章の「Manage System Passwords」を参照してください。
For security reasons, it is highly recommended that you change the password for the root
user.
** Please enter a valid password for root user as per the requirements below! **
Changing password for user root.
You can now choose the new password.
A valid password should be a mix of upper and lower case letters,
digits, and other characters. Minimum of 8 characters and maximum
of 16 characters with characters from all of these classes. Minimum
of 2 characters from each of the four character classes is mandatory.
An upper case letter that begins the password and a digit that ends
it do not count towards the number of character classes used.
Enter new password:
Re-type new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.

ステップ 21

次に、CAS ダイレクト アクセス Web コンソールの admin ユーザのパスワードを入力します。
Please enter an appropriately secure password for the web console admin user.
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New password for web console admin:
Confirm new password for web console admin:

ステップ 22

CD-ROM からインストールした場合は、設定完了時に Enter キーを押して CAS をリブートします。
Configuration is complete.
Changes require a REBOOT of Clean Access Server.

ステップ 23

次のコマンドを入力して CAS をリブートします。
# reboot

ステップ 24

これで、初期設定は完了です。CAM のインストールおよび初期設定が完了したら、CAM Web 管理コ
ンソールを使用して、CAM に CAS を追加します（第 5 章「CAS の管理対象ネットワークの設定」を
参照）。

SSL 証明書に関する重要事項
• 一時的な SSL 証明書は、CAS のインストール中に作成しなければなりません。そうしないと、
CAS にアクセスできなくなります。
• CAM および CAS のインストール後、Certificate Signing Request（CSR; 証明書署名要求）の基礎
となる一時証明書を再生成する前に、Web コンソール インターフェイスを通じて、必ず CAM と
CAS の時間を同期させてください。CAS についての詳細は、以下を参照してください。
– 「CAS SSL 証明書の管理」（P.12-7）
– 「システム時刻の同期」（P.12-36）

CAM 証明書についての詳細は、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and
Configuration Guide, Release 4.5(1)』を参照してください。
• 運用環境に CAS を導入する前に、第三者の Certificate Authority（CA; 認証局）から信頼できる証
明書を取得し、一時証明書と置き換えることを強く推奨します（これによりユーザ ログイン中に
エンド ユーザにセキュリティ警告が表示されるのを防ぐことができます）。

（注）

一時証明書が CAS に存在する場合、CAS Web コンソールに、
「EMAILADDRESS=info@perfigo.com, CN=www.perfigo.com, OU=Product, O="Perfigo,
Inc.", L=San Francisco, ST=California, C=US」の CA では CAS と関連するクライアント
マシンがセキュリティ攻撃に対して脆弱になるおそれがあることを警告するメッセージが
表示されます（図 4-8）。この CAS を CAS データベースから削除するには、「信頼できる
CA の管理」（P.12-19）の手順を実行します。
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図 4-8

信頼できる CA を取得し既存の www.perfigo.com の証明書を削除すべきことを警告する Web
管理コンソール メッセージ

CAS CLI コマンド
CAM Web 管理コンソールを使用すれば、Cisco NAC アプライアンスの導入に必要なタスクをほとん
ど実行できます。しかし、以下の 2 つの場合には、CAS のコマンドライン インターフェイスを使用で
きるか使用する必要があります。

• CAS の初期設定のために Cisco NAC アプライアンスの CAS CLI コマンドを使用して CAS の設定
に直接アクセスする場合や、ネットワークまたは VLAN の設定が正しくないために Web 管理コン
ソールが使用できない場合。

• Cisco NAC Profiler ソリューションを購入した場合は、NAC Profiler 用の CAS CLI コマンドを使
用して Cisco NAC Profiler Collector アプリケーションを CAS 上で有効にします。

CLI コマンドを実行するには、SSH を使用して CAS にアクセスし、ユーザ root でログインし、root
ユーザのパスワードを入力します。すでに CAS にシリアルで接続している場合は、root でログインし
たあとにターミナル エミュレーション コンソールから CLI コマンドを実行することができます
（「CD-ROM からの CAM ソフトウェアのインストール」（P.4-9）を参照）。
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Cisco NAC アプライアンスの CAS CLI コマンド
コマンドラインからコマンドを入力するには、service perfigo <command> の形式を使用します。
表 4-1 に、頻繁に使用する Cisco NAC アプライアンスの CLI コマンドの一覧を示します。
表 4-1

CAS 用の Cisco NAC アプライアンスの CLI コマンド

コマンド

説明

service perfigo start

CAS を起動します。CAS がすでに稼動している場合は、警告メッ
セージが表示されます。このコマンドを実行するには、CAS が停止
していなければなりません。

service perfigo stop

Clean Access のサービスをシャットダウンします。
（注）

service perfigo maintenance

管理 VLAN が設定されている場合、このコマンドを実行す
ると、CAS のネットワーク接続が切断されます。代わりに
service perfigo maintenance を使用することもできます。

このコマンドを実行すると CAS がメンテナンス モードになります。
メンテナンス モードでは、基本的な CAS ルータだけが動作し、
VLAN タグ付きパケットの処理が継続されます。このコマンドを使
用すると、管理 VLAN を通じた通信が可能になります。このコマン
ドは、CAS がトランク モードで、ネイティブ VLAN が管理 VLAN
とは異なる環境での使用を想定しています。
（注）

SSH 接続を通じて、バーチャル ゲートウェイ CAS のハイ
アベイラビリティ（フェールオーバー）をテストするときに
は、service perfigo maintenance を使用して、サービス
を停止することができます。

service perfigo platform

このコマンドを使用すると、CAS が標準の CAS アプライアンスな
のか、Cisco ISR ルータ シャーシに設置されている Cisco NAC ネッ
トワーク モジュールなのかを判別できます。出力では、プラット
フォーム設定として APPLIANCE または NME-NAC が表示されま
す。
詳細と設定情報については、『Getting Started with Cisco NAC
Network Modules in Cisco Access Routers』および『Installing Cisco
Network Modules in Cisco Access Routers』を参照してください。

service perfigo restart

Clean Access のサービスをシャットダウンし、再起動します。この
コマンドは、稼動中のサービスを再起動する場合に使用します。
（注）

service perfigo reboot

ハイ アベイラビリティ（フェールオーバー）をテストする
際には、service perfigo restart は使用しないでくださ
い。フェールオーバーをテストするには、マシンに対して
shutdown または reboot を使用するか、CLI コマンドの場合
は service perfigo stop または service perfigo
maintenance のあとに service perfigo start を実行しま
す。

マシンをシャットダウンし、再起動します。Linux の reboot コマン
ドも使用できます。
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表 4-1

CAS 用の Cisco NAC アプライアンスの CLI コマンド （続き）

コマンド

説明

service perfigo config

コンフィギュレーション スクリプトを起動します。このスクリプト
で CAS コンフィギュレーションを変更できます。service perfigo
config が完了したら、 CAS を再起動する必要があります。スクリ
プトの使用法については、「初期設定の実行」（P.4-11）を参照して
ください。

service perfigo time

タイム ゾーンの設定値を変更する際に使用します。

NAC Profiler 用の CAS CLI コマンド
CAS には、Cisco NAC Profiler Collector コンポーネントのデフォルトのバージョンが付属していま
す。Cisco NAC Profiler Collector を Cisco NAC Profiler ソリューションと統合するときには、個別に
有効にして設定する必要があります。表 4-2 に、Cisco NAC Profiler Collector サービス向けに CAS 上
で実行される CLI コマンドの一覧を示します。Cisco NAC Profiler ソリューションの詳細は、『Cisco
NAC Profiler Installation and Configuration Guide』および『Release Notes for Cisco NAC Profiler』を
参照してください。

（注）

CAS 上の Collector のバージョンを表示するには、Collector サービスが稼動している CAS に SSH で
接続し、rpm -q Collector と入力します。
表 4-2

CAS 用の Cisco NAC Profiler Collector CLI コマンド

コマンド

説明

service collector start

CAS 上で Collector サービスを起動します。

service collector stop

CAS 上で Collector サービスをシャットダウンします。

service collector verify

CAS 上で稼動中の設定済みの Collector サービスを表示します。
Collector Network
Collector Name
Connection Type
Listen on IP
Network IP ACL
127.0.0.1
10.10.0.211
10.10.0.210
10.10.0.212
Port Number
Encryption type
Shared secret

service collector status

Configuration
= bcas1-fw
= server
= 10.40.1.10

= 31416
= AES
= profiler

次のように、CAS 上の個別の Collector モジュールの稼動状態を
表示します。
Profiler Status
o Server
o Forwarder
o NetMap
o NetTrap
o NetWatch
o NetInquiry
o NetRelay

Not Installed
Running
Running
Running
Running
Running
Running
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表 4-2

CAS 用の Cisco NAC Profiler Collector CLI コマンド （続き）

コマンド

説明

service collector restart

CAS 上で Collector サービスを停止し起動します。このコマンド
は、稼動中のサービスを再起動する場合に使用します。

service collector config

Collector サービスの設定スクリプトを起動し、Cisco NAC
Profiler Server との通信を可能します。次の例を参考にしてくだ
さい。
[root@caserver12 /]# service collector config
Enable the NAC Collector (y/n) [y]:
Configure NAC Collector (y/n) [y]:
Network configuration to connect to a NAC Profiler
Server
Connection type (server/client) [client]:
Connect to IP [127.0.0.1]: 192.168.96.20
Port number [31416]:
Encryption type (AES, blowfish, none) [AES]: none
Shared secret []: cisco1232
-- Configured caserver12-fw
-- Configured caserver12-nm
-- Configured caserver12-nt
-- Configured caserver12-nw
-- Configured caserver12-ni
-- Configured caserver12-nr
NAC Collector has been configured

インストールと設定の詳細は、『Cisco NAC Profiler Installation
and Configuration Guide』を参照してください。
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ファイアウォールを通じた CAM/CAS の接続
CAM と CAS の間の通信を可能にするためにファイアウォール内のどのポートをオープンするかにつ
いての詳細は、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration Guide,
Release 4.5(1)』を参照してください。

NAT ファイアウォールの背後にある CAS の設定
注意

CAS と CMS の間に NAT ファイアウォールを配置する場合には、CAS はスタンドアロン モードで
あることが必要です。Cisco NAC アプライアンスでは、CAS HA ペアの信頼できる側に NAT ファ
イアウォールが配置されている場合、ハイ アベイラビリティ CAS ペアをサポートしていません。
CAS をファイアウォールの背後に導入する（CAS と CAM の間に NAT ルータがある）場合は、次の
ステップを実行して CAS にアクセスできるようにする必要があります。

ステップ 1

SSH またはシリアル コンソールを使用して CAS に接続します。root ユーザとしてログインします。

ステップ 2

/perfigo/access/bin/ にディレクトリを変更します。

ステップ 3

2 つのファイル restartweb と starttomcat を編集する必要があります。

ステップ 4

各ファイル内で CATALINA_OPTS 変数の定義を検索します。

ステップ 5

変数に -Djava.rmi.server.hostname=<caserver1_hostname> を追加し、caserver1_hostname を変更
対象サーバのホスト名で置き換えます。次の例を参考にしてください。
CATALINA_OPTS="-server -Xms64m -Xmx${MAX}m -Xincgc
-Djava.util.logging.config.file=${CATALINA_HOME}/conf/redirect-log.properties
-Dperfigo.jmx.context=${PERFIGO_SECRET}
-Djava.security.auth.login.config=${CATALINA_HOME}/conf/sso-login.conf
-Dsun.net.inetaddr.ttl=60 -Dsun.net.inetaddr.negative.ttl=10
-Djava.security.egd=file:/dev/urandom"
-Djava.rmi.server.hostname=caserver1”

ステップ 6

service perfigo restart コマンドを入力して、CAS を再起動します。

ステップ 7

配置内の CAS ごとに上記手順を繰り返します。

ステップ 8

SSH またはシリアル コンソールを使用して CAM に接続します。root としてログインします。

ステップ 9

ディレクトリを /etc/ に変更します。

ステップ 10

次の行を追加して、hosts ファイルを編集します。
<public_IP_address>

<caserver1_hostname> <caserver2_hostname>

値は次のとおりです。

• <public_IP_address>ÅF ファイアウォール外部からアクセス可能なアドレス
• <caservern_hostname>：ファイアウォールの背後にある各 CAS のホスト名
これでファイアウォールの背後にある CAS がアドレス指定可能になります。
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NIC カードの追加設定
Configuration Utility スクリプトは、デフォルトでは、CAM と CAS のマシンに eth0（NIC1）と eth1
（NIC2）のインターフェイスがあると想定しますが、この設定は初期インストール時に変更できます。
ご使用のシステムにその他のネットワーク インターフェイス カード（NIC3、NIC4 など）がある場合
は、次の手順で、これらのカード上のインターフェイス（eth2、eth3 など）を追加設定できます。
CAS システムに HA（ハイ アベイラビリティ）を設定する場合は、通常 eth2 の設定が必要です。HA
の場合、eth2（NIC3）インターフェイスに適切なアドレッシングを設定すれば、eth2 は HA-CAS 専用
の UDP ハートビート インターフェイスとして設定されます。
（注）

•

以下に示す手順では、Cisco NAC アプライアンス ハードウェアに NIC が装着され、「機能してい
る」（BIOS および Linux によって認識されている）ことを想定しています。

• NIC カードが BIOS に認識されていない場合（非アプライアンス サーバ マシンの場合など）は、
メーカーの推奨に従って IRQ とメモリの設定を調整しなければならないこともあります。
• BIOS が NIC を認識していれば、ソフトウェア（Linux）も自動的にその NIC を認識します。なん
らかの理由で、NIC が BIOS に認識されているのに、Linux には認識されていない場合は、システ
ムにログインし、kudzu を実行します。これによって、NIC の設定に役立つユーティリティが起動
されます。

追加の NIC を設定するには
ステップ 1

NIC が Linux に認識されているかどうかを確認するため、ifconfig eth<n> と入力します（<n> はイン
ターフェイス番号）。たとえば、すでに 2 つのイーサネット インターフェイスが組み込まれているシス
テムに NIC を 1 つ追加する場合、<n> は 2 になるので、次のように入力します。
ifconfig eth2

ステップ 2

MAC アドレス、送信および受信のカウンタなど、そのインターフェイスに関する情報が表示されま
す。これは、そのインターフェイスが Linux に認識されていて、使用可能な状態であることを示して
います。

ステップ 3

次のディレクトリに変更します。
cd /etc/sysconfig/network-scripts

ステップ 4

vi を使用して、そのインターフェイスの ifcfg ファイルをたとえば、次のように編集します。
vi ifcfg-eth2

ステップ 5

ファイルに次の行を追加します。IPADDR、NETMASK、BROADCAST および NETWORK の値は、ご使用のネッ
トワークに適した実際の値に置き換えてください。
DEVICE=eth2
IPADDR=192.168.0.253
NETMASK=255.255.255.252
BROADCAST=192.168.0.255
NETWORK=192.168.0.252
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet

ステップ 6

ファイルを保存し、システムをリブートします。

ステップ 7

これで、このネットワーク インターフェイスを HA に使用する準備が整いました。
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（注）

詳細については、「CAS ハイ アベイラビリティの要件」（P.13-5）を参照してください。

インストールに関するトラブルシューティング
（注）

トラブルシューティングに関する詳細は、最新版のリリース ノートを参照してください。

NIC ドライバがサポートされていない
詳細は、『Supported Hardware and System Requirements for Cisco NAC Appliance (Cisco Clean
Access)』の「Troubleshooting Network Card Driver Support Issues」を参照してください。

CAS の設定のリセット
ネットワーク、共有秘密、または VLAN 設定が不正なために CAM から CAS に到達できない場合は、
CAS の設定をリセットできます。設定をリセットすると、CAS 設定がインストール時の状態に戻りま
す。インストール後に設定された設定値は失われます。

設定をリセットする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

SSH を使用して CAS に接続します。

ステップ 2

env ファイルを削除します。
# rm /perfigo/access/bin/env

ステップ 3

次のコマンドを使用して、リブートします。
# service perfigo reboot

これで、CAM に CAS を追加できます。第 5 章「CAS の管理対象ネットワークの設定」を参照してく
ださい。
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CAS の管理対象ネットワークの設定
この章では、Clean Access Server（CAS）の管理対象ドメインの設定方法について説明します。この
章の内容は、次のとおりです。

• 「概要」（P.5-1）
• 「CAM への CAS の追加」（P.5-2）
• 「CAS のネットワークの設定」（P.5-11）
• 「SWISS プロトコルを使用した CAS への接続」（P.5-20）
• 「DHCP の設定」（P.5-25）
• 「ネットワークの DNS サーバの設定」（P.5-26）
• 「管理対象サブネットまたはスタティック ルートの設定」（P.5-26）
• 「ARP エントリの設定」（P.5-34）
• 「VLAN 設定の概要」（P.5-35）
• 「バーチャル ゲートウェイ モードでの VLAN マッピング」（P.5-37）
• 「ローカル デバイスおよびサブネットのフィルタリング」（P.5-41）
• 「CAS フォールバック ポリシー」（P.5-47）
• 「NAT セッション スロットル」（P.5-50）
• 「1:1 NAT の設定」（P.5-51）
• 「CAS でのプロキシ サーバ設定」（P.5-53）

概要
CAS をインストールしたら、Clean Access Manager（CAM）のドメインに追加する必要があります。
CAS を追加すると、その管理対象（非信頼）ネットワークを設定できます。
CAS 管理対象ネットワークの設定には、パススルー ポリシーの設定、管理対象サブネット（非信頼
ネットワーク インターフェイスで指定されたアドレス スペースに含まれない管理対象サブネット）の
指定、スタティック ルートの設定、およびここに記載されたその他のタスクが含まれます。
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CAM への CAS の追加
ここでは、次の内容について説明します。

• 「新しいサーバの追加」（P.5-2）
• 「IP アドレス指定に関する考慮事項」（P.5-4）
• 「VLAN がマッピングされたバーチャル ゲートウェイの場合（L2 配置）のその他の注意事項」
（P.5-5）
• 「CAS のリスト」（P.5-6）
• 「CAS と CAM の間の許可の設定」（P.5-7）
• 「CAS を追加するときのトラブルシューティング」（P.5-9）

CAS はほとんどすべての実行時パラメータを CAM から取得するので、CAM のドメインに追加される
まで、動作できません。CAM に追加された CAS は、管理コンソールを介して設定およびモニタでき
ます。

新しいサーバの追加
（注）

CAS を バーチャル ゲートウェイ モード（In-Band [ インバンド ] または Out-Of-Band [OOB; アウトオ
ブバンド ]）に設定する場合は、Web 管理コンソールを通じて、CAM への CAS の追加が完了するま
で、その CAS の信頼できないインターフェイス（eth1）をディセーブルにするか、またはケーブルを
外しておく必要があります。eh1 インターフェイスが接続された状態のままバーチャル ゲートウェイ
モードの CAS のインストールと初期設定を行うと、ネットワークの接続に問題が生じることがありま
す。
VLAN がマッピングされたバーチャル ゲートウェイの場合（インバンドまたは OOB）、[Device
Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [VLAN Mapping] で VLAN マッ
ピングが正しく設定されるまで、CAS の信頼できないインターフェイス（eth1）をスイッチに接続し
ないでください。
詳細については、「VLAN がマッピングされたバーチャル ゲートウェイの場合（L2 配置）のその他の
注意事項」（P.5-5）を参照してください。

1. Web ブラウザを開き、URL として CAM の IP アドレスを入力して、CAM Web 管理コンソールに
アクセスします。

2. [Device Management] モジュールに移動して、[CCA Servers] をクリックします。

3. [New Server] タブをクリックして、新しい CAS を追加します。
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図 5-1

New Server

4. [Server IP address] フィールドに、CAS の信頼できる（eth0）インターフェイスの IP アドレスを
入力します。

CAS の eth0 の IP アドレスは、Management IP アドレスと同じです。

（注）

5. [Server Type] ドロップダウン メニューで、CAS をブリッジとして機能させるのか、またはゲート
ウェイとして機能させるのかを設定します。インバンド処理の場合は、環境に応じて、次の CAS
動作モードの 1 つを選択します。
–

[Virtual Gateway]：CAS は非信頼ネットワークと既存ゲートウェイ間のブリッジとして機能
します。

（注） 「VLAN がマッピングされたバーチャル ゲートウェイの場合（L2 配置）のその他の注意事項」
（P.5-5）を参照してください。

–

[Real-IP Gateway]：CAS は非信頼ネットワークのゲートウェイとして機能します。

–

[NAT Gateway]：CAS は非信頼ネットワークのゲートウェイとして機能し、Network Address
Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）サービスを実行します。

（注）

NAT ゲートウェイ モードは、テストの簡易化を主目的としているため、最低限のネットワー
ク設定だけで、簡単に初期セットアップが可能です。ただし、処理できる接続数が限られてい
るので、NAT ゲートウェイ モード（インバンドでも OOB でも）の実稼働環境への導入はサ
ポートされていません。詳細については、「NAT ファイアウォールの背後にある CAS の設定」
（P.4-24）および「NAT セッション スロットル」（P.5-50）を参照してください。

6. OOB 対応ライセンスを Clean Access 配置に適用すると、ドロップダウン メニューにアウトオブ
バンド サーバ タイプが表示されます。OOB では、クライアント トラフィックが認証および証明
中にインバンド（Clean Access ネットワーク内）に収まっている間、CAS は Virtual、Real-IP、
または NAT ゲートウェイとして機能します。認証および証明されたクライアントは「OOB」
（Clean Access ネットワークを通過しない）と見なされ、信頼ネットワークに直接接続できます。
CAS の動作モードを次の中から 1 つ選択します。
– [Out-of- Band Virtual Gateway]：認証および証明中は、CAS はバーチャル ゲートウェイとし
て動作します。その後、そのユーザは OOB に切り替わります（つまり、アクセス ネットワー
クに直接接続されます）。
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– [Out-of- Band Real-IP Gateway]：認証および証明中は、CAS は Real-IP ゲートウェイとして
動作します。その後、そのユーザは OOB に切り替わります（つまり、アクセス ネットワーク
に直接接続されます）。

– [Out-of- Band NAT Gateway]：認証および証明中は、CAS は NAT ゲートウェイとして動作し
ます。その後、そのユーザは OOB に切り替わります（つまり、アクセス ネットワークに直接
接続されます）。

（注）

NAT ゲートウェイ（インバンド、OOB ともに）は、実稼働環境への導入はサポートされ
ていません。

CAM は、そのドメイン内のインバンド CAS と OOB CAS のどちらも制御できます。ただし、
CAS 自体は、インバンドと OOB のいずれか一方に設定しなければなりません。
インバンド動作モードの詳細については、「CAS の動作モード」（P.1-1）を参照してください。
OOB 動作モードの詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation
and Configuration Guide, Release 4.5(1)』の「Switch Management and Configuring Out-of-Band
(OOB) Deployment」を参照してください。

7. [Add Clean Access Server] をクリックします。CAM は、ネットワーク上でその CAS を探し、管
理対象 CAS のリストに追加します。

IP アドレス指定に関する考慮事項
（注）

•

ほとんどのサーバ ハードウェア タイプでは、一般的に eth0 と eth1 は最初の 2 つのネットワーク
カード（NIC 1 および NIC 2）に対応付けられます。

• バーチャル ゲートウェイ（IB または OOB）の場合、CAS が Web コンソール経由で CAM に追加
され、[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [VLAN
Mapping] で VLAN マッピングが正しく設定された後になるまで、CAS の非信頼インターフェイ
ス（eth1）をスイッチに接続しないでください。

Real-IP モードの場合：
• CAS の信頼できるインターフェイス（eth0）と信頼できないインターフェイス（eth1）を異なる
サブネット上に配置しなければなりません。

• スタティック ルートを L3 スイッチまたはルータに追加し、管理対象サブネットのトラフィックを
各 CAS の信頼できるインターフェイスにルーティングする必要があります。
• DHCP リレーを使用している場合は、管理対象サブネットに戻るルートが DHCP サーバにあるこ
とを確認してください。

NAT ゲートウェイ モードの場合：
• CAS の信頼できるインターフェイス（eth0）と信頼できないインターフェイス（eth1）を異なる
サブネット上に配置しなければなりません。
バーチャル ゲートウェイ モードの場合：

• CAS および CAM は異なるサブネット（または VLAN）上に配置する必要があります。
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• CAS の信頼できるインターフェイス（eth0）と信頼できないインターフェイス（eth1）に、同じ
IP アドレスを使用できます。
（注：このアドレスは、L3 スイッチ仮想インターフェイス [SVI] の IP アドレスと同等のアドレス
です）

• ブリッジングされたサブネット内のすべてのエンド デバイスは、CAS の信頼できない側になけれ
ばなりません。

• 管理対象サブネットは、CAS で管理されるすべてのユーザ サブネットの CAS で設定されている必
（CAS が使用
要があります。管理対象サブネットを設定する場合、サブネット アドレスではなく、
する）そのサブネットで未使用の IP アドレスを入力していることを確認してください。
• バーチャル ゲートウェイ モードに設定すると、CAS は DHCP パススルーに自動的に設定されま
す。

• クライアントからのトラフィックは、ゲートウェイに到達する前に CAS を通過する必要がありま
す。

OOB バーチャル ゲートウェイ モードの場合：
CAS が OOB バーチャル ゲートウェイである場合、次の点も適用されます。
• CAS インターフェイスは CAM と異なるサブネット（または VLAN）に配置しなければなりませ
ん。

• CAS 管理 VLAN は、ユーザ VLAN やアクセス VLAN とは異なる VLAN に配置しなければなり
ません。

VLAN がマッピングされたバーチャル ゲートウェイの場合（L2 配置）の
その他の注意事項
1. CAS の信頼できる IP アドレスと信頼できない IP アドレスとの通信を行うには、CAS の IP ページ
（およびネットワーク構成）で管理 VLAN を設定する必要があります。
2. CAS eth0 および eth1 が接続されたスイッチ ポートのネイティブ VLAN ID は、原則として、本来
未使用の 2 つの VLAN ID（999、998 など）に設定する必要があります。ネットワークで使用して
いないアドレス範囲から、2 つの VLAN ID を選択します。
3. （[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [VLAN Mapping]
で）CAS に VLAN マッピング エントリを設定し、イネーブルにするまでは、CAS の eth1（信頼
できないインターフェイス）を接続しないでください。詳細は、「VLAN マッピングの設定」
（P.5-39）を参照してください。

注意

（注）

スイッチ エラーを回避するには、CAS に VLAN マッピングを正しく設定してから、CAS の eth1
インターフェイスを接続します。そうしないと、スパニング ツリー ループが発生して、スイッチが
シャットダウンすることがあります。

CAS は、イーサネット フレームを受信する必要があり、イーサネットだけを Logical Link Control
（LLC; 論理リンク制御）プロトコルとしてサポートします。SNA または IPX などの非 IP プロトコル
については、LLC プロトコルとしてイーサネットが使用され、CAS がバーチャル ゲートウェイ モー
ドであり、VLAN マッピングが存在しない（つまり、エッジ配置モードである）場合にだけ CAS でサ
ポートできます。
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CAS のリスト
CAM に CAS を追加すると、[List of Servers] タブに、その CAS が表示されます。
図 5-2

List of Servers

各 CAS エントリには、その CAS の IP アドレス、サーバ タイプ、場所、接続状態が表示されます。さ
らに、次の 4 つの管理制御アイコン、[Manage]、[Disconnect]、[Reboot]、[Delete] が表示されます。
CAS の横にある [Manage] アイコンをクリックして、CAS の管理ページにアクセスします。
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CAS と CAM の間の許可の設定
CAS を CAM に追加するとき、アプライアンスと拡張されたネットワーク セキュリティの間で相互の
許可をイネーブルにすることもできます。
管理者は、CAM の [Authorization] Web コンソール ページを使用して、1 つ以上の CAS の
Distinguished Names（DN; 認定者名）を入力し、CAM と CAS の間でセキュアな通信を行うことがで
きます。許可機能をイネーブルにし、1 つ以上の CAS を [Authorized CCA Servers] リストに追加する
と、CAM はリストに含まれていない CAS からの通信を受け付けなくなります。そのため、ネット
ワークでこの機能を採用しイネーブルにする場合には、ネットワーク内の全ての CAS の CAM-CAS 接
続を維持するために、 すべての管理対象 CAS を [Authorized CCA Servers] リストに追加する必要が
あります。
同様に、CAM と CAS の間で双方向の許可を確立するには、ネットワーク内の全ての CAS に対してこ
の機能をイネーブルにし CAM DN を指定する必要があります。

（注）

証明書情報を更新するとサービスが再起動されるため、CAS 上の信頼できる CA を更新するときには、
数分間のダウンタイムがあります。これは、CAM と CAS が相互許可を使用して通信し、証明書を変
更するときや新たな信頼できる CA をインポートするときに CAS をリブートする必要はないものの、
ネットワーク セキュリティのために CAM と CAS の間の接続が「リセット」されるためです。そのた
め、この種の操作は Cisco NAC アプライアンスのネットワーク トラフィックが非常に少ない時間帯に
実行することを推奨します。

CAM または CAS を HA 環境に配置した場合は、HA プライマリ アプライアンスの DN だけを指定す
ることで、HA ペアの HP プライマリ マシンと HA セカンダリ マシンの両方に対して許可をイネーブ
ルにできます。たとえば、CAM が CAS HA ペアを 1 つ管理する場合、CAM の [Authorization] ペー
ジ上で HA プライマリ CAS だけをリストに含める必要があります。同様に、CAM HA ペアによって管
理されている CAS に対してこの機能をイネーブルにする場合は、CAS の [Authorization] ページで HA
プライマリ CAM だけをリストに含める必要があります。

CAS と CAM の間の許可を設定するための手順の要約
1. CAM Web コンソールの [Device Management] > [Clean Access Servers] > [Authorization] で、
CAS の許可を設定します（「許可をイネーブルにし許可された CAM を指定する」（P.5-8）を参
照）。

2. CAS Web コンソールの [Administration] > [Authorization] で、CAM の許可を設定します（『Cisco
NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』の
「Enable Authorization and Specify Authorized Clean Access Servers」を参照してください）。
3. 実稼働環境に配置する前に、CAM および CAS の信頼できる CA が署名した証明書を入手し、
[Administration] > [SSL] > [Trusted Certificate Authorities]（CAM の場合）および
[Administration] > [SSL] > [Trusted Certificate Authorities] （CAS の場合）で CAM および CAS
にインポートします。

警告

以前の配置で不完全、正しくない、壊れた SSL 証明書のチェーンを使用している場合は、リ
リース 4.5 へのアップグレード後に、CAM および CAS の通信に失敗することがあります。
リリース 4.5 にアップグレードするには、証明書チェーンを修正する必要があります。リリー
ス 4.5 へのアップグレード後に CAM または CAS 上での証明書のエラーを修正する方法につ
いては、トラブルシューティング テクニカル ノート『How to Fix Certificate Errors on the
CAM/CAS After Upgrade 』を参照してください。
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4. Cisco NAC アプライアンスのリリースをアップグレードする場合は、CAM の [Administration] >
[CCA Manager] > [SSL] > [Trusted Certificate Authorities] および CAS の [Administration] >
[SSL] > [Trusted Certificate Authorities] で信頼できる CA をクリーンアップします（「信頼できる
CA の管理」（P.12-19）および『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and
Configuration Guide, Release 4.5(1)』の「View and Remove Trusted Certificate Authorities」を参
照してください）。

（注）

CAS HA ペアで許可機能を使用する場合、1 つの CAS からそのハイ アベイラビリティの相手に許可設
定を正確に複製できるようにするため、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation
and Configuration Guide, Release 4.5(1)』の「Backing Up and Restoring CAM/CAS Authorization
Settings」に示されているガイドラインに従ってください。

許可をイネーブルにし許可された CAM を指定する
許可をイネーブルにし CAM の CAS との許可された通信を指定するには
ステップ 1

Web ブラウザを開き、URL または アドレス フィールドに CAS の信頼できる（eth0）インターフェイ
スの IP アドレスを入力します（https://<CAS_eth0_IP_address>/admin）。次の例を参考にしてくだ
さい。
https://172.16.1.2/admin

ステップ 2

[Administration] > [Authorization] を開きます（図 5-3）。
図 5-3

ステップ 3

[Administration] > [Authorization]

[Enable CCA Server Authorization] をクリックして、Cisco NAC アプライアンスの許可機能をオンに
します。

警告

ステップ 4

[Enable CCA Server Authorization] オプションをクリックする場合は、CAS とセキュア
に通信する許可を与える CAM の 1 つ以上の完全な認定者名も必ず入力してください。この機
能をイネーブルにし CAM の認定者名を 1 つも入力しないと、ネットワーク内のどの CAM と
も通信できなくなります。
プラス アイコン「+」をクリックし、CAS とセキュアに通信することを許可する CAM の完全な認定
者名を入力します。たとえば、「CN=110.21.2.123, OU=cca, O=cisco, L=sj, ST=ca, C=us」というテキ
スト文字列を [Distinguished Name] フィールドに入力します。
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（注）

ステップ 5

認定者名の構文は正確であることが必要です。CAS 上で CAM の正確な名前を指定するために、
[Administration] > [CCA Manager] > [SSL] > [X509 Certificate] CAM Web コンソール ページの証明
書情報テーブルの [CCA Manager Certificate] エントリから CAM DN をコピーし、CAS の
[Authorization] ページに貼り付けることをお勧めします。
追加した CAM が CAS と双方向で通信できるようにするため、[Update] をクリックします。

[Update] をクリックすると、CAS で CAS と CAM の間の [Authorized CCA Manager] リストにある
サービスが再起動され、Cisco NAC アプライアンス システムにログインしているユーザが短時間中断
されることがあります。

CAS を追加するときのトラブルシューティング
CAS を CAM に追加できない場合、次の点を確認してください。
1. CAS から CAM への接続および CAM から CAS への接続を ping します。
a. CAS が ping 不可能の場合、ネットワークの設定に問題があると考えられます。service
「CAS CLI
perfigo config を使用してネットワーク設定をリセットします。詳細については、
コマンド」（P.4-20）を参照してください。
b. ping で CAS に到達できるのに、CAM に追加できない場合は、次の手順を実行します。
–

CAS の eth1 インターフェイスを物理的に切断します。

–

2 分間待ってから、CAM の Web コンソールからその CAS を再度追加します。

–

CAS が正常に追加されたら、CAS の eth1 インターフェイスを物理的に接続します。

2. CAM から CAS への SSH および CAS から CAM への SSH にエラーがないことを確認します。
3. cat /root/.secret の下の CAM および CAS 両方の共有秘密鍵を確認します。同じでない場合
は、service perfigo config で共有秘密をリセットします。

4. SSL 証明書を確認します。詳細については、このマニュアルの「CAS での一般的な SSL 証明書の
設定」（P.12-11）および「証明書に関する問題のトラブルシューティング」（P.12-32）と、CAS ガ
イドの対応する部分を参照してください。

5. 製品ライセンスを確認します。OOB を使用している場合、OOB のライセンスを持っていることを
確認してください。OOB を実行している場合、Web 管理コンソールの左側のペインに、「スイッ
チ管理」モジュールが表示されます。アップグレード時には、以前のライセンスがすでに OOB 対
応になっている必要があり、そうでない場合は OOB 機能を使用するための新しいライセンスを取
得する必要があります。「製品ライセンスおよびサービス契約のサポート」（P.2-5）を参照してく
ださい。

6. SSH 経由で CAM と CAS の日付と時刻を確認します。日付と時刻の差異は、3 分以内になってい
る必要があります。

– CAS および CAM での時刻を確認するには、date コマンドを発行します。
– CAS および CAM での時刻を変更するには、service perfigo time コマンドを発行します。
7. CAS が バーチャル ゲートウェイ モードである場合、CAM および CAS が異なるサブネット（ま
たは VLAN）上に配置されていることを確認します。
8. CAS が バーチャル ゲートウェイ モードであり、CAS の両方のポートが同一スイッチに接続され
ている場合は、次の手順を実行します。

a. CAS の eth1 インターフェイスを物理的に切断します。
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b. VLAN マッピングを設定します（[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage
[CAS_IP]] > [Advanced] > [VLAN Mapping]）。
c. 2 分間待機します。
d. CAS の eth1 インターフェイスを物理的に接続します。
9. CAM のイベント ログを確認します（[Monitoring] > [Event Logs]）。このように確認すると、ライ
センスの問題であるか、他の問題であるかを突き止めることに役立ちます。

10. RMI ポートをブロックするファイアウォール ルールがないことを確認します（詳細は、「ファイア
ウォールを通じた CAM/CAS の接続」（P.4-24）を参照）。
11. CAM および CAS の両方で service perfigo restart を実行します。
12. CAM および CAS の両方で service perfigo reboot を実行します。
13. TAC に連絡します。「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.-xviii）を参照してく
ださい。

CAS の切断、リブート、削除の詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager
Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』の「Working with Clean Access Servers」を参
照してください。
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CAS のネットワークの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「CAS 管理ページの操作」（P.5-11）
• 「[IP] フォーム」（P.5-12）
• 「CAS タイプの変更」（P.5-15）
• 「L3 サポートのイネーブル化」（P.5-17）

CAS 管理ページの操作
[List of Servers] タブで CAS の [Manage] アイコンをクリックすると、CAS 管理ページが表示され、
CAS の [Status] タブのデフォルト ビューが表示されます（図 5-4 を参照）。
図 5-4

CAS 管理ページ

CAS 管理ページのその他のタブは、次のとおりです。
• [Status]：CAS モジュールのステータス（Started または Stopped）。
• [Network]：CAS 自体の操作モードおよびインターフェイス設定（IP アドレス、VALN、L2 また
は L3）、DNS 設定、SSL 証明書管理、および管理対象サブネットの DHCP 設定。
• [Filter]：ローカル（CAS ごと）デバイスおよびサブネット アクセス ポリシー、ローカル トラ
フィック制御および帯域幅ポリシー（ロールごと）、およびローカルの [Certified Device] リストと
[Floating Device] リスト。
• [Advanced]：管理対象サブネット（L2）またはスタティック ルート（L3）などの CAS のルー
ティング設定、バーチャル ゲートウェイの VLAN マッピング、NAT、1:1 NAT、ARP、およびプ
ロキシ サーバ設定。
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• [Authentication]：ローカル ログイン ページのイネーブルおよびコンフィギュレーション設定、
VPN コンセントレータ SSO および Windows AD SSO。
• [Misc]：CAS ソフトウェア アップグレード、システムの時刻、および全ユーザのハートビート タ
イマー。
各タブ内のサブメニュー リンクをクリックし、各設定フォームにアクセスします。

[IP] フォーム
[Network] タブの [IP] フォーム（図 5-5 を参照）には初期インストールでの CAS のネットワーク設定
（または、service perfigo config ユーティリティを使用した設定）が、CAM への CAS の追加時に選択
された CAS 動作モードとともに表示されます。L3 または L2 strict 配置の CAS を設定するには [IP]
フォームを使用する必要がありますが、このフォームを使用すれば、次で説明するように、CAS の IP
アドレスおよびネットワーク設定を表示または変更できます。
1. Web コンソールで [Device Management] > [CCA Servers] > [List of Servers] > [Manage [CAS_IP]]
> [Network] > [IP] の順に進み、[IP] フォームにアクセスします。
図 5-5

CAS ネットワーク IP 設定

2. CAS [IP] フォームには次の設定が含まれています。
「CAM への CAS の追加」
（P.5-2）を実行し
• [Clean Access Server Type]：CAS の動作モードです。
た場合に設定されます。詳細については、「CAS タイプの変更」（P.5-15）を参照してください。

– In-Band：Virtual Gateway、Real-IP Gateway、NAT Gateway
– OOB：Out-of-Band Virtual Gateway、Out-of-Band Real-IP Gateway、Out-of-Band NAT
Gateway
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（注）

NAT ゲートウェイ（インバンド、OOB ともに）は、実稼働環境への導入はサポートされ
ていません。

• [Enable L3 support]：このオプションがイネーブルになっている場合、CAS では任意のホップ数
離れているすべてのユーザが許可されます。マルチホップ L3 インバンド配置の場合にこの設定を
行うと、Web ログインユーザおよび Clean Access Agent または Cisco NAC Web Agent ユーザの
CAS L3 検出が CAS レベルでイネーブルまたはディセーブルになります。この設定が行われると、
ルーティング テーブルを使用してパケットを送信するように CAS が設定されます。詳細について
は、「L3 サポートのイネーブル化」（P.5-17）を参照してください。
• [Enable L3 strict mode to block NAT devices with Clean Access Agent]：このオプションが
（[Enable L3 support] とともに）オンになっている場合、CAS は Clean Access Agent または Cisco
NAC Web Agent によって送信された IP アドレスに対してユーザ パケットの送信元 IP アドレスを
検証し、これらのユーザと CAS の間で NAT デバイスを使用したすべての L3 エージェント ユーザ
をブロックします。詳細については、「L3 strict モードのイネーブル化」（P.5-18）を参照してくだ
さい。

• [Enable L2 strict mode to block L3 devices with Clean Access Agent]：このオプションがイネーブ
ルになっている場合、CAS は、Clean Access Agent または Cisco NAC Web Agent によって送信さ
れた MAC アドレスにとユーザ パケットの送信元 MAC アドレスを照合し、すべての L3 エージェ
ント ユーザ（CAS から 2 ホップ以上離れたユーザ）をブロックします。ユーザがネットワークに
アクセスするには CAS とユーザのクライアント マシンの間にあるルータをすべてなくす必要があ
ります。詳細については、「L2 strict モードのイネーブル化」（P.5-19）を参照してください。
• すべての L3 または L2/L3 strict オプションをチェックしないまま変更しない（デフォルト設定）：
CAS は L2 モードで動作し、すべてのクライアントが 1 ホップ離れていると想定します。CAS は、
CAS とクライアントの間にルータが配置されているかどうかを区別できません。ルータの MAC
アドレスは、ログインする最初のユーザおよび以降のユーザのマシンとして許可されます。MAC
アドレスは認識されないため、ルータを介して送受信を行う実際のクライアント マシンでは
チェックが実行されません。

（注）

•

L2 配置だけを使用する場合は、[Enable L3 support] オプションがオフであることを確認してくだ
さい。

• L3 および L2 strict オプションは同時に使用できません。一方のオプションをイネーブルにすると、
他方のオプションがディセーブルになります。

• L3 または L2 strict モードをイネーブルまたはディセーブルにするには、設定を有効にするために
必ず CAS の Update および Reboot を実行する必要があります。Update を実行すると、次にリ
ブートするまで、変更された設定が Web コンソールに維持されます。Reboot を実行すると、CAS
のプロセスが起動します。

• [Platform]：CAS のプラットフォームの種類です。この設定は、CAS が標準の CAS アプライア
ンスの場合には APPLIANCE となり、CAS が Cisco ISR ルータ シャーシに搭載された Cisco
NAC ネットワークモジュールである場合には NME-NAC となります。

Cisco NAC ネットワーク モジュールの詳細は、「Cisco NAC アプライアンスのハードウェア プ
ラットフォーム」（P.2-5）に含まれている Cisco NAC ネットワーク モジュールの情報を参照して
ください。
インストールと設定の詳細は、『Getting Started with NAC Network Modules in Cisco Access
Routers』および『Installing Cisco Network Modules in Cisco Access Routers』を参照してくださ
い。
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（注）

またた、CAS の CLI コマンド service perfigo platform を使用して CAS のプラット
フォームの種類を特定することもできます。詳細は P.4-21 の表 4-1 を参照してください。

• [Trusted Interface]：信頼できるインターフェイス（eth0）は CAS と信頼できるバックエンド ネッ
トワークを接続します。

– [IP Address]：CAS の信頼できる（eth0）インターフェイスの IP アドレス
– [Subnet Mask]：信頼できるインターフェイスのサブネット マスク
– [Default Gateway]：

Real-IP ゲートウェイの場合：ネットワークの中央ルータ アドレスなど、信頼ネットワークの
デフォルト ゲートウェイのアドレス
バーチャル ゲートウェイの場合：CAS の信頼ネットワーク側の既存ゲートウェイのアドレス

– [Set management VLAN ID]：信頼できるインターフェイスに設定されている場合は、信頼
ネットワーク宛のパケットに、指定された VLAN ID が追加されます。

（注）

バーチャル ゲートウェイに必要な追加情報については、「ネイティブ VLAN、管理
VLAN、ダミー VLAN」（P.5-37）も参照してください。

– [Pass through VLAN ID to managed network]：選択されている場合、パケット内の VLAN ID
は変更されないまま、インターフェイスを通過します。

• [Untrusted Interface]：信頼できないインターフェイス（eth1）は CAS と 非信頼管理対象ネット
ワークを接続します。

– [IP Address]：CAS の信頼できない（eth1）インターフェイスの IP アドレス
– [Subnet Mask]：信頼できないインターフェイスのサブネット マスク
– [Default Gateway]：

Real-IP ゲートウェイの場合：デフォルト ゲートウェイは、CAS の信頼できないインター
フェイスの IP アドレスです。
バーチャル ゲートウェイの場合：デフォルト ゲートウェイは、CAS の信頼ネットワーク側の
既存ゲートウェイのアドレスです。

– [Set management VLAN ID]：信頼できないインターフェイスに設定されている場合は、クラ
イアント宛のパケットに、指定された VLAN ID が追加されます。
– [Pass through VLAN ID to managed network]：選択されている場合、パケット内の VLAN ID
は変更されないまま、インターフェイスを通過します。

3. 設定を変更したら、[Update] および [Reboot] をクリックします。
Update を実行すると、次にリブートするまで、変更された設定が Web コンソールに維持されま
す。

Reboot を実行すると、CAS のプロセスが起動します。CAS は新しい設定で再起動します。
（注）

変更された CAS IP 設定を有効にする場合は必ず、CAS に Update および Reboot を実行する必要があ
ります。
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（注）

ハイ アベイラビリティ CAS ペアの場合、CAS 管理ページまたは CAS ダイレクト アクセス Web コン
ソールによって HA プライマリ CAS で実行された CAS ネットワークの設定変更もまた、スタンバイ
CAS ユニットでダイレクト アクセス Web コンソールによって繰り返す必要があります。これらの設定
には、SSL 証明書、システム時刻、タイム ゾーン、DNS、またはサービス IP の更新が含まれます。詳
「CAS ダイレクト アクセス Web コンソール」
（P.12-2）および「ハイ アベイラビリティ
細については、
設定の変更」（P.13-28）を参照してください。

（注）

CAS の IP アドレスを変更するとき、CAS の DNS 名に基づく CA 署名付き証明書がない場合、「CAS
SSL 証明書の管理」（P.12-7）にある説明に従って、証明書を再度生成する必要もあります。

CAS タイプの変更
CAS を CAM に追加する場合、インバンドまたは OOB Real-IP、NAT、またはバーチャル ゲートウェ
イのいずれかの動作モードを指定します。ここでは、CAM に追加された CAS のサーバ タイプを別の
動作モードに変更する方法を示します。

（注）

インバンド モードから OOB モードに CAS を変更するには、OOB 対応ライセンスが必要です。

NAT と Real-IP ゲートウェイ モード間の切り替え
NAT モードと Real-IP ゲートウェイ モードの間で切り替えるには、次の手順を実行します。
• CAM 管理コンソールで必要な設定変更を行います（たとえば、IP フォームでタイプを選択した
り、NAT の動作や DHCP プロパティを設定するなど）。
• CAS の eth1 インターフェイスの IP アドレスと割り当て可能なすべての DHCP アドレス（使用し
ている場合）がルーティング可能であることを確認します。

• HA 配置で 2 つの CAS が設定されている場合、必要な変更を行ったあと、HA プライマリ CAS を
リブートしたあとで HA セカンダリ CAS をリブートします。

バーチャル ゲートウェイ と NAT または Real-IP ゲートウェイ モード間の切り替え
バーチャル ゲートウェイと Real IP または NAT ゲートウェイ モード間を切り替えるには、ネットワー
クのトポロジを変更して、変更を反映させる必要があります。変更を反映させるには、上流のルータの
ルーティング テーブルも変更する必要があります。必要なトポロジ変更の詳細については、第 1 章
「導入の計画」を参照してください。これらのタイプを切り替える一般的な手順は、次のとおりです。

1. CAM の管理対象 CAS リストから、CAS を削除します。
2. 必要に応じて、ネットワーク トポロジを変更します。必要に応じて、CAS とのケーブル接続を変
更します。

3. SSH コンソールを介して CAS にアクセスし、service perfigo config ユーティリティを実行し
て CAS の IP アドレスを変更します（「初期設定の実行」（P.4-11）を参照）。CAS の eth1 IP アド
レスを変更する必要があります。

4. CAM のサブネットから CAS に ping を実行して、トポロジが正しく変更されたか確認します。
5. CAM 管理コンソールで CAS を追加します。
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6. CAS が表すアドレスを含む管理対象サブネットを追加、または再追加します。管理対象サブネッ
ト エントリでは、各管理対象サブネットのデフォルト ゲートウェイとして CAS を指定する必要が
あります。

7. CAS によって管理されるサブネットのスタティック ルートを、上流のルータに追加します。
8. [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]]> [Network] ページで CAM の CAS
設定を変更し、CAS に対して Update および Reboot を実行します。
9. CAS を DHCP サーバまたはリレーとして設定します。
10. 証明書などの関連設定を更新します。
11. OOB Real-IP ゲートウェイに変更する場合は、ポート バウンス（[Switch Management] >
[Profiles] > [Port | Bounce the port after VLAN is changed]）をイネーブルにして、認証および証明
に成功したあとに、Real-IP または NAT ゲートウェイ クライアントが新しい IP アドレスを取得で
きるようにします。

（注）

4.1.2.0 以降の Windows Clean Access Agent、ActiveX コントロール、Java アプレットを使用
してクライアントの DHCP IP アドレスを更新する場合は、[Port Profile] の [Bounce the switch
port after VLAN is changed] はディセーブルのままでもかまいません。この方法を使用する場
合、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration Guide,
Release 4.5(1)』の「DHCP Release/Renew with Agent/ActiveX/Java Applet」、「Configuring
Access to Authentication VLAN Change Detection」、「Advanced Settings」に記載されている
ガイドラインと警告に従ってください。

ネットワーク アクセスのイネーブル化（L3、L3 strict または L2 strict）
Cisco NAC アプライアンスはデフォルトで、インバンド Web ログインおよび CAS の L2 近接内の
Clean Access Agent および Cisco NAC Web Agent ユーザをサポートします。
L2 配置の場合は、Agent ユーザがホームベース無線ルータまたは NAT デバイスを使用してネットワー
クに接続できないように、L2 アクセスを制限することもできます。
VPN または L3 配置の場合は、Web ログインに対して、または CAS から L3 ホップについて複数ホッ
プ離れているエージェント ユーザに対して、L3 サポートをイネーブルにする必要があります。
また、L3 サポートとともに追加で「L3 strict」オプションもイネーブルにし、L3 Clean Access Agent
および Cisco NAC Web Agent クライアントが NAT デバイス経由で CAS に接続しないようにできま
す。

Clean Access Agent は L2 検出のために、Clean Access Agent が稼動しているマシン上にあるすべての
アダプタのすべてのデフォルト ゲートウェイに SWISS 検出パケットを送信します。CAS がデフォル
ト ゲートウェイ（Real-IP または NAT ゲートウェイ）として、またはデフォルト ゲートウェイの前の
ブリッジ（バーチャル ゲートウェイ）として配置されている場合、CAS は応答します。
（注）

この機能は Cisco NAC Web Agent には適用されません。

CAS が L2 検出に応答しない場合、Clean Access Agent は L3 検出を実行します（L3 検出がイネーブ
ルな場合）。Clean Access Agent は Discovery Host（CAS の信頼できる側にある IP アドレス）にパ
ケット送信を試みます。この IP アドレスは [Installation] ページの [Discovery Host] フィールドで設定
されますが、デフォルトでは、CAM（常に CAS の信頼できる側にあるものと見なされる）の IP アド
レスに設定されています。CAS が存在する場合に、これらのパケットが CAS に到達すると、CAS は
パケットを代行受信して、Clean Access Agent に応答します。
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（注）

Clean Access Agent は、CAS を検出するため、L2 ユーザの UDP ポート 8905 で、L3 ユーザは 8906
ポートで SWISS（専用の CASAgent 通信プロトコル）パケットを送信します。CAS は、UDP ポート
8905 とポート 8906 で必ずリッスンし、デフォルトではトラフィックをポート 8905 で受け入れます。
L3 サポートがイネーブル化されていない場合、CAS は UDP ポート 8906 でトラフィックをドロップし
ます。Clean Access Agent は 5 秒ごとに SWISS を検出します。

（注）

ベスト プラクティスの推奨事項としては、ユーザが CAS に隣接する L2 である場合、Enable L2 strict
モードを使用して、Clean Access Agent を使用する L3 デバイスをブロックすることをお勧めします。
単一 CAS が L3 と L2（非制限）両方のエージェント ユーザをサポートすることが可能です。ただし、
L2 strict モードおよび L3 サポートは、相互に排他的です。したがって、L2 および L3 インバウンド配
置には同じ CAS を使用することを推奨します。

L3 サポートのイネーブル化
マルチホップ L3 配置をサポートするには、各 CAS で L3 サポートをイネーブルにする必要がありま
す。アップグレードまたは新規インストールを実行した場合、L3 サポートはデフォルトでディセーブ
ルです。L3 サポートをイネーブルにするには、CAS を更新して、リブートする必要があります。

L3 サポートをイネーブルにする手順は、次のとおりです。
1. [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Network] の順に進み、[Enable L3
support] のチェックボックスをクリックします（P.5-12 の図 5-5 を参照）。
2. [Update] をクリックします。
3. [Reboot] をクリックします。

（注）

Clean Access Agent および Cisco NAC Web Agent ユーザの場合、新規インストールまたはアップグ
レードを実行すると、デフォルトでは、（[Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access
Agent] > [Installation] の）[Discovery Host] フィールドに CAM の IP アドレスが自動的に読み込まれ
ます。

L3 機能をディセーブルにする手順は、次のとおりです。
Web ログインおよび Clean Access Agent または Cisco NAC Web Agent ユーザに対して CAS の L3 検
出を CAS レベルでディセーブルにする手順は、次のとおりです。
1. [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Network] の順番に進み、[Enable
L3 support] のオプションをオフにします（P.5-12 の図 5-5 を参照）。
2. [Update] をクリックします。
3. [Reboot] をクリックします。

Agent の VPN/L3 アクセス
CAM、CAS、Clean Access Agent および Cisco NAC Web Agent は、マルチホップ L3 配置をサポー
トしています。Agent は次の動作を実行します。
1. クライアント ネットワーク上で CAS（L2 配置）を検索します。見つからない場合は、次の処理を
実行します。
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2. CAM に検出パケットを送信して、CAS を検出しようとします。これにより、CAS が複数ホップ
離れている場合（マルチホップ配置）でも、検出パケットは CAS を通過するため、CAS はこれら
のパケットを代行受信して、Agent に応答します。
クライアントが L3 ホップに関して 1 つまたは複数ホップ以上離れている場合に CAS を検出するには、
最初にクライアントが Web ログイン後の [Download Clean Access Agent] ページか自動アップグレー
ドを通じて、CAS から Clean Access Agent をダウンロードする必要があります。いずれの方法でも、
Agent は Discovery Host（デフォルトでは CAM）の IP アドレスを取得して、トラフィックを L3 ネッ
トワーク経由で CAM または CAS に送信することができます。この方法でインストールされた Agent
は、L3 または VPN コンセントレータ配置でも、通常の L2 配置でも使用できます。Clean Access
Agent または Cisco NAC Web Agent を使用している場合、クライアントは Web ログイン後に [Launch
Cisco NAC Web Agent] ページを通じて Agent を起動する必要があります。

CAS からの直接ダウンロード以外の方法を使用してクライアント上に Agent を取得してインストール
しても、必要な CAM 情報は Agent に提供されず、インストールされたこれらの Agent はマルチホッ
プ L3 配置で稼動できません。
VPN/L3 アクセスをサポートするには、次のようにする必要があります。
• [Enable L3 support] のオプションをオンにして、[Device Management] > [CCA Servers] >
[Manage [CAS_IP]] > [Network] > [IP] で Update および Reboot を実行します。
• [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Installation] に有効な Discovery
Host がなければなりません（デフォルトでは CAM の信頼できる IP アドレスに設定されていま
す）。

• クライアントは最初に、次の 2 つの方法のいずれかで CAS からエージェントをダウンロードする
必要があります。

– [Download Clean Access Agent] Web ページ（Web ログインを使用）
– 4.5.0.0 以降の Clean Access Agent への自動アップグレード
– [Launch Cisco NAC Web Agent] Web ページ
• SSO がサポートされるのは、Cisco NAC Appliance と Cisco VPN Concentrators が統合されている
場合だけです。

（注）

•

VPN 接続中にエージェントをアンインストールしても、接続は終了しません。

• VPN コンセントレータ SSO 配置の場合に、エージェントを CAS からダウンロードしないで、他
の方法（Cisco Downloads など）でダウンロードすると、エージェントは CAM の実行時 IP 情報
を取得できないため、ポップアップが自動表示されず、クライアントはスキャンされません。

• 3.5.0 以前のバージョンのエージェントがすでにインストールされている場合、またはエージェン
トが CAS 以外の方法（Cisco Downloads など）でインストールされている場合は、Web ログイン
を実行して CAS から直接エージェント セットアップ ファイルをダウンロードし、エージェントを
再インストールして、L3 機能を取得する必要があります。

L3 strict モードのイネーブル化
L3 配置の管理者は、任意で L3 Clean Access Agent または Cisco NAC Web Agent クライアントが
[Enable L3 strict mode to block NAT devices with Clean Access Agent] オプションを使用して NAT デ
バイス経由で CAS に接続しないように制限できます。
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この機能が [Enable L3 support] とともにイネーブルになっている場合、CAS は、送信元 IP 情報と、
Clean Access Agent により自動的に送信されたクライアント IP 情報を照合し、CAS とクライアント間
に NAT デバイスが存在しないことを確認します。クライアント デバイスと CAS の間に NAT デバイス
が検出された場合、ユーザはログインできません。
これにより、CAS でクライアントのネットワーク アクセスをイネーブルにするとき、管理者には次の
オプションが提供されます。

• [Enable L3 support]：CAS では、任意のホップ数離れたすべてのユーザが許可されます。
• [Enable L3 strict mode to block NAT devices with Clean Access Agent]：このオプションが
（[Enable L3 support] とともに）オンになっている場合、CAS は Clean Access Agent によって送
信された IP アドレスとユーザ パケットの送信元 IP アドレスを照合し、ユーザと CAS の間で NAT
デバイスを使用しているすべての L3 エージェント ユーザをブロックします。
• [Enable L2 strict mode to block L3 devices with Clean Access Agent]：このオプションがイネーブ
ルになっている場合、CAS は、Clean Access Agent によって送信された MAC アドレスとユーザ
パケットの送信元 MAC アドレスを照合し、すべての L3 エージェント ユーザ（CAS から 2 ホッ
プ以上離れたユーザ）をブロックします。ユーザがネットワークにアクセスするには CAS とユー
ザのクライアント マシンの間にあるルータをすべてなくす必要があります。

• すべてのオプションをオフのまま変更しない（デフォルト設定）：CAS は L2 モードで動作し、す
べてのクライアントが 1 ホップ離れていると想定します。CAS は、CAS とクライアントの間に
ルータが配置されているかどうかを区別できません。ルータの MAC アドレスは、ログインする最
初のユーザおよび以降のユーザのマシンとして許可されます。MAC アドレスは認識されないた
め、ルータを介して送受信を行う実際のクライアント マシンではチェックが実行されません。

L2 strict モードのイネーブル化
管理者は、[Enable L2 strict mode to block L3 devices with Clean Access Agent] オプションを使用し
て、Clean Access Agent または Cisco NAC Web Agent クライアントが唯一のゲートウェイとして CAS
に直接接続するように任意で制限できます。
この機能がイネーブルの場合、Clean Access Agent はクライアント マシンのすべてのインターフェイ
スの MAC（メディア アクセス制御）アドレスをログイン要求とともに CAS に送信します。CAS はこ
の情報を調べて、CAS とクライアント間に NAT が存在しないことを確認します。CAS は MAC アド
レスを検証および比較して、CAS で認識された MAC アドレスがエージェント クライアント マシンの
MAC アドレスであることを確認します。ユーザのホームベース無線ルータまたは NAT デバイスが、
クライアント デバイスと CAS の間で検出された場合、ユーザはログインできません。

L2 strict モードをイネーブルにして、Clean Access Agent を使用する L3 デバイスをブロックす
るには

1. [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Network] > [IP] の順番に進みま
す。選択した CAS の管理ページが表示されます。
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図 5-6

CAS の [Network] タブ

2. [Enable L2 strict mode to block L3 devices with Clean Access Agent] のチェックボックスをクリッ
クします。

3. [Update] をクリックします。
4. [Reboot] をクリックします。

（注）

•

L3 または L2 strict モードを常にイネーブルまたはディセーブルにするには、CAS の Update およ
び Reboot を行って設定を有効にする必要があります。Update を実行すると、次にリブートする
まで、変更された設定が Web コンソールに維持されます。Reboot を実行すると、CAS のプロセ
スが起動します。

• L3 および L2 strict オプションは同時に使用できません。一方のオプションをイネーブルにすると、
他方のオプションがディセーブルになります。

詳細については、
『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration Guide,
Release 4.5(1)』の「Clean Access Agent」の章も参照してください。

SWISS プロトコルを使用した CAS への接続
ここでは、CAS へのクライアント マシン接続を検出および開始するために CAS が使用する専用の
セッション開始プロトコルである SWISS について説明します。ここでは、次の内容について説明しま
す。

• SWISS プロトコルとは
• Discovery Host
• VPN SSO に関する考慮事項
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• 検出遅延につながるネットワーク遅延の問題への対応
• 帯域幅を節約するためのレイヤ 3 SWISS パケット遅延
• Clean Access Agent クライアント マシン上での複数のアクティブな NIC のサポート

SWISS プロトコルとは
Clean Access Agent は、SWISS ユニキャスト検出パケットを、UDP ポート 8905（レイヤ 2）および
8906（レイヤ 3）から、CAS が応答しユーザ ログイン セッションを開始するまで送信することで
CAS に接続します。UDP 8905 パケットは、クライアント マシンのデフォルト ゲートウェイに送ら
れ、UDP 8906 パケットは CAM の [Discovery Host] フィールド（[Device Management] > [Clean
Access] > [Clean Access Agent] > [Installation]）で設定されている IP アドレスに送られます。
（注）

SWISS プロトコルのやり取りは、CAS と Windows および Macintosh の Clean Access Agent の間でだ
け適用されます。Cisco NAC Web Agent は SWISS プロトコルを使用して CAS に接続しません。
図 5-7 は、基本的な Clean Access Agent の検出とログイン セッション開始処理の概要を示しています。
図 5-7

SWISS プロトコルを使用した Clean Access Agent と CAS のやり取り
Clean Access Agent ࡣ SWISS ᳨ฟࣃࢣࢵࢺࢆ
5 ⛊ࡈ㏦ಙ
㸦UDP ࣏࣮ࢺ 8905 <ࣞࣖ 2>ࠊUDP ࣏࣮ࢺ 8906 <ࣞࣖ 3>㸧

CAS ࡣ IP ࢻࣞࢫ࡛ᛂ⟅ࡋࠊࢡࣛࣥࢺࡢ
IP  MAC ࡢࢻࣞࢫࡢ࣌ࢆ☜ㄆࡋࠊAgent ࡣ
ࣟࢢࣥ ࢲࣟࢢࢆ⾲♧

Clean Access
Agent ࢡࣛࣥࢺ
࣐ࢩࣥ

Clean Access
Server

186197

Clean Access Agent  CAS ࡣࣟࢢࣥ ࢫࢸ࣮ࢱࢫࠊ
ࣉࣟࣂࢲ࣮ ࣜࢫࢺࠊVPN ࢫࢸ࣮ࢱࢫࠊ࠾ࡼࡧ Clean Access Agent ࡢ
ࢵࣉࢢ࣮ࣞࢻࡘ࠸࡚ࡢሗࢆ

1. ユーザがネットワークに接続し、クライアント マシンが IP アドレスを受信すると（システム構成
に応じて、DHCP サーバまたは CAS 自身より）、Clean Access Agent は UDP 検出パケットをポー
ト 8905 および 8906 上で送信し始めます。
2. CAS は SWISS 検出パケットを代行受信し、Clean Access Agent に CAS 証明書を使用して応答し、
クライアント マシン上でユーザ ログイン セッションを開始するように Clean Access Agent に指示
します。

3. Clean Access Agent と CAS は、SWISS プロトコルの要求と応答の交換により、以下のことを特定
します。

– ユーザ ログイン ステータス（Cisco NAC アプライアンス リリース 4.1(3) 以降の場合はクライ
アントの IP と MAC アドレスのペアを含む）
– 認証プロバイダー リスト
– VPN 接続ステータス
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– Clean Access Agent アップグレード バージョン、可用性、メッセージング
– SSO ステータス（Windows Clean Access Agent のみ）
– VPN SSO 遅延インターバル（必要な場合）
レイヤ 2 検出パケット
ユーザが CAS にレイヤ 2 で隣接している場合、ポート 8905 から送信された UDP 検出パケットは、ク
ライアント マシンのデフォルト ゲートウェイの IP アドレス宛に送られ、デフォルト ゲートウェイ デ
バイスに到達する前に CAS に到達します。そうすることで、CAS はクライアント マシンの Cisco
NAC アプライアンス ネットワークの検出に応答でき、Clean Access Agent はユーザ ダイアログをクラ
イアント マシン上に表示します （CAS は、UDP 検出パケットを代行受信すると、クライアント マシ
ンのデフォルト ゲートウェイにパケットを転送しません）。

レイヤ 3 検出パケット
ユーザが CAS からレイヤ 3 で 1 ホップ以上離れている場合、Clean Access Agent は、UDP ポート
8906 上で送信された検出パケットを使用して CAS との接続を確立する必要があります。レイヤ 3 検出
パケットは CAM 上の Discovery Host アドレス（これはほとんどの場合 CAM の eth0 のインターフェ
イスですが、そうでない場合もあります）宛に送られますが、これらのパケットは、CAM に到達する
ために CAS を経由（信頼できない側から信頼できる側に通過）する必要があります。そうすること
で、CAS はクライアント マシンの Cisco NAC アプライアンス ネットワークの検出を代行受信して応
答でき、Clean Access Agent はユーザ ダイアログをクライアント マシン上に表示します。

Discovery Host
CAM の Discovery Host アドレスは、Cisco NAC アプライアンス ネットワークの信頼できる側の任意
の IP アドレスでかまいません。デフォルトでは、Discovery Host アドレスは CAM の eth0 IP アドレ
スです。これは、CAM が必ずネットワークの信頼できる側にあり、Cisco NAC アプライアンス シス
テムが機能するためには必ず必要なためです。Clean Access Agent がレイヤ 3 検出パケットをアドレス
指定するために使用する宛先 Discovery Host IP アドレスを表示するには、クライアント タスク バーで
[Clean Access Agent] アイコンを右クリックし、[Properties] を選択して [Agent Properties and
Information] ダイアログを表示します（図 5-8）。
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図 5-8

Clean Access Agent のプロパティ ダイアログの Discovery Host アドレス

Clean Access Agent が CAS を検出してユーザ ログイン セッションを開始するためには、Discovery
Host が CAM のアドレス割り当てに一致する必要があります。ユーザがクライアント マシンに Clean
Access Agent をインストールして起動すると、Discovery Host の設定は自動的に CAM で設定されて
いる Discovery Host IP アドレスに対応します。エージェントが Cisco NAC アプライアンス ネット
ワークを検出するためには、Discovery Host が Clean Access Agent インストーラ（スタブまたはフル）
上で設定されている必要があります。エージェントがクライアント マシンにダウンロードされインス
トールされるときに Discovery Host がないと、Clean Access Agent は UDP 検出パケットで使用する宛
先 IP アドレスがわからず、SWISS 検出パケットを適切な宛先に送ることができません。
新しいエージェントのダウンロードとアップグレードでは、自動的に最も近い Discovery Host アドレ
ス割り当てを使用されます。CAM 上の Discovery Host IP アドレスが変わった場合には、以前インス
トールした Clean Access Agent がアップデートされることを確認する必要があります。そのためには
以下のいずれかの方法を実行します。

Windows クライアント マシン
• クライアント マシンのタスクバー上の [Clean Access Agent] アイコンを右クリックし、
[Properties] を選択し、新しい IP アドレスを入力します。
• クライアント マシンのホスト レジストリ エントリ
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Cisco¥Clean Access Agent¥ServerUrl を変更し、
新しい IP アドレスを設定します。
• CAM 上の Clean Access Agent をアップグレードし、ユーザ側でのエージェントのアップグレード
を必須にします。

Macintosh クライアント マシン
ステップ 1

/Applications/CCAAgent.app に移動します。

ステップ 2

CCAAgent.app を右クリックし、[Show Package Contents] を選択します。

ステップ 3

/Contents/Resources/setting.plist ファイルを探し、テキスト エディタを使用するか setting.plist ファ
イルをダブルクリックして、ファイルの内容を表示します。
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ステップ 4

[Discovery Host] エントリを変更して、新しい IP アドレスを設定します。

VPN SSO に関する考慮事項
ユーザが既存の VPN 接続を通じてネットワークに接続しており、ユーザのログインで使用する CAS
を検出するための SWISS 検出パケットを Clean Access Agent が自動的に送信すると、CAS は SWISS
パケットの要求応答メカニズムを使用して、Clean Access Agent に対し、クライアント マシン上で
ユーザ ログイン ダイアログを表示しないように指示します。また、一部の VPN コンセントレータは
ユーザ セッション情報をすぐに送信しないため、VPN SSO が Cisco NAC アプライアンス システム上
で設定されている場合、CAS はユーザ ログイン セッション開始プロセスに遅延を挿入します。そうす
ることで、ユーザはネットワークにログインしてセッションを開始するために何度もクレデンシャルを
入力する必要がありません。

検出遅延につながるネットワーク遅延の問題への対応
遅延があるネットワークでクライアント マシンが、Clean Access Server を検出および認証できるよう
に、Windows クライアント マシンではレジストリ 設定「SwissTimeout」を使用することができます。
クライアント マシンが SWISS 検出パケットを送信するとき、CAS 検出応答パケットが戻ってくるま
で 1 秒間待ってから、以降のパケットを 5 秒後に送信します。CAS が応答するものの、ネットワーク
遅延の問題により応答パケットが時間までに到達しないと、クライアントはネットワークに接続するた
めに経由する CAS の確認を続けます。この状況に対処するため、管理者は追加の「SwissTimeout」期
間をクライアント マシン上で設定し、CAS 検出応答パケットがクライアント マシンに到達するための
時間を延ばすことができます。
詳細については、
『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration Guide,
Release 4.5(1)』の付録 C「Windows Client Registry Settings」を参照してください。

帯域幅を節約するためのレイヤ 3 SWISS パケット遅延
ネットワーク上の検出パケットの転送を減らすために、Clean Access Agent は、Agent がネットワーク
上の CAS を見つけることができない場合に、レイヤ 3 検出パケット転送の徐々に増やすように設計さ
れています。UDP ポート 8906 で送信されるレイヤ 3 検出パケットでは、UDP ポート 8905 で送信さ
れるレイヤ 2 検出パケットの場合と違い、検出パケットを永久に 5 秒ごとに送信するのではなく、検出
パケットの間隔が 30 分になるまで以降の転送間隔が延長されます。その後、Clean Access Agent は
ネットワーク接続イベント（インターフェイスからイーサネット ケーブルを抜き再度接続するなど）
によりポート 8906 が「再起動」され検出処理が再開されるまで、CAS の探索を停止します。

Clean Access Agent クライアント マシン上での複数のアクティブな NIC
のサポート
Cisco NAC アプライアンス システムは、CAS 上の同じ（信頼されていない側の）eth1 インターフェイ
ス向けの複数のアクティブな NIC が搭載された Clean Access Agent クライアント マシンをサポートし
ています。歴史的にこのシナリオでは、ユーザがすでに Clean Access Agent にログインしたあとでも、
別のユーザ ログイン ダイアログが繰り返し表示され、クレデンシャルを再度入力するよう求められる
という問題が発生する可能性がありました。この状況が発生するのは、CAS が SWISS 検出パケットを
追加のアクティブ インターフェイス経由で受信し、CAS が追加の IP アドレスの MAC アドレスのペア
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から Ã 要求が、すでにアクティブな Clean Access Agent セッションと同じクライアント マシンからの
ものであると判断しないためです。この問題に対処するため、Clean Access Agent のユーザ ログイン
の問い合わせに応答するときに、CAS は「有効な」IP アドレスと MAC アドレスのペアを応答の
SWISS パケットに含めます。これは、本質的に「Cisco NAC アプライアンスとの接続を、クライアン
ト マシンのインターフェイス <MAC address> 上で IP アドレス A.B.C.D を使用して確立できる」と
いうことを示します。このクライアントからの他の すべての要求は、このセッションがアクティブな
間は無視されます。

（注）

Access to Authentication VLAN 変更検出機能を、アクティブな NIC が複数あるクライアント マシン上
で使用すると、クライアント上のすべてのアクティブな NIC でその機能が使用されます。設計により、
最もメトリックが低い NIC がルーティング目的で常に優先され、コマンド プロンプトで route print
コマンドを使用してメトリックを確認することができます。VLAN 変更検出機能の詳細は、『Cisco
NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』の
「Configuring Access to Authentication VLAN Change Detection」を参照してください。
図 5-9 は、CAS の動作によって問題が回避される一般的なシナリオを示します。ユーザが NIC1（クラ
イアント マシンのアクティブなイーサネット インターフェイス）を使用して Clean Access Agent セッ
ション経由でネットワークにログインすると、CAS は、関連付けられている IP アドレスを使用した
NIC1 インターフェイスからのログイン要求を許可する応答を返します。CAS が NIC2（CAS 上の同じ
eth1 インターフェイスに向けられたクライアント マシンの無線イーサネット接続）からの SWISS 検出
パケットを受信すると、CAS は Clean Access Agent ログイン セッションを開始しません 。これは、
NIC2 の IP アドレスと MAC アドレスのペアが、NIC1 を使用してセッションが確立されたときに CAS
が許可したペアに一致しないためです。
図 5-9

同じ CAS の eth1 の IP アドレスに向けられた複数のアクティブなインターフェイス

Clean Access
Manager

eth 0
10.101.20.2

NIC 2
ࢡࢸࣈ↓⥺
࣮ࢧࢿࢵࢺ ࣥࢱ࣮ࣇ࢙ࢫ

10.101.20.22
eth 0
LAN/WAN/WWW

eth1
172.101.10.11
Clean Access
Server

186196

NIC 1
ࢡࢸࣈ࡞࣮ࢧࢿࢵࢺ
ࣥࢱ࣮ࣇ࢙ࢫ

DHCP の設定
CAS が Real-IP ゲートウェイ モードまたは NAT ゲートウェイ モードのとき、ネットワークにまだ
DHCP サーバが存在しない場合は、CAS が DHCP サーバになるように設定できます。詳細について
は、第 6 章「DHCP の設定」を参照してください。

Cisco NAC Appliance - Clean Access Server インストレーション コンフィギュレーション ガイド
OL-16411-01-J

5-25

第5章

CAS の管理対象ネットワークの設定

ネットワークの DNS サーバの設定

ネットワークの DNS サーバの設定
DNS フォームでは、ホスト名ルックアップで照会する Domain Name Service（DNS）サーバを指定で
きます。

使用環境用に DNS を設定する手順は、次のとおりです。

1. [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Network] >[DNS] の順番に進み
ます。
図 5-10

DNS フォーム

2. [DNS Servers] フィールドに 1 つまたは複数の DNS の IP アドレスを入力します。複数のサーバを
入力する場合は、カンマで区切ります。CAS はリストに表示されている順番で DNS サーバに接続
を試みます。

– [Host Name]：CAS に使用するホスト名
– [Host Domain]：使用環境で適用可能なドメイン名
– [DNS Servers]：環境内の DNS サーバの IP アドレス。複数のアドレスを指定する場合は、カ
ンマで区切ります。複数の DNS サーバを指定した場合、CAS は応答が戻るまでサーバに 1 つ
ずつ接続を試みます。

3. [Update] をクリックします。

（注）

ハイ アベイラビリティ CAS ペアの場合、CAS 管理ページまたは CAS ダイレクト アクセス Web コン
ソールによって HA プライマリ CAS で実行された CAS ネットワークの設定変更もまた、スタンバイ
CAS ユニットでダイレクト アクセス Web コンソールによって繰り返す必要があります。これらの設定
には、SSL 証明書、システム時刻、タイム ゾーン、DNS、またはサービス IP の更新が含まれます。詳
「CAS ダイレクト アクセス Web コンソール」
（P.12-2）および「ハイ アベイラビリティ
細については、
設定の変更」（P.13-28）を参照してください。

管理対象サブネットまたはスタティック ルートの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「概要」（P.5-27）
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• 「L2 配置の管理対象サブネットの設定」（P.5-29）
• 「L3 配置のスタティック ルートの設定」（P.5-31）

概要
L2 配置のすべての CAS モード（Real-IP、NAT、バーチャル ゲートウェイ）では、追加サブネットを
設定する場合に、CAS 内で管理対象サブネットを設定する必要があります。これにより、CAS は信頼
できないインターフェイス上のクライアント マシンに適切な VLAN ID で ARP クエリ を送信できま
す。信頼できない（認証）VLAN を、管理対象サブネットの VLAN ID フィールドで設定する必要が
あります。
管理対象サブネットは、CAS にレイヤ 2 で隣接しているユーザ サブネットだけを対象としています。

L3 配置のあらゆる CAS モードで、1 ホップ以上離れたユーザ サブネットに対するスタティック ルー
トが設定されている必要があります。管理対象サブネットは、次のサブネットに対して設定しないでく
ださい。詳細については、「L3 配置のスタティック ルートの設定」（P.5-31）を参照してください。
（注）

クライアント マシンに関するプロキシ ARP を VPN コンセントレータが実行するマルチホップ L3 配置
の場合は、スタティック ルートの代わりに管理対象サブネットを使用できます。管理対象サブネット
は CAS で作成する必要があります。
表 5-1 に、配置ごとに必要な手順の概要を示します。ここに記載されたフォームは、[Device
Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] の CAS 管理ページ内にあります。

（注）

•

VLAN 制限のある IP の場合、すべての IP は管理対象サブネット内にある必要があり、IP 範囲
（DHCP プール）を作成する前に、まず管理対象サブネットを作成する必要があります。

• リレー制限のある IP の場合、すべての IP は、通常スタティック ルート内にありますが、CAS が
Aironet デバイスまたは他の非 RFC 2131/2132 準拠デバイスと統合されている場合は、管理対象サ
ブネット内に存在することも可能です。IP アドレス プールはスタティック ルートまたは管理対象
サブネット内のいずれかに存在し、リレー制限のある IP は、非準拠デバイスの管理対象サブネッ
トにだけ配置される必要があります。
詳細については、「IP 範囲（IP アドレス プール）の設定」（P.6-5）を参照してください。

表 5-1

管理対象サブネットとスタティック ルートの追加に関する注意事項

レイヤ 3（マルチホップ）：インバンドのみ
レイヤ 2：インバンドまたは OOB （たとえば、CAS は VPN コンセントレータ、ルータ、または L3 スイッチの背後に配
（CAS はユーザに L2 隣接）
置）
Real-IP および NAT ゲートウェイの場

Real-IP および NAT ゲートウェイの場合：

合：

CAS の下にあるルータで
プロキシ ARP を実行する

CAS の下にあるルータでプロキシ ARP を実行しない場合：

場合：
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表 5-1

管理対象サブネットとスタティック ルートの追加に関する注意事項 （続き）

レイヤ 3（マルチホップ）：インバンドのみ
レイヤ 2：インバンドまたは OOB （たとえば、CAS は VPN コンセントレータ、ルータ、または L3 スイッチの背後に配
（CAS はユーザに L2 隣接）
置）

[Advanced] > [Managed Subnet] で 必ず、[Advanced] >
1. 必ず、[Advanced] > [Static Routes] で信頼できない側
管理対象サブネットを追加して、
のサブネットのスタティック ルートを追加します。次
[Managed Subnet] で管
の例を参考にしてください。
CAS にサブネットのゲートウェイ 理対象サブネットを追加
します。
IP アドレスを割り当てます。
Network
Mask
Interface Gateway
10.10.10.0 /24
10.10.20.0 /24

たとえば、VLAN10 / サブネット
10.10.10.0 のゲートウェイ
（10.10.10.1）となるように CAS を
設定するには、次の管理対象サブ
ネットを指定します。

（注）

eth1
eth1

10.10.10.1
10.10.20.1

/24 サブネット マスク = 255.255.255.0

2. [Advanced] > [ARP] で、CAS が保持する必要がある
ゲートウェイ IP の ARP エントリを指定します。次の

IP アドレス：10.10.10.1
サブネット マスク：255.255.255.0
VLAN ID：10

例を参考にしてください。
10.10.10.0 255.255.255.255 eth1

P.5-29 の図 5-11 を参照してください。
バーチャル ゲートウェイの場合：

バーチャル ゲートウェイの場合：

CAS の下にあるルータで
プロキシ ARP を実行する

CAS の下にあるルータでプロキシ ARP を実行しない場合：

場合：

[Advanced] > [Managed Subnet] で 必ず、[Advanced] >
1. [Advanced] > [Static Routes] で信頼できない側のサブ
管理対象サブネットを追加して、本 [Managed Subnet] で管
ネットのスタティック ルートを追加します。次の例を
理対象サブネットを追加
参考にしてください。
来はサブネットで使用されない IP
アドレスを CAS に割り当てます。 します。
Network
Mask
Interface Gateway
たとえば、VLAN 10 のサブネット
10.10.10.0/24 のゲートウェイが
10.10.10.1 である場合に、CAS で
このサブネットを管理するには、
CAS の IP アドレス（10.10.10.2 な
ど）を確保する必要があります。次
の管理対象サブネットを指定しま
す。

10.10.10.0 /24

（注）

eth1

10.10.10.1

L3 バーチャル ゲートウェイ モードで CAS を配置
する場合、ゲートウェイは省略できず、スタティッ
ク ルートのゲートウェイを指定する必要がありま
す。

IP アドレス：10.10.10.2
サブネット マスク：255.255.255.0
VLAN ID：10
CAS はゲートウェイではありませ
んが、この VLAN およびサブネッ
トの 10.10.10.2 アドレスを所有しま
す。

（注）

一般に、CAS が L2 または L3 の バーチャル ゲートウェイ モードの場合、CAS で処理中のサブネット
のゲートウェイには ping を送信できません。ping がこれらのサブネットのユーザ接続に影響してはな
りません。
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図 5-11

L3 Real-IP ゲートウェイ配置における CAS のスタティック ルートの設定

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ
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10.10.20.0/24

ࢡࣛࣥࢺ
ࢡࣛࣥࢺ

183462

10.10.10.1

L2 配置の管理対象サブネットの設定
CAS を最初に CAM に追加すると、CAS に設定された信頼できない IP アドレスに、メイン サブネッ
トであることを示す VLAN ID（-1）が自動的に割り当てられます。デフォルトでは、CAS が最初に管
理する非信頼ネットワークは、メイン サブネットです。
その他のサブネットを管理するように CAS を設定するには、[Device Management] > [CCA Servers] >
[Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [Managed Subnet] で目的のサブネットを追加します。この場合、
CAS は信頼できない（認証）管理対象サブネットの仮想デフォルト ゲートウェイとして機能し、信頼
できないインターフェイスに、追加された管理対象サブネットの仮想 IP を設定します。

（注）

CAS が Real-IP ゲートウェイの場合、CAS にトラフィックを送信するには、上流のルータにスタ
ティック ルートを追加する必要があります。たとえば、管理対象サブネットが 10.0.0.0/24 の場合、ス
タティック ルート 10.0.0.0/255.255.0.0 gateway <CAS_eth0_IP_address> を上流のルータに追加する
必要があります。
CAS のメイン サブネットを変更するには、[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage
[CAS_IP]] > [Network] > [IP] の順番に進みます。メイン サブネットの VLAN ID を変更するには、
フォームの [Untrusted Interface] 側の [Set management VLAN ID] フィールドに目的の VLAN ID を入
力します。CAS の信頼できないインターフェイスの IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト
ゲートウェイ、または管理 VLAN ID を変更する場合は、CAS およびネットワーク上でこれらの設定
を有効にするために、[Update] をクリックしてから [Reboot] をクリックする必要があります。
管理対象サブネットを作成すると、このサブネットのゲートウェイに対する ARP エントリが自動的に
生成されます。したがって、10.1.1.0/255.255.255.0 のサブネットを管理するには、管理対象サブネッ
トに次の値を設定する必要があります。
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• IP アドレス：10.1.1.1（10.1.1.1 が目的のデフォルト ゲートウェイ）
• サブネット マスク：255.255.255.0

10.1.1.1 アドレス（推定されるゲートウェイの場合）に対応する ARP エントリが自動的に生成されま
す。ただし、非標準ゲートウェイ アドレス（10.1.1.0/255.255.255.0 サブネットの 10.1.1.213 など）を
使用している場合は、管理対象サブネットを 10.1.1.213/255.255.255.0 として作成する必要がありま
す。

管理対象サブネットの追加
1. [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [Managed Subnet]
の順番に進みます。
図 5-12

管理対象サブネット

2. [IP Address] フィールドに、管理対象サブネットに対して CAS が所有する IP アドレスを入力しま
す（CAS はこの IP アドレスに対して ARP を実行します）。
– Real-IP ゲートウェイまたは NAT ゲートウェイの場合、CAS は管理対象サブネットのゲート
ウェイ IP アドレスを所有します（10.10.10.1 など）。
– バーチャル ゲートウェイの場合、CAS は本来使用されない管理対象サブネットの IP アドレス
を所有します（10.10.10.2 など）。
詳細については、P.5-27 の表 5-1、「管理対象サブネットとスタティック ルートの追加に関する注
意事項」を参照してください。

3. [Subnet Mask] フィールドに、ネットワーク アドレスのマスクを入力します。CAM は [IP
Address] フィールドにサブネット マスクを適用して、ネットワーク アドレスを計算します。
4. [VLAN ID] フィールドに、このサブネットに関連付けられた信頼できない（認証）VLAN ID を入
力します。サブネットが VLAN 上にない場合は、-1 を使用します。

（注）

メイン サブネットの [VLAN] カラムには、CAS の eth1 管理 VLAN（使用可能な場合）が表示
されます。CAS に eth1 管理 VLAN が設定されていない場合は、[-1] が表示されます。
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5. [Add Managed Subnet] をクリックして、サブネットを保存します。
デフォルトで作成された管理対象サブネット以外の ARP エントリを追加する必要がある場合は、
「ARP エントリの追加」（P.5-34）の手順に従ってください。このエントリではサブネットのゲート
ウェイ アドレスを使用し、[Link] 値を [Untrusted (eth1)] に設定します。

L3 配置のスタティック ルートの設定
L3 配置（および一部の VPN コンセントレータ配置）では、CAS のパケット ルーティング方法を設定
する場合に、管理対象サブネットを使用しないで、スタティック ルートだけを使用する必要がありま
す。[Static Route] フォーム（図 5-15）では、CAS のルーティング規則を設定できます。スタティック
ルートの形式は次のとおりです。
ネットワーク / サブネット マスク / パケット送信先インターフェイス（信頼できる、または信頼できな
い）/ ゲートウェイ IP アドレス（オプション）

CAS に着信するパケットはすべてスタティック ルートに基づいて評価されてから、ルータに適切に
ルーティングされます。パケットを受信した CAS はスタティック ルート テーブル内で、最も細かなレ
ベルまでマッチしているエントリを検出します。ルートにゲートウェイが指定されている場合、CAS
はそのゲートウェイを介してパケットを送信します。ゲートウェイが指定されていない場合、CAS は
ルート（eth0 または eth1）に指定されているインターフェイスからパケットを送信します。
（注）

L2 配置から L3 配置に変換する場合は、管理対象サブネットを削除して、スタティック ルートを追加
します。
図 5-13 に、スタティック ルートが必要な L3 配置の例を示します。
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図 5-13

スタティック ルートの例（L3）
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L2 配置用スタティック ルートの設定
図 5-14 に、スタティック ルートが必要な L2 配置の例を示します。この場合、CAS はバーチャル ゲー
トウェイとして機能します。信頼ネットワーク上に 2 つのゲートウェイが存在します（GW1 および
GW2）。2 番めのゲートウェイ GW2 のアドレスは、最初のゲートウェイのアドレス スペース（CAS イ
ンターフェイスを含む）の外側にあります。スタティック ルートにより、GW2 宛のトラフィックは
CAS の信頼できるインターフェイス（eth0）に正しく渡されます。

Cisco NAC Appliance - Clean Access Server インストレーション コンフィギュレーション ガイド

5-32

OL-16411-01-J

第5章

CAS の管理対象ネットワークの設定
管理対象サブネットまたはスタティック ルートの設定

図 5-14

スタティック ルートの例（L2）
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スタティック ルートの追加
1. CAS 管理ページの [Advanced] タブの [Static Routes] フォームを開きます。
図 5-15

Static Routes

2. [Static Routes] フォームの [Dest. Subnet Address] / [Mask] フィールドに、宛先 IP アドレスおよび
サブネット マスクを（CIDR 形式で）入力します。パケット内の宛先アドレスがこのアドレスと一
致する場合、パケットは指定されたインターフェイスにルーティングされます。

3. 必要に応じて、外部の宛先 [Gateway] アドレス（図 5-14 の 10.1.52.1 など）を入力します。

（注）

バーチャル ゲートウェイ モードの場合、[Gateway] アドレスはオプションではなく、必ず指定する必
要があります。
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4. [Link] ドロップ ダウンリストで、CAS マシンの該当するインターフェイスを選択します。ほとん
どの場合、このインターフェイスは eth0 です。スタティック ルーティングのシナリオには、非信
頼ネットワークから信頼ネットワークへのトラフィックの転送も含まれるためです。

5. （任意）[Description] に、ルート定義の説明を入力します。
6. [Add Route] をクリックします。

ARP エントリの設定
ARP エントリを使用すると、CAS のインターフェイスに IP アドレスを対応付けることができます。
ARP エントリは通常、特定のアドレスが CAS の管理対象ドメイン内にあることを信頼ネットワークに
アドバタイズして、管理対象クライアントのトラフィックを CAS の信頼できないインターフェイスに
転送できるようにする場合に使用します。

ARP エントリは、次のネットワークやサブネットに自動的に作成されます。
• [IP] フォームで CAS に指定された非信頼ネットワーク
• ユーザが追加した任意の管理対象サブネット（「管理対象サブネットまたはスタティック ルートの
設定」（P.5-26）を参照）。
• DHCP 設定中に自動生成されたサブネット。これらのエントリの説明は、[ARP Generated for
DHCP] になります（P.6-14 の図 6-12 を参照）。

ARP エントリの追加
ARP エントリを手動で作成する手順は、次のとおりです。
1. [Advanced] タブの [ARP] フォームを開きます。
図 5-16

ARP エントリの作成

2. [Subnet Address/Mask] フィールドに、インターフェイスに関連付けるネットワークまたはマシン
の IP アドレス、およびサブネット マスクを入力します。仮想デフォルト ゲートウェイ アドレスな
ど、単一アドレスに対応する ARP エントリを作成する場合は、アドレスを指定し、サブネット マ
スクとして 255.255.255.255 を使用します。
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3. [Link] ドロップダウン メニューでインターフェイスを選択します（通常は信頼できないインター
フェイス eth1）。
4. （任意）[Description] に、ARP エントリの説明を入力します。
5. [Add ARP Entry] をクリックして、設定を保存します。
6. [Flush ARP Cache] ボタンをクリックして、キャッシュ内の MAC と IP アドレスの対応関係を削除
します。

（注）

ローミング機能は非推奨となったため、[Continuously broadcast gratuitous ARP with VLAN ID] オプ
ションは削除されました。

VLAN 設定の概要
CAS は VLAN の終端ポイントとして機能したり、VLAN パススルーを実行したりできます。バーチャ
ル ゲートウェイ設定では、VLAN ID はデフォルトでパススルーされます。
Real-IP または NAT ゲートウェイ設定の場合、デフォルトで、VLAN ID は CAS で終端します（信頼
できるインターフェイスと信頼できないインターフェイスに着信したパケットから、ID が除去されま
す）。ただし、VLAN ID パススルーをイネーブルにすると、パケットに VLAN ID が残されます。
（注）

いずれのモードを使用すべきか不明な場合は、CAS のデフォルト動作を使用してください。

VLAN ID を保持する場合は、メッセージを受信する 2 つのインターフェイスの最初のインターフェイ
スでだけ、パススルーをイネーブルにする必要があります。つまり、信頼できないインターフェイスで
は VLAN ID パススルーがイネーブルで、信頼できるインターフェイスでは VLAN ID が終端する場
合、信頼できない（管理対象）クライアントから信頼ネットワークへのパケットでは ID が保持されま
すが、その逆方向へのパケットでは、ID が削除されます。ただし、ほとんどの場合は両方のインター
フェイスで VLAN ID パススルーをイネーブルまたはディセーブルにします。
管理 VLAN ID はデフォルト VLAN ID です。パケットに独自の VLAN ID がない場合、または ID が
隣接インターフェイスで除去された場合は、インターフェイスで指定された管理 VLAN ID がパケット
に追加されて、ネットワークの VLAN 対応機器を介して適切にルーティングされます。

（注）

一般的な CAS 設定では、信頼できないインターフェイスがトランク ポートに接続され、複数の VLAN
がこのポートにトランキングされます。このような場合、管理 VLAN ID は CAS の IP アドレスが属す
る VLAN の VLAN ID です。

VLAN を設定する場合は注意してください。VLAN が正しく設定されていないと、CAM Web 管理コ
ンソールから CAS にアクセスできなくなることがあります。VLAN 設定の変更後に CAM から CAS
にアクセスできない場合は、CAS に直接アクセスして、設定を訂正する必要があります（「CD-ROM
からの CAM ソフトウェアのインストール」（P.4-9）を参照）。
CAS eth0 および eth1 インターフェイスの VLAN 設定値は、[Device Management] > [CCA Servers] >
[Manage [CAS_IP]] > [Network] > [IP] で設定します。設定値は次のとおりです。
• [Set management VLAN ID]：ID が設定されていないパケットに追加されるデフォルト VLAN ID
値。管理対象クライアント宛パケットに VLAN ID を追加するために信頼できない（eth1）イン
ターフェイスで設定されます。または、信頼（保護対象）ネットワーク宛のパケットに VLAN ID
を追加するために信頼できる（eth0）インターフェイスで設定されます。

Cisco NAC Appliance - Clean Access Server インストレーション コンフィギュレーション ガイド
OL-16411-01-J

5-35

第5章

CAS の管理対象ネットワークの設定

VLAN 設定の概要

• [Pass through VLAN ID to managed network] / [Pass through VLAN ID to protected network]：選
択されている場合、パケット内の VLAN ID は変更されないまま、インターフェイスを通過しま
す。
前述のように、管理対象ネットワークの管理 VLAN ID 値を設定すると、管理対象ネットワーク全体の
発信トラフィックに VLAN ID タグを追加できます。別の特性に基づいて VLAN ID を設定することも
できます。特に、CAS が発信トラフィックにタグ付けする場合の基準となるのは、次の項目です。

• 管理対象ネットワーク
（[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Network] > [IP] ）
• 管理対象サブネット
（[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [Managed Subnet]）
• ユーザ ロール
（[User Management] > [User Roles] > [User Roles] > [New] または [Edit Role]）
たとえば、faculty ロールの VLAN ID を 1005 に設定すると、そのロール内のユーザに属する各パケッ
トが CAS の信頼できない側から信頼できる側に通過するときに、CAS は目的の VLAN ID を設定しま
す。
また、VLAN タギングが設定されている場合に、外部認証元によって認証された、特定の VLAN ID
上のユーザからのトラフィックを、特定のユーザ ロールに対応付けることができます（[User
Management] > [Auth Servers] > [Mapping Rules]）。ロール マッピング規則では、ユーザをロールに割
り当てる場合に、ユーザの VLAN ID を属性の 1 つとして使用できます。詳細については、『Cisco
NAC Appliance-Clean Access Manager Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』を参照し
てください。

バーチャル ゲートウェイ モードでのサブネットベース VLAN 再タグ付けの
イネーブル化
[Managed Subnet] フォーム（[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] >
[Advanced] > [Managed Subnet]）を使用すると、Real-IP、NAT、および バーチャル ゲートウェイ
モードの CAS に管理対象サブネットを追加できます（「L2 配置の管理対象サブネットの設定」
（P.5-29）を参照）。CAS の信頼できないインターフェイスから送信されたトラフィックは、管理対象
サブネットの VLAN ID に従ってタグ付けされます。
バーチャル ゲートウェイ モードの CAS に限り、[Enable subnet-based VLAN retag] オプションが
[Managed Subnet] フォームの上部に表示されます（図 5-17 を参照）。
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図 5-17

バーチャル ゲートウェイ の [Enable subnet-based VLAN retag]

この機能は、有線ネットワークよりも無線ネットワークで役に立ちます。たとえば、バーチャル ゲー
トウェイ モードの単一の CAS が、各サブネットが独立した VLAN である複数のサブネットおよび
VLAN を管理しているとします。ユーザが最初に VLAN A の Access Point（AP; アクセス ポイント）
に接続されている場合、ユーザはサブネット A の IP アドレスを受信します。無線信号が重なっている
ために、ユーザはそれ以降 VLAN B の AP に接続されるとします。[Enable subnet-based VLAN retag]
機能がイネーブルでない場合、アドレスがサブネット A（つまり VLAN A）上にあるため、ユーザの
トラフィックは正しくルーティングされませんが、VLAN B でパケットにタグ付けされます。この機
能をイネーブルにすると、所属先のサブネットに基づいて CAS でパケットに再タグ付けして、このパ
ケットを正しくルーティングすることができます。

バーチャル ゲートウェイ モードでの VLAN マッピング
バーチャル ゲートウェイ モードの CAS の場合に限り、[Device Management] > [CCA Servers] >
[Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [VLAN Mapping] で VLAN マッピング フォームが表示されます。
このフォームでは、信頼できないインターフェイスの VLAN ID を信頼ネットワークの VLAN ID に対
応付けることができます。

CAS を経由するトラフィックには、この VLAN マッピング設定に従って VLAN が再びタグ付けされ
ます。

ネイティブ VLAN、管理 VLAN、ダミー VLAN
ベスト プラクティスを目的として、またバーチャル ゲートウェイ配置のトランキング コンフィギュ
レーションの問題を回避するため、Cisco NAC アプライアンスでは、スイッチの設定時にネイティブ、
管理、ダミーの各 VLAN の差別化が必要になります。

注意

VLAN 1 で CAS を設定しないでください。
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ネイティブ VLAN は、宣言されているかどうかに関係なく存在します。デフォルトは VLAN 1 です。
デフォルトでは、すべてのシスコ製スイッチで、ポートが VLAN 1 内になるように設定され、トラン
ク リンクには、VLAN 1 として設定された VLAN があります。VLAN 1 に関する既知の脆弱性に加
え、セキュリティ アプライアンスとして、シスコでは、ネイティブ VLAN を VLAN 1 以外の VLAN
に設定することをはっきりと推奨します。このように設定することにより、トラフィックがこの
VLAN の CAS に知らないうちに渡されたり通過することはありません。たとえば、トランク リンクに
設定の誤りがあったり、VLAN 1 に不明なトラフィックがあったりした場合でも（デフォルト VLAN 1
の未使用ポートにユーザがノート型パソコンを接続するなど）、CAS での問題につながることはありま
せん。

（注）

VLAN 1 の制限は CAS に必須で、CAM にも強く推奨されています。信頼できるポートと信頼できな
いポートの間に共通 VLAN が存在してはならないというバーチャル ゲートウェイ モードでの CAS の
コンフィギュレーション要件のため、VLAN 1 を信頼できるポートまたは信頼できないポートのどちら
にも絶対に使用しないでください。このような使用を避ければ、レイヤ 2 ループがコンフィグレーショ
ンの誤りによって VLAN 1 で発生する可能性がなくなります。
管理 VLAN をネイティブ VLAN にすることは可能ですが、管理 VLAN を別の値に設定することで、
CAS に渡される、または CAS を経由して渡されるすべてのトラフィックにタグが付けられ、CAS が
トラフィックを CAS の管理 VLAN または CAS の信頼できないインターフェイスから信頼できるイン
ターフェイスへの VLAN マッピングのいずれかに正しく関連付けることに疑問の余地がなくなります。
このような理由から、タグの付いていないパケットが正常にドロップされるように、「ダミー」VLAN
も使用されます。

（注）

CAS の管理 VLAN は、[Network] > [IP] で設定されます。VLAN マッピングは、CAS で設定されます
（[Advanced] > [VLAN Mapping]）。
ベスト プラクティスとしては、たとえば 998 と 999 など、異なるダミー VLAN を CAS の eth0 および
eth1 インターフェイス上のネイティブ VLAN に使用することをお勧めします。これにより、タグの付
いていないトラフィックはドロップされ、信頼できない CAS インターフェイスと信頼できる CAS イ
ンターフェイスの間で知らないうちに渡されることはありません。CAS は、いずれの場合も VLAN
マッピングなしでトラフィックを渡しません。ただし、異なるダミー VLAN ID を使用することで、ト
ラフィックがネイティブ VLAN を経由して不正に CAS へ渡されたり CAS を通過する原因となる、手
動または管理者の誤りを防ぐことができます。

インバンドの場合の VLAN マッピング
CAS が バーチャル ゲートウェイ モードで動作している場合、CAS は VLAN タグを変更しないで、
ネットワーク トラフィックを eth0 インターフェイスから eth1 に、および eth1 から eth0 に送信しま
す。
インバンド設定の場合、ループを形成しないで、両方のインターフェイスから同じレイヤ 2 スイッチを
介してトラフィックを送信するには、着信トラフィックを CAS の発信トラフィックと異なる VLAN 上
の CAS に転送する必要があります。

OOB 用の VLAN マッピング
OOB バーチャル ゲートウェイ モードの場合、OOB CAS は VLAN マッピングを使用して、認証
VLAN からアクセス VLAN に、あるいはその逆に送信される、認証済みでないクライアントの許可ト
ラフィック（DHCP および DNS など）に再タグ付けします。
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（注）

『Cisco NAC Appliance - Clean
OOB コンフィギュレーションに関するその他の詳細すべてについては、
Access Manager Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』を参照してください。

OOB バーチャル ゲートウェイ モードのスイッチ設定
Cisco NAC Appliance に対して次の VLAN ID を取得します。
• CAM の VLAN（管理 VLAN、64 など）
• CAS の VLAN（新しい管理 VLAN、222 など）

（注）

バーチャル ゲートウェイの場合、CAS の管理 VLAN は CAM とは異なる必要があります。

• アクセス VLAN（10、20、30、40 など）
• 認証 VLAN（610、620、630、640 など）
• CAS インターフェイス（998、999 など）に接続されたスイッチ インターフェイスでのネイティブ
VLAN 設定のダミー（未使用）VLAN

CAS の eth0 に接続されたスイッチ インターフェイスのスイッチ設定例：
• switchport trunk encapsulation dot1q
• switchport trunk native vlan 998
• switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,222

CAS の eth1 に接続されたスイッチ インターフェイスのスイッチ設定例：
• switchport trunk encapsulation dot1q
• switchport trunk native vlan 999
• switchport trunk allowed vlan 610,620,630,640

CAS eth0 および eth1 のネットワーク設定：
（[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Network] > [IP]）：
• 信頼できる管理 VLAN ID の設定（222 など）
図 5-18

（注）

管理 VLAN ID の設定

信頼できる側と信頼できない側両方で不要な VLAN を取り除き、CAS が管理に必要とする VLAN だ
けにする必要があります。また、両側のトランクの中から不要な VLAN 1 を取り除く必要もあります。

VLAN マッピングの設定
1. [Device Management] > [CCA Servers] > [List of Servers] の順番に進み、追加した CAS の
[Manage] ボタンをクリックします。CAS 管理ページが表示されます。
2. [Advanced] タブをクリックします。
3. [VLAN Mapping] リンクをクリックします。
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図 5-19

VLAN マッピングのイネーブル化

4. 両方向（[Untrusted -> Trusted] および [Trusted -> Untrusted]）の CAS インターフェイスにわたっ
て通過するマッピングのない VLAN パケットをブロックする場合は、[Enable VLAN Pruning] の
チェックボックスをクリックします。

（注）

VLAN プルーニングは、デフォルトでイネーブルになっています。

次の表に、VLAN プルーニングおよび VLAN マッピングがイネーブルまたはディセーブルになっ
ているときの、VLAN トラフィックにおける実質的な影響についての簡単な説明を示します。

VLAN プルー VLAN マッピ

警告

ニング

ング

結果

ON

ON

マッピングなしのすべての VLAN パケットを廃棄

ON

OFF

マッピングに関係なくすべての VLAN パケットを廃棄

OFF

ON

VLAN パケット ループを原因とするレイヤ 2 UDP ブロードキャス
ト ストームの可能性

OFF

OFF

VLAN パケット ループを原因とするレイヤ 2 UDP ブロードキャス
ト ストームの可能性

[Enable VLAN Pruning] オプションだけがイネーブルになっている場合、CAS はいずれか
の方向に通過するすべての VLAN パケットを廃棄します。
5. [Enable VLAN Mapping] のチェックボックスをクリックしてから、[Update] をクリックします。
6. [Untrusted network VLAN ID] フィールドに認証 VLAN ID を入力します。
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7. [Trusted network VLAN ID] フィールドにアクセス VLAN ID を入力します。
8. （任意）[Description] に説明を入力します（「Users on edge switch」など）。
9. [Add Mapping] をクリックします。

VLAN マッピングの確認手順
1. [Device Management] > [CCA Servers] > [List of Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Advanced] >
[VLAN Mapping] の順番に進みます。
2. 設定した VLAN マッピングは、ページ下部に表示されます。
図 5-20

VLAN マッピングの確認

ローカル デバイスおよびサブネットのフィルタリング
一般に、Cisco NAC アプライアンスは、ネットワークにアクセスしようとしているクライアントに認
証要件を適用します。デバイスおよびサブネット フィルタを使用すると、特定のクライアントに対す
る特殊なアクセス権または制限を定義することができます。

（注）

CAS 管理ページで設定されたアクセス ポリシーは、管理中の CAS にだけ適用されます。すべての
CAS に対応するグローバル パススルー ポリシーを設定するには、CAM Web コンソールの [Device
Management] > [Filters] モジュールの順番に進みます。一般にローカル ポリシーはグローバル設定を
上書きします。
デバイスおよびサブネット フィルタには、次の機能があります。

• 認証しなくても、デバイスおよびサブネットですべてのトラフィックを許可できます。
• デバイスおよびサブネットからのネットワーク アクセスをブロックできます。
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• 特定のデバイスおよびサブネットに対して認証を免除し、そのデバイスに別のロール ポリシーを
適用することができます。
フィルタ ポリシーは、Cisco NAC アプライアンスのロールをクライアントに割り当てる方法の 1 つで
す。ロール割り当ての優先順位は次のとおりです。

1. MAC アドレス
2. サブネットおよび IP アドレス
3. ログイン情報（ログイン ID、認証サーバから得たユーザの属性、ユーザ マシンの VLAN ID など）
したがって、あるクライアントが MAC アドレスでは「ロール A」に関連付けられているのに、ユーザ
のログイン ID では「ロール B」に関連付けられている場合は、「ロール A」が使用されます。

（注）

OOB 配置の場合、CAM はグローバルな Device Filters リストを尊重します。OOB 環境で配置する場
合には、ローカルな（CAS 固有の）デバイス フィルタを設定しないことを強くお勧めします。詳細に
ついては、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration Guide,
Release 4.5(1)』の「Global Device and Subnet Filtering」を参照してください。

（注）

デバイス フィルタ設定またはサブネット フィルタ設定は、CAS フォールバック ポリシーよりも優先さ
れます。CAS フォールバック モードでは、CAS デバイス フィルタ設定によりクライアントの MAC ア
ドレスに基づいて動作が決定されます。デバイス フィルタ設定が適用されない場合（CAS がレイヤ 3
ゲートウェイでありクライアントの MAC アドレスを特定できない場合など）、CAS フォールバック ポ
リシーを適用する前に、CAS は該当するサブネット フィルタ設定も探します。詳細については、
「CAS フォールバック ポリシー」（P.5-47）を参照してください。

ローカル デバイス アクセス フィルタ ポリシーの設定
インバンド配置用のローカル デバイス フィルタ ポリシーを設定できます。
ステップ 1

[Device Management] > [CCA Servers] > [List of Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Filter] > [Devices]
の順番に進みます。
図 5-21

ローカル デバイス フィルタ リスト

ステップ 2

[New] をクリックします。図 5-22 に示すように、新しいローカル フィルタ フォームが表示されます。

ステップ 3

[Devices] フォームにデバイスの MAC アドレスを入力します。このデバイスは、[MAC Address/IP
Address Description] テキスト フィールドに、ポリシーを作成するデバイスです。次の形式で 1 行に 1
つずつエントリを入力します。
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<MAC>/<optional_IP> <optional_entry_description>

以下の点に留意してください。

• 複数の MAC アドレスを指定する場合は、ワイルドカード「*」または範囲「-」を使用できます。
• 複数のデバイスを入力する場合、改行を使用してデバイスを区切ります。
• MAC アドレスと IP アドレスを両方入力した場合、両方に一致するクライアントに規則が適用され
ます。

• デバイスの記述は、デバイス単位で、またはすべてのデバイスに対して指定できます。
[Description (all entries)] フィールドのすべてのデバイスに適用される記述よりも、特定のデバイ
スに対する記述（[MAC Address] フィールド）の方が優先されます。各デバイス エントリ内の記
述にはスペースを入力できません。
ステップ 4

[Access Type] の選択肢の中から、そのデバイスのポリシーを選択します。
• ALLOW：IB - bypass login, bypass posture assessment, allow access
• DENY：IB - bypass login, bypass posture assessment, deny access
• ROLE：IB - bypass login, bypass L2 posture assessment, assign role
• CHECK：IB - bypass login, apply posture assessment, assign role

ステップ 5

CHECK または ROLE を使用している場合、[User Role] ドロップダウン メニューからロールを選択
します。

ステップ 6

[Add] をクリックしてポリシーを保存します。ポリシーはページ下部のリストに表示されます。
次の例はすべて有効なエントリです（同時に入力できます）。
00:16:21:11:4D:67/10.1.12.9 pocket_pc
00:16:21:12:* group1
00:16:21:13:4D:12-00:16:21:13:E4:04 group2
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図 5-22

（注）

新しいローカル フィルタ

帯域幅の管理がイネーブルになっている場合、ロールを指定せずに許可されたデバイスには、
Unauthenticated ロールの帯域幅が使用されます。
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フィルタ リストのカラムを並べ替えるには、カラム見出しラベル（[MAC Address]、[IP Address]、
[Description]、[Access Type] など）をクリックします。
デバイス アクセス ポリシーを編集するには、[Edit] ボタンをクリックします。MAC アドレスは、変更
できないフィルタ ポリシー プロパティです。MAC アドレスを変更するには、新しいフィルタ ポリ
シーを作成して、既存のポリシーを削除します。
任意の個数のデバイス アクセス ポリシーを削除するには、目的のポリシーの横にあるチェックボック
スをクリックして、[Delete] ボタンをクリックします。

アクティブ L2 デバイス フィルタ ポリシーの表示
特定の CAS のフィルタ ポリシーのアクティブ レイヤ 2 デバイスを表示する手順は、次の通りです。
ステップ 1

[Device Management] > [CCA Servers] > [List of Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Filter] > [Devices]
> [Active] の順番に進みます。

ステップ 2

まず [Show All] ボタンをクリックし、現在 CAS に接続されパケットを送信しているクライアントから
の情報と、デバイス フィルタ内のその MAC アドレスを、[Active] ページに入力します。

ステップ 3

また、クライアント IP または MAC アドレスで [Search] を実行し、結果をページに入力することもで
きます。デフォルトでは、実行された [Search] パラメータは、[Search IP/MAC Address] フィールドに
入力された値の「contains」と等しくなります。
パフォーマンスの考慮事項として、[Active] ページには、[Show All] または [Search] をクリックして
ページを更新したときの最新のデバイス情報だけが表示されます。
図 5-23

（注）

アクティブ

CAM からすべての CAS のアクティブ デバイスを表示するには、[Device Management] > [Filters] >
[Devices] > [Active] の順番に進みます。
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サブネット アクセス フィルタ ポリシーの設定
[Subnets] フォームを使用すると、サブネット全体に対応するアクセス規則を指定できます。そのサブ
ネットからネットワークにアクセスするすべてのデバイスに規則が適用されます。
サブネットベースのアクセス制御を設定する手順は、次のとおりです。
1. [Filter] タブで、[Subnets] リンクをクリックします。

2. [Subnet address/netmask] フィールドに、サブネットのアドレスと、サブネット アドレスの有効な
ビットを識別するネットマスクを入力します。
図 5-24

ローカル サブネット フィルタ

3. （任意）[Description] フィールドに、ポリシーまたはデバイスの説明を入力します。
4. [Access Type] の選択肢の中から、そのデバイスのネットワーク アクセス ポリシーを選択します。
– [allow]：デバイスは認証なしでネットワークにアクセスできます。
– [deny]：デバイスはネットワークへのアクセスをブロックされます。場合に応じて、ユーザは
ブロックされ、アクセスが拒否されたことをユーザに示す HTML ページが表示されます。
– [use role]：指定されたデバイスを持つユーザにロールを適用します。このオプションを選択し
た場合は、適用するロールも選択します。ユーザを認証する必要はありません。

5. [Add] をクリックしてポリシーを保存します。
ポリシーは即座に有効になり、フィルタ ポリシー リストに表示されます。このリストからサブネット
ポリシーを削除するには、[Delete] ボタンを使用します。サブネット ポリシーを編集するには、[Edit]
ボタンをクリックします。サブネット アドレスは、変更できないフィルタ ポリシー プロパティです。
アドレスを変更するには、新しいフィルタ ポリシーを作成し、既存のポリシーを削除する必要があり
ます。
フィルタ リストをカラムごとに並べ替えるには、見出しラベル（[Subnet]、[Description] など）をク
リックします。
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CAS フォールバック ポリシー
CAS フォールバック ポリシー機能により、管理者は、CAS から CAM に到達できなくなったときに
CAS により許可されるユーザ アクセスのレベルを設定できます。たとえば、リモート CAS が CAM へ
の到達を試みているときに WAN リンクに障害が発生した場合、CAS フォールバックを使用して、全
ユーザ トラフィックの許可、全ユーザ トラフィックのブロック、またはすでに認証済みユーザのトラ
フィックだけを許可（デフォルトの CAS 動作）といったユーザ アクセス ポリシーを指定できます。

（注）

CAS フォールバック機能は、CAS と CAM の間の通信が失われた状態のための機能です。中央配置で
の CAS の障害に対して保護するためには、CAS ハイ アベイラビリティ（HA）フェールオーバー バン
ドルの展開を推奨します。詳細については、第 13 章「ハイ アベイラビリティ（HA）の設定」を参照
してください。
CAS は、指定した検出間隔に従って、CAM のステータスを定期的に確認します。指定された検出間隔
のうち事前に決定されているパーセンテージの期間 CAM に到達できないと、CAS はすべてのユーザ
ロールのトラフィック ポリシーを、指定したフォールバック ポリシーに基づいて「Allow All」、
「Block All」、「Ignore」のいずれかに設定します。以下に示すように、しきい値 [Detect Interval]、
[Detect Timeout]、および [Fail Percentage] を指定できます。
デバイス フィルタ設定またはサブネット フィルタ設定は、CAS フォールバック ポリシーよりも優先さ
れます。CAS フォールバック モードでは、CAS デバイス フィルタ設定によりクライアントの MAC ア
ドレスに基づいて動作が決定されます。デバイス フィルタ設定が適用されない場合（CAS がレイヤ 3
ゲートウェイでありクライアントの MAC アドレスを特定できない場合など）、CAS フォールバック ポ
リシーを適用する前に、CAS は該当するサブネット フィルタ設定も探します。

CAS フォールバック リカバリの間（CAS が CAM に再接続している間）、CAS を通じて Cisco NAC
アプライアンスにアクセスしているユーザに対しログイン ダイアログが表示されますが、約 2 分間認
証されずログインできません （CAS フォールバック リカバリが完了するまで、ユーザがログインしよ
うとすると、「Failed to add user to the list」というエラー メッセージが表示されます）。
（注）

CAS CLI で failSafeStatus スクリプトを使用し、CAS が現在正常に動作しているのかフォールバック
状態なのかを判断できます。スクリプトを実行するには、root で CAS CLI にログインし、
/perfigo/access/bin/ ディレクトリから failSafeStatus と入力します。

（注）

リリース 4.5(1) から、HA ペアのスタンバイ CAS が DHCP アドレス管理を行っていてフォールバック
状態になったアクティブ CAS の役割を引き継ぐとき、新しいアクティブ CAS はユーザ ログインに加
えて DHCP 機能も引き継ぎます。

CAS フォールバックの設定
ステップ 1

[Device Management > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Filter] > [Fallback] の順番に進みます。
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図 5-25

ステップ 2

CAS フォールバック

[Fallback Policy] ドロップダウン メニューから、次のオプションのいずれかを選択します。
• [Ignore]（デフォルト）：認証済みユーザのトラフィックだけを許可し、新規ユーザはブロックし
ます。このオプションでは、既存の（認証済み）ユーザによるローカルおよびリモート サイト リ
ソースへのアクセスを許可し、新規の（未認証）ユーザはブロックされます。

• [Allow All]：全ユーザ（認証済みおよび新規）のすべてのトラフィックを許可します。このオプ
ションでは、新規のユーザも既存のユーザもローカルおよびリモート サイト リソースにアクセス
できます。

• [Block All]：全ユーザ（認証済みおよび新規）のすべてのトラフィックをブロックします。このオ
プションでは、新規のユーザと既存のユーザによるローカルおよびリモート サイト リソースへの
アクセスがブロックされます。
ステップ 3

[Detect Interval] に検出間隔を入力します（デフォルトは 20 秒）。[Detect Interval] は、CAM がネット
ワーク上で到達可能であるかどうかを確認するために、CAS が CAM にポーリングする頻度を示しま
す。[Detect Interval] は 20 秒以上であることが必要です。

ステップ 4

[Detect Timeout] に検出タイムアウトを入力します（デフォルトは 300 秒）。[Detect Timeout] は、
CAM が到達可能かどうかを判断する前に CAS が CAM に対するポーリングを継続する時間を示しま
す。確認ポーリングのうち [Fail Percentage] で指定したパーセンテージが失敗すると（表 5-2 を参照）、
CAS は CAM が到達不能と見なし、CAS フォールバック ポリシーを起動します。[Detect Timeout] の
値は、[Detect Interval] （デフォルトは 300 秒）の 15 倍よりも大きい必要がありますが、[Detect
Timeout] に [Detect Interval] の値の 30 倍の値を設定することをお勧めします（たとえば、[Detect
Interval] が 20 秒の場合は [Detect Timeout] に 600 秒を設定します）。
（注）

[Detect Interval] および [Detect Timeout] の設定のデフォルト値は、Cisco NAC アプライアン
ス リリース 4.5(1) の新しいインストールに適用されます。以前の Cisco NAC アプライアンス
リリースからアップグレードする場合、元の [Detect Interval] と [Detect Timeout] の値が保持
され、期待される CAS フォールバック動作を維持するためには新しい設定を指定する必要が
あります。
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ステップ 5

[Fail Percentage] にフォールバック パーセンテージを指定します。[Fail Percentage] は、[Detect
Timeout] の間に CAS ポーリング イベントの何パーセントが失敗したら CAS が CAM を到達不要であ
ると見なしフォールバック ポリシーを起動するかを示します。ネットワークの安定性を確保し、CAS
フェールオーバー イベントを最小限にするには、[Fail Percentage] 設定は 25% ～ 50% にします。
[Detect Timeout] の間に監視する CAS イベントおよびポーリングの回数を知るには、[Detect Timeout]
を [Detect Interval] で割ります。CAS が実行する確認ポーリングの回数がわかったら、[Fail
Percentage] を掛けて、CAS フォールバックが起動されるには [Detect Timeout] の間に何度ポーリング
イベントが失敗する必要があるかを決定します。
たとえば、CAS が [Detect Timeout] の期間内に 15 回の確認ポーリングを行い、CAS が CAS から
CAM への確認ポーリングの 30% が失敗したときにフォールバックするように設定されている場合
（つまり、[Fail Percentage] に 30 を指定した場合）、CAM に対する確認ポーリングが 5 回以上失敗する
と CAS フォールバックが発生します。これは、15 回のポーリングの 30% は 4.5 回であるためです（5
に切り上げ）（詳細は、表 5-2 を参照してください）。

（注）
ステップ 6

CAS フォールバック計算では、分数は必ず次の整数値に切り上げます。

[Resume Percentage] の値は、指定した [Fail Percentage] の値に応じて自動的に設定されます。
[Resume Percentage] は、CAS フォールバック イベントのあとに、CAS が正常動作に戻るために必要
な CAM からの正常応答のパーセンテージを示します。
CAS フォールバック イベントのあと、CAS は指定したフォールバック パラメータに従って CAM との
接続を監視し続け、[Detect Timeout] の間定期的な接続確認ポーリングの最低パーセンテージに CAM
が応答すると、通常動作に戻ります。[Resume Percentage] の値を決定するための関数は、100% の成
功率から [Fail Percentage] の 1/2 を引いた値です。そのため、[Fail Percentage] に 30% が指定されて
いる場合、CAS は CAM が [Detect Timeout] の期間の間ポーリングの 85%（100% から 30% の半分の
15% を引いた値）に応答すると通常動作に戻ります。

ステップ 7

[Update] をクリックします。

表 5-2 は、CAS フォールバックの設定例と、CAS フォールバックをイネーブルにした場合の Cisco
NAC アプライアンス システムにおけるフォールバック ポリシーの結果を示します。太字の値はユーザ
固有です。
表 5-2

CAS フォールバックの設定例と結果

Detect Timeout
Fail
にわたる CAS
ポーリングの回数 Percentag
Detect Detect （Detect
e 25% ～
Interval Timeout Timeout/
50%
（指定） （指定） Detect Interval）（指定）
15
30%
20 秒
300 秒

CAS フォール
バックを起動
するポーリン
グ失敗の数
Resume Percentage
（CAS ポーリ
（100 - Fail
ング x Fail
Percentage） Percentage/2）

CAS が動作をレジューム
するための Detect
Timeout にわたるポーリ
ング成功数
（CAS ポーリング x
Resume Percentage）

85%

13（12.75 を切り上げ）
26（25.5 を切り上げ）

5（4.5 を切り
上げ）

20 秒

600 秒

30

30%

9

85%

20 秒

400 秒

20

25%

5

30 秒

600 秒

20

30%

6

88%（87.5% を切り上げ） 18（17.5 を切り上げ）
85%
17
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NAT セッション スロットル
CAS が NAT ゲートウェイとして機能する場合に、ホスト単位でスロットルまたはしきい値を設定でき
ます。この機能を使用すると、CAS は各ホストが一度に開くことができる最大接続数を制限し、（悪意
のあるユーザやワームに感染したユーザなどによって）特定のホストがすべての接続を消費することが
ないように設定できます
ステップ 1

[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [NAT] の順番に進みま
す。
図 5-26

NAT ページ

ステップ 2

[Drop new connections when "max concurrent connections per host" is reached] チェックボックスをク
リックして、新しいユーザ接続に対する NAT セッション スロットル機能をイネーブルにします。
このオプションがオンの場合に、ホストの現在の合計接続数が [Max Concurrent Connections Per Host]
フィールドで設定されたしきい値を超えると、ユーザの新規セッションはすべて削除されます。たとえ
ば、既存ユーザのオープン接続数が 300 の場合、管理者はこの機能をイネーブルにして、ホスト単位
の最大接続数を 100 に設定することができます。ユーザの既存接続は影響を受けませんが、合計接続
数が 100 を下回らないかぎり、新しい接続を開くことはできなくなります。

ステップ 3

次のオプションを設定します。

• [Max Concurrent Connections Per Host]：このしきい値を最大接続数の 45535 まで設定できます。
通常、ホスト単位の接続数は 256 または 512 で十分です。削除されたユーザ接続が多数ある場合
は、このフィールドでホスト単位で許可される最大接続数を増加させることができます。

• [TCP Session Timeout (seconds)]：接続ごとのアイドル時間を設定します。ユーザが接続を開いた
場合（Telnet 接続など）、このフィールドで設定した秒数が経過して接続がアイドルになると、接
続は切断されます。

• [TCP Session Scan Interval (seconds)]：NAT 接続のテーブル全体をスキャンして（最大 45,535 個
のエントリ）、タイムアウトした接続を調べる間隔を設定します。たとえば、この値が 90 秒の場
合、テーブルは 90 秒ごとにスキャンされます。
ステップ 4

[Update] をクリックして、CAS NAT ゲートウェイで設定を保存し、アクティブにします。
トラブルシューティングのために、ページ下部にホストごとの現在の接続テーブルが表示されます。

• [Detect Interval (specify)]：リリース 3.6(x) の場合に、NAT ゲートウェイ モードの CAS で使用可
能な最大接続数（45,535）のうち、開いている合計接続数を表示します（たとえば、33/45535 は
33 個の接続が開いていることを意味します）。
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• [IP]：ホストの IP アドレス
• [Current Connections]：たとえば 2、10 など、このホストによって現在消費されている合計接続
数。[Drop new connections when "max concurrent connections per host" is reached] のチェック
ボックスがオンになっていない場合、[Current Connections] の値は、[Max Concurrent
Connections Per Host] に設定した値より大きくすることができます。
• [Dropped Connections]：ホストで切断された現在の接続数。ユーザが自身の接続の切断理由を知
りたい場合は、このフィールドを使用してトラブルシューティングを実行できます。

1:1 NAT の設定
1:1 NAT を実行する場合、変換に関係する外部アドレスと内部アドレスには 1 対 1 の対応関係がありま
す（複数の内部アドレスが単一の外部アドレスを共有する、デフォルトの NAT 動作と異なります）。
1:1 NAT では内部ネットワークのアーキテクチャが隠されますが、外部との通信が必要なホストごとに
外部アドレスが必要になるため、外部 IP アドレスの節約にはなりません。デフォルトのダイナミック
NAT と組み合わせて、電子メール サーバ、Web サーバ、またはインターネットからアクセス可能なそ
の他のサービスを実現できます。
アドレス範囲、個々のアドレス、およびポート番号を対応付けることができます。
範囲の場合は、内部アドレス範囲と外部アドレス範囲の開始点、および範囲の長さを指定する必要があ
ります。たとえば、次のように設定するとします。

• パブリック範囲の開始点：11.1.1.2; ポート：*
• プライベート範囲の開始点：192.168.151.200; ポート：*
• 範囲：4
次のアドレス マッピングが形成されます。

• 192.168.151.200 <-> 11.1.1.2
• 192.168.151.201 <-> 11.1.1.3
• 192.168.151.202 <-> 11.1.1.4
• 192.168.151.203 <-> 11.1.1.5
デフォルトでは、ポート番号は変更されないでパススルーされます（アスタリスク [*] ポート値で指
定）。
アドレス範囲に 1 を指定すると、単一アドレスを関連付けることができます。このマッピングには、
ポート マッピングを含めることができます。たとえば、次の割り当てでは、11.1.1.6:8756 の着信トラ
フィックは内部アドレス 192.168.151.204:80 に対応付けられます。

• パブリック範囲の開始点：11.1.1.6; ポート：8756
• プライベート範囲の開始点：192.168.151.204; ポート：80
• 範囲：1

注意

特定のアドレスを一度に複数のマッピングに含めないでください（アドレス範囲内に含めて、さら
に個別マッピングを指定する場合など）。
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1:1 NAT の設定
1. [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [1:1 NAT] の順番に
進みます。

2. [Enable NAT 1:1 Mapping] を選択して、[Update] をクリックします。
3. [Protocol] で、NAT を実行するプロトコルを選択します。選択できるのは、TCP、UDP、または
両方です。

4. [Public IP Range Begin] フィールドに public アドレス範囲の先頭アドレスを入力します。アドレス
またはポートフィールドにアスタリスクを入力すると、変換後も値は変わりません。

5. [Private IP Range Begin] フィールドに private アドレス範囲の先頭アドレスを入力します。
6. 範囲の長さ（順番に並んだアドレスのうち、変換対象となるアドレスの個数）を指定します。
7. （任意）[Description] フィールドにマッピングの説明を入力します。
8. [Add Mapping] ボタンをクリックします。
新しい範囲マッピングがマッピング リストに表示されます。

ポート転送による 1:1 NAT の設定
ポート フィールドを使用すると、ポート転送を実行できます。ポート転送による 1:1 マッピングを作
成するには、該当するフィールドにパブリックおよびプライベート アドレス、および対応するポート
番号を入力し、[IP Range Length] 値を 1 に設定します（図 5-27 を参照）。
図 5-27

ポート転送による 1:1 NAT
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CAS でのプロキシ サーバ設定
デフォルトでは、CAS はポート 80 および 443 のクライアント トラフィックをログイン ページにリダ
イレクトします。非信頼ネットワーク上のユーザが、プロキシ サーバまたは異なるポートを使用する
必要がある場合、HTTP/HTTPS クライアント トラフィックが（未認証ユーザ用の）ログイン ページ
に、または HTTP/HTTPS/FTP トラフィックが（Quarantine または Temporary ロール ユーザ用の）許
可されたホストに適切にリダイレクトされるように、対応するプロキシ サーバ情報を CAS に設定でき
ます。次のように指定できます。

• プロキシ サーバ ポートのみ（たとえば、8080、8000）：この設定は、ユーザがプロキシ サーバを
通過できるものの、その IP アドレスを知らないような環境（たとえば大学）で有用です。
• プロキシ サーバの IP アドレスとポートのペア（たとえば、10.10.10.2:80）：この設定は、使用す
るプロキシ サーバの IP およびポートが既知のものである環境（たとえば企業）で有用です。
• 事前に設定済みのプロキシ PAC ファイルの URL：これは、CAS がユーザ セッションをリダイレ
クトするために使用するファイルです。セッションのリダイレクトを正常に行うには、指定する

URL の IP アドレスおよびポートがプロキシ サーバの IP アドレスおよびポートと同じであること
が必要です。URL の IP アドレスまたはポートがプロキシ サーバの設定と異なる場合には、代わり
にユーザ セッションに対して IP またはホスト ポリシーを設定する必要があります。
CAS でのプロキシ サーバ設定を指定するには
ステップ 1

[Device Management] > [Clean Access Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [Proxy] の順番
に進みます。
図 5-28

ステップ 2

クライアント トラフィックのプロキシ設定

次のようにプロキシ ソースを指定します。

• プロキシの IP アドレスを [Proxy Server (IP:)Port] に入力します。プロキシ サーバのポート番号ま
たは IP: ポートを入力します。複数のエントリを指定する場合は、カンマで区切ります。次の例を
参考にしてください。
3128,8080,8000,10.10.10.2:6588,10.10.10.2:3382
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（注）

セキュリティを向上させるため、プロキシ サーバの IP とポートの両方を指定することを強
く推奨します。そのように指定することで、CAS は指定した IP アドレスからの要求だけ
を代行受信します。ポートまたは IP: ポートのいずれかをプロキシ サーバに指定する必要
があります。IP アドレスだけの指定はできません。

• CAS がユーザ セッションをリダイレクトするために使用する、事前に設定済みのプロキシ PAC
ファイルの URL を入力します。

（注）

ステップ 3

セッションのリダイレクトを正常に行うには、指定する URL の IP アドレスおよびポート
がプロキシ サーバの IP アドレスおよびポートと同じであることが必要です。URL の IP ア
ドレスまたはポートがプロキシ サーバの設定と異なる場合には、代わりにユーザ セッショ
ンに対して IP またはホスト ポリシーを設定する必要があります。

[Update] をクリックして設定値を保存します。
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DHCP の設定
通常の導入の際は、すでにネットワークに Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サーバが存
在し、Clean Access Server（CAS）を DHCP リレー または DHCP パススルー モードのいずれかで設
定する必要があります。DHCP リレー モードは、CAS が Real-IP ゲートウェイまたは NAT ゲートウェ
イのときに使用可能で、DCHP パススルー モードは、バーチャル ゲートウェイ モードの CAS に対し
てだけ使用されます。研究またはテスト環境の場合、または DHCP サーバがまだ設定されていない場
合は、Real-IP または NAT ゲートウェイ CAS がネットワークの DHCP サーバになるように設定できま
す。この章では、CAS の各 DHCP モードの設定方法について説明します。この章の内容は、次のとお
りです。

• 「概要」（P.6-1）
• 「DHCP モジュールのイネーブル化」（P.6-2）
• 「IP 範囲（IP アドレス プール）の設定」（P.6-5）
• 「IP アドレスの予約」（P.6-22）
• 「ユーザ指定の DHCP オプション」（P.6-23）
• 「Global Action」（P.6-31）

概要
DHCP は、ネットワーク上のコンピュータに IP アドレスを動的に割り当てるためのブロードキャスト
プロトコルです。クライアント コンピュータが DHCP 対応ネットワークに加入しようとすると、この
クライアントはアドレス要求メッセージをブロードキャストします。ネットワーク上の DHCP サーバ
がこの要求に応答し、交換処理を通して、IP アドレスをクライアントとネゴシエートし、クライアン
トに配信します。

DHCP 対応ネットワークでは、CAS は次のいずれかのモードで動作できます。
• DHCP パススルー：このモードは、CAS がバーチャル ゲートウェイとして設定されているときに
使用できる唯一のモードです。DHCP パススルー モードでは、バーチャル ゲートウェイ CAS はイ
ンターフェイスを介して、DHCP ブロードキャスト メッセージを変更しないで伝播します。
• DHCP リレー：このモードの場合、Real-IP または NAT ゲートウェイ CAS はクライアントから他
の DHCP サーバにメッセージを転送します。
• DHCP サーバ：このモードでは、Real-IP または NAT ゲートウェイ CAS は DHCP サーバとして
動作し、管理対象（信頼できない）ネットワークのクライアント IP アドレスを割り当てます。

Real-IP または NAT ゲートウェイ CAS が DHCP サーバとしてイネーブルになっている場合、その
CAS によって完全機能 DHCP サーバのサービスが提供されます。単一の IP プールから、または多数
のサブネットにまたがる複数のプールから、アドレスを割り当てることができます。特定のクライアン
ト デバイスにスタティック IP アドレスを割り当てることができます。
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DHCP サーバ コンフィグレーション インターフェイスには、同時に多くのプールを簡単に作成できる
自動生成 IP プール用のツールが含まれ、コンフィギュレーション エラーの検出に役立つ確認メカニズ
ムが提供されています。
激しさを増すウィルス アクティビティへの対応として自動生成 IP ツールを使用すると、ネットワーク
を保護できます。ネットワークを小さな複数のサブネット（/30 サブネットなど）に分割して、クライ
アントを相互に隔離することができます。クライアントはサブネット間で直接通信できないため、サブ
ネット間のすべてのトラフィックは CAS を介してルーティングされます。したがって、ピアツーピア
接続を介して伝播するワームの機能は制限されます。
サブネット化された IP アドレス プールを生成すると、CAS はそのサブネットのルータとして自動的に
設定されます。サブネットの ARP エントリも自動生成されます。
スタティック アドレスの場合は、特定のデバイスの特定の IP アドレスを MAC（メディア アクセス制
御）アドレス別に予約することができます。

DHCP モジュールのイネーブル化
Real-IP または NAT ゲートウェイ モードになっている CAS では、DHCP リレー モードまたは DHCP
サーバ モードをイネーブルにできます。CAS がバーチャル ゲートウェイの場合、常に DHCP パスス
ルー モードとなります（図 6-4 を参照）。

DHCP リレー モードまたは DHCP サーバ モードの設定
1. [Device Management] > [CCA Servers] > [List of Servers] で、CAS の横にある [Manage] ボタン
をクリックします。

2. [DHCP] リンクをクリックして、[Network] タブの [DHCP] フォームを開きます（図 6-1）。
図 6-1

DHCP タイプの選択（Real-IP または NAT ゲートウェイ モードの CAS）

3. [DHCP Type] ドロップダウン メニューから、次のいずれかのオプションを選択して [Select DHCP
Type] ボタンをクリックします（DHCP サーバ モードの場合、このボタンの表示は [Select DHCP
Type and Reboot Clean Access Server] に変わります）。
a. [None]：このオプションは CAS のデフォルト モードで、CAS はインターフェイスを介して
DHCP ブロードキャスト メッセージを変更しないで伝播します。信頼ネットワーク上に
DHCP サーバがすでに存在する場合は、CAS をこのデフォルト モードのままにします。
b. [DHCP Relay]：このモードの場合、CAS はクライアントと特定の外部 DHCP サーバ間で
DHCP メッセージを転送します。DHCP リレーでは、CAS の信頼できない（eth1）アドレス
がゲートウェイ IP アドレスとして管理対象クライアントに渡されるように、環境内の DHCP
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サーバを設定する必要があります。[DHCP Relay] モードを選択すると、追加の DHCP リレー
コンフィギュレーション フォーム（図 6-2）が表示されます。[Relay to DHCP server] フィー
ルドに外部 DHCP サーバの IP アドレスを入力し、[Update] ボタンをクリックします。
図 6-2

DHCP リレーの設定

c. [DHCP Server]：管理対象クライアントに DHCP サービスを実行するように CAS を設定しま
す。CAS が DHCP サーバとしてイネーブルになると、[DHCP Status]、[Subnet List]、
[Reserved IPs]、[Auto-Generate]、および [Global Options] の各サブタブが表示されます
（図 6-3）。このタブから、IP プールを手動で追加したり、プールやサブネットを自動生成した
り、予約された IP を指定することができます（「IP 範囲（IP アドレス プール）の設定」
（P.6-5）を参照）。
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図 6-3

（注）

DHCP Server モードの場合

[DHCP Server] を選択したあとで、CAS の別の DHCP タイプに切り替える場合は、CAS をリブートす
る必要があります。タイプを変更するには、ドロップダウン メニューで [None] または [DHCP Relay]
を選択し、[Select DHCP Type and Reboot Clean Access Server] ボタンをクリックします。

DHCP Status オプション
CAS が DHCP サーバとしてイネーブルになると、[DHCP Status] タブに、図 6-3 に示すイネーブル化
ボタンが表示されます。

Cisco Clean Access は、2 つの DHCP イネーブル化およびディセーブル化機能を提供し、CAS がネッ
トワークの DHCP サーバとして設定されているときに、クライアント IP アドレスが正しく更新される
ようにします。2 つの機能、DHCP Lease Expiration でのユーザ ログアウトと DHCP FORCERENEW
については下記で説明しています。
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DHCP Lease Expiration でのログアウトのイネーブル化 / ディセーブル化
このトグル ボタンは、デフォルトでディセーブルになっています。[Enable] ボタンをクリックすると、
クライアントの DHCP リースの有効期限が切れたときに、ユーザは Cisco NAC アプライアンスからロ
グアウト（Clean Access Agent または Cisco NAC Web Agent のログアウトまたは Web ログアウトの
いずれか）します。

[DHCP FORCERENEW] のイネーブル化 / ディセーブル化
このトグル ボタンは、デフォルトでディセーブルになっています。[Enable] ボタンをクリックすると、
DHCP サーバに DHCP NAK コマンドを実行するように指示が出されます。このコマンドにより、他の
DHCP サーバによりクライアントに割り当てられた IP アドレスが解放されます。NAK コマンドを実
行後、DHCP クライアントには、CAS で設定された有効な IP アドレスが割り当てられます。

[Show/Hide DHCP Server Startup Message]
このボタンをクリックすると、直前の DHCP サーバ起動メッセージが表示されます。サーバが起動し
ない場合は、ここにエラーメッセージが表示されます。

[Show/Hide DHCP Configuration File]
このボタンをクリックすると、DHCP コンフィギュレーション ファイルが表示されます。場合によっ
ては、起動メッセージに、特定の設定行にエラーがあると表示されます。このボタンをクリックする
と、コンフィギュレーション ファイルを行単位で表示できます。

[DHCP Status] タブの詳細については、「サブネットの処理」（P.6-15）を参照してください。
DHCP 設定の詳細については、「ユーザ指定の DHCP オプション」（P.6-23）を参照してください。
（注）

バーチャル ゲートウェイ CAS は、常に DHCP パススルー モードです（図 6-4 を参照）。
図 6-4

CAS VGW DHCP タイプ

IP 範囲（IP アドレス プール）の設定
DHCP サービスを提供するように CAS を設定するには、まずクライアントに割り当てる IP アドレス
範囲（IP アドレス プール）を設定します。また、DNS アドレスなど、IP アドレスとともにクライアン
トに渡すネットワーク情報も指定できます。

CAS は複数のプールおよびサブネットのアドレスを割り当てることができます。ただし、割り当てら
れたアドレスは、CAS が管理するように指定した範囲に収まっている必要があります。次のいずれか
が可能です。
• 信頼できないインターフェイスの管理対象ネットワークのアドレス スペース（[Network]> [IP]
ページで設定）
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• 管理対象サブネット（[Advanced] タブの [Managed Subnet] フォームで指定）
管理対象外のサブネットからアドレス プールを作成しようとすると、状況を示すエラー メッセージが
管理コンソールに表示され、プールは作成されません。

サブネットの自動生成と手動作成
サブネットを自動的に生成して、一度に複数の IP アドレス プールを作成することができます。比較的
小さなサイズの IP プールを多数作成すると（そのプールから割り当てることができるアドレス数が少
数に限定されるため）、ネットワークを保護することができます。クライアントを小さなサブネットに
隔離することにより、ピア間で直接通信する機能を制限し、ピア接続を介したワームの拡散などを防止
できます。
また、ネットワークに必要な IP アドレス プール数がわずかである場合は、手動でサブネットを作成す
ることもできます。

サブネット化規則
管理コンソールで IP プールを自動的に作成するのか、または手動で作成するのかに関係なく、作成す
るサブネットは標準サブネット設計規則に従う必要があります。サブネット アドレスは、適切に並ん
でいる場合に限って、2 の累乗の個数がサポートされます。たとえば、サブネット マスクが
255.255.255.192 の場合はサブネット範囲の起点をアドレス 10.1.1.57 にすることができません。ネッ
「サイズ 64」のサブネットに対応するためです。存在できる「サ
トマスクの最終オクテットの 192 は、
イズ 64 」のサブネットは、サブネット開始アドレス境界が .0、.64、.128、および .192 である 4 つだけ
です。.57 は 2 の累乗でないため、サブネットの開始アドレスには使用できません。
手動作成サブネットまたは自動生成サブネットのどちらに対しても、範囲の開始アドレスを指定する必
要があります。プールを手動で作成するには、範囲の末尾を指定します。プールを自動生成するには、
生成するサブネット数を指定します。

IP 範囲のアドレスは次のように割り当てられます。
1. ネットワーク アドレス：範囲として入力した最初の有効数値は、サブネット（複数のサブネット
を生成する場合は、最初のサブネット）のネットワーク アドレスとして使用されます。

2. ルータ アドレス：2 番めの数値はルータ アドレス（サブネットのバーチャル ゲートウェイ イン
ターフェイスのアドレス）として使用されます

3. ホスト IP アドレス：3 番めの数値は、クライアントにリース可能な最初のアドレスです。
4. ブロードキャスト アドレス：範囲の最後のアドレスは、ブロードキャスト アドレスです。

4 つのアドレスだけで構成される IP 範囲を指定すると、単一ホストのサブネットを作成できます。
表 6-1 に、サブネット サイズごとにリース可能なアドレス数、および Classless InterDomain Routing
（CIDR）プレフィクスごとに有効なサブネット数を示します。各 CIDR プレフィクスは、特定のサブ
ネット マスクに対応します。CIDR 表記は、32 ビット IP アドレスのネットワーク部分にマスクされる
ビット数を識別して、ホスト アドレスを特定の数だけ作成します。たとえば、CIDR アドレスが
10.5.50.6/30 の場合は、アドレスの最初の 30 ビットはネットワーク部分に使用され、残りの 2 ビット
はホスト部分に使用されます。2 ビットのアドレスによって、4 つのホスト アドレスが生成されます。
サブネットに必要なネットワーク、ゲートウェイ、およびブロードキャスト アドレスに、3 つのアドレ
スが自動的に割り当てられます。残りのアドレスはリースすることができます。したがって、/30 ネッ
トワークでは、1 台のホストを含むサブネットが作成されます。
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表 6-1

サブネット サイズごとのアドレス

CIDR プレ
フィクス

有効なサブネット
数（クラス C）

合計アドレス数

リース可能なホス
ト アドレス数

有効な範囲先頭アドレ
スの例

/30

64

4

1

10.1.65.0
10.1.65.4
10.1.65.8
...

/29

32

8

5

10.1.65.0
10.1.65.8
10.1.65.16
...

/28

16

16

13

10.1.65.0
10.1.65.16
10.1.65.32
...

/27

8

32

29

10.1.65.0
10.1.65.32
10.1.65.64
...

/26

4

64

61

10.1.65.0
10.1.65.64
10.1.65.128
10.1.65.192

/25

2

128

125

10.1.65.0
10.1.65.128

/24

1

256

253

10.1.65.0

表 6-2 に、アドレス 10.1.100.12 を起点とする、4 つの /30 サブネットで構成された自動生成 IP 範囲の
アドレス指定を示します。
表 6-2

自動生成サブネット

最初のサブネッ
ト

2 番めのサブ

3 番めのサブ

IP 範囲エントリ

ネット

ネット

4 番めのサブ
ネット

ネットワーク アドレス

10.1.100.12

10.1.100.16

10.1.100.20

10.1.100.24

ルータ アドレス

10.1.100.13

10.1.100.17

10.1.100.21

10.1.100.25

10.1.100.18 10.1.100.18

10.1.100.22 10.1.100.22

10.1.100.26 10.1.100.26

10.1.100.19

10.1.100.23

10.1.100.27

クライアント アドレス範囲 10.1.100.14 -

10.1.100.14
ブロードキャスト アドレス 10.1.100.15
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一般に、管理コンソールは適切に設定されたサブネットに規則を適用します。ネットマスクに無効な
「Subnet/Netmask pair do not match 」というメッセージ
ネットワーク アドレスを使用しようとすると、
が表示されます。この場合は、アドレスに新しい値を選択します。

IP プールの手動作成
IP プールを手動で作成するには、プールが存在するサブネットも定義する必要があります。手動生成
したプールのサブネット アドレスおよびネットマスク値は、3 つの方法で特定できます。
• サブネット アドレスを IP アドレスおよびネットマスクとして直接入力します。
• 入力した IP 範囲に基づいて、管理コンソールで有効な最小のサブネットを生成します。
• 管理コンソールで、CAS が現在管理しているサブネット リストから値を計算します。

IP プール範囲を作成する手順は、次のとおりです。
1. [DHCP] フォームで、[Subnet List] タブをクリックし、[New] リンクをクリックします。
図 6-5

[Subnet List] の [New] サブタブ リンク

2. 新しい IP プール フォームが表示されます。
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図 6-6

新しいサブネット フォーム

3. 次のフィールドに値を入力します。
– [IP Range]：クライアントに割り当てられる IP アドレス プール。使用環境に現在割り当てら
れていないアドレス範囲を指定します。

– [Default Gateway]：クライアントに渡されるデフォルト ゲートウェイの IP アドレス。CAS の
信頼できないインターフェイス アドレスを設定する必要があります。

– [Default/Max Lease Time (seconds)]：クライアントが特定のリース期間を要求しない場合に、
クライアントに IP アドレスが割り当てられる期間、およびリースを許可できる最大期間。ク
ライアントがリース期間の延長を要求した場合は、最大リース期間が使用されます。

– [DNS Suffix]：アドレスとともにクライアントに渡される DNS サフィックス情報
– [DNS Servers]：クライアント環境内の 1 つまたは複数の DNS サーバのアドレス。複数のアド
レスを指定する場合は、カンマで区切る必要があります。

– [WIN Servers]：クライアント環境内の 1 つまたは複数の WIN サーバのアドレス。複数のアド
レスを指定する場合は、カンマで区切る必要があります。

– [Restrict range to [VLAN ID | RELAY IP]]

[VLAN ID] を選択している場合、このテキスト フィールドに VLAN ID を入力します。指定
された VLAN に関連付けられていないクライアントは、この IP プールからアドレスを取得で
きません。VLAN ID には 0 ～ 4095 の任意の数字を指定できます。
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（注）

VLAN 制限のある IP の場合、すべての IP は管理対象サブネット内にある必要があり、IP
範囲（DHCP プール）を作成する前に、まず管理対象サブネットを作成する必要がありま
す。詳細については、「管理対象サブネットまたはスタティック ルートの設定」（P.5-26）
を参照してください。

[RELAY IP] を選択している場合、テキスト フィールドにリレー IP を入力します。指定され
たリレー IP に関連付けられていないクライアントは、この IP プールからアドレスを取得でき
ません。

（注）

リレー制限のある IP の場合、すべての IP は、通常スタティック ルート内にありますが、
CAS が Aironet デバイスまたは他の非 RFC 2131/2132 準拠デバイスと統合されている場合
は、管理対象サブネット内に存在することも可能です。IP アドレス プールはスタティック
ルートまたは管理対象サブネット内のいずれかに存在し、リレー制限のある IP は、非準拠
デバイスの管理対象サブネットにだけ配置される必要があります。詳細については、「管理
対象サブネットまたはスタティック ルートの設定」（P.5-26）を参照してください。

4. [Subnet/Netmask] リストで、次の選択肢の中から、サブネット アドレスの指定方法を選択します。
– [Calculate from existing managed subnets]：管理コンソールは、[Managed Subnet] フォーム
（[Advanced] タブ内）の設定に基づいて、サブネットおよびネットマスクに使用する値を決定
します。管理コンソールは各管理対象サブネットのゲートウェイ アドレスにネットマスクを
適用して、ネットワーク アドレスを計算します。

– [Calculate smallest subnet for IP range entered]：管理コンソールは、入力された IP アドレス
範囲に基づいて、サブネットおよびネットマスク値を決定します。

– [Manually enter subnet and netmask]：目的のネットワーク アドレスおよびネットマスクを手
動で指定します。これを選択した場合、[Subnet] フィールドおよび [NetMask] フィールドが
フォーム下部に表示されます。

– [Inherit Scoped Global Options]：DHCP オプションがイネーブルの場合にだけこのフィール
ドが表示され、デフォルトでイネーブルになります。このフィールドがディセーブルになって
いる（チェックが付いていない）場合、[Global Options] タブで設定された有効範囲付きのグ
ローバル オプションは継承されません。詳細については、「ユーザ指定の DHCP オプション」
（P.6-23）を参照してください。

5. 完了したら、[Update] をクリックします。設定にエラーがある場合は、警告メッセージが表示さ
れます。指示に従って、設定を訂正してください。

IP プールおよびサブネットの自動生成
サブネットを自動生成すると、ネットワークを小さなセグメントにすばやく分割できます。ネットワー
クを小さなセグメントに分割することは、ワーム攻撃に対する効果的なセキュリティ対策です。多数の
小さなサブネットで構成されるネットワーク（サブネットごとに 1 つのホストを推奨）では、クライア
ントのピアツーピアでのやり取りが制限されるためです。

注意

CAS ごとの最大サブネット数の推奨値は 1000 です。CAS マシンに 1G を超える十分なメモリがあ
る場合は、最大 2500 のサブネットを設定できます。システム リソース（特にサーバ メモリ）に過
度な負担がかかる場合は、この推奨制限を超えないようにしてください。
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管理対象サブネットの追加
1. 最初に、追加する IP プールが管理対象サブネットの範囲内にあるか確認します。必要に応じて、
[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [Managed Subnet]
で管理対象サブネットを追加します（詳細については、「L2 配置の管理対象サブネットの設定」
（P.5-29）を参照してください）。
図 6-7

（注）

管理対象サブネットの追加

管理対象サブネットを追加する場合は、[IP Address] フィールドにサブネットのゲートウェイ アドレス
（サブネットをルーティングするために CAS で使用されるアドレス）を設定する必要があります 管理
対象サブネットの IP アドレスは、ネットワーク アドレス（サブネット マスクをゲートウェイ アドレ
スに適用して CAM が算出）であってはなりません。

自動生成サブネットの作成
1. [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Network] > [DHCP] >
[Auto-Generate] の順番に進みます。次のように、[Auto-Generate] ペインが表示されます。
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図 6-8

DHCP：[Auto-Generate] サブネット フォーム

2. [Start Generating at IP] フィールドに、生成する範囲の最初の IP アドレスを入力します。

管理対象サブネット範囲の最初の使用可能有効アドレスは、最初のサブネットのネットワーク ア
ドレスとして使用され、次の番号はルータ アドレスとして使用され、その後の次の番号は、クラ
イアントにリース可能な最初のアドレスになります。

3. [Number of Subnets to Generate] フィールドに、生成するサブネット数を入力します。前述のとお
り、最大推奨サイズは 1000 です。この値を超えると、サーバのシステム リソースに負担が生じま
す。
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4. [Generate Subnets of Size] ドロップダウン リストで、各サブネットのサイズを選択します。サブ
ネット サイズは、CIDR 形式（/30 など）で表示されます。ドロップダウン メニューには、サブ
ネットごとに各 CIDR プレフィクスで使用可能な、対応するホスト アドレス数も表示されます。
範囲ごとに 3 つのアドレスが自動的に予約されていて、これらをクライアントに割り当てることは
できません。

– サブネットのネットワーク アドレス
– ルータ アドレス（CAS 用）
– ブロードキャスト アドレス
したがって、/30 サイズのサブネットには 4 つの IP アドレスがありますが、ホストに使用できるの
は 1 つだけです。

5. 残りのフィールドの値を指定します。
– [Default Lease Time (seconds)]：クライアントが特定のリース期間を要求しない場合に、クラ
イアントに IP アドレスが割り当てられる期間
– [Max Lease Time (seconds)]：リースを予約できる最大期間。クライアントがリース期間の延
長を要求した場合は、最大リース期間が使用されます。

– [DNS Suffix]：アドレス リースとともにクライアントに渡される DNS サフィックス情報
– [DNS Server(s)]：クライアント環境内の 1 つまたは複数の DNS サーバのアドレス。複数のア
ドレスを指定する場合は、カンマで区切る必要があります。

– [WIN Server(s)]：クライアント環境内の 1 つまたは複数の WIN サーバのアドレス。複数のア
ドレスを指定する場合は、カンマで区切る必要があります。

– [Restrict this Subnet to a specific VLAN ID]：指定された VLAN に対応付けられていないクラ
イアントは、この IP プールからアドレスを取得できません。VLAN ID には 0 ～ 4095 の任意
の数字を指定できます。

– [Inherit Scoped Global Options]：DHCP オプションがイネーブルの場合にだけこのフィール
ドが表示され、デフォルトでオンになります。このフィールドがディセーブルの場合、

[Global Options] タブで設定された有効範囲付きのグローバル オプションは継承されません。
詳細については、「ユーザ指定の DHCP オプション」（P.6-23）を参照してください。
6. 終了したら、[Generate Subnet List] をクリックして、暫定的なサブネット リストを生成します。
指定した値にエラーがある場合は、この時点でエラー メッセージが表示されます。アドレスに基
づくサブネットが適切に並んでいない場合、インターフェイスは範囲の開始 IP アドレスとして最
も近い有効なアドレスを提示します。
成功した場合は、暫定的な IP 範囲リストが表示され、結果を確認できます。
図 6-9

Commit Subnet List
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7. [Commit Subnet List] をクリックして、IP 範囲を保存します。
8. 自動生成されたサブネットが、[Subnet List] > [List] に単の一サブネット範囲として表示されます。
[# of Subnets] および [# of IPs] カラムでは、自動生成された範囲の大きさを、作成されたサブネッ
ト数および範囲内の IP アドレス数で表示できます。
図 6-10

Subnet List - List

9. 新規に生成されたリストは、[DHCP Status] タブのサマリー フォームにも表示されます（VLAN
ID、ダイナミック IP アドレス数、使用可能な IP アドレス数、およびスタティック IP アドレス数
を表示）。
図 6-11

（注）

DHCP Status

生成されたサブネットの CAS コンフィギュレーションに、ARP エントリが自動的に作成されます
（[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [ARP]）。図 6-12 を参
照してください。生成されたサブネットを削除すると、対応する ARP エントリも削除されます。
図 6-12

DHCP 用に生成された ARP エントリ
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サブネットの処理
MAC アドレス /VLAN 別のユーザ表示
1. 自動生成リストをコミットすると、[Network] > [DHCP] > [DHCP Status] ページが表示され、新
規に生成されたサブネットが表示されます。自動生成されたサブネットが特定の VLAN ID に限定
されている場合、このサブネットは VLAN ID を基準として表示されます。それ以外の場合、
VLAN が指定されていなければ、[VLAN] カラムはブランクです。
図 6-13

DHCP Status - VLAN

2. VLAN の [View MACs] アイコンをクリックすると、MAC アドレス、クライアントの IP およびタ
イプを表示できます（図 6-14 を参照）。
図 6-14

MAC アドレスの表示

– DHCP クライアントの場合、[Type] カラムには [Dynamic] が表示され、リース割り当てと有
効期限が表示されます。

– 予約された IP クライアントの場合、[Type] カラムには [Static] が表示され、リース期間カラ
ムには [N/A] と表示されます。

サブネット リストのサブネットの表示または削除
1. 作成されたサブネット リストを表示したり、サブネットを個別に変更するには、[Device
Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Network] > [DHCP] > [Subnet List] >
[List] を使用します。
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図 6-15

Subnet List - List

2. 特定の VLAN のサブネットだけを表示するには、[View] ボタンの横にあるスクロール メニューで
VLAN を選択し、[View] をクリックします。
3. サブネットを個別に削除するには、横にある [Delete] アイコンをクリックします。
4. 自動生成されたサブネットをすべて削除するには、[Delete all Generated Subnets] ボタンをクリッ
クします。この処理では、自動生成されたサブネットだけが削除され、手動入力されたサブネット
はすべて残ります。

サブネットの編集
1. サブネットを編集するには、[Subnet List] 内の目的のサブネットの横にある [Edit] ボタンをクリッ
クして、[Edit Subnet List] フォームを起動します。図 6-16 に、自動生成されたサブネットの
[Edit] フォームを示します （手動生成されたサブネットの [Edit] フォームは、P.6-9 の図 6-6 と同
じです）。
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図 6-16

サブネット リストの編集

2. リース期間、DNS/WIN サーバ情報、および VLAN ID 制限を変更できます。[Update] をクリック
して変更を保存します。IP 範囲、デフォルト ゲートウェイ、またはサブネット マスクを変更する
には、[Subnet List] > [List] フォームからサブネットを削除し、変更されたパラメータを使用して
再び追加する必要があります。

3. 自動生成されたサブネットの場合は、特定のサブネットの横にある [Disabled] チェックボックスを
クリックして、そのサブネットをディセーブルにすることができます。これにより、特定の生成済
みサブネットに対応する IP をディセーブルにして、この IP がリースされないようにすることがで
きます。これは、サブネット範囲の中に 1 台または 2 台のサーバが配置されている場合に、特に役
立ちます。
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Real-IP CAS を L3 クライアントの DHCP サーバとして設定する
一般に、CAS が DHCP サーバとして設定されている場合、CAS はレイヤ 2 モードです。CAS は、
CAS にトランキングされているレイヤ 2 VLAN の DHCP サーバとして動作します。レイヤ 2 モードで
は、CAS 上でその VLAN の DHCP 範囲を設定してから、CAS がその VLAN 内のクライアントと通信
できるように、その VLAN の管理対象サブネットを設定します。
しかし、レイヤ 3 クライアントは CAS から 1 ホップ以上離れているため、動作が異なります。L3 クラ
イアントは CAS に隣接していないため、これらのクライアントからの DHCP 検出ブロードキャストは
CAS（DHCP サーバ）に到達しません。そのため、これらのクライアントの DHCP 範囲を VLAN に基
づいて作成することはできません。
図 6-17 にシナリオ例を示します。
図 6-17

L3 シナリオの例

VLAN 900

VLAN 110

VLAN 800

VLAN 10
Si

VLAN 110

185337

VLAN 700

この例では次のようになっています。

• CAM は VLAN 900 上にあります。
• CAS の信頼できるインターフェイスは VLAN 10 上にあり、信頼できないインターフェイスは
VLAN 100 上にあります。
• VLAN 700 内のクライアント マシンは、CAS から複数ホップ離れています。
• CAS はこれらのクライアントの DHCP サーバとして動作する必要があります。
前述のように、これらの L3 クライアントからの DHCP 検出ブロードキャストは VLAN 700 の境界を
越えることができません。そのため、次の例のように、VLAN 700 のゲートウェイとして動作する
ルータ インターフェイスの下に「IP ヘルパー アドレス」を設定する必要があります。
Interface vlan 700
Ip address 10.60.60.1 255.255.255.0
ip helper-address x.x.x.x

ここで x.x.x.x は CAS の信頼できない側（eth1）の IP アドレスです（たとえば 10.20.20.1）。

CAS 上では次の設定を行う必要があります。
• VLAN 700 内のクライアントの DHCP 範囲、「IP RELAY」は 10.60.60.1

Cisco NAC Appliance - Clean Access Server インストレーション コンフィギュレーション ガイド

6-18

OL-16411-01-J

第6章

DHCP の設定
IP 範囲（IP アドレス プール）の設定

• 信頼できない側に向かう 10.60.60.0/24（VLAN 700）用のルート
図 6-18 に、Real-IP ゲートウェイとして設定されている CAS の IP 情報を示します。

• 信頼できる（eth0）インターフェイスの IP アドレスは 10.2.2.1
• 信頼できるデフォルト ゲートウェイは 10.2.2.2
• 信頼できない（eth1）インターフェイスの IP アドレスは 10.20.20.1
• 信頼できないデフォルト ゲートウェイは 10.20.20.3
図 6-18

CAS IP 設定

CAS はすでに DHCP サーバとしてイネーブルになっています（「DHCP モジュールのイネーブル化」
（P.6-2）を参照）。図 6-19 は、[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] >
[Network] > [DHCP] > [Subnet List] > [New] で設定される [Subnet List] の [New] フォームを示しま
す。次の内容が設定されています。
• クライアント IP 範囲は 10.60.60.100 ～ 10.60.60.200
• デフォルト ゲートウェイは 10.60.60.1
• [Restrict range to RELAY IP] を選択し、IP リレーとして 10.60.60.1 を入力
• サブネット 10.60.60.0 とサブネット マスク 255.255.255.0 を手動で入力
• [Update] をクリックして新しい DHCP 範囲を作成します。
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図 6-19

サブネット リストをリレー IP に制限

図 6-20 は、[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [Static
Routes] で設定される [Static Routes] フォームを示します。次の内容が設定されています。

• 宛先サブネット アドレスは 10.60.60.0、サブネット マスクは 255.255.255.0（図 6-19 で設定した
サブネットとネットマスク）

• [Link] として [Untrusted[eth1]] を選択
• ゲートウェイは 10.20.20.3（図 6-18 に示す CAS の eth1 のデフォルト ゲートウェイ）
• [Add Route] をクリックしてこのスタティック ルートを CAS に追加します。
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図 6-20

スタティック ルートの作成
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IP アドレスの予約
IP アドレスを予約すると、特定の IP アドレスとデバイス間の関係を永久的に保持できます。予約され
たデバイスは、MAC アドレスで識別されます。したがって、開始前に IP アドレスを予約するデバイ
スの MAC アドレスを把握しておく必要があります。予約された IP の設定には、最大リース期間やデ
フォルト リース期間は含まれません。予約された IP アドレスは対応するデバイスで常に使用でき、実
質的にリース期間は無制限になります。表 6-3 に、予約された IP アドレスに適用される規則をいくつ
か示します。
表 6-3

予約済み IP アドレスの規則

予約済みアドレスの禁止事項

• IP プールのアドレス範囲のアドレスは指
定できない。

• ネットワークまたはブロードキャスト ア
ドレスは指定できない。

• 既存の IP アドレス範囲のデフォルト ゲー
トウェイとしては設定できない。

予約済みアドレスの要件

• CAS の管理対象ネットワークのアドレス範囲内
（[Device Management] > [CCA Servers] >
[Manage [CAS_IP]] > [Network] > [IP] で設定）、
または

• CAS の管理対象サブネットのアドレス範囲内
（[Device Management] > [CCA Servers] >
[Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [Managed
Subnet] で設定）

予約済み IP アドレスの追加
1. [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Network] > [DHCP] > [Reserved
IPs] > [New] の順番に進みます。
図 6-21

Reserved IPs - New
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2. [MAC Address] フィールドに、IP アドレスを予約するデバイスの MAC アドレスを、16 進の
MAC アドレス形式（00:16:21:11:4D:67 など）で入力します。
3. IP Address to allocate フィールドに、予約する IP アドレスを入力します。
4. （任意）[Description] に説明を入力します。
5. 残りのフィールドの値を指定します。
– [DNS Suffix]：アドレス リースとともにクライアントに渡される DNS サフィックス情報
– [DNS Servers]：クライアントのネットワーク内の 1 つまたは複数の DNS サーバのアドレス。
複数のアドレスを指定する場合は、カンマで区切る必要があります。

– [WIN Servers]：クライアントのネットワーク内の 1 つまたは複数の WIN サーバのアドレス。
複数のアドレスを指定する場合は、カンマで区切る必要があります。

– [Restrict this IP to VLAN ID]：クライアントが特定の VLAN に対応付けられている場合は、
このチェックボックスをクリックして、[VLAN ID] フィールドで VLAN ID を指定します。
6. 完了したら、[Update] をクリックします。
これで、[Subnet List] > [List] の下に予約済み IP が表示されます。このリストの予約済み IP は、[Edit]
ボタンをクリックして変更したり、[Delete] ボタンをクリックして削除したりできます。

ユーザ指定の DHCP オプション
上級ユーザは [Global Options] タブ（図 6-22）を使用して、DHCP 設定を直接変更できます。DHCP
オプションは次のように指定できます。

• ルート グローバル オプションは、DHCP コンフィギュレーション ファイルのルート レベルまたは
先頭にあり、すべての DHCP サブネット宣言に適用されます。ルート グローバル オプションは、
ファイル内のすべての項目で継承されます。

• 有効範囲付きグローバル オプションは、各サブネット定義に追加されますが、サブネットがこの
オプションを継承するかどうかを指定できます。DHCP オプションがイネーブルの場合、手動作
成または自動生成されたサブネットを追加または編集するためのフォームに、[Inherit Scoped
Global Option] チェックボックスがイネーブルにされて表示されます。[Inherit Scoped Global
Option] チェックボックスは、カスタマイズされた DHCP オプションがイネーブルにされている場
合だけ、およびオプションのイネーブル化後に作成されたサブネットに限って表示されます。

• ローカル オプションは、それが入力されているサブネットにだけ適用されます。ローカル DHCP
オプションをサブネットに個別に追加するには、[Subnet List] > [Edit] フォームを使用します
（「ローカルな有効範囲付き DHCP オプションの追加」（P.6-28）を参照）。
クラス制限を基に DHCP オプション規則を作成し、DHCP サブネットへのアクセスを制限できます。
次の項目の規則を作成できます。

• 特定 VLAN のすべてのクライアント
• 特定のリレー IP からのクライアント
オプション タイプを選択してするか、カスタム オプションを作成して新しいオプションを作成し、リ
スト内にないオプションまたは異なるタイプのオプションを作成できます。

注意

通常は、DHCP コンフィギュレーション ファイルを変更しないでください。
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サーバ ディレクティブは、DHCP サーバが異なる動作を行うように指示しますが、DHCP オプション
は、DHCP サーバが返す特定のデータを参照します。たとえば、「allow-bootp」サーバ ディレクティ
ブ（デフォルトではディセーブル）は、DHCP サーバに古い BOOTP クライアントの接続を許可しま
す。詳細については、表 6-4「DHCP サーバ ディレクティブ」を参照してください。

（注）

ほとんどのサーバ ディレクティブは、ルート グローバル オプションとしてだけ追加できます。これ
は、処理によってサーバ全体に動作が指示され、サブネットごとに範囲または影響を制限できないため
です。

ユーザ指定の DHCP オプションのイネーブル化

1. [Network] > [DHCP] > [Global Options] タブの順番に進み、[Enable] ボタンをクリックします
（図 6-22）。
図 6-22

DHCP グローバル オプション：イネーブル化

2. CAS でグローバル オプションをイネーブルにした場合は（図 6-23）、設定するオプション タイプ
を次の中から選択します。

– ルート グローバル オプション
– 有効範囲付きグローバル オプション
– クラス オプション
オプションが追加されると、このメイン ページの対応するリスト名の下に表示されます。
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図 6-23

（注）

DHCP グローバル オプション

DHCP グローバル オプション（ルート、有効範囲付き、またはクラス）を指定するとき、[New/Edit]
フォームの [Option #] 入力ボックスに数値を入力して、特定の DHCP オプションを選択できます。
目的のオプション番号がわからない場合、またはサーバ動作を変更するものの DHCP オプション番号
がないサーバ ディレクティブを指定する場合は、[Set Option Type] ボタンの横にあるドロップダウン
メニューからオプションまたはディレクティブの名前を選択します。いずれの場合も、目的の DHCP
オプション タイプを選択した後、[Set Option Type] ボタンをクリックします。

DHCP オプション番号は、RFC 2132 で指定されています。

ルート グローバル DHCP オプションの追加
3. [Root Global Option List] の右上にある [New Option] リンクをクリックして、[Root Global DHCP
Options] フォーム（図 6-24）を開きます。このフォームでは、DHCP コンフィギュレーション
ファイルにルート レベルでテキストを直接入力できます。
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図 6-24

DHCP グローバル オプション：新規ルート グローバル（カスタム オプション）

4. [Option #] に入力するか、（一般に使用されるオプションのリストがアルファベット順に表示され
る）ドロップダウン リストからオプション タイプを選択し、[Set Option Type] をクリックします。
5. 代わりに [Custom Option] を設定する場合、[ID] フィールドにオプション番号を入力し、ドロップ
ダウン メニューからデータのタイプを選択してから、[Create Custom Option] をクリックします。
有効範囲付きグローバル DHCP オプションの追加
6. [Global Options] メイン ページ（図 6-23）で、[Scoped Global Option List] の右上端にある [New
Option] リンクをクリックして、[Scoped Global DHCP Options] フォーム（図 6-24）を開きます。
このフォームでは、DHCP コンフィギュレーション ファイルにサブネット範囲レベルでテキスト
を直接入力できます。
図 6-25

DHCP グローバル オプション：新規有効範囲付きグローバル
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7. [Option #] を入力するか、（一般に使用されるオプションのリストがアルファベット順に表示され
る）ドロップダウン リストからオプション タイプを選択し、[Set Option Type] をクリックします。
8. カスタム オプションを設定する場合、オプションの ID を入力し、ドロップダウン メニューから
データ タイプを選択してから、[Create Custom Option] をクリックします。
新規クラス オプションの追加
9. [Global Options] メイン ページ（図 6-23）で、[Class Options] リストの右にあるドロップダウン
メニューから次のクラス タイプのいずれかを選択します。

– [All VLAN-Restricted Subnets]：VLAN ID に制限された [Subnet List] （自動生成または手動
作成）にあるすべてのサブネットにオプションを適用します。

– [All Relay IP-Restricted Subnets]：リレー IP に制限された [Subnet List] （手動作成）にある
すべてのサブネットにオプションを適用します。

– [No VLAN tagged]：VLAN が指定されていない [Subnet List] にあるすべてのサブネットにオ
プションを適用します。

– [VLAN ID <n>]：[Subnet List] にある VLAN ID（<n>）の特定サブネットにオプションを適
用します。

10. [Class Options List] の右上端にある [New Class Option] ボタンをクリックして、[New Class
Option] フォーム（図 6-25）を開きます。
図 6-26

DHCP グローバル オプション：すべての VLAN ID の新規クラス オプション（VLAN 制限付き
サブネット）

11. [Option #] を入力するか、（一般に使用されるオプションのリストがアルファベット順に表示され
る）ドロップダウン リストからオプション タイプを選択し、[Set Option Type] をクリックします。
12. カスタム オプションを設定する場合、オプションの ID を入力し、ドロップダウン メニューからタ
イプを選択してから、[Create Custom Option] をクリックします。
オプションのデフォルトへの復元

13. 出荷時の設定に戻すには、[Global Options] > [List] ページ右上端にある [Restore Options To
Default] ボタンをクリックします（図 6-27）。
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図 6-27

グローバル オプションのデフォルトへの復元

DHCP オプションのディセーブル化
管理者指定の DHCP オプションをディセーブルにするには、[Global Options] > [List] ページ左上端に
ある [Disable] ボタンをクリックします（P.6-25 の図 6-23）。
ローカルな有効範囲付き DHCP オプションの追加
1. 「ユーザ指定の DHCP オプションのイネーブル化」（P.6-24）で説明したように、DHCP オプショ
ンがイネーブルになっていることを確認します。

2. [Network] > [Subnet List] > [List] の順番に進み、オプションを追加するサブネットの横にある
[Edit] ボタンをクリックします。
3. [Edit] フォームが表示されます。
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図 6-28

[Edit Subnet List] フォーム（ローカルの有効範囲付き DHCP オプション）

4. フォーム下部にある [Add New Option] リンクをクリックします。[New Local Option] フォームが
表示されます。
図 6-29

新規ローカル オプションの追加

5. [Option #] を入力するか、（一般に使用されるオプションのリストがアルファベット順に表示され
る）ドロップダウン リストからオプション タイプを選択し、[Set Option Type] をクリックします。

Cisco NAC Appliance - Clean Access Server インストレーション コンフィギュレーション ガイド
OL-16411-01-J

6-29

第6章

DHCP の設定

ユーザ指定の DHCP オプション

6. カスタム オプションを設定する場合、[ID] フィールドにオプション番号を入力し、ドロップダウ
ン メニューからデータ タイプを選択してから、[Create Custom Option] をクリックします。
表 6-4

DHCP サーバ ディレクティブ

サーバ ディレクティブ

説明

allow bootp

BOOTP デバイスによるブートを許可します。デフォルトではディ
セーブルです。まだ使用されている一部の古いプリンタには
BOOTP が必要です。BOOTP プロトコルでは、他のサーバ ディレ
クティブが BOOTP リースを無効にした場合でも、リース割り当て
の時間制限が指定されません。

always-broadcast

通常の DHCP 操作は、DHCP クライアントが DHCP サーバの位置
を把握できない場合、DHCP DISCOVER パケットと OFFER パ
ケットがブロードキャストされます。通常の操作では、DHCP
REQUEST と ACK、および既知のクライアントと既知の DHCP
サーバ間のすべての後続の REQUESTS と ACK がユニキャストさ
れます。「always-broadcast」サーバ ディレクティブは、すべての
DHCP パケットに常にブロードキャスト パケットで応答するように
DHCP サーバに指示します。

always-reply-rfc1048

一部の DHCP クライアントは、DHCP パケットを送信するとき、
RFC 1048 に違反します。デフォルトでは、DHCP サーバは RFC
1048 に違反するパケットでクライアントに応答します。ごく少数
のクライアントは、RFC 1048 に違反する DHCP パケットを送信し
ますが、RFC 1048 に違反する戻りパケットを有効として受け入れ
ることはありません。このサーバ ディレクティブは、受信内容にか
かわらず、常に RFC 1048 準拠のパケットで応答するようにサーバ
に指示します。

deny bootp

これは、サーバのデフォルト動作です。このサーバ ディレクティブ
は、BOOTP 要求を拒否するようにサーバに指示します。

dynamic-bootp-lease-length

BOOTP クライアントに割り当てられた IP リースを無効化し再割り
当てできるようにするようサーバに指示します。BOOTP クライア
ントが IP アドレスの使用を停止することを保証するものではあり
ません。このサーバ ディレクティブは、範囲付きグローバル オプ
ションまたはローカル オプションとして指定できます。

filename

DHCP サーバが、DHCP パケットのファイル名部分を設定するよう
に指示します。これは、DHCP オプション リストに表示されないた
め、オプションではありません。このサーバ ディレクティブは、範
囲付きグローバル オプションまたはローカル オプションとして指
定できます。

get-lease-hostname

サーバが、リース プールにある各アドレスの IP アドレスに対応す
るドメイン名をルックアップし、DHCP ホスト名のそのアドレスを
使用するように指示します。

next-server

すべての DHCP 応答の next-server フィールドを設定するように
サーバに指示します。これは通常、IP 電話など追加のコンフィギュ
レーション情報を必要とするデバイスによって使用されます。この
サーバ ディレクティブは、範囲付きグローバル オプションまたは
ローカル オプションとして指定できます。
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表 6-4

DHCP サーバ ディレクティブ （続き）

サーバ ディレクティブ

説明

one-lease-per-client

複数回要求を行った DHCP クライアントに割り当てられた最初の
リースを無効にするようにサーバに指示します。一部のネットワー
ク デバイスには、2 つまたは 3 つのアドレスが必要になるため、デ
フォルトではディセーブルです。

ping-check

サーバが、割り当てる前に IP アドレスの ping を実行するように指
示します。これはデフォルトではディセーブルで、DHCP サーバの
パフォーマンスには、多大な影響を与えます。

server-identifier

自身の ID を変更するようサーバに指示します。デフォルトでは、
非信頼ネットワーク インターフェイスの IP アドレスが使用されま
す。

server-name

自身の名前を変更するようサーバに指示します。デフォルトでは、
CAS のホスト名が使用されます。このサーバ ディレクティブは、
範囲付きグローバル オプションまたはローカル オプションとして
指定できます。

use-lease-addr-for-default-route 割り当てられた IP に等しいデフォルト ルート（ゲートウェイ）を
すべての応答で送信するようサーバに指示します。

Global Action
[Global Action] タブでは、特定 CAS のすべての DHCP 要素のフィールドを変更できます。たとえば、
管理対象サブネットと IP プールが 300 あり、そのすべての DNS サーバを変更する必要がある場合、
[Global Action] フォームを使用すると変更できます。
1. [Network] > [DHCP] > [Global Action] の順に進みます（図 6-30）。
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図 6-30

Global Action

2. [Action will target:] ドロップダウンで、次のオプションのいずれかを選択します。
– Everything（以下のオプションすべてを組み合わせたもの）
– All Manual Subnets
– All IP Reservations
– All Auto-Generated Subnets
– All by VLAN ID
3. 該当する各パラメータのチェックボックスをクリックし、関連するテキストボックスに値を入力し
ます。

– VLAN ID（[All by VLAN ID] が選択されている場合）
– Default Lease Time (seconds)
– Maximum Lease Time (seconds)
– DNS Suffix
– DNS Servers（カンマで複数アドレスを分割）
– WIN Servers（カンマで複数アドレスを分割）
4. [Update] をクリックします。
5. 表示される確認ページの [Perform Action] をクリックします（図 6-31）。
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図 6-31

グローバル処理の例
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Cisco VPN コンセントレータとの統合
この章では、Clean Access Server（CAS）と Cisco VPN コンセントレータを統合するために必要な設
定について説明します。この章の内容は、次のとおりです。

• 「概要」（P.7-1）
• 「VPN コンセントレータとの統合のための Clean Access の設定」（P.7-4）
• 「Clean Access Agent および VPN コンセントレータと SSO」（P.7-14）
• 「アクティブ VPN クライアントの表示」（P.7-16）

概要
Cisco NAC アプライアンスを使用すると、VPN コンセントレータまたはルータ（または複数のルー
タ）の後ろにインバンド CAS を配置できます。また、ユーザと CAS の間に 1 つまたは複数のルータ
がある場合、Clean Access Manager（CAM）と CAS が一意の IP アドレスによってユーザ セッション
をトラッキングできるようにして、マルチホップ レイヤ 3 インバンド配置をサポートしています。1 つ
の CAS で L2 と L3 のユーザに両方対応することも可能です。レイヤ 2 接続されたユーザがいる場合、
CAM および CAS は引き続きユーザの MAC アドレスに基づいてユーザ セッションを管理します。
ユーザが L3 ホップに関して 1 つまたは複数ホップ以上離れている場合は、次の点に注意してくださ
い。

• ユーザ セッションは MAC アドレスではなく、一意の IP アドレスに基づいて確立されます。
• ユーザの IP アドレスが変更された場合は（ユーザとの VPN 接続が切断された場合など）、クライ
アントは Nessus スキャン プロセスを再実行する必要があります。
• クライアントと CAS が L3 ホップに関して 1 つまたは複数ホップ以上離れている場合に、クライ
アントが CAS を検出するには、最初に Clean Access Agent（CAA）をインストールし、CAS を介
してダウンロードする必要があります。これにより、ユーザが CAS から L3 ホップに関して 1 つ
または複数ホップ以上離れている場合に、以降のログインに必要な CAM 情報がクライアントに提
供されます。CAS からの直接ダウンロード以外の方法を使用して Clean Access Agent を取得およ
びインストールしても、必要な CAM 情報は Clean Access Agent に提供されず、インストールさ
れたこれらの Clean Access Agent はマルチホップ L3 配置で稼動できません。
• Certified List は、MAC アドレスによって L2 および L3 VPN ユーザをトラッキングし、これらの
ユーザに Certified Devices Timer が適用されます。
• ネットワーク スキャナや Clean Access Agent または Cisco NAC Web Agent のログなど、その他
のすべてのユーザ監査証跡は、マルチホップ L3 ユーザ用に保持されます。
• セッション タイマーは、マルチホップ L3 インバンド配置の場合も、L2（インバンドまたは
Out-Of-Band [OOB; アウトオブバンド ]）配置の場合と同様に機能します。
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概要

マルチホップ L3 VPN コンセントレータ統合構成で Single Sign-On （SSO; シングルサインオン）
機能が設定されている場合は、CAS でユーザのセッションがタイムアウトになっても、そのユー
ザがまだ VPN コンセントレータにログインしたままであれば、ユーザ名やパスワードを入力しな
くてもユーザ セッションが復元されます。

• ハートビート タイマーは、L3 配置では機能せず、アウトオブバンド配置には適用されません。
ただし、CAS が VPN コンセントレータの背後にある最初のホップである場合、ハートビート タ
イマーは機能します。この場合、VPN コンセントレータは、自身の現在のトンネル クライアント
の IP アドレスに対する ARP クエリーに応答するからです。
必要なトポロジと設定は非常に単純です。図 7-1 は、VPN コンセントレータに統合された Cisco NAC
アプライアンス ネットワークを示します。図 7-2 は、複数のアカウンティング サーバが使用されてい
る場合の Cisco NAC アプライアンスと統合される前の VPN コンセントレータ構成を示し、図 7-3 は、
統合後の構成を示しています。CAS は VPN コンセントレータの唯一の RADIUS アカウンティング
サーバとして設定する必要があります。VPN コンセントレータがすでに 1 つまたは複数の RADIUS ア
カウンティング サーバ用に設定されている場合は、これらの設定をコンセントレータから CAS に転送
する必要があります。

（注）

VPN コンセントレータでスプリット トンネリングを使用している場合、スプリット トンネルが、
Discovery Host 用に使用されているネットワークへのアクセスを許可するようにしてください。
Discovery Host が CAM IP アドレスと同じである場合、CAM を許可する必要があります。

SSO
CiscoNAC アプライアンスは VPN コンセントレータとともに導入できるだけでなく、SSO を介して
Cisco VPN コンセントレータ ユーザに最適な操作性を提供します。VPN クライアントを介してログイ
ンするユーザは、Cisco NAC アプライアンスに再ログインする必要がありません。Cisco NAC アプラ
イアンスは VPN ログイン、および任意の VPN ユーザ グループ属性およびクラス属性を利用して、
ユーザを特定のロールに対応付けます。
このレベルの統合を実現するには、RADIUS アカウンティング サーバと、RADIUS アカウンティング
プロキシとして機能する CAS を使用します。Cisco NAC アプライアンスは、以下に対する SSO をサ
ポートしています。

• Cisco VPN コンセントレータ
• Cisco ASA 5500 シリーズ適応型セキュリティ アプライアンス
• Cisco Airespace Wireless LAN コントローラ
• Cisco SSL VPN Client（Full Tunnel）
• Cisco VPN Client（IPSec）

（注）

CAA を VPN トンネル モードで機能させるには、CAS で [Enable L3 support] オプションをオンにする
必要があります（[Device Management] > [Clean Access Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Network] >
[IP]）。

（注）

CAS は、SSO を実現するため、Calling_Station_ID または Framed_IP_address RADIUS のいずれかの
属性からクライアントの IP アドレスを取得できます。SSO のための Cisco NAC アプライアンス
RADIUS アカウンティング サポートには、Cisco Airespace Wireless LAN コントローラ が含まれてい
ます。Cisco NAC アプライアンスで SSO を動作させるには、Cisco Airespace Wireless LAN コント
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ローラから Calling_Station_IP 属性をクライアントの IP アドレスとして送信する必要があります（逆
に、Framed_IP_address 属性は VPN コンセントレータで使用されます）。「アクティブ VPN クライア
ントの表示」（P.7-16）も参照してください。
詳細については、「CAS および CAM の SSO の設定」（P.7-11）を参照してください。
図 7-1

Cisco NAC アプライアンスと統合された VPN コンセントレータ
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図 7-3

Clean Access との統合後の VPN コンセントレータ
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VPN コンセントレータとの統合のための Clean Access の
設定
VPN コンセントレータと連携するように Cisco NAC アプライアンスを設定するには、次の手順が必要
です。
ステップ 1

デフォルト ログイン ページの追加

ステップ 2

VPN ユーザに対するユーザ ロールおよび Clean Access 要件の設定

ステップ 3

CAS での L3 サポートのイネーブル化

ステップ 4

Discovery Host の確認

ステップ 5

CAS への VPN コンセントレータの追加

ステップ 6

CAS を VPN コンセントレータの RADIUS アカウンティング サーバに設定

ステップ 7

CAS へのアカウンティング サーバの追加

ステップ 8

VPN コンセントレータとアカウンティング サーバのマッピング

ステップ 9

（任意）認証サーバ マッピング規則の作成

ステップ 10

フローティング デバイスとしての VPN コンセントレータの追加

ステップ 11

CAS および CAM の SSO の設定

ステップ 12

Cisco VPN SSO の CAM での（任意）認証サーバ マッピング規則の作成

ステップ 13

Clean Access Agent および VPN コンセントレータと SSO としてのテスト

ステップ 14

アクティブ VPN クライアントの表示（トラブルシューティング用）
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デフォルト ログイン ページの追加
エージェント によるユーザの認証を可能にするには、Web ログイン ユーザと Clean Access Agent およ
び Cisco NAC Web Agent ユーザのためのログイン ページをシステムに追加する必要があります。デ
フォルトのユーザ ログイン ページを迅速に追加するには、[Administration] > [User Pages] > [Login
『Cisco NAC
Page] > [Add | Add] を選択します。ログイン ページの設定オプションの詳細については、
Appliance-Clean Access Manager Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』を参照してく
ださい。

ユーザ ロールおよび Clean Access 要件の設定
VPN ユーザに Clean Access プロセスを適用するには、Clean Access 要件とともにユーザ ロールを設
定する必要があります。設定の詳細については、『Cisco NAC Appliance-Clean Access Manager
Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』を参照してください。

CAS での L3 サポートのイネーブル化
Clean Access Agent を VPN トンネル モードで機能させるには、CAS の IP フォームで [Enable L3
support] オプションをオンにする必要があります。
1. [Device Management] > [CCA Servers] > [List of Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Network] > [IP]
の順番に進みます。
図 7-4

[CAS Network] タブ：[Enable L3 support]

2. [Clean Access Server Type]、[Trusted Interface]、および [Untrusted Interface] の設定は常に正し
く設定されている必要があります（CAS の追加時）。
3. [Enable L3 support] のチェックボックスをクリックします。
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4. [Update] をクリックします。
5. [Reboot] をクリックします。

（注）

•

L3 機能のイネーブル化またはディセーブル化は、デフォルトでディセーブルです。有効にするに
は、CAS の Update および Reboot を実行する必要があります。Update を実行すると、次にリ
ブートするまで、変更された設定が Web コンソールに維持されます。Reboot を実行すると、CAS
のプロセスが起動します。

• L3 オプションと L2 strict オプションは同時に使用できません。一方のオプションをイネーブルに
すると、他方のオプションがディセーブルになります。

「L3 サポートのイネーブル化」（P.5-17）も参照してください。

Discovery Host の確認
Clean Access Agent で VPN 配置または L3 配置の CAS を検出できるようにするには、Discovery Host
をイネーブルにする必要があります。デフォルトでは、[Discovery Host] フィールドは CAM の IP ア
ドレスに設定されています。VPN コンセントレータは、ユーザと CAS の間のルータとして機能するの
で、Clean Access Agent は UDP 8906 検出パケットを CAS のネットワークに向けるために、
Discovery Host を使用します。CAS は、これらのパケットを使用して Clean Access Agent がアクティ
ブであることを認識し、CAM に到達する前にパケットを廃棄します （この機能は Cisco NAC Web
Agent には適用されません )。Clean Access Agent をクライアント マシンに配布およびインストールす
る前に、CAM で [Discovery Host] フィールドを設定する必要があります。
1. [Device Management] > [Clean Access] > [Clean Access Agent] > [Distribution] の順番に進みます。
2. [Discovery Host] フィールドの IP アドレスが、CAM の IP アドレス（デフォルト）、または CAS
を経由してトラフィックをルーティングおよび転送する必要がある信頼できるネットワーク IP ア
ドレスであることを確認します。

3. [Discovery Host] を変更した場合は、[Update] ボタンをクリックします。
詳細については、「Agent の VPN/L3 アクセス」（P.5-17）、および『Cisco NAC Appliance-Clean
Access Manager Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』の「Configuring Agent
Distribution/Installation」を参照してください。

CAS への VPN コンセントレータの追加
1. [Device Management] > [CCA Servers] > [List of Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Authentication]
> [VPN Auth] > [VPN Concentrators] の順番に進みます。
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図 7-5

VPN コンセントレータの追加

2. [Name] に、コンセントレータの名前を入力します。
3. [IP Address] に、コンセントレータのプライベート IP アドレスを入力します。
4. [Shared Secret] に、CAS と VPN コンセントレータ間の共有秘密を入力します。コンセントレータ
自体にも、同じ秘密を設定する必要があります。

5. [Confirm Shared Secret] フィールドに秘密を再入力します。
6. （任意）[Description] に説明を入力します。
7. [Add VPN Concentrator] をクリックします。

CAS を VPN コンセントレータの RADIUS アカウンティング サーバに設
定
CAS を VPN コンセントレータの RADIUS アカウンティング サーバに設定します（たとえば、VPN
3000 シリーズでは、[Configuration] > [System] > [Servers] > [Accounting] で実行します）。あとで
CAS に転送するために、各アカウンティング サーバの設定を記録することを推奨します。CAS は
VPN コンセントレータの唯一のアカウンティング サーバでなければなりません。VPN コンセントレー
タには CAS の信頼できる側の IP アドレス、および CAS と同じ共有秘密を持つように設定する必要が
あります。
詳細については、次のような該当する製品マニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps2284/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/tsd_products_support_series_home.html
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CAS へのアカウンティング サーバの追加
VPN コンセントレータがアカウンティング サーバと連携するように設定されている場合、アカウン
ティング サーバの情報を CAS に転送する必要があります。CAS は代わりにこれらのアソシエーショ
ンを保持します。

1. [Device Management] > [CCA Servers] > [List of Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Authentication]
> [VPN Auth] > [Accounting Servers] の順番に進みます。
図 7-6

アカウンティング サーバの追加

2. [Name] に、アカウンティング サーバの名前を入力します。
3. [IP Address] に、アカウンティング サーバの IP アドレスを入力します。
4. [Port] に、アカウンティング サーバのポートを入力します（通常は 1813）。
5. [Retry] に、アカウンティング サーバの再試行回数を入力します。これにより、指定したタイムア
ウト内に応答がない場合に、要求を再試行する回数が指定されます。たとえば、[Retry] が 2 で、
[Timeout] が 3（秒）の場合、CAS がリスト内の次のアカウンティング サーバに要求を送信するま
でに 6 秒かかります。
6. [Timeout] に、アカウンティング サーバのタイムアウトを入力します（秒単位）。これにより、応
答がない場合に、アカウンティング サーバに要求を再試行するまでの CAS の待機時間が指定され
ます。

7. [Shared Secret] に、CAS とアカウンティング サーバ間の共有秘密を入力します。VPN コンセント
レータから設定を転送したり、新しい秘密を作成したりできますが、アカウンティング サーバ自
体に同じ秘密を設定する必要があります。

8. [Confirm Shared Secret] フィールドに秘密を再入力します。
9. （任意）[Description] に説明を入力します。
10. [Add Accounting Server] をクリックします。

Cisco NAC Appliance - Clean Access Server インストレーション コンフィギュレーション ガイド

7-8

OL-16411-01-J

第7章

Cisco VPN コンセントレータとの統合
VPN コンセントレータとの統合のための Clean Access の設定

VPN コンセントレータとアカウンティング サーバのマッピング
複数の VPN コンセントレータと複数のアカウンティング サーバを管理する場合は、VPN コンセント
レータと一連のアカウンティング サーバを対応付けるマッピングを作成できます。このようにすると、
CAS はアカウンティング サーバに到達できない場合に、リスト内の次のサーバに処理を継続できま
す。

1. [Device Management] > [CCA Servers] > [List of Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Authentication]
> [VPN Auth] > [Accounting Mapping] の順番に進みます。
図 7-7

Accounting Mapping

2. ドロップダウン メニューで [VPN Concentrator] を選択します。CAS に追加されたすべての VPN
コンセントレータが表示されます。

3. ドロップダウン メニューで [Accounting Server] を選択します。CAS に設定されたすべてのアカウ
ンティング サーバが表示されます。

4. [Add Entry] ボタンをクリックして、マッピングを追加します。下のリストに、名前、IP アドレ
ス、およびポートを基準として各 VPN コンセントレータに対応付けられたアカウンティング サー
バがすべて表示されます。

フローティング デバイスとしての VPN コンセントレータの追加
一般に、CAS がクライアントと同じサブネット上にない場合、クライアントがシステムにログインし
たときに、CAS はクライアントの IP アドレスに関する MAC 情報を取得しません。ユーザと CAS（す
べてのサーバ タイプ）間に VPN コンセントレータがある場合、VPN コンセントレータはクライアン
ト IP アドレスに対してプロキシ ARP を実行するため、CAS は新しい各クライアント IP アドレスとと
もに、VPN コンセントレータの MAC アドレスを認識します。VPN コンセントレータがフローティン
グ デバイスとして設定されていない場合は、Clean Access への最初のユーザ ログインだけが Clean
Access 要件を満たす必要があります。したがって、管理者は [Device Management] > [Clean Access] >
[Certified Devices] > [Add Floating Device] を実行して、ルータまたは VPN コンセントレータの MAC
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アドレスを [Floating Device] リストに追加する必要があります（エントリ例：00:16:21:11:4D:67 1
『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and
vpn_concentrator）。詳細については、
Configuration Guide, Release 4.5(1)』の「Add Floating Devices」を参照してください。
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CAS および CAM の SSO の設定
SSO を使用すると、ユーザは VPN クライアントを介して 1 回ログインするだけで、Clean Access プロ
セスに進むことができます。SSO を実行するために、Cisco NAC アプライアンスは VPN コンセント
レータまたは無線コントローラから RADIUS アカウンティング情報を取得してユーザ認証を行い、こ
の情報を使用してユーザをユーザ ロールに対応付けます。これにより、ユーザは CAS にログインしな
くても、Clean Access プロセスに直接進むことができます。SSO は、次のように CAS と CAM の両方
に設定されます。
RADIUS アカウンティング パケットから必要とされる最も重要な属性は、User_name、
Framed_IP_address、Calling_Station_ID です。ユーザが CAS で SSO によりログインできるために
は、Framed_IP_address 属性または Calling_Station_ID 属性（クライアントの IP アドレスのために送
信）が RADIUS アカウンティング メッセージに記述されていなければなりません。
（注）

SSO のための RADIUS アカウンティング サポートには、Cisco Airespace Wireless LAN コントローラ
が含まれています。Cisco NAC アプライアンスで SSO を動作させるには、Cisco Airespace Wireless
LAN コントローラから Calling_Station_IP 属性をクライアントの IP アドレスとして送信する必要があ
ります（逆に、Framed_IP_address 属性は VPN コンセントレータで使用されます）。

CAS での SSO の設定
ステップ 1

[Device Management] > [CCA Servers] > [List of Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Authentication] >
[VPN Auth] > [General] の順番に進みます。
図 7-8

一般的な設定（SSO/Logout/RADIUS Accounting Port）

ステップ 2

[Single Sign-On] のチェックボックスをクリックして、CAS で VPN SSO をイネーブルにします。

ステップ 3

[Agent VPN Detection Delay] 値の時間（秒単位）を入力します。エージェントが VPN SSO を試みる
前に CAS が必要な RADIUS アカウンティング情報を受け取っていない場合、エージェントはユーザ
ログインのプロンプトを表示します。[Agent VPN Detection Delay] フィールドでは、SWISS UDP 検
出パケットを送信しているリモート ユーザの Clean Access Agent からの認証のためのプロンプトを表
示する前に CAS が待つ時間を指定できます。
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このオプションにより、CAS が通常は VPN ログインから利用するログイン クレデンシャルの入力を
求めるプロンプトを表示する前に、VPN を通じて接続済みのユーザのための更新を受信する時間が
CAS にあります。指定の待機時間内に CAS が接続状態を学習した場合、自動的に VPN SSO 機能に引
き渡されます。VPN 経由でユーザ接続が行われたという通知のないまま指定の待機時間が経過した場
合、CAS によりログイン クレデンシャルを入力するよう求められます。

（注）

[Agent VPN Detection Delay] は、遅延時間が切れるまですべての VPN SSO ユーザに適用され
ます。

この値が 0 の場合、CAS はすぐに VPN SSO を実行するようエージェントに依頼します。VPN が接続
されたときに、CAS が受信した最初の RADIUS アカウンティング パケットに VPN SSO を実行するた
めの十分な情報が含まれている場合は、この値を 0 に設定します。
この値が 0 以外の場合、CAS は SWISS パケットを使用して、エージェントに対し VPN SSO ログイン
を行う前に指定した時間待つよう伝えます。以下の場合にこのフィールドにゼロ以外の値を設定しま
す。

• 最初の RADIUS アカウンティング パケットが遅延し、エージェントによってユーザ認証のプロン
プトが表示される場合。

• VPN コンセントレータで、最初のアカウンティング パケットで送信された VPN IP アドレスを更
新するため、第 2 のアカウンティング パケットが必要な場合。この場合、CAS は最初のアカウン
ティング パケットのあとでこの VPN 接続を有効なものと認識せず、Agent VPN Detection Delay
に 0 が設定されているとユーザ ログインのプロンプトを表示します。
ステップ 4

ログアウト時に Clean Access ユーザの VPN セッションを自動的に終了するには、[Auto-Logout] の
チェックボックスをクリックします。

ステップ 5

デフォルト ポート（1813）のままにするか、あるいは [RADIUS Accounting Port] に対し新しいポー
トを設定します。

（注）

VPN SSO をサポートする Real-IP ゲートウェイとして配置された CAS は、信頼できる（eth0）
インターフェイス上でだけアカウンティング ポートをオープンします。

ステップ 6

[Update] をクリックします。

CAM での SSO の設定
Cisco NAC アプライアンス VPN コンセントレータとの統合を設定する場合に SSO をサポートするに
は、Cisco VPN SSO の認証元を CAM に追加する必要があります。
1. [User Management] > [Auth Servers] > [New] の順番に進みます。
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図 7-9

新しい認証サーバの追加（CAM）

2. [Authentication Type] ドロップダウン メニューで、[Cisco VPN SSO] を選択します。
3. [Provider Name] はデフォルトで [Cisco VPN] に設定されています。
4. [Default Role] ドロップダウン メニューで、Clean Access プロセスのために VPN クライアント
ユーザに割り当てるユーザ ロールを選択します。

5. オプションの [Description] に、認証サーバ リスト内で VPN コンセントレータを識別する説明を
入力します。

6. [Add Server] をクリックします。

[User Management] > [Auth Servers] > [List of Servers] に新しい Cisco VPN SSO 認証サーバが表示さ
れます。

• 設定値を変更する場合は、その認証サーバの横にある [Edit] ボタンをクリックします。
• 認証サーバの横にある [Mapping] ボタンをクリックして、Cisco VPN SSO に対する RADIUS 属性
ベース マッピング規則を設定します。
詳細については、
『Cisco NAC Appliance-Clean Access Manager Installation and Configuration Guide,
Release 4.5(1)』を参照してください。

（任意）認証サーバ マッピング規則の作成
Cisco VPN SSO タイプの場合、VPN コンセントレータから渡される RADIUS 認証サーバ属性に基づ
くマッピング規則を作成し、ユーザをロールにマッピングできます。次の RADIUS 属性を使用すると、
Cisco VPN SSO マッピング規則を設定できます。
• Class
• Framed_IP_Address
• NAS_IP_Address
• NAS_Port
• NAS_Port_Type
• User_Name
• Tunnel_Client_Endpoint
• Service_Type
• Framed_Protocol
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• Acct_Authentic
マッピング規則は CAM Web 管理コンソールで設定します（[User Management] > [Auth Servers] >
[Mapping Rules]）。設定の詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager
Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』の、「User Management: Configuring Auth
Servers」を参照してください。

Clean Access Agent および VPN コンセントレータと
SSO
Clean Access Agent はマルチホップ L3 配置、および Clean Access Agent からの VPN および L3 アク
セスをサポートします。Clean Access Agent は以下の処理を実行します。
1. クライアント ネットワーク上で CAS（L2 配置）を検索します。見つからない場合は、次の処理を
実行します。

2. CAM に検出パケットを送信して、CAS を検出しようとします。これにより、CAS が複数ホップ
分離れている場合（マルチホップ配置）でも、検出パケットは CAS を通過するため、CAS はこれ
らのパケットを代行受信して、Clean Access Agent に応答します。
クライアントが L3 ホップに関して 1 ホップ以上離れている場合に CAS を検出するには、最初にクラ
イアントが CAS から Clean Access Agent をダウンロードする必要があります。次の 2 つの方法でダウ
ンロードできます。

• [Download Clean Access Agent] Web ページ（Web ログインを使用）
• クライアントによる 4.5.0.0 以降の Clean Access Agent への自動アップグレード このためには、ク
ライアントに 3.5.1 以上の Clean Access Agent がすでにインストールされている必要があります。
いずれの方法でも、Clean Access Agent は CAM の IP アドレスを取得して、トラフィックを L3 ネッ
トワーク経由で CAM および CAS に送信することができます。この方法でインストールされた Agent
は、L3/VPN コンセントレータ配置でも、通常の L2 配置でも使用できます。詳細については、「L3 サ
ポートのイネーブル化」（P.5-17）を参照してください。

（注）

（注）

VPN コンセントレータ SSO 配置の場合に、Clean Access Agent を CAS からダウンロードせずに他の
方法でダウンロードすると、Clean Access Agent は CAM の実行時 IP 情報を取得できないため、ポッ
プアップが自動表示されず、クライアントがスキャンされません。

•

VPN 接続中に Clean Access Agent をアンインストールしても、接続は終了しません。

• 3.5.0 以前のバージョンの Clean Access Agent がすでにインストールされている場合、または
Clean Access Agent が CAS 以外の方法でインストールされている場合は、Web ログインを実行し
て CAS から直接最新の Clean Access Agent セットアップ ファイルをダウンロードし、Clean
Access Agent を再インストールして、L3 機能を取得する必要があります。

Clean Access Agent L3 VPN コンセントレータのユーザ操作
1. VPN クライアントで、Cisco NAC アプライアンス用に設定された VPN コンセントレータの VPN
接続エントリをダブルクリックします。

2. [VPN Client | User Authentication] ダイアログにユーザとしてログインします。
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3. ログインしたらブラウザを開き、イントラネットまたはエクストラネット サイトを表示します。
図 7-10 に、Clean Access Agent および SSO を使用している VPN ユーザに関する Clean Access プロ
セスを示します。VPN 接続を介して、Clean Access Agent の初期ダウンロードを実行する必要があり
ます。
図 7-10

SSO を使用する VPN ユーザの場合の Clean Access Agent

SSO を使用している場合、Clean Access Agent は自動ログインとスキャンを実行します（図 7-11 と
図 7-12 を参照）。
図 7-11

Clean Access Agent の自動ログイン（SSO）
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図 7-12

Clean Access Agent のスキャン

タスクバー メニューの [Login] オプションは Clean Access Agent に対してはディセーブルになってい
ます（図 7-13）。
図 7-13

（注）

システムトレイ アイコンおよびログイン ステータス

Web ログインは常に L2 または L3 モードで機能します。L3 機能はディセーブルにできません。

アクティブ VPN クライアントの表示
[Active VPN Clients] ページには、VPN SSO によって CAS に通知された IP アドレスが一覧表示され
ます。このページはトラブルシューティング用のもので、CAS 管理ページと CAS ダイレクト アクセ
ス コンソールの両方で利用できます。[Active VPN Clients] ページに表示されるのは、CAS が有効な
RADIUS アカウンティング START パケットを受信したユーザのリストです。
CAS は、特定のクライアント マシンの有効な RADIUS アカウンティング START パケットを受信する
と、これを [Active VPN Clients] リストに追加します。
• クライアントがこのリストに表示されている場合、そのクライアントは SSO を実行できます。
• クライアントがこのリストに表示されていない場合、START パケットが CAS に到達していない
か、形式が間違っていることが考えられます。
パケットのフォーマットに含まれている必要がある重要な項目には、次のものがあります。

• Account-Status-type = 1（START パケットであることを示す）
• Calling-station-Id（エンド マシンの IP アドレスを示す）
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ユーザがブラウズや Clean Access Agent の実行を試みたとき、CAM および CAS は [Active VPN
Client] の情報とマッピング規則を比較し、ユーザに割り当てるロールを決定します。
アクティブ VPN クライアントの表示

1. [Device Management] > [CCA Servers] > [List of Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Authentication]
> [VPN Auth] > [Active Clients] の順番に進みます。
図 7-14

Active Clients（VPN コンセントレータ）

2. [List All VPN Clients] の [Show All] ボタンをクリックしてすべての VPN クライアントを一覧表
示するか、または [Search] を実行します。次のいずれかを実行するまでは、[Active Clients] ペー
ジは空白のままです。

a. システム SSO テーブルのすべてのカレント IP およびユーザ情報を表示するため、[Show All]
をクリックします。

b. または、[Search IP Address] テキスト フィールドに IP アドレスを入力し、ドロップダウン メ
ニューから演算子（[equals]、[starts with]、[ends with]、[contains]）を選択し、[Search] ボ
タンをクリックして結果を表示します。

3. ページ下部の表に、次の情報が読み込まれます。エントリは、クライアントの IP アドレス順に
ソートされます。

– [Total Active VPN Clients] ：SSO テーブル内で現在アクティブとなっている VPN クライアン
トの数を表示します。

– [Client IP]：RADIUS アカウンティング パケットから受信したクライアント IP アドレス。
– [Client Name]：RADIUS アカウンティング パケットから受信したクライアント名。
– [VPN Server IP]：SSO に使用される Cisco VPN SSO 認証サーバの IP アドレス。
– [Login Time]：アクティブな VPN セッションが確立された日付と時刻。

（注）

[Show All] をクリックするか、新しい検索を実行すると、ページが最新の SSO テーブルの情
報に更新されます。

4. [Active Client] ページのエントリを削除するには、次のいずれかを実行します。
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a. [Clear] ボタンをクリックして、SSO テーブルからすべてのアクティブな VPN クライアント
をクリアします。たとえば、VPN サーバのクラッシュにより VPN ユーザのセッションが終了
した場合、CAS に RADIUS アカウンティング停止メッセージは送信されず、このユーザは、
手動で削除するまでシステム SSO テーブルに残ります。[Active VPN Clients] ページのすべて
のエントリを削除すると、新しい SSO テーブルでシステムが再起動されます。
b. 個々のエントリのチェックボックスをクリックし、カラムの最上部にある [Delete] ボタンをク
リックして、そのエントリを SSO テーブルから削除します。

（注）

ヒント

[Clear] ボタンまたは [Delete] ボタンをクリックした場合、システムの現在の SSO クライアント テー
ブルからユーザが削除されるだけで、[Online Users] リストからは削除されません。

アクティブな VPN クライアントは、CAS のダイレクト コンソール
（https://<CAS_eth0_IP_address>/admin ）の [Monitoring] > [Active VPN Clients] ページ（図 7-15）
で表示することもできます。
図 7-15

CAS ダイレクト アクセス コンソール：アクティブな VPN クライアントのモニタリング
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ローカル トラフィック制御ポリシー
この章では、Clean Access Server（CAS）のトラフィック フィルタリング規則の設定方法について説
明します。この章の内容は、次のとおりです。

• 「概要」（P.8-1）
• 「ローカルおよびグローバルなトラフィック ポリシー」（P.8-3）
• 「ローカル トラフィック制御ポリシーの表示」（P.8-3）
• 「IP ベースのローカル トラフィック制御ポリシーの追加」（P.8-4）
• 「ホストベースのローカル トラフィック制御ポリシーの追加」（P.8-6）
• 「帯域利用の制御」（P.8-14）

概要
トラフィック制御ポリシーを使用すると、アクセス可能なネットワーク リソース、およびそれらにア
クセス可能なユーザを制御できます。トラフィック制御ポリシーはユーザ ロールによって設定され、
Agent Temporary ロールおよび Quarantine ロールに対して設定する必要があります。

Cisco NAC アプライアンスには、次の 3 種類のトラフィック ポリシーが用意されています。
IP ベースのポリシー：IP ベースのポリシーは、細かく柔軟な設定が可能であり、さまざまな方法でト
ラフィックを停止できます。IP ベースのポリシーは、あらゆるロールに適用でき、送信元および宛先
のポート番号に加え、IP プロトコル番号も指定できます。たとえば、特定のホストへの IPSec トラ
フィックを通し、その他のトラフィックは拒否するといった IP ベースポリシーを作成できます。
ホストベースのポリシー：ホストベースのポリシーは、IP ベースのポリシーほど柔軟性はありません
が、ホストに複数の IP アドレスまたはダイナミック IP アドレスがある場合にホスト名またはドメイン
名でトラフィック ポリシーを指定できるという利点があります。ホストベースのポリシーは、主に
Agent Temporary ロールと Quarantine ロール用のトラフィック ポリシーの設定の簡易化を目的とした
ものです。このポリシーは、ホストの IP アドレスが常に変化する場合や、ホスト名が複数の IP に解決
される可能性がある場合に使用してください。
レイヤ 2 イーサネット トラフィックのポリシー：レイヤ 2 レベルで発生するデータ転送などの処理を
サポートするため、Cisco Clean Access Layer 2 Ethernet トラフィック制御ポリシーにより、トラ
フィックのタイプに基づいて CAS を通るレイヤ 2 イーサネット トラフィックを許可したり拒否したり
することができます。IP、ARP、RARP フレーム以外のネットワーク フレームが、標準のレイヤ 2 ト
ラフィックを構成します。

（注）

レイヤ 2 イーサネット トラフィック制御は、バーチャル ゲートウェイ モードで動作する CAS にだけ
適用されます。
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概要

トラフィック制御ポリシーはトラフィックの方向別に指定します。IP ベース ポリシーおよびレイヤ 2
イーサネット トラック ポリシーでは、非信頼（管理対象）ネットワークから信頼ネットワークへのト
ラフィック、または信頼ネットワークから非信頼ネットワークへのトラフィックを許可したり拒否した
りすることができます。ホストベースのポリシーでは、非信頼ネットワークから特定のホストおよび特
定の信頼できる DNS サーバへのトラフィックを許可できます。
新しいユーザのロールの作成時、デフォルトでは次のようになります。

• 非信頼ネットワークから信頼ネットワークへのトラフィックはすべてブロックされます。
• 信頼ネットワークから非信頼ネットワークへのトラフィックはすべて許可されます。
非信頼ネットワークから送信されたすべてのトラフィックは最初にブロックされるため、通常は、ロー
ル作成後に、ロールに適合するトラフィックを許可するポリシーを作成する必要があります。
また、トラフィック制御ポリシーによって、特定のマシンへのトラフィックをブロックしたり、ユーザ
を特定の活動（電子メールの使用や Web ブラウジングなど）に制限することができます。次に、ポリ
シーの例を示します。
deny access to the computer at 191.111.11.1 または
allow www communication from computers on subnet 191.111.5/24

最終的に、トラフィック制御ポリシーは階層的であり、トラフィックのフィルタリング方法は、ポリ
シー リスト内のポリシーの順序によって決まります。リストの一番上にある第 1 ポリシーが最も優先
されます。信頼できない側から信頼できる側への方向のトラフィック制御ポリシーがどのように機能す
るかを、いくつかの例で示します。
例 1：

• プライオリティ 1：Deny Telnet
• プライオリティ 2：Allow All
結果：Telnet トラフィックだけがブロックされ、他のトラフィックはすべて許可されます。
例 2（逆のプライオリティ）：

• プライオリティ 1：Allow All
• プライオリティ 2： Deny Telnet
結果：すべてのトラフィックが許可され、Telnet トラフィックをブロックするという 2 番めのポリシー
は無視されます。
例 3：

1. Allow TCP *.* 10.10.10.1/255.255.255.255
2. Block TCP *.* 10.10.10.0/255.255.255.0
結果：10.10.10.1 への TCP アクセスは許可され、サブネット（10.10.10.*）のその他の場所への TCP
アクセスはブロックされます。
例 4（レイヤ 2 イーサネット - バーチャル ゲートウェイ モードのみ）

1. IBM Systems Network Architecture（SNA; システム ネットワーク アーキテクチャ）を許可
2. すべてのトラフィックを拒否
結果：IBM SNA レイヤ 2 トラフィックだけが許可され、それ以外のレイヤ 2 トラフィックは拒否され
ます。
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ローカルおよびグローバルなトラフィック ポリシー
ほとんどのトラフィック制御ポリシーは、Clean Access Manager（CAM）グローバル フォームを使用
してすべての CAS にグローバルに設定されます。各 CAS にローカル トラフィック ポリシーを追加す
ると、グローバルに定義されたポリシーを拡張して、目的の CAS で管理されるネットワークのフィル
タリングを限定的に設定できます。
この章では、[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Filter] > [Roles] で CAS
に設定されるローカル トラフィック制御ポリシーについて説明します。
ローカルなトラフィック ポリシー リストでは、グローバル ポリシーはイエローの背景で、ローカル ポ
リシーはホワイトの背景で表示されます。ポリシーを削除するには、そのポリシーの作成に使用したグ
ローバルまたはローカルのフォームを使用します。
グローバル ポリシーにアクセスしたり、変更したりするには、[User Management] > [User Roles] >
[Traffic Control] グローバル フォームを使用します。詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean
Access Manager Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』を参照してください。

（注）

特定の CAS を対象としたローカル トラフィック制御ポリシーの方が、すべての CAS を対象としたグ
ローバル ポリシーよりもプライオリティが高い場合は、ローカル ポリシーが優先されます。

ローカル トラフィック制御ポリシーの表示
ローカル トラフィック制御ロール ポリシーを表示および設定するには、[Device Management] > [CCA
Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Filter] > [Roles] の順番に進みます。[Traffic Control] フォームにポ
リシーがロール別に表示されます（図 8-1 を参照）。
図 8-1

ローカル トラフィック制御ポリシー

デフォルトでは、非信頼ネットワーク（送信元）から、信頼ネットワーク（宛先）に送信されるトラ
フィックのポリシーが表示されます。逆方向、つまり信頼ネットワーク（送信元）から非信頼ネット
ワーク（宛先）方向のポリシーを表示するには、方向フィールドで [Trusted -> Untrusted] を選択し、
[Select] をクリックします。
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図 8-2

[Trusted -> Untrusted] 方向フィールド

同様に、単一ロールに対応するポリシーを表示するには、ロール ドロップダウン メニューでロールを
選択し、[Select] をクリックします。
ポリシーのプライオリティは、リスト内の順番に対応します。最初の項目のプライオリティが最も高く
なります。ポリシーのプライオリティを変更するには、[Move] カラムで対応する上下の矢印をクリッ
クします。

IP ベースのローカル トラフィック制御ポリシーの追加
トラフィック制御ポリシーはロール単位で作成され、ネットワーク上のリソースへのトラフィックを許
可またはブロックします。トラフィック制御ポリシーを作成する前に、そのポリシーを割り当てるロー
ルがあるかどうかを確認してください。IP ベースのトラフィック ポリシーを設定する際、個々のポー
ト、ポート範囲、ポートとポート範囲の組み合わせ、またはワイルドカードを指定できます。

IP ベースのローカル トラフィック ポリシーの追加 / 編集
1. [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Filter] > [Roles] の順番に進みま
す。

2. [Traffic Control] フォームで、そのポリシーを適用する送信元から宛先の方向を選択します。
[Trusted -> Untrusted] または [Untrusted -> Trusted] を選択して、[Select] をクリックします。
3. 新しいポリシーの場合：
– ポリシーを作成するロールの横にある [Add Policy] リンクをクリックします。または、
– [Add Policy to All Roles] をクリックして、すべてのロール（Unauthenticated ロール以外）に
新しいポリシーを一度に追加します。
既存のポリシーを変更する手順は、次のとおりです。

– 変更するポリシーの横にある [Edit] をクリックします。
図 8-3 に、[Add Policy] フォームを示します。

Cisco NAC Appliance - Clean Access Server インストレーション コンフィギュレーション ガイド

8-4

OL-16411-01-J

第8章

ローカル トラフィック制御ポリシー

IP ベースのローカル トラフィック制御ポリシーの追加

図 8-3

（注）

新しいローカル IP ポリシーの追加

[Add Policy to All Roles] オプションを使用すると、すべてのロール（Unauthenticated ロール
以外）にポリシーを追加できます。追加したトラフィック ポリシーは、ロール単位でだけ、個
別の修正や削除が可能です。

4. [Priority] ドロップダウン メニューで、そのポリシーのプライオリティを設定します。実行時には、
リストの一番上にある IP ポリシーが最も優先されます。デフォルトでは、最後に作成されたポリ
シーよりも低いポリシーが表示されます（第 1 ポリシーは 1、第 2 ポリシーは 2 のように表示され
ます）。リスト内のプライオリティの番号は、そのロール用に作成されたポリシーの数に応じて決
まります。組み込まれている Block All ポリシーは、デフォルトでは、すべてのポリシーの中で最
も低いプライオリティに設定されます。

（注）

ポリシーのプライオリティあとで変更する場合は、IP ポリシー リスト ページの [Move] カラム
で、そのポリシーの上または下の矢印をクリックします。

5. [Action] で、そのトラフィック ポリシーの動作を設定します。
– [Allow]（デフォルト）：トラフィックを許可します。
– [Block]：トラフィックをドロップします。
6. [Category] で、そのトラフィックのカテゴリを設定します。
– [ALL TRAFFIC] （デフォルト）：このポリシーは、すべてのプロトコルの、信頼できる側お
よび信頼できない側のすべての送信元および宛先アドレスに適用されます。

– [IP]：これを選択すると、[Protocol] フィールドが表示されます（後述の説明を参照）。
– [IP FRAGMENT]：デフォルトでは、CAS は IP 断片化パケットをブロックします。このよう
なパケットは DoS 攻撃（サービス拒絶攻撃）に使用される可能性があるからです。断片化さ
れたパケットを許可する場合は、このオプションを使用して、そのようなパケットを許可する
ロール ポリシーを定義してください。

7. [IP] カテゴリを選択した場合は、以下のオプションとともに [Protocol] フィールドが表示されま
す。
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– [CUSTOM]：[Protocol] ドロップダウン メニューに表示されているプロトコル以外のプロトコ
ル番号を指定する場合は、このオプションを選択します。

– [TCP (6)]：TCP の場合に選択します。TCP アプリケーションとしては、HTTP、HTTPS、
Telnet があります。
– [UDP (17)]：通常、ブロードキャスト メッセージに使用される UDP を設定する場合に選択し
ます。

– [ICMP (1)]：Internet Control Message Protocol（ICMP）の場合に選択します。
– [ESP (50)]：主として VPN トンネルを構築する目的で IP パケット データの暗号化に使用され
る IPSec サブプロトコル、Encapsulated Security Payload（ESP）を設定する場合に選択しま
す。

– [AH (51)]：IP ヘッダおよびパケットが正しいことを保証するために暗号チェックサムの計算
に使用される IPSec サブプロトコル、Authentication Header（AH）を設定する場合に選択し
ます。

8. [Untrusted (IP/Mask:Port )] フィールドで、そのポリシーを適用する非信頼ネットワークの IP アド
レスとサブネット マスクを指定します。[IP/Mask:Port] フィールドのアスタリスクは、そのポリ
シーがあらゆるアドレス / アプリケーションに適用されることを意味しています。

[Protocol] で TCP または UDP を選択した場合は、[Port] テキスト フィールドに、そのアプリケー
ションの TCP または UDP ポート番号も入力してください。
（注）

TCP たは UDP ポートを設定する際、個々のポート、ポート範囲、ポートとポート範囲の組み
合わせ、またはワイルドカードを指定できます。たとえば、ポート値を、「*」、「21,
1024-1100」、または「1024-65535」のように指定して、1 つのポリシーで複数のポートに対応
させることができます。TCP および UDP ポート番号に関する詳細は、
http://www.iana.org/assignments/port-numbers を参照してください。

9. [Trusted (IP/Mask:Port)] フィールドで、そのポリシーを適用する信頼ネットワークの IP アドレス
とサブネット マスクを指定します。[IP/Mask:Port] フィールドのアスタリスクは、そのポリシーが
あらゆるアドレス / アプリケーションに適用されることを意味しています。[Protocol] で TCP また
は UDP を選択した場合は、[Port] テキスト フィールドに、そのアプリケーションの TCP または
UDP ポート番号も入力してください。
10.（任意）[Description] フィールドにそのポリシーの説明を入力します。
11. 完了したら、[Add Policy] をクリックします。ポリシーを変更した場合は、[Update Policy] ボタン
をクリックします。

（注）

ポリシー リストを表示する際に選択したトラフィックの方向（[Untrusted -> Trusted] または [Trusted
-> Untrusted]）によって、[Add Policy] フォームを開いたときの送信元と宛先が設定されます。

• 表示される最初の [IP/Mask/Port] エントリは送信元です。
• 表示される 2 番めの [IP/Mask/Port] エントリは宛先です。

ホストベースのローカル トラフィック制御ポリシーの追加
ローカル ホストベースのポリシーでは、ロール内のユーザまたは特定の CAS に対して、ホスト サイト
へのユーザ トラフィックを制御できます。
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CAM から Clean Access の Update または Clean Update が実行されると、Unauthenticated、
Temporary、Quarantine のロールのデフォルト ホスト ポリシーが自動的に取得され、更新されます。
ホストに複数の IP アドレスまたはダイナミック IP アドレスがある場合は、ホスト名またはドメイン名
でロールのカスタム DNS ホストベース ポリシーを設定することが可能です。ホストベースのポリシー
を使用する場合は、まず、そのユーザ ロールに対応する信頼できる DNS サーバを追加しなければなり
ません。

（注）

•

ソフトウェアのアップグレード後、デフォルトの設定では、新しいデフォルト ホストベース ポリ
シーはディセーブルになりますが、既存のホストベース ポリシーのイネーブル / ディセーブル設定
は以前のまま変更されません。

• Clean Update を実行すると、既存のすべてのデフォルト ホストベース ポリシーが削除され、新し
いデフォルト ホストベース ポリシーがディセーブルのデフォルト設定のまま追加されます。

[Device Management] > [Clean Access] > [Updates] で CAM にダウンロードされる自動更新内容の詳
細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration Guide,
Release 4.5(1)』を参照してください。

プロキシ トラフィックのイネーブル化
特定のプロキシ サーバをユーザ トラフィックが通過するときに個々の CAS がホスト ポリシーを解析
するように設定できます。そのためには、ユーザ セッション パケットをローカル プロキシ サーバにリ
ダイレクトするか、CAS から到達可能な、事前に設定したプロキシの Proxy Auto Configuration
（PAC）ファイルの URL にリダイレクトします。
ある CAS の [Parse Proxy Traffic] オプションにチェックが入っていて CAS の [Proxy] ページでプロキ
シ サーバが指定されている場合、プロキシ サーバへトラフィックを許可する前に、ホストがホスト ポ
リシー リストに記述されていることを確認するため、CAS によって GET、POST、CONNECT
HTTP/HTTPS/FTP 要求のペイロードがチェックされます。これにより、指定のプロキシ サーバを使用
する際に、ユーザはロール（要件を満たす必要のある Temporary または Quarantine ユーザ）のために
「parse proxy traffic」機能は、CAS
イネーブル化されたホスト サイトだけにアクセス可能になります。
ごとにイネーブル化されます。この機能を有効にするには、CAS の [Proxy] ページでプロキシ サーバ
IP とポート指定し、[Parse Proxy Traffic] をイネーブル化する必要があります。

（注）

管理者がホスト ポリシーを Unauthenticated ロールに適用すると、CAS はそのクライアント マシンの
プロキシとして動作します。CAS 自身がネットワークにアクセスするためにプロキシが必要な場合、
/perfigo/access/conf/httpd.conf フィルのコンフィギュレーションを変更して、適切な ProxyAllow ス
テートメントに関連付けられた ProxyRemote * http://<proxy>:<port> を設定する必要があります。

CAS で指定されたプロキシ サーバをトラフィックが通過する際にホスト ポリシーをイネーブル化する
には、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [Proxy] の順番に進みま
す。

ステップ 2
ステップ 3

「CAS でのプロキシ サーバ設定」（P.5-53）の説明に従って、プロキシ ソースを指定します。

[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Filter] > [Roles] > [Allowed Hosts]
（図 8-4 を参照）の順番に進みます。
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図 8-4

ステップ 4

CAS：許可ホスト

[Parse Proxy Traffic] オプションをイネーブル化します。この設定はすべてのロール
（Unauthenticated、Temporary、Quarantine、および通常ユーザ ログイン ロール）に適用されます。
[Parse Proxy Traffic] オプションが個々の CAS に対してイネーブルになっていると、[Proxy] ページで
指定されたプロキシ サーバへトラフィックを許可する前に、ホストがホスト ポリシー リストに記述さ
れていることを確認するため、CAS は GET、POST、CONNECT HTTP/HTTPS/FTP リクエストのペ
イロードを確認します。これにより、指定のプロキシ サーバを使用する際に、ユーザは関連付けられ
ているロールでイネーブル化されたホスト サイトだけにアクセス可能になります。配置内の各 CAS に
対して [Parse Proxy Traffic] オプションを有効にする前に、プロキシ サーバの IP とポートを指定する
必要があります（上記の説明を参照）。

（注）

ステップ 5

プロキシ設定を使用している場合、同時に DNS 設定が CAS でも正しく設定されていることを確認し
てください（[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Network] > [DNS]）。詳
細については、「ネットワークの DNS サーバの設定」（P.5-26）を参照してください。

[Update] ボタンをクリックします。

ローカル許可ホストの追加
1. [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Filter] > [Roles] > [Allowed
Hosts] の順番に進んで、DNS ホストを追加するロールを選択します。
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2. [Allowed Host] フィールドにホスト名を入力します（「allowedhost.com」など）。
3. [Match] ドロップダウン メニューで、ホスト名の照合に使用する演算子を選択します（equals、
ends、begins、または contains）。
4. [Description] フィールドに、そのホストの説明を入力します（「Allowed Host Update」など）。
5. [Enable] をクリックします。
6. [Add] をクリックします。

（注）

ロールのホストベース トラフィック ポリシーをイネーブルにするには、そのロールに信頼できる DNS
サーバを追加する必要があります。

ローカルな信頼できる DNS サーバの追加
ローカルな信頼できる DNS サーバを追加する手順は、次のとおりです。

1. [Trusted DNS Server] フィールドに IP アドレスを入力します。あるいは、あらゆる DNS サーバを
指定する場合は、アスタリスク 「*」を入力します。

2. [Description] フィールドに、DNS サーバの説明を入力します。
3. [Add] をクリックします。

（注）

信頼できる DNS サーバが追加されると、そのサーバを許可する IP ベース トラフィック ポリシーが
ロールに自動的に追加されます。

（注）

特定の DNS サーバを追加してから、このフォームを使用して任意の（「*」）DNS サーバを追加する
と、前に追加したサーバはすべての DNS サーバを許可する全体的なポリシーのサブセットになるの
で、表示されなくなります。その後、あらゆる（「*」）DNS サーバのポリシーを削除すると、以前に許
可した特定の信頼できる DNS サーバが再度表示されるようになります。
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DNS ホストに使用される IP アドレスの表示
クライアントがシステムを更新するために DNS ホストに接続するときに、その DNS ホストに使用さ
れる IP アドレスを表示することができます。

1. [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Filter] > [Roles] > [Allowed
Hosts] の順番に進みます。
2. すべてのロールでアクセスされる DNS ホストの IP アドレス全体を表示するには、このページの上
部に表示されている [View Current IP addresses for All Roles] をクリックします。
図 8-5

（注）

すべてのロールの現行 IP アドレスの表示

このリストは、CAS 管理ページから表示できますが、リストを変更するには、CAM グローバル フィ
ルタ フォームを使用します。詳細については、『Cisco NAC Appliance-Clean Access Manager
Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』を参照してください。

3. 特定のロールのクライアントがアクセスする DNS ホストの IP アドレスを表示する場合は、該当す
るロールの横にある [View Current IP addresses] リンクをクリックします。
4. アクセスする IP アドレスごとに、IP アドレス、ホスト名、および有効期限が表示されます。
[Expire Time] には、DNS 応答 TTL に基づく値が表示されます。その DNS ホストの IP アドレス
は、[Expire Time] の値に到達すると無効になります。
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レイヤ 2 イーサネット トラフィック制御ポリシーの追加
（注）

レイヤ 2 イーサネット トラフィック制御は、バーチャル ゲートウェイ モードで動作する CAS にだけ
適用されます。
レイヤ 2 イーサネット トラフィック制御ポリシーを使用すると、CAS を通過するレイヤ 2 トラフィッ
クのタイプに基づいてレイヤ 2 イーサネット トラフィックを許可または拒否することができます。

CAM から Clean Access Agent または Cisco NAC Web Agent の Update または Clean Update が実行
されると、Unauthenticated、Temporary、Quarantine のロールのデフォルト トラフィック制御ポリ
シーが自動的に取得され、更新されます。

（注）

•

ソフトウェアのアップグレード後、デフォルトの設定では、新しいデフォルト レイヤ 2 イーサ
ネット トラフィック制御ポリシーはディセーブルになりますが、既存のイーサネット トラフィッ
ク制御ポリシーのイネーブル / ディセーブル設定は以前のまま変更されません。

• Clean Update を実行すると、既存のすべてのレイヤ 2 イーサネット トラフィック制御ポリシーが
削除され、新しい デフォルト イーサネット トラフィック制御ポリシーがデフォルト設定のディ
セーブルのまま追加されます。

[Device Management] > [Clean Access] > [Updates] で CAM にダウンロードされる自動更新内容の詳
細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration Guide,
Release 4.5(1)』を参照してください。

レイヤ 2 イーサネット トラフィック制御のイネーブル化
個々の CAS を、制御ポリシーに基づいて指定のレイヤ 2 イーサネット トラフィックを許可または拒否
するよう設定することができます。
ある CAS に対して [Enable Layer 2 Ethernet Traffic Control] オプションにチェックを付けた場合、
CAS を通過するトラフィックに、関連するレイヤ 2 イーサネット トラフィック制御ポリシーが適用さ
れ、CAS を通過するレイヤ 2 トラフィックのタイプに基づいてパケットが許可または拒否されます。

CAS でレイヤ 2 イーサネット トラフィック制御をイネーブルにする手順は、次のとおりです。
1. [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Filter] > [Roles] > [Ethernet
Control]（図 8-6 を参照）の順番に進みます。
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図 8-6

CAS：イーサネット制御

2. [Enable Layer 2 Ethernet Traffic Control] のチェックボックスをクリックします。
3. [Update] ボタンをクリックします。

レイヤ 2 イーサネット トラフィック制御の追加
レイヤ 2 イーサネット トラフィック制御ポリシーを追加する手順は、次のとおりです。

1. [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Filter] > [Roles] > [Ethernet
Control] の順番に進んで、レイヤ 2 イーサネット トラフィックを許可または拒否するロールを選
択します。
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図 8-7

レイヤ 2 イーサネット トラフィック制御の追加

2. [Action] ドロップダウン メニューで、[Allow] または [Block] を選択します。
3. [Protocol] ドロップダウン メニューで、許可または拒否するレイヤ 2 イーサネット トラフィック
のタイプを指定します。

（注）

Cisco Clean Access リリース 4.1(1) 以降では、すべてのレイヤ 2 トラフィックを許可する場合
以外は、「IBM Systems Network Architecture（SNA）」プロトコルだけが使用できます。その
他の事前設定オプションが、CAM の Cisco Clean Access 更新サービスを通して利用可能にな
ることがあります。

4. [Enable] をクリックします。
5. [Add] をクリックします。
トラフィック制御ポリシーを追加すると、エントリの [Description] カラムに、[Protocol] ドロップダ
ウン メニューで指定したオプションの説明が自動的に読み込まれます。
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帯域利用の制御
Cisco NAC アプライアンスを使用すると、ユーザが使用できるネットワーク帯域幅をロール別に制御
できます。CAM のグローバル フォームを使用すれば必要に応じてシステム ユーザ ロールに帯域管理
を設定できます。また、ローカル フォームを使用すれば、一部の CAS だけに帯域管理を設定すること
も可能です。ただし、この機能を使用するためには、まず CAS でこのオプションがイネーブルに設定
されている必要があります。さらに、個々のロールまたはロール全体の各ユーザに対する帯域幅制限も
指定できます。
たとえば、1 つの CAM で 2 つの CAS を管理している場合、すべてのロールを指定することも、必要
に応じて一部のロール（Guest ロール、Quarantine ロール、Temporary ロールなど）に帯域幅管理を設
定することもできます。帯域幅が重要なのは、CAS1 が導入されているネットワーク セグメントだけ
であり、CAS2 が導入されているネットワーク セグメントでは帯域幅を重要視する必要がないのであ
れば、CAS1 では帯域管理を有効にし、CAS2 では有効にしないといった設定方法も可能です。
また、バースト時に、帯域幅制限からのわずかな逸脱を許可することもできます。これによって、ユー
ザによるコンテンツのストリーミングや大きなファイルの転送は帯域制限の対象としながら、断続的に
帯域リソースを必要とするユーザ（たとえば、ページのダウンロードや閲覧時）に対応することができ
ます。
デフォルトでは、ロールの帯域ポリシーは無制限になります（アップストリーム トラフィックとダウ
ンストリーム トラフィックでは両方とも -1 に指定）。

ロールのローカル帯域幅を設定する手順は、次のとおりです。
1. まず、[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Filter] > [Roles] >
[Bandwidth] に進み、その CAS で帯域幅管理をイネーブルにします。

2. [Enable Bandwidth Management] を選択し、[Update] をクリックします。
図 8-8

CAS の帯域幅管理のイネーブル化

3. 帯域幅制限を設定するロールの横にある [Edit] ボタンをクリックします。[Role Bandwidth]
フォームが表示されます。
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図 8-9

ユーザ ロール用のローカル [Bandwidth] フォーム

4. [Current Status] フィールドに、次のいずれかが表示されます。
– [Default Setting]：ローカル帯域幅管理はディセーブルです（[User Management] > [User
Roles] > [Bandwidth] の設定値が使用されます）。または、ローカル ポリシーが設定されてい
ません。

– [Local Setting]：この CAS に設定されたローカル設定が、選択したロールに適用されます 。
5. [Role Name] フィールドに、ローカル設定値を設定するユーザ ロールが表示されます。
6. [Upstream Bandwidth] および [Downstream Bandwidth] に、アップストリーム トラフィックとダ
ウンストリーム トラフィックの最大帯域幅をキロビット / 秒単位で設定します。アップストリーム
トラフィックは、信頼できない（管理対象）側から信頼できる側へのトラフィックです。ダウンス
トリーム トラフィックは、信頼できる側から信頼できない側へのトラフィックです。

7. [Burstable Traffic] に、帯域制限からの短時間（1 秒間）の逸脱を許可するレベルとして、2 ～ 10
の値を入力します。[Burstable Traffic] にレベル 1 を設定すると、バースト トラフィックをディ
セーブルにする効果があります。

[Burstable Traffic] フィールドは、バケットの「容量」を判断するために使用されるトラフィック
バースト係数です。たとえば、帯域幅が 100 Kbps で、[Burstable Traffic] フィールドが 2 の場合、
そのバケットの容量は 100 Kb × 2 = 200 Kb です。あるユーザが一定時間に 1 つもパケットを送信
しなかったとしたら、そのユーザのバケットには最大で 200 Kb のトークンが入ります。そのユー
ザがパケットを送信する必要が生じた場合、そのユーザはすぐに 200 Kb のパケットを送信できま
す。その後、そのユーザが追加パケットを送信する場合は、100 Kbps のレートでトークンが来る
のを待たなければなりません。これは、平均レートが 100 Kbps で、ピーク レートは約 200 Kbps
であると考えることもできます。つまり、これは、Web ブラウズのようなバースト アプリケー
ションの使用に対応することを目的とした機能なのです。

8. [Shared Mode] フィールドで、次のいずれかを選択します。
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– [All users share the specified bandwidth]：この設定値は、そのロールのすべてのユーザに適用
されます。この場合、設定された値が使用可能な総帯域幅になります。したがって、あるユー
ザが使用可能な帯域幅の 80 パーセントを占有した場合、そのロールの他のユーザは残りの 20
パーセントの帯域幅しか使用できません。

– [Each user owns the specified bandwidth]：この設定値は、各ユーザに適用されます。使用中
の総帯域幅は、そのロールのオンライン ユーザの数の増減によって変化しますが、各ユーザ
の帯域幅は同じです。

9. （任意）[Description] にその帯域設定値の説明を入力します。
10. 完了したら、[Save] をクリックします。
この帯域設定は、該当ロールに適用され、[Bandwidth] タブに表示されます。
帯域幅管理の詳細については、『Cisco NAC Appliance-Clean Access Manager Installation and
Configuration Guide, Release 4.5(1)』を参照してください。
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Active Directory シングル サインオン（AD
SSO）の設定
この章では、Cisco NAC アプライアンスでの Active Directory（AD）Single Sign-On（SSO; シングル
サインオン）の設定方法について説明します。
この章の内容は、次のとおりです。

• 「概要」（P.9-1）
• 「AD SSO の設定手順の概要」（P.9-4）
• 「AD SSO 認証サーバの追加」（P.9-6）
• 「Unauthenticated ロールのためのトラフィック ポリシーの設定」（P.9-7）
• 「CAS での AD SSO の設定」（P.9-10）
• 「AD サーバの設定と KTPass コマンドの実行」（P.9-13）
• 「AD（Kerberos）を使用した Agent ベース Windows SSO のイネーブル化」（P.9-24）
• 「AD SSO サービスの起動確認」（P.9-25）
• 「GPO 更新のイネーブル化」（P.9-26）
• 「ログイン スクリプトのイネーブル化（任意）」（P.9-28）
• 「AD SSO の LDAP ルックアップ サーバの追加（任意）」（P.9-31）
• 「トラブルシューティング」（P.9-33）

概要
Cisco NAC アプライアンスを設定して、すでに Windows ドメインにログインしている Clean Access
Agent ユーザの認証を自動的に行うことができます。AD SSO では、Windows システムで AD にログ
インするユーザに対して、エージェントからログインすることなく、自動的に認証とポスチャ評価が行
われます。

Windows の Active Directory SSO のサポート
Cisco NAC アプライアンスでは、Windows Vista/XP/2000 クライアント マシンについては SSO を、
Windows 2000/2003 サーバについては AD をサポートしています。互換性の詳細は、『Support
Information for Cisco NAC Appliance Agents, Release 4.5(1)』を参照してください。
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概要

（注）

Cisco NAC Web Agent は SSO 機能をサポートしていません。

（注）

すべての配置タイプ（L2 および L3、インバンドおよび out-of-band [OOB; アウトバンド ]）について
AD SSO を設定できます。OOB の場合、クライアント ポートは、Windows ドメイン認証の前に、認
証 VLAN に設定されます。

AD SSO では、Cisco NAC アプライアンスは、ユーザを Kerboros によって認証しますが、許可は
LDAP によって行います。Cisco NAC アプライアンスは、クライアント マシン ログインのキャッシュ
済みクレデンシャルまたは Kerberos チケットを利用し、バックエンド Windows 2000/2003 サーバの
AD によってユーザ認証を行います。ユーザ認証の完了後、LDAP を使用して AD 内の個別のルック
アップとして、許可（ロールのマッピング）が行われます。

CAM の Auth Test 機能を使用して、Cisco NAC アプライアンスにおける AD SSO の認証をテストす
ることもできます。詳細は、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and
Configuration Guide, Release 4.5(1)』の「User Management: Configuring Authentication Servers」の
章の「Auth Test」を参照してください。
（注）

LDAP ユーザ アカウントは、属性を探すための「Search DN/Password」を提供できるだけの権限を
持っている必要があります。

Windows SSO プロセス（Kerberos チケット交換）
Windows SSO は、バックエンド Kerberos Domain Controller（Active Directory サーバ）で認証済みの
ユーザを自動的に認証する、Cisco NAC アプライアンスの機能です。P.9-2 の図 9-1 に、Kerberos チ
ケット交換の一般的なプロセスを示します。
図 9-1

Kerberos チケット交換の一般的なプロセス
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CAS で AD SSO が設定されている場合、図 9-1 に示す「ネットワーク サービス」コンポーネントが置
き換えられます。一般的な手順は次のとおりです。

• クライアントと CAS の両方が AD サーバ上にアカウントを持っています。
• クライアントが Windows AD にログイン（またはキャッシュ済みのクレデンシャルを使用）しま
す。

• クレデンシャルが AD に送信されます。AD が認証を行い、クライアントに Ticket Granting Ticket
（TGT; チケット認可チケット）を付与します。
– クライアントの Clean Access Agent が、CAS と通信するための CAS ユーザ名により、クライ
アントに Service Ticket（ST; サービス チケット）を要求します。
– クライアントが、AD に ST を要求します。
– AD がクライアントに ST を付与し、クライアントが Agent にこの ST を付与します。
– Agent と CAS との通信が可能になります。
• CAS がパケットを送り返し、クライアントを相互認証します。
• CAS がこの情報を使用してクライアントを Clean Access に登録し、SSO 認証が行われます。
• その他のユーザ ロールをマッピングするため（認証とポスチャ評価のため）、LDAP ルックアップ
サーバに属性マッピングを設定することができます。

CAS と AD サーバの通信
図 9-2 に、CAS で AD SSO のために AD サーバと通信するための一般的なセットアップ例を示します。

CAS は、root ドメインの AD サーバへのユーザ ログイン トラフィックだけを読み取ります。図 9-2 に
示すように、sales ドメイン（sales-name-domain.cisco.com）と engineering ドメイン
（cca-eng-name.domain.cisco.com）は、別の CAS によって設定されています。cca-eng ドメインを例
に取ると、CAS ユーザは、cca-eng-test.cca-eng-domain.cisco.com AD サーバでの作成および設定だけ
が必要です。

cca-eng-domain.cisco.com のユーザは、ドメイン内のどの AD サーバにもログインできます。また、
KTPass コマンド（「AD サーバの設定と KTPass コマンドの実行」（P.9-13）を参照）は、
cca-eng-test.cca-eng-domain.cisco.com サーバ上でだけ実行する必要があります。
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AD SSO の設定手順の概要

図 9-2

AD サーバでの CAS ユーザ アカウントの設定
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AD SSO の設定手順の概要
管理者は、AD SSO の設定を行うにあたって、事前に AD サーバのネットワーク構成を十分理解してお
く必要があります。

設定の前提条件
AD SSO を設定するには、以下の項目が必要になります。
• 設定する AD サーバ（ドメイン コントローラ）の数。通常、CAS は 1 台の AD サーバに対応しま
すが、CAS を AD ドメイン全体に関連付けることもできます。
• AD サーバのための Windows 2000 または Windows 2003 サーバ用インストレーション CD。これ
は、KTPass コマンドにサポート ツールをインストールするために必要です。KTPass コマンドは、
CAS がログインする AD サーバ（ドメイン コントローラ）でだけ実行する必要があります。
• 最新バージョンの ktpass.exe（リリース 5.2.3790.0）がインストールされていること。
• 各 AD サーバの IP アドレス（Unauthenticated ロールのトラフィック ポリシーを設定するため）。
そのドメインを管理するすべての AD サーバについて、CAS のトラフィックを許可する必要があ
ります。たとえば、ユーザがドメイン内の複数の AD サーバにログインできる場合、
Unauthenticated ロールのために、複数のすべての AD サーバへのトラフィックを許可する必要が
あります。
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（注）

OOB 配置では、ワークステーションにより「最も近い AD サーバ」を見つけるために
ICMP（ping）が使用され、認証 VLAN の場合はサイトで参照されているすべての AD
サーバとサービスで成功し、サイトとサービスがまだ設定されていない場合はすべての
AD サーバで成功することが必要です。

• CAS と単一 AD サーバとの間の接続をセットアップする場合、（CAS 設定のために）CAS がログ
インする AD サーバの FQDN。
• CAS 上で AD サーバの FQDN を解決するために CAS で正しく設定されている（[Device
Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Network] > [DNS] ）DNS サーバ設定。
• CAM、CAS、AD サーバの日付と時刻が、それぞれ 5 分以内で同期化されていること。AD サー
バと CAS の時刻は、300 秒クロック スキュー以内で同期させる必要があります（Kerberos は時間
的要素が重要）。

• Kerberos フォーマットの Active Directory ドメイン名（Windows 2000 以上）。これは、AD サー
バの CAS 設定と CLI 設定の両方に必要です。

（注）

KTPass コマンドのホスト主要名（<AD_DomainServer>）が、AD サーバ [Full computer
name]（[ コントロール パネル ] > [ システム ] > [ コンピュータ名 ] | [ フル コンピュータ名
]）と完全に一致する必要があります。詳細は「ktpass.exe コマンドの実行」（P.9-20）を参
照してください。

• クライアント システムに CAA がインストールされていること。エージェントの配布とインストー
ルの詳細は、
『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration Guide,
Release 4.5(1)』の「Distributing Clean Access Agent」の章を参照してください。

設定手順の概要
ステップ 1

「AD SSO 認証サーバの追加」（P.9-6）

CAM では、AD SSO の新しい認証サーバを追加し、ユーザのためのデフォルト ロールを指定します。
ステップ 2

「Unauthenticated ロールのためのトラフィック ポリシーの設定」（P.9-7）
クライアント認証トラフィックを CAS と AD サーバとの間で通過させるため、CAS のポートをオープ
ンします。

ステップ 3

「CAS での AD SSO の設定」（P.9-10）

CAS 管理ページから、AD サーバ設定、CAS ユーザ アカウント設定、ユーザのドメインに対応する
CAS の認証サーバ設定を設定します。
ステップ 4

「AD サーバの設定と KTPass コマンドの実行」（P.9-13）

CAS が通信する Windows 2000/2003 AD サーバで CAS アカウントを追加し、CAS の Linux オペレー
ティング システムをサポートするための暗号化パラメータを設定します。
ステップ 5

「AD（Kerberos）を使用した Agent ベース Windows SSO のイネーブル化」（P.9-24）

ステップ 6

「AD SSO サービスの起動確認」（P.9-25）

ステップ 7

「GPO 更新のイネーブル化」（P.9-26）

ステップ 8

「ログイン スクリプトのイネーブル化（任意）」（P.9-28）

ステップ 9

「AD SSO の LDAP ルックアップ サーバの追加（任意）」（P.9-31）
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任意で、認証後にユーザを複数のロールにマッピングするための LDAP ルックアップ サーバを設定し
ます。
ステップ 10

必要に応じて、「トラブルシューティング」（P.9-33）を参照してください。

AD SSO 認証サーバの追加
CAM で AD SSO 認証サーバを作成し、AD サーバをユーザ用のデフォルト ロールとセカンダリ LDAP
ルックアップ サーバ（設定されている場合）にマッピングするための手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[User Management] > [Auth Servers] > [New] の順番に進みます。

ステップ 2

[Authentication Type] ドロップダウン メニューで、[Active Directory SSO] を選択します。
図 9-3

AD SSO

ステップ 3

ドロップダウン メニューで [Default Role] を選択します。ユーザをロールにマッピングするためにそれ
以外のルックアップが必要でない場合、AD SSO で認証を行っているすべてのユーザはデフォルト
ロールに割り当てられます。ポスチャ評価と Nessus スキャンをこのロールに対して設定する必要があ
ります。

ステップ 4

認証プロバイダーのリストで AD SSO 認証サーバを示す [Provider Name] を入力します。プロバイ
ダー名には、スペースや特殊文字を使用しないでください。

ステップ 5

ユーザをデフォルト ロールに割り当てる予定で、ルックアップの追加が不要な場合、[LDAP Lookup
Server] ドロップダウン メニューをデフォルトの [NONE] 設定のままにすることができます。
Windows ドメインの SSO ユーザを複数のロールにマッピングする場合、LDAP ルックアップ サーバ
を使用して（設定方法は、「AD SSO の LDAP ルックアップ サーバの追加（任意）」（P.9-31）を参照）
CAM で第 2 レベルのルックアップを実行する必要があります。この場合、[LDAP Lookup Server] ド
ロップダウンから、設定済みの LDAP ルックアップ サーバを選択してください。

ステップ 6

[Add Server] をクリックします。

（注）

AD SSO ユーザの場合、[Online Users] および [Certified Devices] ページの [Provider] フィールドに
[AD_SSO] と表示され、[User/User Name] フィールドにユーザ名とユーザのドメイン（例：
user1@domain.name.com）が表示されます。
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（注）

[Auth Test] 機能は、SSO 認証プロバイダー（AD SSO、VPN SSO など）をテストするのには使用でき
ません。

Unauthenticated ロールのためのトラフィック ポリシーの
設定
Windows マシンにログインするドメイン内のユーザは、Kerberos チケット交換の最初の処理を実行す
るために、root ドメイン コントローラにクレデンシャルを送信します（図 9-1 を参照）。マシンがサー
ビス チケットを受信すると、Agent はこれを使用して、CAS によってクライアント認証を有効化しま
す。CAS が認証を有効化するときだけ、ユーザのネットワーク アクセスが許可され、CAA による
ユーザ ログインを別途行う必要はありません。
図 9-2 に示すように、CAS は、AD サーバへの認証時に、ユーザ マシンのログイン クレデンシャルを
読み込むよう設定されています。認証トラフィックを CAS と AD サーバとの間で通過させるため、
CAS のポートをオープンする必要があります。管理者は AD サーバで使用するポートに応じて、TCP
ポートまたは UDP ポートをオープンすることができます。

（注）

AD SSO トラフィックに断片化されたパケットが含まれている可能性がある場合には、『Cisco NAC
Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』の「Add
IP-Based Policy」のガイドラインに従って、[IP FRAGMENT] オプションをイネーブルにすることが
必要な場合があります。

AD サーバの信頼できる側の IP アドレスでこれらのポートを許可するため、Unauthenticated ロールの
トラフィック ポリシーを設定します。これにより、クライアントが AD サーバに認証され、GPO とス
クリプトが実行可能になります。シスコでは、AD サーバと DMZ AD サーバに Cisco Security Agent
（CSA）をインストールすることを推奨しています。

AD SSO の実装をサポートする TCP ポートと UDP ポート
次のリストは、AD SSO を Cisco NAC アプライアンス ネットワークで実装するときにオープンすべき
ポートの初期リストです。このリストに含まれていない AD サービスをサポートするためには、他の
ポートのオープンも必要になります。
表 9-1

処理

AD SSO をサポートするために推奨されるポート

プロトコル

信頼できない

信頼できる

目的または説明

推奨される TCP ポート

許可

TCP

*:*

IP アドレス DC
ポート 88

Kerberos

許可

TCP

*:*

IP アドレス DC
ポート 135

EpMap

許可

TCP

*:*

IP アドレス DC
ポート 139

Netbios-ssn
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表 9-1

処理

AD SSO をサポートするために推奨されるポート （続き）

プロトコル

信頼できない

信頼できる

目的または説明

推奨される TCP ポート

許可

TCP

*:*

IP アドレス DC
ポート 88

Kerberos

許可

TCP

*:*

IP アドレス DC
ポート 3891

LDAP

許可

TCP

*:*

IP アドレス DC
ポート 445

MS-DC/SMB

許可

TCP

*:*

IP アドレス DC
ポート 636

SSL を使用した LDAP

許可

TCP

*:*

IP アドレス DC
ポート 1025

MS-AD

許可

TCP

*:*

IP アドレス DC
ポート 1026

MS-AD

推奨される UDP ポート

許可

UDP

*:*

IP アドレス DC
ポート 88

Kerberos

許可

UDP

*:*

IP アドレス DC
ポート 123

NTP

許可

UDP

*:*

IP アドレス DC
ポート 137

Netbios-ns

許可

UDP

*:*

IP アドレス DC
ポート 389

LDAP

許可

UDP

*:*

IP アドレス DC
ポート 636

SSL を使用した LDAP

許可

ICMP 要求

*:*

IP アドレス DC

Ping

許可

IP フラグメント

*:*

IP アドレス DC

IP パケット フラグメント

その他のポート

1. LDAP を使用して AD サーバに接続する場合は、デフォルトのポート 389 ではなく、TCP または UDP ポート
3268（デフォルトの Microsoft グローバル カタログ ポート）を使用することを推奨します。これにより、単一ド
メイン環境と複数ドメイン環境の両方で、すべてのディレクトリ パーティションのより効率的な検索が可能にな
ります。

（注）

一般に、LDAP プロトコルは TCP または UDP ポート 389 でトラフィックを送信するときにプレーン
テキストを使用します。LDAP 通信で暗号化が必要な場合は、代わりに TCP または UDP ポート 636
（SSL 暗号化を使用した LDAP）を使用します。

LDAP を使用して AD サーバに接続する場合は、デフォルトのポート 389 ではなく、TCP または UDP
ポート 3268（デフォルトの Microsoft グローバル カタログ ポート）を使用することを推奨します。こ
れにより、単一ドメイン環境と複数ドメイン環境の両方で、 すべてのディレクトリ パーティションの
より効率的な検索が可能になります。
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AD サーバのポリシーの追加
AD サーバにポリシーを追加する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[User Management] > [User Roles] > [List of Roles] > [Policies [Unauthenticated Role]] の順番に進み
ます。Unauthenticated ロール用の IP トラフィック ポリシー フォームが表示されます。

ステップ 2

方向ドロップダウンが [Untrusted ->Trusted] に設定されている状態で、[Add Policy] リンクをクリック
します。[Add Policy] フォーム（図 9-4）が表示されます。
図 9-4

ステップ 3

AD サーバへの CAS のためのトラフィック ポリシーの設定

次のフィールドは、デフォルトのままにします。

– [Action]：Allow
– [State]：Enabled
– [Category]：IP
– [Protocol]：TCP 6
– [Untrusted (IP/Mask:Port)]：* / * / *
ステップ 4

[Trusted (IP/Mask:Port)] に、次のように入力します。
– AD サーバの IP アドレス
– サブネット マスクとして 255.255.255.255（AD サーバの場合のみ）
– ポート（複数のポート番号をカンマで区切る）
例：10.201.152.12 / 255.255.255.255 / 88,135,1025,1026,3268
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（注）

LDAP を使用して AD サーバに接続する場合は、デフォルトのポート 389 ではなく、TCP
または UDP ポート 3268（デフォルトの Microsoft グローバル カタログ ポート）を使用す
ることを推奨します。これにより、単一ドメイン環境と複数ドメイン環境の両方で、 すべ
てのディレクトリ パーティションのより効率的な検索が可能になります。

ステップ 5
ステップ 6

（注）

（任意）[Description] に説明を入力します。

[Add Policy] をクリックします。
テストを行う場合、まず AD サーバおよび DC への完全なアクセスを行い、AD SSO が動作してから上
記のようにポートを制限することを推奨します。クライアント PC にログインするときは、（ローカル
アカウントではなく）Windows ドメイン クレデンシャルを使用してドメインにログインするようにし
てください。

CAS での AD SSO の設定
ユーザのドメインに合わせて CAS を設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Authentication] > [Windows Auth] >
[Active Directory SSO] の順番に進みます。
図 9-5

ステップ 2

AD SSO

[Enable Agent-Based Windows Single Sign-On with Active Directory (Kerberos)] のチェックボックス
はまだクリックしないでください。このサービスのイネーブル化は、「AD サーバの設定と KTPass コ
マンドの実行」（P.9-13）が完了したあとに行います。このページの別のフィールドについては、設定
して、以下のように [Update] をクリックすることができます。
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（注）

AD サーバの設定が完了するまで、次のメッセージが表示されます。
Error: Could not start the SSO service. Please check the configuration.

ステップ 3

[Account for CAS on] では、CAS アカウントを [Single Active Directory Server] に作成するか、
[Domain (All Active Directory Servers)] 内の複数のサーバに作成するかを指定します。
（注）

[Active Directory Server (FQDN)] フィールドに入力した名前が、DNS により CAS で解決でき
るようにしてください。CAS で AD サーバの FQDN を解決できるよう、[CAS（Device
Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Network > DNS] ）で DNS サーバを
正しく設定する必要があります。

a. CAS アカウントを [Single Active Directory Server] に作成するよう指定する場合、AD サーバの完
全修飾ドメイン名を [Active Directory Server (FQDN)] フィールドに入力します（例：
cca-eng-test.cca-eng-domain.cisco.com）
。このフィールドには IP アドレスは入力できません。
AD サーバの [ コントロール パネル ] > [ システム ] > [ コンピュータ名 ] | [ フル コンピュータ名 ] に
表示される AD サーバの名前と完全に一致しなければなりません（図 9-7 を参照）。
図 9-6

AD SSO - Single Active Directory Server
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図 9-7

[ コントロール パネル ] > [ システム ] > [ コンピュータ名 ] | [ フル コンピュータ名 ]

b. [Domain (All Active Directory Servers)] オプションを選択した場合、[Active Directory Server
(FQDN)] フィールドは非表示になります（図 9-8）。DNS は、プライマリ ドメイン コントローラ
に指定された AD ドメインを自動的に解決します。プライマリ ドメイン コントローラにアクセス
できなくなった場合、セカンダリ ドメイン コントローラにアクセスします。この場合、ドメイン
だけを指定し、AD サーバの完全な FQDN は指定しないようにします。KTPass コマンドの構文
も、[Single Active Directory Server] オプションを指定したか [Domain (All Active Directory
Servers)] オプションを指定したかによって変わります。詳細については、「ktpass.exe コマンドの
実行」（P.9-20）を参照してください。
図 9-8

ステップ 4

AD SSO - Domain（All Active Directory Servers）

[Active Directory Domain] に、KDC/AD サーバのドメイン名を大文字で入力します（図 9-7 を参照）。
[Active Directory Domain] は、「Kerberos Realm」と同じです。次の例を参考にしてください。
CCA-ENG-DOMAIN.CISCO.COM
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ステップ 5

[Account Name for CAS] に、AD サーバで作成した CAS ユーザの名前を入力します（たとえば
casuser）
。

CAS ユーザ アカウントを使用すると、CAS で AD サーバにログインできます。
ステップ 6

（注）

[Account Password for CAS] に、AD サーバの CAS ユーザのパスワードを入力します。
パスワードは、大文字と小文字が区別されます。CAS 側では、文字数に制限はなく、標準文字が使用
できます。このパスワードは、KTPass コマンドを使用して作成されたマッピングの基礎となるため、
Windows サーバ側の制約事項（パスワード ポリシーなど）に従ってください。

ステップ 7

[Active Directory SSO Auth Server] ドロップダウンで、CAM で設定した AD SSO サーバを選択しま
す。このフィールドでは、CAM で作成された認証プロバイダーを CAS にマッピングします（デフォ
ルト ロール、設定されている場合はセカンダリ LDAP ルックアップ サーバと一緒に）。

ステップ 8

[Update] をクリックします。

（注）

CAS の起動時に、CAS から AD サーバに到達できない場合、AD SSO サービスは開始されません。こ
の場合、[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Authentication] > [Windows
Auth] > [Active Directory SSO] の順番に進み、[Update] ボタンをクリックして AD SSO サービスを再
起動する必要があります。

AD サーバの設定と KTPass コマンドの実行
AD サーバの設定には、GUI と CLI インターフェイスの両方が使用されます。
• 「CAS ユーザの作成」（P.9-13）
• 「サポート ツールのインストール」（P.9-17）
• 「ktpass.exe コマンドの実行」（P.9-20）

CAS ユーザの作成
CAS ユーザを作成する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

AD サーバマシンに、管理者としてログインします。

ステップ 2

[ すべてのプログラム ] > [ 管理ツール ] > [Active Directory ユーザーとコンピュータ ] の順番に進み、
Active Directory 管理コンソールを開きます。

ステップ 3

[Active Directory ユーザーとコンピュータ ] ウィンドウの左側のペインで、CAS を設定するドメイン
にナビゲートします（例：cca-eng-domain.cisco.com）。
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図 9-9

ステップ 4
ステップ 5

AD サーバでの新規ユーザの作成

[Users] フォルダを右クリックします。表示されるメニューで、[New] > [User] を選択します
（図 9-9）。
最初の [New Object - User] ダイアログで（図 9-10）、次のように CAS ユーザ用のフィールドを設定し
ます。

[First name] フィールドに、CAS で使用する名前を入力します（例：casuser）。入力すると、自動的
に [Full name] フィールドと [User logon name] フィールドに読み込まれます。[User logon name] は、
1 つの単語でなければなりません。ユーザ アカウントの場合、First name = Full name = User name と
なるようにしてください。
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図 9-10

CAS ユーザの設定

ステップ 6

[Next] をクリックします。2 番めの [New Object - User] ダイアログが表示されます。

ステップ 7

2 番めの [New Object - User] ダイアログで（図 9-11）、次のように設定します。
•

[Password] および [Confirm Password] フィールドに、それぞれ CAS ユーザのパスワードを入力し
ます。

•

[Password never expires] オプションにチェックが付いていることを確認します。

•

[User must check password at next login] オプションにチェックが付いていないことを確認します。
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図 9-11

ステップ 8

[Next] をクリックします。[New Object - User] の確認ダイアログが表示されます（図 9-12）。
図 9-12

ステップ 9

CAS ユーザのパスワードの設定

CAS ユーザ プロパティの確認

CAS ユーザのプロパティを確認し、[Finish] をクリックして終了します。または、修正する必要があ
る場合、[Back] をクリックします。
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ステップ 10

CAS ユーザが AD ドメインに追加されました（図 9-13）。
図 9-13

追加された CAS ユーザ

サポート ツールのインストール
ktpass.exe ツールは、Windows 2000/2003 Server サポートツールとして、Microsoft サポート サイト
http://support.microsoft.com/ から入手できます。KTPass の実行ファイルはデフォルトではインストー
ルされません。そのため、Microsoft Support サイトから実行ファイルを入手する必要があります。
ktpass.exe ツールをインストールする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

Web ブラウザを開き、http://support.microsoft.com/ を表示します。

ステップ 2

Microsoft の Web サイトの Windows Server 2000/2003 サポート ツールのセクションを探します。
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図 9-14

Windows 2003 Server のサポート ツール

ステップ 3

[Download] ボタンをクリックします。

ステップ 4

以下のいずれかを実行します。

• [ 保存 ] をクリックして、Windows Server 2000/2003 サポート ツールの自己解凍実行ファイルを
ローカル マシンに保存します。

• [ 実行 ] をクリックして、Windows Server 2000/2003 サポート ツールのローカル マシンへのインス
トールを開始します。
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自己解凍ファイルを起動するか [ 実行 ] をクリックすると、Windows Support Tools Setup Wizard が
自動的に起動されます。
図 9-15

ステップ 5

インストールが完了したら、Windows エクスプローラを開いて C:¥Program Files¥Support Tools ディ
レクトリ（またはセットアップ ウィザード セッションで指定した別のディレクトリ）に移動し、
ktpass.exe コンポーネントがファイル リストに表示されることを確認します （図 9-16 を参照）。
図 9-16

ステップ 6

Windows Server 2003 サポート ツールのインストール

サポート ツール：ktpass.exe

ktpass コマンドを実行します。次のセクション「ktpass.exe コマンドの実行」の指示に従ってくださ
い。
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（注）

ktpass.exe コマンドを Windows エクスプローラでダブルクリックしないでください。このコマンド
は、コマンド ツールから実行する必要があります。

ktpass.exe コマンドの実行
（注）

KTPass が正しく動作するよう、最新バージョンの ktpass.exe を取得し、インストールしてください。
シスコでは、KTPass 実行ファイルのリリース 5.2.3790.0 を使用するよう推奨しています。

CAS が単一の AD サーバと通信するよう設定されている場合、CAS 内で設定した AD サーバ上で
KTPass コマンドを実行する必要があります。
CAS を AD ドメイン全体と関連付ける場合、AD ドメイン内の任意の単一 AD サーバ（すべての AD
サーバではなく）上で KTPass コマンドを実行する必要があります。KTPass コマンド オペレーション
の情報は、自動的に AD ドメインの他のメンバーに伝播されます。
Cisco NAC アプライアンスは DES（広く使用されている暗号化タイプ）をサポートしていますが、
RC4 や AES はサポートしていません。CAS は Linux ベースのマシンであるため、AD へのログイン
時、互換性のために、CAS ユーザによって別の暗号化方式ではなく DES が使用されるように、
ktpass.exe コマンドを実行する必要があります。
サポートされている Windows サーバのバージョンの一覧については、『Support Information for Cisco
NAC Appliance Agents, Release 4.5』を参照してください。

（注）

ktpass.exe の実行時は、以下の大文字と小文字の入力規則に従う必要があります。
• コマンドの「/」と「@」の間に入力されたコンピュータ名（例：「AD_DomainServer」）が、AD
サーバの [ コントロール パネル ] > [ システム ] > [ コンピュータ名 ] | [ フル コンピュータ名 ] に表示
される AD サーバの名前と完全に一致しなければなりません。
• 「@」の後に入力されたレルム名（例：「AD_DOMAIN」）は、必ず大文字でなければなりません。
AD サーバの [ コントロール パネル ] > [ システム ] > [ コンピュータ名 ] | [ ドメイン ] で表示される
ドメイン名は、KTPass コマンドに入力する場合、大文字に変換する必要があります （図 9-19 を
参照）。

• ktpass.exe の実行後に警告が表示されないことを確認してください。
• コマンドの実行後に、次の出力が表示されなければなりません。
Account <CAS user> has been set for DES-only encryption

ktpass.exe を実行する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

コマンド プロンプトを開き、C:¥Program Files¥Support Tools¥ に移動します。このフォルダに
ktpass.exe コマンドがあることを確認します。

ステップ 2

次のいずれかのコマンドを入力します。
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Active Directory ドメインが 1 台のサーバだけで構成されている場合
• ktpass.exe -princ <CAS_username>/<AD_DomainServer>@<AD_DOMAIN> -mapuser
<CAS_username> -pass <CAS_password> -out c:¥<CAS_username>.keytab -ptype
KRB5_NT_PRINCIPAL +DesOnly
「CAS での AD SSO の設定」（P.9-10）で [Account for CAS on Single Active Directory Server] オ
プションを指定する場合、このコマンド構文を使用します。
次の例を参考にしてください（図 9-17 も参照）。
C:¥Program Files¥Support Tools> ktpass.exe -princ
casuser/cca-eng-test.cca-eng-domain.cisco.com@CCA-ENG-DOMAIN.CISCO.COM -mapuser
casuser -pass Cisco123 -out c:¥casuser.keytab -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL +DesOnly

Active Directory ドメインが複数台のサーバで構成されている場合
• ktpass.exe -princ <CAS_username>/<AD_Domain>@<AD_DOMAIN> -mapuser
<CAS_username> -pass <CAS_password> -out c:¥<CAS_username>.keytab -ptype
KRB5_NT_PRINCIPAL +DesOnly
「CAS での AD SSO の設定」（P.9-10）で [Account for CAS on Domain (All Active Directory
Servers)] オプションを指定する場合、このコマンド構文を使用します。
次の例を参考にしてください（図 9-17 も参照）。
C:¥Program Files¥Support Tools> ktpass.exe -princ
casuser/cca-eng-domain.cisco.com@CCA-ENG-DOMAIN.CISCO.COM -mapuser casuser -pass
Cisco123 -out c:¥casuser.keytab -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL +DesOnly

コマンドの出力は、次のようになります（図 9-18 も参照）。
Targeting domain controller: cca-eng-test.cca-eng-domain.cisco.com
Successfully mapped casuser/cca-eng-test.cca-eng-domain.cisco.com to casuser.
Key created.
Output keytab to c:¥casuser.keytab:
Keytab version: 0x502
keysize 97 casuser/cca-eng-test.cca-eng-domain.cisco.com@CCA-ENG-DOMAIN.CISCO.COM ptype 1
(KRB5_NT_PRINCIPAL) vno 3 etype 0x3 (DES-CBC-MD5) keylength 8 (0xbc5120bcfeda01f8)
Account casuser has been set for DES-only encryption.

（注） 「Successfully mapped casuser/cca-eng-test.cca-eng-domain.cisco.com to casuser」という応
答表示で、casuser アカウントのマッピングが正しく行われたことを確認します。

上記の例では、Service Principal Name（SPN）である ktpass.exe -princ
casuser/cca-eng-domain.cisco.com@CCA-ENG-DOMAIN.CISCO.COM は、管理ドメイン内の AD サーバ
が CAS から渡されたユーザ クレデンシャルを適切に解決できることを保証するうえでの鍵となりま
す。
ステップ 3

実行したコマンドとその出力を、テキストファイルに保存します（CAS ユーザのパスワードを保存す
る必要はありません）。これは、トラブルシューティングのために TAC サポートが利用します。
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図 9-17

ktpass.exe コマンドの実行

図 9-18

ktpass.exe コマンドの出力

表 9-2 に、パラメータの詳細を示します。
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表 9-2

ktpass.exe のパラメータ

パラメータ

説明

-princ

SPN の識別子
SPN の文字列全体は、次のような構成となります。
<CAS_username>/[<AD_DomainServer>|<AD_Domain>]@<AD_DOMAIN>

<CAS_username>

ユーザ名

<AD_DomainServer>

単一 AD サーバ用の FQDN マシン名。このパラメータは、[ コント
ロール パネル ] > [ システム ] > [ コンピュータ名 ] | [ フル コンピュー
タ名 ] の AD サーバの名前と完全に一致（大文字と小文字を区別）す
る必要があります。

<AD_Domain>

CAS がユーザ クレデンシャルの認証に使用する AD ドメインの名
前。このパラメータは、[ コントロール パネル ] > [ システム ] > [ ドメ
イン ] の AD サーバのドメインと、大文字と小文字を含め完全に一致
する必要があります。

<AD_DOMAIN>

ドメイン名（大文字のみ）

-mapuser

CAS ユーザをドメインにマッピングします。

-pass

CAS ユーザのパスワード

-out

このユーザ用のキー タブ（証明書と同様）を生成するため、
「c:¥<CAS_user_name>.keytab」キーを出力します。

c:¥<CAS_user_name>.keytab

必要なパラメータ

-ptype

主要タイプ（必要なパラメータ）

KRB5_NT_PRINCIPAL

提供される Principal はこのタイプです。デフォルトでは、AD サー
バはこのタイプを使用しますが、使用しない場合もあります。

+DesOnly

DES 暗号化用のフラグ

KTPass コマンドの実行例
図 9-19 に、KTPass コマンドの実行のために、CAS ユーザ アカウント プロパティと AD サーバのコン
ピュータ名からパラメータが抽出される方法を示します。この図の値は、一例として示しているだけ
で、この章の設定例の手順に対応するものではありません。
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図 9-19

KTPass の実行例：サンプル値

AD（Kerberos）を使用した Agent ベース Windows SSO
のイネーブル化
AD サーバの設定が完了したら、最後の手順を実行します。
AD を使用した Agent ベースの Windows SSO をイネーブル化する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Authentication] > [Windows Auth] >
[Active Directory SSO] の順番に進みます。
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図 9-20

ステップ 2

AD SSO

[Enable Agent-Based Windows Single Sign-On with Active Directory (Kerberos)] のチェックボックス
をクリックします。

ステップ 3

（注）

[Update] をクリックします。
[Active Directory SSO] ページの各フィールドの詳細については、「CAS での AD SSO の設定」
（P.9-10）を参照してください。

AD SSO サービスの起動確認
「AD SSO の設定手順の概要」
（P.9-4）の設定がすべて完了したら、AD SSO サービスが CAS 上で起動
されていることを確認します。

[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Status] の順番に進みます（図 9-21 を
参照）。
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図 9-21

AD SSO サービスの起動確認

Active Directory SSO が、Started というステータスでリスト表示されていることを確認します。
（注）

SSH コマンド netstat -a | grep 8910 を使用して、CAS の信頼できるインターフェイス（eth0）が
TCP ポート 8910（Windows SSO で使用）で待ち受けていることを確認することもできます。

GPO 更新のイネーブル化
ユーザがまだ Cisco Clean Access によって認証されていない（または Authentication VLAN 上にある）
場合、Windows ドメイン コントローラへのアクセスは制限され、そのため、完全なグループ ポリシー
の更新が終了しないことがあります。また、グループ ポリシーの次のリフレッシュは、デフォルトで
は 90 分ごとに行われます。GPO 更新を正常に行うため、管理者は、[Refresh Windows domain group
policy after login] オプションをイネーブル化することにより、AD SSO ログインの直後に、Agent ユー
ザのためのグループ ポリシーを強制的にリフレッシュすることができます。
管理者は、AD SSO のユーザ ログインの完了後に、Group Policy Object（GPO）更新を再度トリガー
するよう Cisco Clean Access Agent を設定できます。CAM Web コンソールで設定した場合、Agent は
「gpup date」コマンドをコールして、ユーザのログイン後に GPO 更新を再度トリガーします。
ログイン スクリプトはドメイン コントローラで制御され、実行にはログイン イベントが必要です。
Windows 環境でのログイン スクリプトの使用方法の詳細については、「ログイン スクリプトのイネー
ブル化（任意）」（P.9-28）を参照してください。

（注）

Microsoft Group Policies は、AD が登場後に（Windows 2000 以降）利用可能になったため、GPO ト
リガー更新機能が利用できるのは Windows Vista/XP/2000 マシンだけです。
GPO 更新をイネーブル化する手順は、次のとおりです。

ステップ 1

[Device Management] > [Clean Access] > [General Setup] > [Agent Login] の順番に進みます。
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図 9-22

Agent ログイン：一般的なセットアップ

ステップ 2

[User Role] ドロップダウンで、GPO 更新を適用するロールを選択します。

ステップ 3

[Operating System] ドロップダウンで、GPO 更新を適用する OS を選択します（Windows 2000 以降を
選択する必要があります）。

ステップ 4

[Refresh Windows domain group policy after login (for Windows)] のチェックボックスをクリックしま
す。

ステップ 5

[Update] をクリックします。
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ログイン スクリプトのイネーブル化（任意）
注意

この手順の実行は任意であり、ここでは利便性のため参照情報を示します。Cisco Technical
Assistance Center（TAC）では、Microsoft のログイン スクリプトに関する質問やトラブルシュー
ティングをサポートしておりません。サポートについては、http://support.microsoft.com を参照し
てください。
ログイン スクリプトなどの GPO 更新オブジェクトは、ログインなど、トリガーとなるイベントが必要
です。このイベントがないと、エラーになります。ログインの前に Windows 環境でスクリプトを実行
すると、AD サーバへのドライブ マッピングまたはドライブ リソースへのアクセスができないため、
エラーになります。
ネットワークベースのログイン スクリプトとローカル ログイン スクリプトは、処理方法が異なりま
す。

• ローカル ログイン スクリプトは、クライアント マシンでローカルに実行されます。スクリプトで
人工的な遅延を設定した場合、正しく機能します。

• ネットワークベースのスクリプトの場合、初期化のため、連続的に AD サーバにアクセスする必要
があります。ネットワーク構成により、手順を組み合わせて使用することができます。通常、ネッ
トワークベースのスクリプトは、AD サーバの %Sysvol%¥scripts フォルダにあります。
表 9-3 に、ネットワークベースのスクリプトの処理オプションを示します。
表 9-3

ネットワークベースのログイン スクリプトのオプション

導入

オプション

インバンド

Temporary または Unauthenticated ユーザ ロールで AD サーバ ポー
トへのアクセスをオープンし、スクリプト本体で遅延を規定しま
す。

アウトオブバンド（IP 変更な
し）

Temporary または Unauthenticated ユーザ ロールで AD サーバ ポー

アウトオブバンド（IP 変更あ
り）

組み合わせたスクリプトを使用して、ローカルに遅延を規定したス
クリプトをコピーし、実行し、削除します。

トへのアクセスをオープンし、スクリプト本体で遅延を規定しま
す。

（注）

クライアント マシンにスクリプトが存在する場合、参照と
コピーが可能なため、セキュリティの問題があります。

どのタイプの導入でも、ローカルベースまたはネットワークベースのスクリプトが正しく動作するに
は、人工的な遅延のスクリプトを作成して認証中に実行する必要があります。「スクリプト使用を許可
するための遅延の導入」（P.9-29）を参照してください。
ネットワークベースのスクリプトを IP アドレス変更ありのアウトオブバンドで導入して使用する場合、
次のことも行う必要があります。

• 「delay」スクリプトの最後に delete コマンドを付加
• 「delay」スクリプトをクライアント マシンにコピーして起動する参照スクリプトを使用
詳細については、「ネットワークベースのスクリプトを IP アドレス変更ありのアウトオブバンド モー
ドで使用」（P.9-30）を参照してください。
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スクリプト使用を許可するための遅延の導入
認証が完了するまでエラーとなる永続的なチェック アクションをコールすることにより、遅延を導入
することができます。たとえば、ping、Telnet、nslookup など、ネットワーク接続の確立が必要なアク
ションを使用できます。次の例は .bat スクリプトですが、別のタイプのスクリプトも使用できます。

ping を使用する場合、次のことに注意してください。
• ping が可能なのは、Clean Access のログイン成功後に到達可能な IP アドレスです。
• ping に使用される IP アドレスと AD サーバが同一である必要はありません。

注意

実際の IP アドレスを持つ保護されたデバイスに ping を送信する場合、遅延スクリプトの実行中に
IP アドレスを知ることができます。DOS ウィンドウを非表示にするステートメントをスクリプト
に追加することができます。

• 必要なのは 1 つの IP アドレスだけです。
• マッピングの割り当ては、ping の終了後に行われます。
例
:CHECK
@echo off
echo Please wait...
ping -n 1 -l 1 192.168.88.128
if errorlevel 1 goto CHECK
@echo on
netuse L:¥¥192.168.88.128¥Scripttest

この例では、ping は成功するまでバックグラウンドで実行されます。成功するとループから抜け、シ
ステムは同じノードのネットワークベースのスクリプトが存在する場所を L: ドライブにマッピングし、
そのスクリプトを実行します。DOS ウィンドウは、バックグラウンドに表示されます。

（注）

DOS ウィンドウを非表示にしたり最小化したりするステートメントをスクリプトに追加することがで
きます。
表 9-4 に、スクリプトのステートメントと意味を示します。
表 9-4

参照スクリプトのステートメントと意味

ステートメント

意味

:CHECK

スクリプトを開始します。

@echo off

コマンド出力だけが表示されます。

echo Please wait...

「Please wait...」というメッセージをエンドユーザ
に表示します。
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表 9-4

参照スクリプトのステートメントと意味 （続き）

ステートメント

意味

ping -n 1 -l 1 192.168.88.128

ping ユーティリティを使用して、IP アドレス
192.168.88.128 が到達可能かどうかを確認します。
-n：ホストネームは検索しません。
1：1 個のパケットを送信します。
-l：ODBC ドライバまたはライブラリを使用
します。

1：1 秒間待ちます。
if errorlevel 1 goto CHECK

ping ユーティリティが 192.168.88.128 に到達しな
かった場合、:CHECK から再度開始します。

@echo on

デバッグ メッセージを表示します。

netuse L:¥¥192.168.88.128¥Scripttest

192.168.88.128 のファイル共有を L: ドライブに
マッピングします。

ネットワークベースのスクリプトを IP アドレス変更ありのアウトオブバン
ド モードで使用
IP アドレス変更ありのアウトオブバンド モードでは、該当するネットワークベースのスクリプトを
コールする前に、次の 2 つのスクリプトを作成して実行する必要があります。
• スクリプトをローカルにコピーしそれを起動する参照スクリプト
• 実行後にネットワーク スクリプトを削除する行が追加された遅延スクリプト

注意

ネットワーク アクセスが付与されていないユーザ マシンにネットワーク スクリプトをコピーする
ことは、セキュリティ上の問題があります。スクリプトがユーザ マシンに存在している間、ユーザ
はスクリプトのコピーや参照ができてしまいます。

参照スクリプト
次の例のようなスクリプトを作成します。スクリプトの名前は「refer.bat」で、「actual.bat」という名
前の遅延スクリプトをコピーしてから起動します。
@echo off
echo Please wait...
copy ¥¥192.168.88.228¥notlogon¥actual.bat actual.bat
actual.bat

表 9-5 に、スクリプトのステートメントと各行の意味を示します。
表 9-5

参照スクリプトのステートメントと意味

ステートメント

意味

@echo off

コマンド出力だけが表示されます。

echo Please wait...

「Please wait...」というメッセージをエンドユーザ
に表示します。
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表 9-5

参照スクリプトのステートメントと意味 （続き）

ステートメント

意味

copy ¥¥192.168.88.228¥notlogon¥actual.bat IP アドレス 192.168.88.228 の AD サーバの
actual.bat
「notlogon」フォルダからスクリプト「actual.bat」

をコピーします。
actual.bat

スクリプト「actual.bat」を起動します。

Delete コマンド付きの遅延スクリプト
スクリプトの初期化を遅延させるスクリプトを作成する方法については、P.9-29 の「スクリプト使用を
許可するための遅延の導入」を参照してください。次の例に示すように、遅延スクリプトの最後に、
del コマンドと、削除するスクリプトの名前を追加します。スクリプトの名前は「actual.bat」です。

注意

エンドユーザのマシンに存在するスクリプトのローカル コピーを削除することにより、ネットワー
クの脆弱性を減少させることを推奨します。サンプル スクリプトの最終行では、機能の削除（ク
リーンアップ）を実行します。

例
:CHECK
@echo off
echo Please wait...
ping -n 1 -l 1 192.168.88.128
if errorlevel 1 goto CHECK
@echo on
netuse L:¥¥192.168¥88¥128¥Scripttest
del actual.bat

AD SSO の LDAP ルックアップ サーバの追加（任意）
（注）

LDAP ルックアップ サーバが必要になるのは、AD SSO 認証後に AD 属性に基づいてユーザがユーザ
ロールに割り当てられるようにマッピング規則を設定する場合だけです。ロールのマッピングを行わな
い基本 AD SSO の場合やテストの場合は、LDAP ルックアップ サーバを設定する必要はありません。

Windows ドメインの SSO ユーザを複数のユーザ ロールにマッピングする場合、CAM でマッピングを
実行できるよう、セカンダリ LDAP ルックアップ サーバを設定する必要があります。そして、AD
「AD SSO 認証サーバの追加」
SSO 認証プロバイダーにこの LDAP ルックアップ サーバを指定します。
（P.9-6）を参照してください。LDAP ルックアップ サーバは、以下の 2 つの認証メカニズムのいずれか
を使用するように設定できます。
• SIMPLE：CAM および LDAP サーバは、データを暗号化せずに、互いの間でユーザ ID とパス
ワード情報を渡します。

• GSSAPI：（Generic Security Services Application Programming Interface）CAM と指定された
LDAP サーバの間で渡されるユーザ ID とパスワード情報を暗号化し、プライバシーを保護しま
す。
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（注）

GSSAPI を使用する場合に完全な DNS 機能が使用されるように、すべてのドメイン コントローラ、子
ドメイン、ホストが DNS の厳密な命名規則に従っていることと、DNS の正引きと逆引きの両方が実行
できることを確認してください。

Cisco NAC アプライアンスでは、GSSAPI 認証方式を使用した 1 つの LDAP 認証プロバイダーと、1
つの Kerberos 認証プロバイダーを設定できますが、同時にアクティブにできるのはこの 2 つのうちの
どちらかです。詳細は、
『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration
Guide, Release 4.5(1)』の「Kerberos」を参照してください。

LDAP ルックアップ サーバの設定
ステップ 1

[User Management] > [Auth Servers] > [Lookup Server] の順番に進みます。[Server Type] は自動的に
[LDAP Lookup] に設定されます。
図 9-23

ルックアップ サーバ（LDAP）：SIMPLE 認証方式

LDAP ルックアップ サーバの設定ページには、LDAP 認証プロバイダーの設定ページと同じフィール
ドがあります。SIMPLE および GSSAPI 認証方式の詳細は、『Cisco NAC Appliance - Clean Access
Manager Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1) 』の「LDAP」を参照してください。
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トラブルシューティング
全般
• CAM、CAS、AD サーバの日付と時刻が、それぞれ 5 分以内で同期化されていることを確認しま
す。時刻が同期していないと、AD SSO が動作しません。AD のアカウントを削除し、時刻を同期
化し、アカウントを作成しなおす必要があります。アカウントを削除してもアカウントの古いレ
コードが AD サーバに保存されている場合、別の名前で新しいアカウントを作成する必要がある場
合もあります。

• AD サーバで CAS アカウントをセットアップしているとき、CAS アカウントで Kerberos 事前認
証をする必要がないようにします。

• OOB 配置では、ワークステーションにより「最も近い AD サーバ」を見つけるために ICMP
（ping）が使用され、認証 VLAN の場合はサイトで参照されているすべての AD サーバとサービス
で成功し、サイトとサービスがまだ設定されていない場合はすべての AD サーバで成功することが

必要です。
（注）

古いキャッシュ済みクレデンシャルを使用していないことを確認するため、CAS で service perfigo
restart を実行します。

KTPass コマンド
• KTPass コマンドの「/」と「@」の間に入力した AD ドメイン名（複数サーバの場合）または単一
AD サーバ名（例：「AD_DomainServer」）が、[ コントロール パネル ] > [ システム ] > [ コン
ピュータ名 ] | [ フル コンピュータ名 ] で表示されるドメインまたは単一 AD サーバの名前と完全に
一致するようにしてください。詳細については、「ktpass.exe コマンドの実行」（P.9-20）を参照し
てください。

• KTPass コマンドの「@」の後のレルム名（例：「AD_DOMAIN」）をすべて大文字で入力するよ
うにしてください。AD サーバの [ コントロール パネル ] > [ システム ] > [ コンピュータ名 ] | [ ドメ
イン ] で表示されるドメイン名は、KTPass コマンドに入力する場合、大文字に変換する必要があ
ります。

CAS で AD SSO サービスを開始できない
CAS で AD SSO サービスを開始できない場合、一般的に考えられるのは、AD サーバと CAS との通信
の問題です。
• CAS の起動時に、CAS から AD サーバに到達できない場合、AD SSO サービスは開始されませ
ん。管理者は回避策として、[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] >
[Authentication] > [Windows Auth] > [Active Directory SSO] の順番に進み、[Update] ボタンをク
リックして AD SSO サーバを再起動する必要があります。
• KTPass コマンドが正しく実行されているかどうか確認します。「ktpass.exe コマンドの実行」
（P.9-20）を参考に、フィールドの内容が正しいことを確認します。KTPass の動作が正しくない場
合、アカウントを削除し、AD サーバで新しいアカウントを作成し、再度 KTPass を実行します。
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• CAS の時刻と AD サーバの時刻が同期されるようにします。そのためには、この 2 つで同じタイ
ム サーバを使用します（または、実験のセットアップでは CAS の時刻を AD サーバに合わせます
（AD サーバでは Windows の time サービスが動作しています））。Kerberos はクロックのタイミン
グが重要な要素で、最長クロック スキューは 5 分（300 秒）です。
• Active Directory Domain が大文字（レルム）であることと、CAS が FQDN を DNS で解決できる
ことを確認します （実験のセットアップでは、AD には少なくとも 1 台の DNS サーバが必要なた
め、AD サーバで DNS を動作させることができます）。
• AD サーバの CAS ユーザ名、CAS（大文字）の Active Directory Domain（Kerberos Realm）、
CAS の AD サーバ（FQDN）が正しいことを確認します。
• TAC サポート事例を作成するときは、https://<CAS-IP-address>/admin で直接 CAS にログイン
し、Support Logs をクリックし、AD 通信ロギングのロギング レベルを「INFO」に変更します。
問題を作成しなおし、サポート ログをダウンロードします。サポート ログをダウンロードしたら、
『Cisco NAC
CAS を再起動するか、またはログ レベルをデフォルトに戻します。詳細については、
Appliance-Clean Access Manager Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』を参照し
てください。

AD SSO サービスは開始するが、クライアントで SSO が実行されない
CAS で AD SSO サービスが開始されても、クライアント マシンで Windows SSO が実行されない場
合、一般的に考えられるのは、AD サーバとクライアント PC 間、またはクライアント PC と CAS 間で
発生する通信の問題です。以下の点を確認してください。
• クライアントで Kerberos キーが使用されていないこと
• クライアントが接続できるように、Unauthenticated ロールで AD サーバへのポートがオープンさ
れていること

（注）

テストを行う場合、まず AD サーバ および DC への完全なアクセスを可能にし、AD SSO が動
作してからポートを制限することを推奨します。クライアント PC にログインするときは、
（ローカル アカウントではなく）Windows ドメイン クレデンシャルを使用してドメインにログ
インするようにしてください。

• クライアント PC の時刻が AD サーバと同期化されていること。
• CAS の信頼できるインターフェイス（eth0）が TCP ポート 8910 で待ち受けていること。クライ
アント PC のスニファ トレースが参考になります。
• ユーザが、ローカル アカウントではなく、Windows ドメイン アカウントでログインしていること

（注）

（注）

AD SSO をサポートするには、CAA 4.0.0.1 以降を使用する必要があります。

CAS/CAA では、クライアント PC での複数 NIC の使用をサポートしていません。Wired NIC を ON
にする場合、クライアント PC の Wireless NIC を OFF にする必要があります。
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Kerbtray
Kerbtray は Microsoft Supprt Tools から入手できる無償のツールで、クライアントが Kerberos チケッ
ト（TGT および ST）を取得したことを確認するため、またクライアント マシン上で Kerberos チケッ
トを削除するために使用できます。Service Ticket（ST; サービス チケット）は、AD サーバで作成さ
れる CAS ユーザ アカウントに関するものです。システム トレイ上のグリーンの Kerbtray アイコンは、
クライアントがアクティブな Kerboros チケットを持っていることを示します。しかし、チケットが
CAS ユーザ アカウントに対して正しい（有効である）ことを確認する必要があります。

CAS ログ ファイル
（注）

CAS 上の該当するログ ファイルは、/perfigo/logs/perfigo-redirect-log0.log.0 です。
CAS で AD SSO サービスが開始されない場合、次のような CAS と AD サーバ間で発生する通信の問
題が考えられます。

• CAS とドメイン コントローラの間でクロックの同期が取れていません。
SEVERE: startServer - SSO Service authentication failed. Clock skew too great (37)
Aug 3, 2006 7:52:48 PM com.perfigo.wlan.jmx.admin.GSSServer loginToKDC

• ユーザ名が正しくありません。正しくないユーザ名「ccass」とエラー コード 6 と最後の警告に注
目してください。
Aug 21, 2006 3:39:11 PM com.perfigo.wlan.jmx.admin.GSSServer loginToKDC
INFO: GSSServer - SPN : [ccass/PreM-vM-2003.win2k3public.local@WIN2K3PUBLIC.LOCAL]
Aug 21, 2006 3:39:11 PM com.perfigo.wlan.jmx.admin.GSSServer loginToKDC
SEVERE: startServer - SSO Service authentication failed. Client not found in Kerberos
database (6)
Aug 21, 2006 3:39:11 PM com.perfigo.wlan.jmx.admin.GSSServer startServer
WARNING: GSSServer loginSubject could not be created.

• パスワードが正しくない、またはレルムが無効です（大文字でない、不正な FQDN、KTPass 実行
が正しく行われていない、など）。エラー コード 24 と最後の警告に注目してください。
Aug 21, 2006 3:40:26 PM com.perfigo.wlan.jmx.admin.GSSServer loginToKDC
INFO: GSSServer - SPN : [ccasso/PreM-vM-2003.win2k3public.local@WIN2K3PUBLIC.LOCAL]
Aug 21, 2006 3:40:26 PM com.perfigo.wlan.jmx.admin.GSSServer loginToKDC
SEVERE: startServer - SSO Service authentication failed. Pre-authentication
information was invalid (24)
Aug 21, 2006 3:40:26 PM com.perfigo.wlan.jmx.admin.GSSServer startServer
WARNING: GSSServer loginSubject could not be created.

次のエラーは、クライアント PC の時刻と AD サーバの時刻が同期化されていない場合の、クライアン
トと CAS の間の通信上の問題を示しています （このエラーと、CAS の時刻と AD サーバの時刻が同
期化されていないエラーとの違いに注意してください）。
Aug 3, 2006 10:03:05 AM com.perfigo.wlan.jmx.admin.GSSHandler run
SEVERE: GSS Error: Failure unspecified at GSS-API level (Mechanism level: Clock skew
too great (37))
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「Integrity check on decrypted field failed」エラー
AD SSO が動作しておらず、CAS のログに「SEVERE: GSS Error: Failure unspecified at GSS-API
level (Mechanism level: Integrity check on decrypted field failed (31))」というメッセージが出力される
場合は、AD の設定と KTPass コマンドのアカウント名とパスワードを確認してください。
パスワードまたはキーが正しくない場合、一般に CAS は「Integrity check on decrypted field failed」
のようなエラー メッセージを返します。たとえば、このエラーは、複数の AD サーバに存在する同じ
アカウントに対して KTPass を実行した場合に表示されます。単一の AD サーバから新しいアカウント
に対して再度 KTPass コマンドを実行することで問題が解決されます。
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ローカル認証の設定
この章では、Clean Access Server（CAS）管理ページの [Authentication] タブの設定（第 7 章「Cisco
VPN コンセントレータとの統合」に記載されている [VPN Auth] 設定以外）について説明します。この
章の内容は、次のとおりです。

• 「概要」（P.10-1）
• 「ローカル ハートビート タイマー」（P.10-1）
• 「ローカル ログイン ページ」（P.10-2）
• 「Active Directory SSO のログインのイネーブル化」（P.10-7）
• 「Windows NetBIOS SSO ログインのイネーブル化」（P.10-7）
• 「OS 検出」（P.10-9）

概要
ロール、認証元、ローカル ユーザなど、ほとんどのユーザ関連設定は、Clean Access Manager
（CAM）Web コンソールのグローバル フォームで、すべての CAS に対して設定されます。ただし、
ユーザ管理の一部の機能は、各 CAS にローカルに設定できます。これらの機能は、次のとおりです。

• ユーザの存在のスキャニング：オンライン ユーザの接続がアクティブかどうかを調べます。接続
がアクティブでない場合、ユーザ セッションは設定期間後に終了します。この設定はグローバル
またはローカルに設定できます。

• ログイン ページ：ネットワークにアクセスしているユーザにログイン クレデンシャルを要求しま
す。

• トランスペアレント Windows ログイン：Windows ドメインで SSO（シングル サインオン）を許
可します。

ローカル ハートビート タイマー
ハートビート タイマーは、クライアントとの接続を試みて、オンライン ユーザの接続ステータスを調
べます。クライアントが応答しなかった場合、ユーザ セッションは設定期間後にタイムアウトできま
す。切断されたユーザがタイムアウトするまで Cisco NAC アプライアンスが待機する期間と、ユーザ
接続の試行頻度を設定できます。実際の接続確認は、ping ではなく、ARP メッセージで実行されます。
これによって、ICMP トラフィックがブロックされていても、ハートビート チェックは機能します。
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（注）

各ユーザのセッション開始時期に関係なく、CAS はすべてのユーザの接続を一度に確認します。

[User Management] > [User Roles] > [Schedule] > [Heartbeat Timer] からアクセスした場合は、このタ
イマーをグローバルに設定できます。CAS のローカル設定値を設定して、この特定の CAS に対する
CAM のグローバル設定値を上書きできます。
接続ステータスに基づいてタイムアウト プロパティを設定する手順は、次のとおりです。

1. [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Misc] > [Heartbeat Timer] の順番
に進みます。
図 10-1

ローカル ハートビート タイマー

2. [Override Global Settings] チェックボックスをクリックします。
3. [Enable Heartbeat Timer] チェックボックスをクリックします。
4. [Log Out Disconnected Users After] フィールドの値を指定します。切断されたユーザが検出される
と、このフィールドによって、切断されたユーザがネットワークからログオフされるまでの期間が
設定されます。

5. [Update] をクリックします。
ユーザ セッション タイムアウトの詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager
Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』の第 8 章「User Management: Traffic Control,
Bandwidth, Schedule」を参照してください。

ローカル ログイン ページ
CAS に対してローカルに設定されたログイン ページは、すべての CAS に設定されたグローバル ログ
イン ページよりも優先します。CAS に対してローカルなログイン ページを作成する場合は、特定の
VLAN、オペレーティング システム、およびサブネット用にページをカスタマイズできます。

ローカル ログイン ページの追加
1. CAS 管理ページで、[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] >
[Authentication] > [Login Page] の順番に進みます。
2. [Override Global Settings] オプションおよび [Update] を選択します。
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図 10-2

[Override Global Settings] ページ

3. 表示された [Add] リンクをクリックします。すべての VLAN またはサブネットのページを設定す
るには、[VLAN] および [Subnet] フィールドのデフォルト値であるアスタリスクのままにします。
特定の VLAN またはサブネットを指定するには、値を入力します。同様に、[Operating System]
フィールドを [ALL] のままにするか、ログイン ページが適用される OS を指定します。
4. [Add] ボタンをクリックして、ログイン ページ リストにページを追加します。
5. ログイン ページ リストで、目的のページの横にある [Edit] をクリックして、ページの内容および
プロパティを変更します。

6. [General] オプション ページが表示されます。[Page Type] で、[Frameless]、[Frame-based]、
[Small Screen (frameless)] のいずれかを選択します。
7. （任意）[Description] にそのページの説明を入力します。
8. [Update] をクリックして [General] ページでの変更を実行してから、[View] をクリックして、変更
されたログイン ページを表示します。

9. [Content] リンクをクリックします。ログイン ページに表示する次の内容を指定します。
– [Image]：ドロップダウン メニューを使用して、ログイン ページに表示されるロゴを選択しま
す。

– [Title]：ログイン ページのタイトルを入力します。
– [Username Label]、[Password Label]、[Login Label]、[Provider Label]、[Guest Label] 、
[Help Label]、[Root CA Label]：チェックボックスを使用して、ログイン画面に表示される
フィールドやボタンを指定します。選択されたフィールドごとに、ラベルを入力します。

– [Default Provider]：ドロップダウン メニューを使用して、ログイン ページのデフォルト プロ
バイダーを選択します。

– [Available Providers]：ログイン ページのプロバイダー ドロップダウン メニューに表示する認
証元

– [Instructions]：ログイン ページに表示する説明を入力します。
– [Root CA File]：[Root CA Label] がイネーブルの場合に使用するルート CA 証明書ファイル
– [Help Contents]：ログイン ページでユーザに表示するヘルプ テキストを入力します。この
フィールドに入力できるのは HTML コンテンツだけです（URL は参照できません）。
10. [Update] をクリックして [Content] ページでの変更を実行してから、[View] をクリックして、変更
されたログイン ページを表示します。

11. [Style] リンクをクリックします。BG（バックグラウンド）と FG（フォアグラウンド）の色およ
びプロパティを変更できます。[Form] プロパティはログイン フィールドが含まれているページ部
分に適用される点に注意してください。
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12. [Update] をクリックして [Style] ページでの変更を実行してから、[View] をクリックして、変更さ
れたログイン ページを表示します。

13. [Login Page] > [General] 設定でフレームがイネーブルの場合は、[Right Frame] リンクをクリック
します。以下に示すように、右フレームには URL または HTML コンテンツを入力できます。
a. [Enter URLs:] （右フレームに表示される単一の Web ページ）
外部 URL の場合は、http://www.webpage.com 形式を使用します。

CAM 上の URL の場合は、以下の形式を使用します。
https://<CAM_IP_address>/upload/file_name.htm
<CAM_IP_address> は、証明書に表示されるドメイン名または

IP です。

外部 URL または CAM の URL を入力する場合は、その外部 サーバ または CAM へのユーザ
による HTTP アクセスを許可するように Unauthenticated ロールのトラフィック ポリシーが作
成されていることを確認してください。
ローカルな CAS 上の URL の場合は、以下の形式を使用します。
https://<CAS_eth0_IP_address>/auth/file_name.htm

b. [Enter HTML:] （ロゴと HTML リンクなど、リソース ファイルの組み合わせを追加する場
合）

[Right Frame Content] フィールドに、直接、HTML コンテンツを入力します。
HTML コンテンツ（画像、JavaScript ファイル、CSS ファイルを含む）の一部として、[File
Upload] タブでアップロード済みのリソース ファイルを参照する場合は、次の形式を使用しま
す。
アップロード済みの HTML ファイルへのリンクを参照する場合は、次の形式を使用します。
<a href=”file_name.html”> file_name.html </a>

画像ファイル（JPEG ファイルなど）を参照する場合は、次のように入力します。
<img src=”file_name.jpg”>

14. [Update] をクリックして [Right Frame] ページでの変更を実行してから、[View] をクリックして、
変更されたログイン ページを表示します。

ローカル ログイン ページの Web クライアントのイネーブル化
Web クライアント オプションはすべての配置でイネーブルにできますが、L3 OOB には必須です。
Cisco NAC アプライアンスを L3 Out-Of-Band（OOB; アウトオブバンド）配置用に設定するには、ロ
グイン ページをイネーブルにし、L3 ホップに関して CAS から複数ホップ離れている Web ログイン
ユーザに、ActiveX コントロールまたは Java アプレットのいずれかを配信する必要があります。ユー
ザが Web ログインを実行したときに ActiveX コントロールまたは Java アプレットがダウンロードさ
れ、クライアントの正しい MAC アドレスを取得するのに使用されます。OOB 配置では、CAM は
Certified List または ポート プロファイルのデバイス フィルタ設定に従ってポートを制御するために、
正しいクライアント MAC アドレスを必要とします。
クライアント マシンの DHCP IP アドレスは、Clean Access Agent または ActiveX コントロールまた
は Java アプレットを使用してリフレッシュされ、認証およびポスチャ評価後のポート バウンスは必要
ありません。これは、VoIP 環境における NAC Appliance OOB 配置を容易にすることを目的とした機
能です。
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（注）

詳細については、
『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration Guide,
Release 4.5(1)』の「Configuring User Login Page and Guest Access」を参照してください。
認証 VLAN の変更検出に関する詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager
Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』の「Configuring Access to Authentication
VLAN Change Detection」を参照してください。

Web クライアントをイネーブル化するには、以下の手順を実行します。
ステップ 1

[Administration] > [User Pages] > [Login Page] > [Edit | General] の順番に進みます。
図 10-3

ステップ 2

L3 OOB の ActiveX または Java アプレットのイネーブル化

[Web Client (ActiveX/Applet)] ドロップダウン メニューで、次のオプションのいずれかを選択します。
[Preferred] オプションでは、推奨するオプションがまずロードされます。ロードが失敗した場合、別
のオプションがロードされます。Internet Explorer では、Java アプレットよりも高速で動作する
ActiveX を推奨します。
• [ActiveX Only]：ActiveX だけを実行します。ActiveX が失敗しても Java アプレットは実行され
ません。

• [Java Applet Only]：Java アプレットだけを実行します。Java アプレットが失敗しても ActiveX は
実行されません。

• [ActiveX Preferred]：最初に ActiveX を実行します。ActiveX が失敗した場合、Java アプレットを
実行します。

• [Java Applet Preferred]：最初に Java アプレットを実行します。Java アプレットが失敗した場合、
ActiveX を実行します。
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• [ActiveX on IE, Java Applet on non-IE Browser]（デフォルト）：Internet Explorer が検出された場
合は ActiveX を実行します。別の（IE 以外の）ブラウザが検出された場合は Java アプレットを実
行します。ActiveX が IE 上で失敗した場合、CAS は Java アプレットを実行しようとします。IE
以外のブラウザの場合、Java アプレットだけが実行されます。
ステップ 3

ActiveX および Java アプレット Web クライアントを使用してクライアントの IP アドレスをリフレッ
シュするには、2 つのオプションをオンにする必要があります。
a. [Use web client to detect client MAC address and Operating System] のチェックボックスをクリッ
クします。

b. [Use web client to release and renew IP address when necessary (OOB)] のチェックボックスをク
リックして、スイッチ ポートをバウンスすることなく、認証後に OOB クライアントの IP アドレ
スをリリースおよび更新します。

（注）

このオプションを使用した場合、ネットワーク トポロジに対して正しく設定しないと、
OOB クライアントで予期できない結果になることがあります。認証 VLAN の変更検出に
関する詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and
Configuration Guide, Release 4.5(1)』の「Configuring Access to Authentication VLAN
Change Detection」を参照してください。

ステップ 4

Linux および Mac OS X クライアントの IP アドレスの解放と更新に Web クライアントを使用する場
合、[Install DHCP Refresh tool into Linux/Mac OS system directory] のチェックボックスをクリックす
ることもできます。これにより、クライアントに DHCP リフレッシュ ツールをインストールして、IP
アドレスがリフレッシュされたときに root または admin パスワードの入力が求められるのを回避でき
ます。

ステップ 5

[Update] をクリックして設定値を保存します。

（注）

この機能を使用するには、[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Network]
> [IP] の順番に進んで、[Enable L3 support] をイネーブルにする必要があります。
詳細については、第 3 章「レイヤ 3 アウトオブバンド（L3 OOB）の設定」および『Cisco NAC
Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』を参照して
ください。

ローカル ファイルのアップロード
1. [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Authentication] > [Login Page] の
順番に進みます。

2. [Override Global Settings] オプションがイネーブルであることを確認します。
3. [File Upload] をクリックします。
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図 10-4

CAS へのローカル ファイルのアップロード

4. ワークステーションのロゴ イメージ ファイルまたは他のリソース ファイルをブラウズし、
[Filename] フィールドでこれを選択します。
5. （任意）[Description] フィールドにテキストを入力します。
6. [Upload] をクリックします。リソース リストにファイルが表示されます。
（注）

•

[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Authentication] > [Login Page] >
[File Upload] を使用して、特定の CAS にアップロードされたファイルは、CAM とそのローカル
CAS だけで使用できます。CAS では、アップロードされたファイルは、
/perfigo/access/tomcat/webapps/auth に保存されます。

• [Administration] > [User Pages] > [File Upload] を使用して CAM にアップロードされたファイル
は、CAM とすべての CAS で使用できます。これらのファイルは、CAM の
/perfigo/control/data/upload に保存されます。

• 3.6(2)+ 以前の CAM にアップロードされたファイルは、削除されず、
/perfigo/control/tomcat/normal-webapps/admin に保存されます。

詳細については、
『Cisco NAC Appliance-Clean Access Manager Installation and Configuration Guide,
Release 4.5(1)』を参照してください。

Active Directory SSO のログインのイネーブル化
Active Directory Single Sign-On（SSO; シングル サインオン）の設定の詳細については、第 9 章
「Active Directory シングル サインオン（AD SSO）の設定」を参照してください。

Windows NetBIOS SSO ログインのイネーブル化
Windows NetBIOS SSO ログイン（以前は「トランスペアレント Windows」ログイン）を使用すると、
Windows ドメインで認証されたユーザは信頼ネットワークに自動的にログインできます。
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（注）

この機能は推奨されていないので、シスコは代わりに Active Directory SSO の設定を推奨します。詳細
については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration Guide,
Release 4.5(1)』を参照してください。

Windows NetBIOS SSO ログインを使用する手順は、次のとおりです。
1. CAM の認証サーバのリストに Windows NetBIOS SSO 認証プロバイダーを追加します。
『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration Guide, Release
4.5(1)』の第 6 章「User Management: Auth Servers」を参照してください。
2. Unauthenticated ロールのポリシーを変更して、ドメイン コントローラへのユーザ アクセスを許可
します。
『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration Guide, Release
4.5(1)』の第 8 章「User Management: Traffic Control, Bandwidth, Schedule」を参照してくださ
い。

3. CAS 管理ページで [Windows NetBIOS SSO Login] をイネーブルにし、Windows ドメイン コント
ローラを指定します（以下の手順を参照）。

（注）

Windows NetBIOS SSO では、認証だけを行うことができます。ポスチャ評価、隔離、修復は適用され
ません。ただし、Ctrl-Alt-Dlt を実行するだけでログインすることができます。
Windows ドメイン コントローラを設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1

トランスペアレント Windows ログインをイネーブルにする CAS で、[Device Management] > [CCA
Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Authentication] > [Windows Auth] > [NetBIOS SSO] の順番に進み
ます。
図 10-5

ステップ 2
ステップ 3

トランスペアレント Windows ログインのイネーブル化

[Enable Transparent Windows Single Sign-On with NetBIOS] チェックボックスをクリックして、
[Update] をクリックします。
[Windows Domain Controller IP] フィールドに Windows ドメイン コントローラの IP アドレスを入力
します。
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ステップ 4

[Add Server] をクリックします。

OS 検出
デフォルトでは、HTTP ヘッダーの User-Agent 文字列を使用してクライアント OS が判別されます。
JavaScript のプラットフォーム情報または TCP/IP ハンドシェイクの OS フィンガープリントを使用し
て、クライアント OS を判別することもできます。この拡張 OS フィンガープリント機能は、ユーザが
HTTP 情報を操作して、クライアント OS の ID を変更できないようにするためのものです。この機能
「パッシブ」検
は TCP ハンドシェイクだけを検査し、個人用ファイアウォールの有無に影響されない、
出技術です（Nessus は使用しません）。
また、[Device Management] > [Clean Access] > [Updates] インターフェイスを使用すると、最新版の
OS 検出フィンガープリントのアップデートがダウンロードされます。OS 検出フィンガープリント
（またはシグニチャ）のアップデートは、Windows マシンに対応する新しいオペレーティング システ
ムが入手可能になると作成されます。詳細については、
『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager
Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』を参照してください。
クライアントが間違って Windows OS と分類された場合、[Display OS Detection Signatures] でクライ
アントの IP アドレスを送信して、CAM のクライアント用に保存された TCP/IP スタック シグニチャ
を表示できます。トラブルシューティングを行う場合、TCP/IP スタック シグニチャの結果は、Cisco
TAC に連絡する場合のカスタマー サポート要求にコピー アンド ペーストで含めることができます。

（注）

•

OS 検出およびフィンガープリント機能は、ブラウザの User-Agent 文字列と TCP/IP スタック情報
を両方使用して、クライアント マシンの OS を判別しようとします。検出ルーチンがベスト マッ
チの検出を試みる間に、エンド ユーザがクライアント マシンの TCP/IP スタックを変更し、ブラ
ウザの User-Agent 文字列を変更すると、OS が誤って検出される場合があります。OS フィンガー
プリントおよび検出メカニズムを回避する悪質なユーザに対する懸念がある場合は、マシンの OS
を確認するためにネットワーク スキャンを使用することを推奨します。何らかの理由でネット
ワーク スキャンを使用できないか、あるいは使用を望まない場合、ネットワーク管理者はマシン
に Clean Access Agent を事前にインストールするか、Cisco NAC Web Agent を使用してログイン
することをユーザに義務付けることを考慮する必要があります。

• OS 検出機能では、Windows オペレーティング システムの OS フィンガープリントだけをサポート
しています。たとえば、Cisco NAC アプライアンスは 他の OS（Linux、Mac OS X など）を偽装
した Windows OS を検出できますが、Linux を偽装した Mac OS X の検出はサポートしていませ
ん。

OS 検出の設定値を設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

Web コンソールの CAS 管理ページで、[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]]
> [Authentication] > [OS Detection] の順番に進みます。
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図 10-6

ステップ 2

OS Detection

[Set client OS to WINDOWS_ALL when Win32 platform is detected] のチェックボックスをクリックし
て、追加検出オプションとして追加します。

ステップ 3

[Set client OS to WINDOWS_ALL when Windows TCP/IP stack is detected (Best Effort Match)] の
チェックボックスをクリックして、追加検出オプションとして追加します。

ステップ 4

[Update] をクリックします。

トラブルシューティングを行う場合、TCP/IP スタック シグニチャの結果は、Cisco TAC に連絡した場
合のカスタマー サポート要求にコピー アンド ペーストで含めることができます。

OS 検出シグニチャのトラブルシューティング
ステップ 1

[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Authentication] > [OS Detection] の
順番に進みます。
図 10-7

ステップ 2
ステップ 3

TCP/IP スタック シグニチャの表示

[Client IP Address] フィールドに、テストするクライアント IP アドレスを入力します。
[Display Signature] をクリックします。OS シグニチャの結果が [TCP/IP Stack Signature] フィールド
に表示されます。
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ステップ 4

Cisco TAC に連絡する場合、サポート要求に [TCP/IP Stack Signature] の結果をコピー アンド ペース
トします。
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ローカルの Certified Devices と Floating

Devices

この章では、Clean Access の実装の CAS レベルで設定可能なローカルな設定について説明します。
CAM Web コンソールでの Clean Access の設定の詳細は、『Cisco NAC Appliance - Clean Access
Manager Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1) 』を参照してください。この章の内容は、
次のとおりです。

• 「概要」（P.11-1）
• 「認証済みデバイスの削除」（P.11-3）
• 「免除デバイスの追加」（P.11-2）
• 「免除デバイスの削除」（P.11-2）
• 「フローティング デバイスの指定」（P.11-4）

概要
ログイン ページ、Nessus スキャン プラグインの動作、Agent の要件、Clean Access ユーザ ロールな
ど、Clean Access のほとんどの要素は、すべての CAS にグローバルに設定できます。ただし、特定の
作業は、各 CAS にローカル レベルで実行することもできます。これらの要素は次のとおりです。

• 認証済みデバイスの削除
ユーザ認証が行われ、デバイスがネットワーク スキャンに合格して脆弱性が検出されなかった場
合や、Agent 要件を満たしている場合、各 CAS の Clean Access モジュールによって該当するデバ
イスが Certified Devices リストに自動的に追加されます。認証済みデバイスは、リストから削除
されないかぎり、クリーンであると見なされます。指定時刻に、または指定した間隔で Certified
Devices リストからデバイスを削除して、ネットワーク スキャンと Agent チェックを強制的に繰り
返すことができます。Clean Access Agent および Cisco NAC Web Agent ユーザのデバイスは、ロ
グインするたびに、要件を満たしているかどうかが必ずスキャンされます。

• 免除デバイスの追加 / 削除
免除デバイスは、ネットワーク スキャン（Nessus スキャン）による認証対象にならないデバイス
です。デバイスを免除デバイスに指定して、ネットワーク スキャンを省略できるようにしたり、
免除デバイスを削除して、Clean Access 要件を満たすように強制することができます。免除デバ
イスの追加または削除は、常に手動で行います。

• フローティング デバイスの指定
フローティング デバイスにはログインごとに認証が必要で、1 回のユーザ セッションの間だけ認
証が有効です。フローティング デバイスは常に手動で追加されます。
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免除デバイスの追加
デバイスを免除デバイスとして指定するには、自動生成される Certified Devices リストに、そのデバ
イスを手動で追加します。デバイスがネットワーク スキャンに合格して脆弱性が検出されないか、
Agent システム要件を満たしているか、その両方の場合に限り、Certified Devices リストにデバイスが
追加されます。リストに追加されたデバイスはクリーンであると見なされため、その MAC アドレスが
Certified Devices リストにある間は、認証プロセスを免除されます。実際に免除デバイスを追加する
と、リストに追加しているデバイスがクリーンであるかどうかを認証する自動ネットワーク スキャン
認証プロセスが省略されます。
ステップ 1

[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Filter] > [Clean Access] > [Certified
Devices] の順番に進みます。
図 11-1

認証済みデバイス（ローカル）

ステップ 2

テキスト フィールドに、免除デバイスの MAC アドレスを入力します。複数のアドレスを区切るには、
改行を使用します。

ステップ 3

[Add Exempt] をクリックします。

免除デバイスの削除
免除デバイスを削除すると、Certified Devices リストからそのデバイスが削除され、強制的に Nessus
スキャンが適用されます。免除デバイスは手動でリストに追加されるので、削除も手動で行う必要があ
ります。したがって、グローバルの Certified Devices Timer を使用して一定間隔で定期的にリストを消
去しても、Certified Devices リスト上の免除デバイスは自動的には削除されません。
リストから免除デバイスを手動で削除する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Filter] > [Clean Access] > [Certified
Devices] の順番に進みます（図 11-1 を参照）。
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ステップ 2

[Clear Exempt] をクリックします。この CAS のすべての免除デバイスがリストから削除されます。

認証済みデバイスの削除
デバイスは CAS によって Certified Devices リストに追加され、リストから削除されるまではクリーン
であると見なされます。
認証済みデバイスをある CAS から別の CAS に移動した場合、そのデバイスが全 CAS に対してグロー
バルレベルで免除デバイスとして手動でリストに追加されていなければ、新しい CAS で再度 Nessus
スキャンを受けなければなりません。したがって、ある CAS の Clean Access 要件を別の CAS より厳
しくするといったことも可能です。

CAM には、認証元 CAS に従ってデバイス情報を格納する、中央の Certified Devices リストが保持さ
れます。CAM は各 CAS の認証済みデバイスを該当する CAS にパブリッシュし、さらにすべての
CAS にグローバルな免除デバイスをパブリッシュします。
デバイスの認証およびリストへの追加は CAS 単位でしか実行できませんが、認証済みデバイスの削除
はすべての CAS にグローバルに実行したり、特定の CAS にローカルに実行することができます。認
証済みデバイスを削除すると、そのデバイスに Clean Access スキャンと要件チェックを強制的に繰り
返すことになります。

• グローバル レベル（自動）：[Certified Devices Timer] フォーム（[Device Management] > [Clean
Access] > [Certified Devices] > [Timer]）を使用して、定期的にリストを削除できます。
• グローバル レベル（手動）：グローバル フォーム（[Device Management] > [Clean Access] >
[Certified Devices]）を使用して、Certified Devices リストを手動で削除できます。
• ローカル レベル（手動）：ローカル フォーム（[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage
[CAS_IP]] > [Filter] > [Clean Access] > [Certified Devices] ）を使用して、特定の CAS の認証済み
デバイスを手動で削除できます。

（注）

•

Certified Devices リストを手動または自動的に削除すると、ユーザはネットワークからログオフさ
れます。

• [Monitoring] > [Online Users] > [View Online Users] でユーザを削除しても、Certified Devices リ
ストからクライアントは削除されません。したがって、クリーンと見なされているクライアント
デバイスは認証プロセスを強制されずに、ユーザは再度ログインできます。

特定の CAS のリストから手動でデバイスを削除する手順は、次のとおりです。
ステップ 1
ステップ 2

[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Filter] > [Clean Access] > [Certified
Devices] の順番に進みます（図 11-1 を参照）。
[Clear Exempt] をクリックして、（[Add Exempt] を使用して）手動で追加されたデバイスを削除しま
す。

ステップ 3

[Clear Certified] をクリックして、Clean Access 基準を満たしてリストに追加されたデバイスを削除し
ます。

ステップ 4

[Clear All] をクリックして、両方のタイプのデバイスを削除します。

ステップ 5

ユーザの MAC アドレスの横にあるチェックボックスを選択し、[Kick Individual User] ボタンをク
リックして、ユーザを個別に削除します。
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（注）

ローカル リストに表示されるのは、特定の CAS に対応する認証済みデバイスだけです。すべての
CAS の認証済みデバイスを表示するには、[Device Management] > [Clean Access] の順番に進みます。

フローティング デバイスの指定
フローティング デバイスの認証が有効なのは、1 回のユーザ セッションの間だけです。ユーザがログ
アウトすると、そのデバイスの次のユーザは再度認証を受けなければなりません。フローティング デ
バイスは、kiosk コンピュータや図書館で貸し出される無線カードなどの共用機器を管理する場合に便
利です。
認証要件から免除されないデバイスは、MAC アドレスで指定することもできます。これは、非信頼
（管理対象）ネットワークからマルチユーザ トラフィックをチャネリングするダイヤルアップ ルータな
ど、マルチユーザ デバイスの場合に役立ちます。この場合、CAS は信頼ネットワークのトラフィック
送信元アドレスとして、そのデバイスの MAC アドレスだけを認識します。そのデバイスがフローティ
ング デバイスとして設定されていない場合は、最初のユーザが認証されたあとに、別のユーザは意図
せずに認証を免除されます。認証されないフローティング デバイスとしてルータの MAC アドレスを
設定すれば、そのデバイスを通じてネットワークにアクセスする各ユーザは、脆弱性と要件に適合して
いるかどうかが個別に評価されます。
その場合、ユーザは IP アドレスで区別されるので、ユーザごとに異なる IP アドレスを設定する必要が
あります。ルータが Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）サービスを実行
する場合、CAM はユーザを区別できず、最初のユーザだけが認証されます。
「フローティング デバイスとしての VPN コンセントレータの追加」（P.7-9）も参照してください。
ローカル フローティング デバイスを指定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Filter] > [Clean Access] > [Floating
Devices] の順番に進みます。
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図 11-2

ステップ 2

フローティング デバイス（ローカル）

フローティング デバイスを次の形式の MAC アドレスで指定します。
<MAC> <type> <description>

上記で

– MAC はデバイスの MAC アドレスです（00:16:21:23:4D:00 などの標準 16 進 MAC アドレス
形式）。

– type は、次のいずれかです。

0：セッション範囲での認証の場合
1：そのデバイスを認証済みとは見なさない場合
– description は、そのデバイスの説明です（任意）。
各要素の区切りにはスペースを入力し、複数のエントリ間の区切りには改行を使用します。次の例
を参考にしてください。
00:16:21:23:4D:00 0 LibCard1
00:16:34:21:4C:00 0 LibCard2
00:16:11:12:4A:00 1 Router1

ステップ 3

[Add Device] をクリックして、設定値を保存します。

ステップ 4

フローティング MAC アドレスを削除する場合は、そのアドレスの横にある [Delete] アイコンをクリッ
クします。
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CAS 証明書、時刻、サポートログの管理
この章では、Clean Access Server（CAS）の管理について説明します。この章の内容は、次のとおり
です。

• 「[Status] タブ」（P.12-1）
• 「CAS ダイレクト アクセス Web コンソール」（P.12-2）
• 「CAS SSL 証明書の管理」（P.12-7）
• 「システムのアップグレード」（P.12-34）
• 「システム時刻の同期」（P.12-36）
• 「サポート ログとログレベルの設定」（P.12-38）

[Status] タブ
CAS 管理ページの [Status] タブには、CAS で稼動中のモジュールに関する高度なステータス情報が表
示されます。
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図 12-1

CAS 管理ページの [Status] タブ

• [IP Filter]：パケットを分析して、パケットが有効な認証済みユーザから送信されたことを保証す
る IP パケット フィルタ
• [DHCP Server]：CAS の内部 Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サーバ
• [DHCP Relay]：クライアントと外部 DHCP サーバ間でアドレス要求および割り当てをリレーする
モジュール

• [IPSec Server]：CAS とクライアント デバイス間でセキュアな、IP セキュリティベースのチャネ
ルを確立するためのモジュール。このモジュールは、クライアントとサーバ間で送受信されるデー
タの暗号化と復号化を実行します。

• [Active Directory SSO]：認証された Windows ユーザの Active Directory Single Sign-On（SSO;
シングル サインオン）をイネーブルにするモジュール。

• [Windows NetBIOS SSO]：認証された Windows ユーザの Windows NetBIOS ログインをイネーブ
ルにするモジュール。

CAS ダイレクト アクセス Web コンソール
CAM Web 管理コンソール（図 12-1）の CAS 管理ページは、CAS を設定する場合の主要インター
フェイスです。ただし、CAS にはそれぞれ独自の Web 管理コンソールがあり、CAS の特定の管理お
よびモニタリング設定値を直接設定できます（図 12-4）。CAS ダイレクト アクセス Web コンソールは
主に、CAS サポート ログをダウンロードする、または CAS ペアにハイ アベイラビリティを設定する
場合に使用します。詳細については、第 13 章「ハイ アベイラビリティ（HA）の設定」を参照してく
ださい。CAS 管理ページを使用できない場合は、ダイレクト コンソール インターフェイスを使用し
て、CAS の SSL 証明書の管理や、システム アップグレードなどの他の機能を実行することもできま
す。
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CAS のダイレクト アクセス Web 管理コンソールにアクセスする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

Web ブラウザを開き、URL またはアドレス フィールドに CAS の信頼できる（eth0）インターフェイ
スの IP アドレス https://<CAS_eth0_IP_address>/admin を入力します（たとえば
https://172.16.1.2/admin）
。
初期設定時に CAS でカスタマイズ可能なプリログイン バナーをイネーブルにした場合は、CAS の管
理 Web コンソールに簡単なプリログイン バナーが表示されます（図 12-2）。プリログイン バナーをイ
ネーブルにしなかった場合は、CAS 管理者のクレデンシャル入力ページ（図 12-3）が表示されます。
図 12-2

CAS のプリログイン バナーの例

プリログイン バナーを使用すると、CAM または CAS で認証クレデンシャルを入力する前に、警告、
システムとネットワークの状態、アクセス要件といったさまざまなメッセージを管理者ユーザに対して
表示することができます。管理者は、アプライアンスでこの機能をイネーブルにし、コマンドライン
コンソールにログインし、/root/banner.pre ファイルを編集することで、プリログイン バナーのテキ
ストを指定できます。プリログイン バナーのテキストは、ユーザが CAM または CAS にログインしよ
うとしているときに、Web コンソール インターフェイスとコマンドライン インターフェイスの両方に
表示されます。
プリログイン バナーのイネーブルとディセーブルは、CAM および CAS の初期設定時の CLI セッショ
ンで指定できるほか、CLI コマンド service perfigo config で CAM および CAS の基本設定を変更
する場合に指定できます。
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図 12-3

ステップ 2

CAS ダイレクト アクセス Web 管理コンソールのログイン ページ

一時証明書を受け入れ、関連付けられているパスワードを使用してユーザ admin としてログインしま
す。
図 12-4

CAS ダイレクト アクセス Web 管理コンソール：NAC-3300 シリーズ
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（注）

Cisco Integrated Services Routers（ISR; サービス統合型ルータ）に搭載された Cisco NAC ネットワー
ク モジュールはハイ アベイラビリティをサポートしていないため、Cisco NAC ネットワーク モジュー
ルのダイレクト Web 管理コンソールを表示した場合は Failover タブは使用できません。
図 12-5

（注）

•

CAS ダイレクト アクセス Web 管理コンソール：NAC ネットワーク モジュール

CAS IP アドレスの先頭に「https://」を、末尾に「/admin」を付加してください。そうしないと、
Web ログイン ユーザ用のリダイレクト ページが表示されます。

• セキュリティのために、CAS Web コンソールのパスワードを変更することを推奨します。

CAS Web コンソールのほとんどすべての設定は、CAM Web 管理コンソールの CAS 管理ページで設定
できます。例外は、[Failover]、[SSL]、[Admin Password]、および [Support Logs] です。CAS ダイレ
クト アクセス Web コンソールには、ローカル CAS 用の次の管理ページがあります。
• Network Settings：IP、DNS、フェールオーバー（Cisco NAC-3300 シリーズのみ）
• Software Update
• SSL（Generate Temporary Certificatel、Import Certificate、Export CSR/Private Key/Certificate、
既存の信頼できる CA の表示と削除）
• Time Server
• Admin Password

CAS ダイレクト アクセス コンソールの [Monitoring] モジュールには次のページがあります。
• Active VPN Clients
• Support Logs

（注）

ハイ アベイラビリティ CAS ペアの場合、CAS 管理ページまたは CAS ダイレクト アクセス Web コン
ソールによって HA プライマリ CAS で実行された CAS ネットワークの設定変更は、スタンバイ CAS
ユニットでもダイレクト アクセス Web コンソールによって繰り返す必要があります。これらの設定に
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は、SSL 証明書、システム時刻、タイム ゾーン、DNS、またはサービス IP の更新が含まれます。詳細
については、「[IP] フォーム」（P.5-12）および「ハイ アベイラビリティ設定の変更」（P.13-28）を参照
してください。
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CAS SSL 証明書の管理
ここでは、次の内容について説明します。

• 「SSL 証明書の概要」（P.12-7）
• 「CAS での一般的な SSL 証明書の設定」（P.12-11）
• 「一時証明書の生成」（P.12-13）
• 「証明書要求の生成とエクスポート」（P.12-15）
• 「署名付き証明書と秘密鍵の管理」（P.12-17）
• 「信頼できる CA の管理」（P.12-19）
• 「現在の秘密鍵と証明書および CA 情報の表示」（P.12-21）
• 「Mac OS X と CAS の通信のための SSL 要件」（P.12-24）
• 「証明書に関する問題のトラブルシューティング」（P.12-32）

SSL 証明書の概要
Cisco NAC アプライアンスの各要素は、Secure Socket Layer（SSL）接続を介してセキュアに通信し
ます。Cisco NAC アプライアンスは、次のようないくつかの目的で SSL 接続を使用します。
• CAM と CAS の間のセキュアな通信
• ポリシー同期マスターの CAM とポリシー同期レシーバーの CAM の間のポリシーのインポートお
よびエクスポート動作

• CAM と LDAP 認証サーバの間の通信（[User Management] > [Auth Servers] > [New] | [Edit] ペー
ジの [Security Type] オプションを使用して SSL が LDAP 認証プロバイダーに対してイネーブルに
なっている場合）

• CAS と、CAS に接続しているエンドユーザ間の接続
• CAM または CAS と、CAM または CAS の Web 管理コンソールにアクセスしているブラウザ間の
接続
インストール中に、CAM と CAS の両方の設定ユーティリティ スクリプトから、インストール中のア
プライアンスの一時 SSL 証明書を生成するように要求されます。対応する秘密鍵も、一時証明書を使
用して生成されます。

CAM と CAS を実験環境で動作させるためには、CA 署名付き証明書は必要なく、一時証明書を使用し
続けることができます。実稼働環境への配置では、セキュリティ上の理由から、CAM と CAS の一時
証明書を第三者の CA 署名付き SSL 証明書で置き換える必要があります。
CAM の SSL 証明書の管理方法については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager
Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』を参照してください。
（注）

Cisco Clean Access は、SSL 証明書のキー長として、1024 ビットおよび 2048 ビットだけをサポートし
ます。
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ここでは、次の内容について説明します。

• SSL 証明書管理のための Web コンソール ページ
• CA 署名付き証明書
• 中間証明書
• ハイ アベイラビリティ（HA）ペアの証明書
• IP でなく DNS 名に対応した証明書の再生成

SSL 証明書管理のための Web コンソール ページ
CAM SSL 証明書ファイルは CAM マシンに保持され、CAS SSL 証明書ファイルは CAS マシンに保持
されます。CAS 証明書は次の場所から管理します。
• [Administration] > [SSL] > [X509 Certificate]：この設定ウィンドウは、一時証明書、CA 署名付
き証明書、秘密鍵をインポートおよびエクスポートしたり、新しい一時証明書を生成するために使
用します。

• [Administration] > [SSL] > [Trusted Certificate Authorities]：この設定ウィンドウは、CAS 上
で CA を表示、追加、削除するために使用します。
• [Administration] > [SSL] > [X509 Certification Request]：この設定ウィンドウは、CAS に対して
新たに CA 署名付き証明書要求を生成するために使用します。

Web コンソール アクセスの詳細は、「CAS ダイレクト アクセス Web コンソール」（P.12-2）を参照し
てください。

（注）

ハイ アベイラビリティ CAS ペアの場合、CAS 管理ページまたは CAS ダイレクト アクセス Web コン
ソールによって HA プライマリ CAS で実行された CAS ネットワークの設定変更は、スタンバイ CAS
でもダイレクト アクセス Web コンソールによって繰り返す必要があります。これらの設定には、SSL
証明書、システム時刻、タイム ゾーン、DNS、またはサービス IP の更新が含まれます。詳細について
は、「ハイ アベイラビリティ設定の変更」（P.13-28）を参照してください。

CA 署名付き証明書
CAS SSL 証明書は、CAS とユーザの Web ブラウザの間、または CAS と Clean Access Agent および
Cisco NAC Web Agent の間、および CAM と CAS の間の通信で使用されます。実稼働環境での配置に
は、CAS の一時証明書を第三者の CA 署名付き SSL 証明書で置き換える必要があります。Cisco NAC
アプライアンスには、[Administration] > [SSL] > [X509 Certification Request] ページに、CA に送付可
能な Certificate Signing Request（CSR; 証明書署名要求）を生成するためのツールが備わっています。
CAS 上で第三者の CA 署名付き証明書を取得してインポートする必要がある理由は以下のとおりです。
• CAS 証明書はエンド ユーザが参照します。CAS が一時証明書を使用していると、ユーザはログイ
ンするたびに CAS からの証明書を明示的に受け入れる必要があります。
• ルート証明書は、クライアント マシンによって信頼される必要があります。

（注）

CAM と CAS は暗号化された通信が必要です。そのため、Cisco NAC アプライアンスを実
稼働環境に配置する前に、CAM は、管理しているすべての CAS の証明書の元となる信頼
できる CA を含んでいる必要があり、すべての CAS は、CAM の証明書の元となる同じ信
頼できる CA を含んでいる必要があります。

• 商用 CA（Thawte、Verisign など）では、ルートはクライアント マシン上にすでに存在します。
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• Windows Vista または Internet Explorer 7.0 が動作するクライアント マシンでは、Certificate
Revocation List（CRL; 証明書失効リスト）のチェックがデフォルトでイネーブルになっていま
す。Windows Vista または IE 7.0 クライアント マシンをサポートする場合は、CAS 用に CA 署名
付き証明書を取得することを推奨します。詳細は、『Release Notes for Cisco NAC Appliance,
Version 4.5(1)』の「Agent Error: "Network Error SSL Certificate Rev Failed 12057"」のセクショ
ンを参照してください。

• Mac OS X エージェントの証明書の詳細は、「Mac OS X と CAS の通信のための SSL 要件」
（P.12-24）を参照してください。
• 一時証明書は、実験環境向けです。CAS を実稼働環境に配置するときには、ネットワークのセ
キュリティを確保するため、第三者の CA による信頼できる証明書を使用することを強く推奨しま
す。

（注）

図 12-6

一時証明書が CAS に存在すると、CAS の Web コンソールで、
「EMAILADDRESS=info@perfigo.com, CN=www.perfigo.com, OU=Product, O="Perfigo,
Inc.", L=San Francisco, ST=California, C=US」が示す CA では CAS と関連するクライア
ント マシンがセキュリティ攻撃に対して脆弱になるおそれがあることを警告するメッセー
「信頼で
ジが表示されます（図 12-6）。この CAS を CAS データベースから削除するには、
きる CA の管理」（P.12-19）の手順を実行します。
信頼できる CA を取得し既存の「www.perfigo.com」の証明書を削除するよう警告する管理者
Web コンソール メッセージ

実験環境では、CA 署名付き証明書を使用する必要はなく、CAM と CAS に一時証明書を使用し続ける
ことができます。しかし、CAM と CAS を実稼働環境に配置する場合には、第三者の信頼できる CA
を使用する必要があります。CAM の SSL 証明書の管理方法については、『Cisco NAC Appliance Clean Access Manager Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』を参照してください。
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（注）

CAM 用に購入された CA 署名付き証明書は、CAS では使用できません。CAS サーバごとに個別の証
明書を購入する必要があります。
商用 CA によって提供されていない証明書や、自己署名されていない証明書は、CAS により標準的で
ない証明書と見なされます。

CA
CA には、商用（Thawte、Verisign など）CA とプライベート CA があります。
商用 CA を使用する場合
• CSR を商用 CA に送付し、Web サーバ タイプまたは SSL タイプの証明書を要求します。

• CA は CSR に基づいて証明書を発行します。
• CA のルート キーまたは公開鍵を要求することもできます。
• CAM および CAS には、一般的な商用 CA のほとんどの公開鍵（ルート）がすでに搭載されてい
ます。

プライベート CA を使用する場合

• CSR を、Microsoft CA サーバなどのプライベート CA またはローカル CA に送信します。
• プライベート CA サーバは、証明書とルート（公開鍵）を発行します。
• ただし、このルートは CAM および CAS にロードする必要があります。

中間証明書
1 つ以上の中間証明書が関係する場合、複数のルート証明書または公開鍵を持つことになります。CA
には独自のルートがあります。チェーン内のすべての CA のルートまたは公開鍵情報は、CAS にアッ
プロードする前に、1 つのファイルにまとめる必要があります（たとえば root.cer）そのためには、各
CA のルート証明書を開き、各ルート証明書からワードパッドなどのテキスト エディタに情報をコピー
します。各 CA 証明書の「Begin Certificate」行と「End Certificate」行を含め、1 行に 1 つずつ各証明
書を記述します。編集した root.cer ファイルを保存し、CAS にインポートします。

ハイ アベイラビリティ（HA）ペアの証明書
HA-CAS ペアを実行している場合、HA ペアのサービス IP に対して CSR を生成し、CA 署名付き証明
書を HA ペアのいずれか（たとえば CAS-1）にインポートします。その後、証明書情報（つまり秘密
鍵、証明書、ルート）を HA プライマリ CAS からエクスポートし、HA セカンダリ CAS にインポート
します。詳細は第 13 章「ハイ アベイラビリティ（HA）の設定」を参照してください。
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IP でなく DNS 名に対応した証明書の再生成
サーバの IP アドレスでなく DNS 名に基づいて証明書を再作成する場合は、次のようにします。

• 署名用に CSR を生成する場合、秘密鍵は常に安全な場所にエクスポートして保存します（保護の
ためと、秘密鍵を手元に置くため）。インポートしている CA 署名付き証明書が CSR を生成した証
明書であること、およびそれ以降別の一時証明書を生成していないことを確認します。CSR をエ
クスポートしたあとで新しい一時証明書を生成すると、新しい秘密鍵と公開鍵の組み合わせが作成
され、新しい公開鍵と CA 署名付き証明書が一致しなくなります。

• 特定の CA 署名付き証明書をインポートすると、CA 署名付き証明書への署名に使用されたルート
証明書（CA のルート証明書）をインポートする必要があること、または場合によっては中間ルー
ト証明書をインポートしなければならないことを通知する警告が表示されることがあります。

• DNS サーバに DNS エントリがあることを確認します。
• CAS 内の DNS アドレスが正しいことを確認します（「ネットワークの DNS サーバの設定」
（P.5-26）を参照）。
• ハイ アベイラビリティ（フェールオーバー）構成の場合、サービス IP の DNS 名を使用します
（仮想 DNS）。
• 使用している DNS ベース証明書が CA 署名付きでない場合は、証明書を受け入れるように促すプ
ロンプトがユーザに対して表示されます。

CAS での一般的な SSL 証明書の設定
CAS 証明書を管理するための一般的な手順は以下のとおりです。

フェーズ 1：CAS と CAM の間の SSL 通信の確立
ステップ 1

時刻を同期します。

CAM および CAS をインストールしたら、CAM および CAS の時刻を同期し（3 ～ 5 分以内の差）、そ
のあとで CSR のベースとなる一時証明書を再生成します。詳細については、次の「システム時刻の同
期」（P.12-36）を参照してください。
ステップ 2

CAS の DNS 設定を確認します。
CA 署名付き証明書にサーバの IP アドレスでなく DNS 名を使用する場合は、CAS の設定を検証し、
一時証明書を再生成する必要があります。詳細については、「IP でなく DNS 名に対応した証明書の再
生成」
（P.12-11）を参照してください。HA システムの場合、サービス IP に基づいて証明書を再生成す
る必要があります（「一時証明書の生成」（P.12-13）を参照）。

ステップ 3

「一時証明書の生成」（P.12-13）

CAS の初期インストールと設定時に、一時証明書と秘密鍵が自動的に生成されます。CAM の時刻や
DNS 設定を変更した場合は、一時証明書と秘密鍵を再生成します。

フェーズ 2：CAS と CAM を実稼働環境の配置用に設定する
警告

以前の配置で不完全、正しくない、壊れた SSL 証明書のチェーンを使用している場合は、リ
リース 4.5 へのアップグレード後に、CAM および CAS の通信に失敗することがあります。
リリース 4.5 にアップグレードするには、証明書チェーンを修正する必要があります。リリー
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ス 4.5 へのアップグレード後に CAM または CAS 上での証明書のエラーを修正する方法につ
いては、トラブルシューティング テクニカル ノート『How to Fix Certificate Errors on the
CAM/CAS After Upgrade 』を参照してください。
ステップ 4

保護のために、証明書と秘密鍵をローカル マシンにエクスポート（バックアップ）します。

Cisco NAC アプライアンスの SSL 設定を変更する場合、証明書と現在の証明書に対応する秘密鍵を保
「証明書要求の生成とエ
護のためにローカル ハード ドライブにバックアップすることをお勧めします。
クスポート」（P.12-15）を参照してください。
ステップ 5

CSR をローカル マシンにエクスポート（保存）します （「証明書要求の生成とエクスポート」
（P.12-15）を参照）。

ステップ 6

CSR ファイルを、信頼できる証明書の発行が許可された CA に送信します。

ステップ 7

CA が署名し、証明書を戻したら、CA 署名付き証明書をサーバにインポートします。
CA 署名付き証明書を CA から受信したら、PEM エンコード ファイルとして CAS 一時ストアにアップ
ロードします。「署名付き証明書と秘密鍵の管理」（P.12-17）を参照してください。

ステップ 8

「EMAILADDRESS=info@perfigo.com, CN=www.perfigo.com, OU=Product, O="Perfigo, Inc.",
「信頼できる CA の管
L=San Francisco, ST=California, C=US」で示される CA が CAS にある場合は、
理」（P.12-19）の手順に従って CAS データベースから CA を削除します。

（注）

（注）

CAS を実稼働環境に配置する前にこの CA を削除することを強くお勧めします。CAS を実稼
働環境に配置しない場合は、この CA を削除するかどうかを選択可能です。

CAM と CAS は暗号化された通信が必要です。そのため、Cisco NAC アプライアンスを実稼働環境に
配置する前に、CAM は、管理しているすべての CAS の証明書の元となる信頼できる CA を含んでい
る必要があり、すべての CAS は、CAM の証明書の元となる同じ信頼できる CA を含んでいる必要が
あります。

ステップ 9

必要に応じて、必要な中間 CA 証明書をすべて、単一の PEM エンコード ファイルとして CAS 一時ス
トアにアップロードします（「中間証明書」（P.12-10）を参照してください）。

ステップ 10

CAS にアクセスするクライアントとしてテストします。
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フェーズ 3：新しい CAM または CAS の既存の実稼働環境への追加
実稼働環境への配置では、CA 署名付き証明書だけが使用され、「www.perfigo.com」の CA は完全に
削除されます。一時的な CA 「www.perfigo.com」は初期インストール時に必要なため、新しいアプラ
イアンス（CAM または CAS）を実稼働環境の配置に追加するときには次の手順を実行してください。
新しい第三者の CA 署名付き証明書を要求してインポートできるようになるまでは、新しいアプライア
ンスを配置に追加しないでください。
ステップ 1
ステップ 2
ステップ 3

新しいアプライアンスをインストールし初期設定します（第 4 章「CAS のインストール」を参照）。
「フェーズ 1：CAS と CAM の間の SSL 通信の確立」（P.12-11）の手順を実行します。
新しいアプライアンスの CSR を生成します（「証明書要求の生成とエクスポート」（P.12-15）を参照）。

ステップ 4

CA 署名付き証明書を取得してインストールします（「署名付き証明書と秘密鍵のインポート」
（P.12-17）を参照）。

ステップ 5

新しいアプライアンスから「www.perfigo.com」の CA を削除します（「信頼できる CA の管理」
（P.12-19）を参照）。

ステップ 6

既存の実稼働環境にアプライアンスを追加します。

一時証明書の生成
次に、CAS の新しい一時証明書の生成手順を示します。CAM の基本的な設定（日付、時刻、関連する
DNS サーバなど）を変更するたびに、新しい一時証明書を生成する必要があります。詳細については、
「IP でなく DNS 名に対応した証明書の再生成」（P.12-11）を参照してください。

（注）

注意

CAS 上で証明書を生成する前に、CAS の Distinguished Name（DN; 認定者名）を CAM の Web コン
ソール ページ [Device Management] > [CCA Servers] > [Authorization] で入力します。

CA 署名付き証明書を使用する場合は、新しい証明書を生成する前に、現在の証明書に対する現在
の秘密鍵をバックアップすることを推奨します。新しい証明書を生成すると新しい秘密鍵も生成さ
れるためです。詳細は「証明書要求の生成とエクスポート」（P.12-15）を参照してください。

ステップ 1
ステップ 2

[Administration] > [SSL] > [X509 Certificate] の順番に進みます。
[Generate Temporary Certificate] をクリックして、一時証明書を作成するために必要なフィールドを表
示します（図 12-7）。
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図 12-7

ステップ 3

[Administration] > [SSL] > [X509 Certificate]：一時証明書の生成

フォームのフィールドに適切な値を入力します。

• [Full Domain Name or IP] – 証明書を適用する CAS の Fully Qualified Domain Name（FQDN; 完
全修飾ドメイン名）または IP アドレス（例： caserver.<your_domain_name>）。
– IP ベースの証明書を使用する場合、CAS の信頼できるインターフェイス IP アドレス（eth0）
に基づいて証明書を生成します。

（注）

CAS が L3 Real-IP ゲートウェイとして設定されている場合は、CAS の信頼できない
インターフェイス（eth1）の IP アドレスに基づいて証明書を生成します。

– ドメイン名を使用する場合は、入力した「完全なドメイン名」が DNS サーバで解決できるこ
とを確認してください。

（注）

Mac OS X の Clean Access Agent をサポートするには、CAS および CAM で、証明書の
「subject」DN として FQDN を使用する必要があります ( これは、CAS および CAM コン
ソールの [Full Domain Name or IP] です）。IP アドレスは使用できません。詳細は、「Mac
OS X と CAS の通信のための SSL 要件」（P.12-24）を参照してください。

• [Organization Unit Name] ：企業内の単位名（適用可能な場合）
• [Organization Name]：企業の正式名称
• [City Name]：企業の正式な所在都市
• [State Name]：企業の正式な所在国（フルネーム）
• [2-letter Country Code]：2 文字の ISO フォーマット国別コード（英国は GB、米国は US など）
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ステップ 4

[RSA Key Size] に、新しい一時証明書で 1024 ビットと 2048 ビットのうちどちらの RSA キー サイズ
を使用するかを指定します。

ステップ 5

終了したら、[Generate] をクリックします。これで、新しい一時証明書と新しい秘密鍵が生成されま
す。

（注）

証明書表示テーブルの CCA Server Certificate エントリは、現在の CAS SSL 証明書の完全な認定者
名を示します。CAM と CAS の間で許可を設定する場合は、CAM Web コンソールで CAS の完全な認
定者名を入力する必要があります。詳細については、「CAS と CAM の間の許可の設定」（P.5-7）を参
照してください。

証明書要求の生成とエクスポート
CSR を生成すると、CA への送信に適した PEM エンコード PKCS#10 フォーマットの CSR が生成さ
れます。CSR を送信する前に、必ず既存の証明書と秘密鍵をローカル マシンにエクスポートし、保護
のためにバックアップしてください。

CAS Web コンソールから CSR および秘密鍵をエクスポートし、証明書要求を作成する手順は、次のと
おりです。
ステップ 1

[Administration] > [SSL] > [X509 Certification Request] の順番に進みます（図 12-8）。
図 12-8

ステップ 2

[Administration] > [SSL] > [X509 Certification Request]

[Generate Certification Request] をクリックして、証明書要求を作成するために必要なフィールドを表
示します。
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ステップ 3

次のフィールドに適切な値を入力します。

• [Full Domain Name or IP]：証明書を適用する CAM の FQDN または IP アドレス。たとえば
camanager.<your_domain_name> のように入力します。

（注）

CAS HA ペアの CA 署名付き証明書を要求する場合、CA 署名付き証明書はサービス IP か、DNS を通
じて解決可能なホスト名またはドメイン名を基にする必要があります。

• [Organization Unit Name] ：企業内の単位名（適用可能な場合）
• [Organization Name]：企業の正式名称
• [City Name]：企業の正式な所在都市
• [State Name]：企業の正式な所在国（フルネーム）
• [2-letter Country Code]：2 文字の ISO フォーマット国別コード（英国は GB、米国は US など）
ステップ 4

（注）

[RSA Key Size] に、新しい一時証明書で 1024 ビットと 2048 ビットのうちどちらの RSA キー サイズ
を使用するかを指定します。
Cisco Clean Access は、SSL 証明書のキー長として、1024 ビットおよび 2048 ビットだけをサポートし
ます。

ステップ 5

[Generate] をクリックし、証明書要求と秘密鍵のペアを生成します。これらが、CA に送信する CSR
に対応した証明書および秘密鍵であることを確認してください。

ステップ 6

新しい CSR を CA に送信する前に、要求を生成するために使用した新しい証明書要求と秘密鍵をロー
カル マシンに保存するため、[Certification Request] と [Private Key] のいずれかまたは両方のチェック
ボックスをオンにし、[Export] をクリックします。ファイルを保存するか、または開くように要求され
ます（「エクスポートしたファイルのデフォルト ファイル名」（P.12-16）を参照）。ファイルは安全な
場所に保存します。CSR ファイルを使用して、CA に対して証明書を要求します。証明書をオーダーす
ると、CSR ファイルの内容を オーダー フォームの CSR フィールドにコピー アンド ペーストするよう
に要求されることがあります。
または、証明書要求フォームに入力する準備ができている場合には、CSR をすぐにワードパッドなど
のテキスト エディタで開きます。ただし、要求プロセスで何らかのトラブルが発生した場合や、CSR
を送信してから CA 署名付き証明書を受け取るまでの間に CAM の基本的な設定を変更した場合に備
え、CSR と秘密鍵のローカル コピーを保存することを強く推奨します。

CA から CA 署名付き証明書を受け取ったら、「署名付き証明書と秘密鍵の管理」（P.12-17）に従って
CAS にインポートします。CA 署名付き証明書をインポートしたら、「現在インストールされている証
明書」が CA 署名付き証明書になります。また、あとでこの証明書のバックアップにアクセスする必要
がある場合は、[Export] をクリックして、いつでも現在インストールされている証明書をエクスポート
できます。

エクスポートしたファイルのデフォルト ファイル名

CAS からエクスポートできる SSL 証明書ファイルのデフォルトのファイル名は、次のとおりです。
ローカル マシンに実際にファイルを保存するとき、ファイルに異なる名前を指定できます。たとえば、
証明書チェーン情報が格納されたファイル chain.pem を上書きしないために、秘密鍵ファイル名とし
て priv_key.pem などのより適切な名前を指定できます。
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デフォルト ファイル名

1

cert_request.pem
chain.pem

2

説明

CAS の CSR
CAS の現在インストールされている秘密鍵または証明書

1. リリース 3.6.0.1 以前のファイル名拡張子は、.pem でなく .csr です。
2. リリース 3.6(1) の場合だけは、ファイル名は secsmart_crt.pem です。

署名付き証明書と秘密鍵の管理
署名付き証明書と秘密鍵のインポート
CAS Web コンソールを使用して、CA 署名付き PEM エンコード X.509 証明書と秘密鍵をインポート
できます （通常、秘密鍵のインポートが必要なのは、現在の秘密鍵が CA 署名付き証明書の基になっ
ている元の CSR と一致しない場合だけです）。管理者が CA 署名付き証明書、秘密鍵、関連する CA 情
報を Cisco NAC アプライアンスにインポートする方法としては、以下の 2 つの方法があります。
1. 次のようにして、CA と、エンド エンティティおよび公開鍵を個別にインポートする。
a. CA をトラスト ストアにインポートします（「信頼できる CA の管理」（P.12-19）の手順を使
用）。

b. CAS のエンド エンティティ証明書または秘密鍵をインポートします（後述の手順を使用）。
2. PEM エンコード X.509 証明書チェーン（秘密鍵とエンド エンティティ、ルート CA、中間 CA 証
明書を含む）を作成し、チェーン全体を一度にインポートする（後述の手順を使用）。

CAS の CA 署名付き PEM エンコード X.509 証明書を受信したら、ここでの説明に従って、この証明
書も CAS にインポートできます。
開始する前に、ルート証明書ファイルと CA 署名付き証明書ファイルがアクセス可能な場所にあること
と、CAM および CAS 用の第三者証明書が取得済みであることを確認します。中間 CA 証明書が必要
な CA を利用する場合は、これらのファイルがまだ CAS に存在しない場合、ファイルがあることとア
クセス可能であることを確認します。

（注）

CAS HA ペアの CA 署名付き証明書を取得する場合、CA 署名付き証明書は、サービス IP か、DNS を
通じてサービス IP に解決可能なホスト名またはドメイン名を基にしている必要があります。

（注）

商用 CA 以外によって提供された証明書や、自己署名されていない証明書は、CAM および CAS に
よって標準でない証明書と見なされます。証明書を CAS にインポートする際には、必ず認証サーバ用
の CA 署名付き証明書を取得してください。

CAS の証明書または秘密鍵をインポートする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[Administration] > [SSL] > [X509 Certificate] の順番に進みます（図 12-9 を参照）。
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図 12-9

ステップ 2

[Browse] をクリックし、ローカル マシン上の証明書ファイルまたは秘密鍵を探します。
（注）

ステップ 3

[Administration] > [SSL] > [X509 Certificate]：証明書のインポート

ファイルをインポートする場合は、ファイル名にスペースが含まれていないことを確認してく
ださい（下線は使用できます）。

[Import] をクリックします。
（注）

CAM および CAS は検証できない証明書チェーンをインストールしません。1 つのファイルに
複数の証明書を含める場合は、デリミタ（BEGIN/END CERTIFICATE）が必要です。ただし、
これらのファイルはインストール前に一時ストア内で検証されるため、特定の順番で証明書
ファイルをアップロードする必要はありません。

CAS トラスト ストアに証明書チェーンの他のメンバーがすでに格納されている場合は、再イ
ンポートする必要はありません。CAS は、新たにインポートした部分と既存の部分から証明書
チェーンを構築します。
すでにリスト中にある CAM のルート CA 証明書または中間 CA 証明書をアップロードしようとする
と、エラー メッセージ「This intermediate CA is not necessary.」が表示されることがあります。その場
合、重複するファイルを削除するため、アップロード済みのルート CA または中間 CA を削除する必要
があります。
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証明書または秘密鍵のエクスポート
システム障害などの損失に備えて証明書または秘密鍵をバックアップするには、証明書または秘密鍵の
情報をエクスポートしてローカル マシンにコピーを保存します。これは、CSA HA ペアの証明書また
は秘密鍵の情報を管理するのにも役立ちます。HA プライマリ CAS から証明書情報をエクスポートし
て、HA セカンダリ CAS でインポートするだけで、CAM と CAS の通信で必要な証明書情報をスタン
バイ CAS に正確に複製できます。
ステップ 1

[Administration] > [SSL] > [X509 Certificate] の順番に進みます（図 12-9）。

ステップ 2

既存の証明書または秘密鍵情報をエクスポートする手順は、次のとおりです。

a. 証明書リストに表示されている 1 つ以上の証明書または秘密鍵を、左側のチェックボックスを選択
することで選択します。

b. [Export] をクリックし、ファイルを保存するローカル マシンの場所を指定します。

信頼できる CA の管理
CAS の Web コンソール ページ [Administration] > [SSL] > [Trusted Certificate Authorities] を使用し
て、CAS データベースから信頼できる CA を検索し削除することができます。信頼できる CA のコレ
クションを維持するために、Cisco NAC アプライアンスの運用に不可欠な信頼できる CA 情報だけを
CAM トラスト ストアに保持することを推奨します。

注意

CAS に「EMAILADDRESS=info@perfigo.com, CN=www.perfigo.com, OU=Product, O="Perfigo,
Inc.", L=San Francisco, ST=California, C=US」が示す CA が存在すると、CAS と関連するクライ
アントがセキュリティ攻撃に対して脆弱になる可能性があります。CAS を実稼働環境に配置する前
に、この CA を CAS データベースから削除する必要があります。後述するように [Filter] オプ
ションを使用して文字列「www.perfigo.com」を検索し、この CA を CAS からすばやく検索して削
除することをお勧めします。

CAS で信頼できる CA を表示または削除する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[Administration] > [SSL] > [Trusted Certificate Authorities] の順番に進みます（図 12-10）。
図 12-10

[Administration] > [SSL] > [Trusted Certificate Authorities]
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ステップ 2

信頼できる CA の表示
CAS Web コンソールに表示される信頼できる CA のリストを最適化する手順は、次のとおりです。

a. [Filter] ドロップダウン メニューからオプションを選択します。
– [Distinguished Name]：このオプションは、信頼できる CA 名に特定の文字列が含まれている
かどうかに従って信頼できる CA のリストを最適化するために使用します。
– [Time]：このオプションは、現在有効な信頼できる CA と無効な CA に従って表示を最適化す
るために使用します。
これら 2 つのオプションを組み合わせて信頼できる CA の表示を最適化することもできます。

b. 条件に一致するすべての信頼できる CA のリストを表示するには、検索オプションを選択してパラ
メータを定義したあと、[Filter] ボタンをクリックします。

[Reset] をクリックすると、フィルタ ドロップダウン メニューのオプションの検索条件がすべて無
効となり、信頼できる CA の表示がデフォルトの設定に戻ります。
c. リストの右上にあるドロップダウン メニューでいずれかのオプションを選択し、信頼できる CA
のリストに表示される項目の数を増減することもできます。オプションは、10、25、100 項目で
す。

d. 既存の信頼できる CA の詳細を表示するには、[View] ボタン（右側の虫眼鏡のアイコン）をク
リックし、特定の CA に関する情報を表示します（図 12-11）。
図 12-11

ステップ 3

ステップ 4

信頼できる CA の情報

信頼できる CA の削除
リスト中の信頼できる CA のチェックボックスをクリックし、削除対象の信頼できる CA を 1 つ以上選
択します （信頼できる CA の上部にある空のチェックボックスをクリックすると、現在のリスト中の
すべての信頼できる CA が自動的に選択または選択解除できます）。

[Delete Selected] をクリックします。
選択した信頼できる CA がデータベースから削除されると、CAS は自動的にサービスを再起動して更
新を完了します。
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信頼できる CA のインポートとエクスポート
Web コンソール ページ [Trusted Certificate Authorities] を使用して、CAS の証明書情報をインポート
およびエクスポートすることもできます。

（注）

証明書のインポートとエクスポートの標準的なガイドラインについては、「証明書要求の生成とエクス
ポート」（P.12-15）および「署名付き証明書と秘密鍵の管理」（P.12-17）を参照してください。

ステップ 1

[Administration] > [SSL] > [Trusted Certificate Authorities] の順番に進みます。

ステップ 2

信頼できる CA をインポートするための手順は、次のとおりです。

a. ネットワークに CAS からアクセスできる適切な証明書ファイルがあることを確認し、[Browse] を
クリックします。

b. ディレクトリ システム上の証明書ファイルを探して選択し、[Open] をクリックします。
c. [Import] をクリックして、信頼できる CA の情報を CAS にアップロードします。
ステップ 3

既存の 信頼できる CA の情報をエクスポートする手順は、次のとおりです。

a. [Trusted Certificate Authorities] リストに表示されている信頼できる CA に対応する左側のチェッ
クボックスをクリックし、1 つ以上の信頼できる CA を選択します。
b. [Export] をクリックし、caCerts ファイルを保存するローカル マシン上の場所を指定します。

現在の秘密鍵と証明書および CA 情報の表示
[Administration] > [SSL] > [X509 Certificate] では次のファイルを確認できます（図 12-8 を参照）。
• 現在インストールされている秘密鍵
• 現在インストールされているエンド エンティティ、中間 CA 証明書
• CA 情報

（注）

秘密鍵または証明書ファイルを表示するには、Web コンソール セッションに現在ログインしている必
要があります。

現在インストールされている秘密鍵の表示

CAM 秘密鍵を表示するには、秘密鍵をエクスポートし、エクスポートした秘密鍵ファイルをワード
パッドなどのテキスト エディタで開き、図 12-12 に示すようなダイアログを表示します（BEGIN
PRIVATE KEY/END PRIVATE KEY）。
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図 12-12

現在インストールされている秘密鍵の表示

この方法を使用して、アップロードした秘密鍵を CAM にインポートする前に表示することもできま
す。

現在の証明書または証明書チェーンの表示

CAS 秘密鍵とエンド エンティティ、ルート CA、中間 CA 証明書を表示するには、エクスポートして
から保存したファイルをワードパッドなどのテキスト エディタで開き、図 12-13 に示すようなダイア
ログを表示します（BEGIN CERTIFICATE/END CERTIFICATE）。
図 12-13

現在インストールされている証明書の表示

この方法を使用して、アップロードした証明書を CAM にインポートする前に表示することもできま
す。
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CA 情報の表示
CAM エンド エンティティ、ルート、中間 CA 証明書の CA 情報を表示するには、右側のカラムの対応
する [View] アイコンをクリックし、図 12-14 に示すようなダイアログを表示します。
図 12-14

CA 情報の表示
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Mac OS X と CAS の通信のための SSL 要件
Mac OS X の Clean Access Agent が CAS と通信するためには、Clean Access Agent と CAS の間の
SSL 通信が特定の要件を満たしている必要があります。CAS には以下のいずれかが必要です。
• 有効な名前に基づく CA 署名付き証明書（信頼できる CA より取得）
• 後述の要件を満たす名前ベースの一時証明書

（注）

DNS がすべての名前に基づく証明書を解決できることを確認してください。

Mac OS X Agent への SSL 接続のための CAS 一時証明書要件
CAS で一時証明書を使用する場合、以下のことが必要です。
ステップ 1

CAS および CAM は、証明書の「subject」DN として、FQDN を使用する必要があります（これは、
CAS および CAM コンソールの [Full Domain Name or IP] です）。IP アドレスは使用できません。CAS
で証明書の再生成が必要になる場合があります （詳細については、「一時証明書の生成」（P.12-13）を
参照してください）。

ステップ 2

Mac OS X マシンで、一時証明書に署名するために使用されたルート証明書は、Keychain Access アプ
リケーションの X509 Anchors にインストールされている必要があります。そのためには、マシンで動
作している Mac OS X のバージョンに応じて、以下のいずれかの手順を使用します。
• Mac OS 10.4.x のルート証明書のインストール
• Mac OS 10.5 のルート証明書のインストール

ステップ 3

Mac OS X マシンは、DNS を通じて FQDN 名を正しく解決できる必要があります。これには 2 つのア
プローチがあります。
a. Mac マシンが使用している DNS サーバにエントリを追加します。または
b. テスト マシンの場合
1. root アカウントを有効にします（「Mac OS X での root ユーザのイネーブル化」（P.12-28））
2. Macintosh クライアントマシンで /etc/hosts ファイルを編集するため、sudo vi /etc/hosts を
実行して、新しいドメイン ルックアップ エントリを追加します。

注意

CAS および CAM は完全なドメイン名を使用するため、証明書では IP アドレスを使用できません。
代わりにドメイン名を使用する必要があります。

注意

マシンの日付と時刻が証明書に対して有効であることを確認します。現在の日付と時刻が証明書の
範囲に収まっていないと、Clean Access Agent が動作しません。

Mac OS 10.4.x のルート証明書のインストール
（注）

以下の手順を実行するには、コンピュータに対する管理権限が必要です。
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ステップ 1

ルート証明書をクライアント マシン（またはデスクトップ）にダウンロードします。詳細については、
「CAS からのルート証明書の取得」（P.12-29）を参照してください。

ステップ 2

Dock で [Finder] アイコンをクリックします。

ステップ 3

[Go] メニューから、[Applications] を選択します。

ステップ 4

Utilities フォルダを開きます。

ステップ 5

Keychain Access アプリケーションを起動します。

ステップ 6

ルート証明書を Keychain Access アプリケーションにドラッグします。

ステップ 7

[Add Certificates] ダイアログ ボックスで、X509 Anchors をクリックし、OK をクリックします。

ステップ 8

ルート証明書が追加されます（図 12-15）。
図 12-15

Mac OS 10.4.x に追加されたルート証明書

Mac OS 10.5 のルート証明書のインストール
（注）

ステップ 1

以下の手順を実行するには、コンピュータに対する管理権限が必要です。

ルート証明書をクライアント マシン（またはデスクトップ）にダウンロードします。詳細については、
「CAS からのルート証明書の取得」（P.12-29）を参照してください。

ステップ 2

Dock で [Finder] アイコンをクリックします。

ステップ 3

[Go] メニューから、[Applications] を選択します。

ステップ 4

Utilities フォルダを開きます。
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ステップ 5

Keychain Access アプリケーションを起動します。
図 12-16

ステップ 6

Mac OS 10.5 での Keychain Access アプリケーションの起動

ルート証明書を Keychain Access アプリケーションにドラッグします。
図 12-17

Mac OS 10.5 上で証明書アイコンを Keychain Access アプリケーションにドラッグ アンド ド
ロップ

ステップ 7

[Certificate] ダイアログで [Always Trust] をクリックします。
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図 12-18

ステップ 8

Mac OS 10.5 上の [Certificate] ダイアログ

ルート証明書が追加されます（図 12-19）。
図 12-19

Mac OS 10.5 での新しいルート証明書の表示
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Mac OS X での root ユーザのイネーブル化
（注）

マシン上で管理者になっていることを確認します。以降の手順を実行するには、管理権限を持つアカウ
ントにアクセスできることが必要です。

ステップ 1

Dock で [Finder] アイコンをクリックします。

ステップ 2

[Go] メニューから、[Applications] を選択します。

ステップ 3

Utilities フォルダを開きます。

ステップ 4

NetInfo Manager ユーティリティを開きます。

ステップ 5

[NetInfo Manager] ウィンドウの錠をクリックします（または、[Security] > [Authenticate] の順番に進
みます）。

ステップ 6

管理者アカウントのユーザ名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

ステップ 7

Mac OS 10.4.x の場合、[Security] メニューから [Enable Root User] を選択します（図 12-20）。
図 12-20

[Enable Root User]（Mac OS 10.4.x）

Mac OS 10.5 の場合、[Applications] > [Utilities] > [Directory Utility.app] を起動し（図 12-21）、[Edit]
メニューから [Enable Root User] を選択します（図 12-22）。
図 12-21

[Enable Root User] > （Mac OS 10.5）
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図 12-22

[Enable Root User] > [Edit]（Mac OS 10.5）

ステップ 8

root のパスワードを入力し、root アカウントをイネーブルにします。これまで root のパスワードを設
定していない場合は、パスワードが空であることを示す [NetInfo Error] という警報ボックスが表示さ
れます。[OK] をクリックします。

ステップ 9

設定する root パスワードを入力し、[Set] をクリックします。

ステップ 10

確認のためパスワードを再度入力し、[Verify] をクリックします。

ステップ 11

root ユーザがイネーブルになります。

ステップ 12

錠のアイコンを再度クリックして変更できないようにします。

（注）

詳細は、http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=106290#one を参照してください。
『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration
OS X Agent の詳細は、
Guide, Release 4.5(1)』の「Mac OS X Agent Dialogs (Authentication Only) 」の章を参照してくださ
い。

CAS からのルート証明書の取得
Internet Explorer では CAS 証明書をエクスポートできるため、こでは Windows システムでルート証明
書を取得する方法について説明します。その後、管理者は、証明書を Mac に電子メールの添付ファイ
ル、FTP、USB ストレージ デバイス経由で転送することができます。
ルート証明書を取得する方法には、以下の 3 つの方法があります。

• Mac OS X Agent バンドルからルート証明書を取得する
• Internet Explorer を使用してルート証明書を Windows から転送する
• Web ログインを使用してルート証明書を取得する

Mac OS X Agent バンドルからルート証明書を取得する
ステップ 1

Finder で、/Applications/CCAAgent.app を参照します。

ステップ 2

Ctrl キーを押しながら CCAAgent.app をクリックし、コンテキスト メニューを表示します。

ステップ 3

[Show Package Contents] を選択し、証明書「perfigoca.crt」を /Contents/Resources/ フォルダの中か
ら検索します。
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ステップ 4

証明書「perfigoca.crt」をキーチェーンにドラッグ アンド ドロップします。
詳細については、「Mac OS X と CAS の通信のための SSL 要件」（P.12-24）を参照してください。

Internet Explorer を使用してルート証明書を Windows から転送する
一時証明書が Windows システムにまだインストールされていない場合
図 12-23 は、一時証明書を最初にダウンロードするための手順を示しています。

1. IE ブラウザを開き、任意のアドレスを入力します。ブラウザが Web ログインの認証ページにリダ
イレクトされます。

2. 証明書がインストールされていないため、[ セキュリティの警告 ] ダイアログがブラウザにより表
示されます。[ セキュリティの警告 ] ダイアログで [ 証明書の表示 ] ボタンをクリックします。
3. 表示される [ 証明書 ] ウィンドウの [ 詳細 ] タブをクリックします。
4. [ 詳細 ] タブで [ ファイルにコピー ] ボタンをクリックします。
5. [ 証明書のエクスポート ウィザード ] で、フォーマット オプションを [DER encoded binary x.509
(.CER)] のままにし、[ 次へ ] をクリックして証明書を Windows システムに保存します。
6. 証明書を Mac マシンに転送します。
図 12-23

証明書ダウンロード方法 1

ブラウザにすでに一時証明書がダウンロードされている場合
図 12-24 は、証明書がすでにシステムにインストールされている場合に証明書をダウンロードするた
めの手順を示しています。

1. IE ブラウザを開きます。
2. [ ツール ] > [ インターネット オプション ] を選択します。[ コンテンツ ] タブをクリックし、[ 証明
書 ] ボタンをクリックします。
3. [ 証明書 ] ウィンドウで [ 中間証明機関 ] をクリックします。
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4.

www.perfigo.com によって発行された証明書を強調表示し、[ エクスポート ] ボタンをクリックし
ます。

5. Windows マシン上で証明書を保存する場所を選択します。
6. 証明書を Mac マシンに転送します。
図 12-24

証明書ダウンロード方法 2

Web ログインを使用してルート証明書を取得する
ステップ 1

CAM の設定を変更し、[Root CA Label] オプションをイネーブルにします（CAM Web コンソールの
ページ [Administration] > [User Pages] > [Login Page] > [Edit] > [Content]）。これにより、ブラウザの
ユーザ ログイン ページからルート証明書をダウンロードするためのリンクが表示されます。

ステップ 2

ユーザがブラウザを開きログイン ページに進むと、ルート証明書をダウンロードするためのリンクが
表示されます。リンクをクリックし、証明書「perfigoca.crt」をローカル クライアント マシンに保存
するようユーザに指示します。

ステップ 3

ユーザから証明書を入手し、証明書「perfigoca.crt」をキーチェーンにドラッグ アンド ドロップしま
す。
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詳細については、
『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration Guide,
Release 4.5(1)』の「Administering the CAM」の章のガイドラインを参照してください。

証明書に関する問題のトラブルシューティング
証明書チェーンのいずれかの場所で SSL 証明書に不一致があると、Cisco NAC アプライアンスの証明
書管理で問題が発生することがあります。SSL 証明書の一般的な問題は、時間によるもの（CAM およ
び CAS のクロックが同期していない場合、認証に失敗する）、IP によるもの（不正なインターフェイ
スに対して証明書が作成される）、情報によるもの（不正な、または入力ミスの証明書情報がインポー
トされる）などです。ここでは、トラブルシューティングに関する次の内容について説明します。

• CAS が CAM とのセキュアな接続を確立できない
• CAS 内の秘密鍵が CA 署名付き証明書と一致しない
• 証明書関連ファイル

警告

以前の配置で不完全、正しくない、壊れた SSL 証明書のチェーンを使用している場合は、リ
リース 4.5 へのアップグレード後に、CAM および CAS の通信に失敗することがあります。
リリース 4.5 にアップグレードするには、証明書チェーンを修正する必要があります。リリー
ス 4.5 へのアップグレード後に CAM または CAS 上での証明書のエラーを修正する方法につ
いては、トラブルシューティング テクニカル ノート『How to Fix Certificate Errors on the
CAM/CAS After Upgrade 』を参照してください。

CAS が CAM とのセキュアな接続を確立できない
ログインを試行したクライアントが「Clean Access Server could not establish a secure connection to the
Clean Access Manager at <IPaddress or domain>」というエラー メッセージを受け取った場合
（図 12-25 を参照）は、通常、次のいずれかの問題が発生しています。

• CAM と CAS 間の時差が 5 分を超えています。
• IP アドレスが無効です。
• ドメイン名が無効です。
• CAM に到達できません。

CAM および CAS に設定された時刻の差は、5 分以内でなければなりません。この問題を解決する手順
は、次のとおりです。
1. まず、CAM および CAS の時刻を正しく設定します（「システム時刻の同期」（P.12-36）を参照）。
2. 正しい IP アドレスまたはドメインを使用して、CAS 上で証明書を再生成します。
3. CAS をリブートします。
4. 正しい IP アドレスまたはドメインを使用して、CAM 上で証明書を再生成します。
5. CAM をリブートします。
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図 12-25

（注）

CAS が CAM とのセキュアな接続を確立できない場合のトラブルシューティング

CAS で nslookup および date を実行し、CAS の DNS および TIME 設定が正しい場合、caCerts 証明
書ファイルが破損している可能性があります。この場合は、/usr/java/j2sdk1.4/lib/security/caCerts の
既存の caCerts ファイルをバックアップしてから、/perfigo/common/conf/caCerts のファイルで上書き
し、CAS で「service perfigo restart」を実行することを推奨します。

CAS 内の秘密鍵が CA 署名付き証明書と一致しない
この問題は、新しい一時証明書が生成されたにもかかわらず、古い一時証明書と秘密鍵のペアから生成
された CSR に対応する CA 署名付き証明書が戻された場合に発生することがあります。
たとえば、管理者は CSR を生成し、秘密鍵をバックアップしてから、CSR を VeriSign などの CA に送
信します。

CSR が送信されたあとに、別の管理者が一時証明書を再生成します。CA 署名付き証明書が CA から戻
された場合、CA 証明書のベースとなる秘密鍵は、CAS 内の秘密鍵と一致しません。
この問題を解決するには、古い秘密鍵を再インポートしてから、CA 署名付き証明書をインストールし
ます。

証明書関連ファイル
表 12-1 に、トラブルシューティング用の、CAS の証明書関連ファイルを示します。たとえば、CA 証
明書と秘密鍵の組み合わせが一致しないために管理コンソールに到達できない場合、CAS のファイル
システム内にあるこれらのファイルを直接変更しなければならないことがあります。
表 12-1

CAS の証明書関連ファイル

ファイル

説明

/root/.tomcat.key

秘密鍵

/root/.tomcat.crt

証明書

/root/.tomcat.req

CSR

/root/.chain.crt

中間証明書

/root/.perfigo/caCerts

ルート CA バンドル
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システムのアップグレード
コンソールまたは SSH 経由でアップグレード ファイルを抽出およびインストールする前に、CAS Web
コンソールを使用して、ソフトウェア アップグレード イメージをアップロードすることができます。
CAM とすべての CAS （NAC ネットワーク モジュールを含む）は、同時にアップグレードする必要が
あります。Cisco NAC アプライアンス アーキテクチャは、異なる機種をサポートするように設計され
ていません（一部の CAS が 4.5 のソフトウェアを実行し、別の CAS が 4.1(x) または 4.0(x) のソフト
ウェアを実行するなど）。
リリースを CAM および CAS にインストールしたら、より新しいリリースへのマイナー リリースの
アップグレードは、パッチ アップグレード イメージが入手可能になったときに CAS 上で実行できま
す。
アップグレードの詳細と、HA CAS のアップグレード手順、SSH 経由のアップグレードについては、
『Release Notes for Cisco NAC Appliance, Version 4.5(1)』の「Upgrading to a New Software Release」
を参照してください。
ステップ 1

次のようにして、CAS ソフトウェアのアップデートの Web コンソール ページを表示します。

• CAS Web コンソールの [Administration] > [Software Upload] ページを使用します（図 12-26）。
図 12-26

ステップ 2

CAS Web コンソールの [Software Upload] ページ

[Browse] をクリックして、Cisco Secure Software からダウンロードした
cca_upgrade-4.5.x-NO-WEB.tar.gz ファイルを探します。アップグレード メカニズムにより、マシン
が CAS なのか、Lite/Standard/Super CAM なのかが自動的に判別され、それに適した処理が実行され
ます。

ステップ 3

[Upload] をクリックして、アップグレード ファイル .tar.gz を CAS にアップロードします。アップグ
レード イメージを CAS にアップロードしたら、『Release Notes for Cisco NAC Appliance, Version
4.5(1)』に記載されているコンソールまたは SSH によるアップグレード手順を使用して、アプライア
ンスをアップグレードし、アップグレード プロセスを完了する必要があります。
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ステップ 4

そのリリースの重要なアップグレード情報と新機能、機能拡張、解決済みの警告を表示するには、
[notes] リンクをクリックします（図 12-27 を参照）。
図 12-27

CAS Web コンソールの [Software Update] ページ：Notes

ステップ 5

実行した日時を含むアップグレード プロセスの要約を表示するには、[List of Upgrade Logs] の下のリ
ンクをクリックします。

ステップ 6

次の形式でアップグレード プロセスの要約を表示するには、[List of Upgrade Details] の下のリンクを
クリックします

• アップグレード前の状態
• アップグレード プロセスの詳細
• アップグレード後の状態
通常、アップグレード前の状態には警告メッセージやエラー メッセージが含まれています
（「INCORRECT」など）。アップグレード後の状態には、警告メッセージやエラー メッセージが含まれ
ていないことが必要です。
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CAM Web コンソールの [Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Misc] >
[Upgrade Logs] ページ（図 12-28）を使用して、CAS ソフトウェアのアップグレード ノートを表示す
ることもできます。

• 実行した日時を含むアップグレード プロセスの要約を表示するには、[List of Upgrade Logs] の下
のリンクをクリックします。

• 次の形式でアップグレード プロセスの要約を表示するには、[List of Upgrade Details] の下のリン
クをクリックします
図 12-28

CAM Web コンソールからの CAS アップグレード ログ

システム時刻の同期
ロギングおよびその他の時間依存タスク（SSL 証明書の生成など）のために、CAM および CAS の時
刻は正確に同期している必要があります。[Time] フォームを使用すると、CAS の時刻を設定したり、
CAS OS（オペレーティング システム）のタイム ゾーン設定を変更することができます。

CAM および CAS をインストールしたら、CAM および CAS の時刻を同期し、そのあとで CSR のベー
スとなる一時証明書を再生成する必要があります。このための最も簡単な方法は、タイム サーバと時
刻を自動的に同期することです（[Sync Current Time] ボタン）。
（注）

CAS に設定された時刻は、CAM の SSL 証明書に設定された作成日と満了日の範囲に収まっていなけ
ればなりません。ユーザ マシンに設定された時刻は、CAS の SSL 証明書に設定された作成日と満了日
の範囲に収まっていなければなりません。

（注）

ハイ アベイラビリティ CAS ペアの場合、CAS 管理ページまたは CAS ダイレクト アクセス Web コン
ソールによって HA プライマリ CAS で実行された CAS ネットワークの設定変更は、スタンバイ CAS
ユニットでもダイレクト アクセス Web コンソールによって繰り返す必要があります。これらの設定に
は、SSL 証明書、システム時刻、タイム ゾーン、DNS、またはサービス IP の更新が含まれます。詳細
「CAS ダイレクト アクセス Web コンソール」
（P.12-2）および「ハイ アベイラビリティ設
については、
定の変更」（P.13-28）を参照してください。

Cisco NAC Appliance - Clean Access Server インストレーション コンフィギュレーション ガイド

12-36

OL-16411-01-J

第 12 章

CAS 証明書、時刻、サポートログの管理
システム時刻の同期

CAM の時刻を変更するには、[Administration] > [CCA Manager] > [System Time] を使用します。詳
細については、『Cisco NAC Appliance-Clean Access Manager Installation and Configuration Guide,
Release 4.5(1)』を参照してください。
現在時刻を表示する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Misc] > [Time] の順番に進みます。

ステップ 2

CAS のシステム時刻は [Current Time] フィールドに表示されます。
図 12-29

[Time] フォーム

システム時刻は、手動で新しい時刻を入力して調整したり、外部タイム サーバと同期して自動的に調
整することができます。

手動でシステム時刻を変更する手順は、次のとおりです。

[Misc] タブの [Time] フォームで、次のいずれかを実行します。
• [Date & Time] フィールドに時刻を入力し、[Update Current Time] をクリックします。時刻は
mm/dd/yy hh:ss PM/AM の形式で入 Õ する必要があります。
• [Sync Current Time] ボタンをクリックして、[Time Servers] フィールドに表示されたタイム サー
バを使用して時刻を更新させます。

タイム サーバと自動的に同期する手順は、次のとおりです。
デフォルト タイム サーバは、time.nist.gov にある、National Institute of Standards and Technology
（NIST）で管理されているサーバです。別のタイム サーバを指定する手順は、次のとおりです。

1. [Misc] タブの [Time] フォームの [Time Servers] フィールドに、サーバの URL を入力します。指
定したサーバは、NIST 標準フォーマットの時刻を提供する必要があります。複数のサーバを区切
るには、スペースを使用します。

2. [Update Current Time] をクリックします。
複数のタイム サーバを指定した場合、CAS は同期時にリストの最初のサーバと接続を試みます。この
サーバを使用できる場合は、そこから時刻が更新されます。このサーバが使用できない場合、CAS は
目的のサーバに到達するまで、次のサーバを順に試みます。

CAS は、設定された NTP サーバと時刻を定期的な間隔で自動的に同期します。
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サーバ システム時刻のタイム ゾーンを変更する手順は、次のとおりです。
1. [Misc] タブの [Time] フォームの [Time Zone] ドロップダウン メニューで、新しいタイム ゾーンを
選択します。

2. [Update Time Zone] をクリックします。

サポート ログとログレベルの設定
CAS の [Support Logs] ページは、カスタマーの問題に対して TAC のサポートを容易にするためのもの
です。管理者は [Support Logs] ページ上で、さまざまなシステム ログ（開いているファイル、開いて
いるハンドル、パッケージの情報など）を 1 つの tar ファイルに結合し、サポート事例に含めて TAC
に送信できます。管理者はカスタマーのサポート要求を送信する場合に、これらのサポート ログをダ
ウンロードする必要があります。
CAM Web コンソールと CAS ダイレクト アクセス Web コンソールの [Support Logs] ページ
（図 12-30）では、トラブルシューティング目的で /perfigo/access/tomcat/logs/nac_server.log に記録
されるログの詳細なレベルを設定することができます。この Web コントロールは、トラブルシュー
ティング時に CLI の loglevel コマンドを使用したシステム情報の収集に代わるものです。
通常の運用では、ログ レベルは必ずデフォルト設定（INFO）のままにしてください。ログ レベルは、
特定のトラブルシューティング期間だけ、通常はカスタマー サポートまたは TAC エンジニアの要求に
より、一時的に変更します。大半の場合、設定は特定の期間「INFO」から「DEBUG」に切り替えら
れ、データ収集後に「INFO」にリセットします。CAM または CAS をリブートするか、service
perfigo restart コマンドを実行すると、ログ レベルはデフォルトの設定（INFO）に戻ります。

（注）

DEBUG および TRACE オプションは、非常に細かな問題に対して一時的にだけ使用することを推奨
します。CAM はロギング情報を記録し、一連の 20MB のファイルに保存してから古いログを廃棄しま
すが、大量のロギング情報により、比較的短時間のうちに CAM のログ記憶域が使い果たされる可能性
があります。

（注）

メモリ使用率を最適化するため、CAS サポート ログ ページは CAS ダイレクト アクセス コンソールの
「Monitoring」でだけ利用できます（CAS 管理ページからは使用できません）
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CAS サポート ログのダウンロード
ステップ 1

URL またはアドレスとして https://<CAS_eth0_IP_address>/admin を使用し、ブラウザから CAS ダ
イレクト アクセス コンソールを開きます。

ステップ 2

[Monitoring] > [Support Logs] の順番に進みます（図 12-30）。
図 12-30

CAS サポート ログ

ステップ 3

シスコ カスタマー サポート要求のためにダウンロードするファイルに含めるデバッグ メッセージの日
数を指定します。

ステップ 4

[Download] ボタンをクリックして、cas_logs.<CAS_IP_address>.tar.gz ファイルをローカル コン
ピュータにダウンロードします。

ステップ 5

この .tar.gz ファイルをカスタマー サポート要求とともに送信します。

（注）

CAM の圧縮済みサポート ログ ファイルを取得するには、[Administration] > [CCA Manager] >
[Support Logs] の順番に進みます。詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager
Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』を参照してください。

TAC エンジニアに依頼された場合は、サポート ログをダウンロードする前に、一時的にログレベルを
変更して、より詳細なトラブルシューティング情報を取得します。

CAS ログのログ レベルを変更する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

CAS ダイレクト Web コンソール（https://<CAS_eth0_IP_address>/admin）を開きます。

ステップ 2

[Monitoring] > [Support Logs] の順番に進みます。

Cisco NAC Appliance - Clean Access Server インストレーション コンフィギュレーション ガイド
OL-16411-01-J

12-39

第 12 章

CAS 証明書、時刻、サポートログの管理

サポート ログとログレベルの設定

ステップ 3

変更する CAS ログ カテゴリを選択します。

• [CCA Server General Logging]：このカテゴリには、次の 3 つのカテゴリには含まれていない、こ
の CAS の一般的なロギング イベントが含まれます。たとえば、ログインする（CAM へ要求を送
信する必要がある）ユーザは、ここでロギングされます。

• [CAS/CAM Communication Logging]：このカテゴリには、CAM や CAS の設定、この CAS に特
有の通信エラーなど、該当するログの大部分が含まれます。たとえば、この CAS へ情報をパブ
リッシュする CAM の試みが失敗した場合、イベントはここにロギングされます。
• [Active Directory Communication Logging]：このカテゴリには、ユーザの Single Sign-On（SSO;
シングル サインオン）をサポートするための Active Directory イベントに関するロギング情報が含
まれます。

• [SWISS Communication Logging]：このカテゴリには、この CAS と Clean Access Agent の間で送
信された SWISS（専用の通信プロトコル）パケットに関連するログ イベントが含まれます。

（注）

CAS を検出するため、Clean Access Agent は、L2 ユーザは UDP ポート 8905、L3 ユーザは
ポート 8906 で SWISS（専用の CAS と Agent の間の通信プロトコル）パケットを送信します。
CAS は、UDP ポート 8905 とポート 8906 で必ずリッスンし、デフォルトではトラフィックを
ポート 8905 で受け入れます。L3 サポートがイネーブル化されていない場合、CAS は UDP
ポート 8906 でトラフィックをドロップします。Clean Access Agent は 5 秒ごとに SWISS を検
出します。

• [Radius Accounting Proxy Server Logging]：このカテゴリには、Cisco VPN Server と統合された
場合に、この CAS の SSO に関連する RADIUS アカウンティング ログ イベントが含まれます。
ステップ 4

ログのカテゴリのログレベルの設定をクリックします。

• [OFF]：このカテゴリのログ イベントは記録されません。
• [ERROR]：ログ イベントは、システムで以下のような重大なエラーが発生した場合にだけ、CAS
の場合 /perfigo/access/tomcat/logs、CAM の場合 /perfigo/control/tomcat/logs に書き込まれます。
– CAS が CAM に接続できない
– CAS と CAM が通信できない
– CAS がデータベースと通信できない
• [WARN]：指定されたカテゴリのエラーと警告レベル メッセージだけを記録します。
• [INFO]：ログレベル [ERROR] および [WARN] よりも詳細な情報を提供します。たとえば、ユー
ザが正常にログインすると、Info メッセージがロギングされます。これは、システムのデフォルト
のロギング レベルです。

• [DEBUG]：CAS のデバッグレベルのログをすべて記録します。
• [TRACE]：CAM と CAS の問題をトラブルシューティングするのに役立つ最大量のログ情報です。

（注）

DEBUG および TRACE オプションは、非常に細かな問題に対して一時的にだけ使用することを推奨
します。CAM はロギング情報を記録し、一連の 20MB のファイルに保存してから古いログを廃棄しま
すが、大量のロギング情報により、比較的短時間のうちに CAM のログ記憶域が使い果たされる可能性
があります。
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ハイ アベイラビリティ（HA）の設定
この章では、HA（ハイ アベイラビリティ）モードの 2 つの Clean Access Server（CAS）を設定する
方法について説明します。ハイ アベイラビリティモードで CAS を導入することで、予期せぬシャット
ダウンが発生した場合も重要なユーザ認証および接続作業を継続できます。この章の内容は、次のとお
りです。

• 「概要」（P.13-1）
• 「CAS ハイ アベイラビリティの要件」（P.13-5）
• 「準備」（P.13-8）
• 「ハイ アベイラビリティの設定」（P.13-10）
• 「HA CAS ペアのフェールオーバー」（P.13-24）
• 「DHCP フェールオーバーの設定」（P.13-24）
• 「ハイ アベイラビリティ設定の変更」（P.13-28）
• 「既存のフェールオーバー ペアのアップグレード」（P.13-30）
• 「HA の便利な CLI コマンド」（P.13-30）
• 「ハイ アベイラビリティ ペアの Web コンソールへのアクセス」（P.13-32）
• 「ネットワークへのハイ アベイラビリティ Cisco NAC アプライアンスの追加」（P.13-33）

（注）

CAM または CAS の HA ペアを設定するためには、同じアプライアンス（たとえば NAC-3350 と
NAC-3350）を使用する必要があります。

（注）

Cisco Integrated Services Routers（ISR; サービス統合型ルータ）に実装された Cisco NAC ネットワー

概要
ク モジュールはハイ アベイラビリティをサポートしていません。
次のキー ポイントでは、HA CAS 動作の概要を説明します。

• CAS のハイアベイラビリティ モードは、スタンバイ CAS マシンがアクティブ CAS マシンのバッ
クアップとして機能する、アクティブ / パッシブの 2 つのサーバ構成です。
• アクティブ CAS は、システムのすべての作業を実行します。CAS の設定の大半は CAM に保存さ
れているため、CAS のフェールオーバーが発生すると、CAM は設定を新しいアクティブ CAS に
プッシュします。
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（注）

CAS の HA ペアで許可機能を使用する場合、1 つの CAS からそのハイ アベイラビリティ
の片われに許可設定を正確に複製できるようにするため、『Cisco NAC Appliance - Clean
Access Manager Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』の「Backing Up
and Restoring CAM/CAS Authorization Settings」に示されているガイドラインに従ってく
ださい。

• スタンバイ CAS はインターフェイスの間でパケットを転送しません。
• スタンバイ CAS は、ハートビート インターフェイス（シリアルおよび 1 つ以上の UDP）経由で
アクティブ CAS の状態を監視します。ハートビート パケットはシリアル インターフェイス、専用
の eth2 インターフェイス、専用の eth3 インターフェイス、eth0 または eth1 インターフェイス
（eth2 または eth3 インターフェイスが利用できない場合）上で送信できます。
• プライマリおよびセカンダリ CAS マシンは UDP ハートビート パケットを 2 秒ごとに交換します。
ハートビート タイマーの期限が切れると、ステートフル フェールオーバーが発生します。

• ハートビートベースのフェールオーバーの他に、CAS は eth0 または eth1 リンク障害に基づいてリ
ンクベースのフェールオーバーも提供します。CAS は、eth0 または eth1 インターフェイス経由で
ICMP ping パケットを外部 IP アドレスに送信します。1 つの CAS だけが外部アドレスに ping を
実行できる場合にフェールオーバーが発生します。

（注）

スタンバイ CAS は、eth 0 または eth1 インターフェイスがダウンしても、他の使用可能な
ハートビート インターフェイス（たとえばシリアルや eth2）経由でアクティブ CAS から
のハートビート パケットを受信できる場合があります。スタンバイ CAS がハートビート
タイマーだけを使用してステートフル フェールオーバーを行う場合、アクティブ CAS が
その主要な機能を実行できなくなっても、スタンバイ CAS がアクティブ ロールの役割を
引き継ぐことはありません。リンクベースのフェールオーバーが設定されていると、アク
ティブおよびスタンバイの CAS は eth0 と eth1 のステータスをハートビート インターフェ
イス経由で交換するため、これら 2 つのインターフェイスのうちいずれかがダウンした場
合、アクティブ CAS からのハートビートがフェールオーバー イベントを起動しなくても、
スタンバイ CAS はアクティブ ロールの役割を引き継ぐことができます。

• 両方の CAS は、信頼できるインターフェイス（eth0）および信頼できないインターフェイス
（eth1）に対して仮想サービス IP を共有します。サービス IP は SSL 証明書用に使用する必要があ
ります。

• リリース 4.5(1) から、スタンバイ CAS が DHCP アドレス管理を行っていてフォールバック状態に
なったアクティブ CAS の役割を引き継ぐとき、新しいアクティブ CAS はユーザ ログインに加え
て DHCP 機能も引き継ぐようになりました。

注意

HA ペアの間の接続は、極めて信頼性が高く、HA ペアの間の通信が妨げられないことが必要です。
ベスト プラクティスは、専用のイーサネット ケーブルを使用することです。HA ペア間の通信が途
絶えると、2 つのノードがアクティブにはり、運用に重大な悪影響を及ぼしかねません。HA ペア
間のリンクの重要な側面は、リンクがダウンした場合の復元能力です。復元は、設計によっては
ネットワークの安定性にとって欠かせません。
図 13-1 に、HA CAS の構成例における基本的な接続の例を示します。
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CAS のハイ アベイラビリティ構成例
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図 13-1

（注） 「プライマリ」および「セカンダリ」は、HA 用に設定されたときのサーバのモードを示します。「アク
ティブ」および「スタンバイ」はサーバの実行時ステータスを示します。

最初に HA ピアを設定するとき、HA プライマリ CAS と HA セカンダリ CAS を指定する必要がありま
す。まず、HA プライマリ CAS がアクティブ CAS になり、HA セカンダリ CAS がスタンバイ（パッ
シブ）CAS になります。フェールオーバー イベントが発生し、このアクティブ CAS がシャットダウ
ンするか、ピアのハートビート信号への応答を停止した場合、スタンバイ CAS はアクティブ CAS の
役割を引き継ぎます。

（注）

『Cisco NAC Appliance
HA で HA プライマリ CAS と HA セカンダリの両方で設定が失われた場合は、
- Clean Access Manager Installation and Configuration Guide, Release 4.5(1)』の「Restoring
Configuration from CAM Snapshot In HA Deployment 」に記載されているガイドラインを使用して、
システムを復元することができます。

CAS は再起動時に、ピアがアクティブであるかどうかを調べます。ピアがアクティブである場合、起
動中の CAS はスタンバイになります。ピアがアクティブでない場合、起動中の CAS がアクティブの
役割を担います。
一般的に、CAS は HA ペアとして同時に設定されます。ただし、新しい CAS を既存のスタンドアロン
CAS に追加してハイアベイラビリティ ペアを作成することもできます。このペアを 1 つのエンティ
ティとしてネットワークおよび Clean Access Manager（CAM）に認識させるには、ペアの信頼できる
インターフェイス（eth0）と信頼できないインターフェイス（eth1）にサービス IP アドレスを指定す
る必要があります。

CAS のサービス IP を使用して CAS を CAM に追加します。図 13-2 は、HA ペアのアクティブ CAS
が、CAM Web コンソールの [List of Servers] でペアのサービス IP の横のカッコに表示される様子を示
します。さらに、信頼できるインターフェイスまたは信頼できないインターフェイスのサービス IP ア
ドレスを使用して、SSL 認証を生成する必要があります。
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図 13-2

HA ペアのアクティブ CAS

（注）

CAS が事前に設定され、スタンドアロン CAS として CAM に追加されている場合、HA 用に設定する
前に CAS を削除する必要があります。両方の CAS で HA 構成が完了したら、サービス IP を [New
Server] フォームで入力し、HA CAS ペアを CAM に追加します。

（注）

ハートビートの冗長性を確保するため、各 CAS のシリアル ポートを接続し（ヌル モデム ケーブルを
使用）、ハートビート 交換用に各 CAS 上で [Heartbeat Serial Interface] オプションをイネーブルにする
ことを推奨します。

フェールオーバー イベント

• UDP とシリアルの両方のハートビート インターフェイスを設定する場合、両方に障害が発生しな
いと、スタンバイ システムは処理を引き継ぎません。詳細については、「物理的な接続」（P.13-5）
を参照してください。

• CAS が CAM と通信できない場合、次のようになります。
– すでに接続しているユーザは影響を受けません。
– 新規のユーザはログインできません。
• リンクベースのフェールオーバーを設定できます。リンク検出用に CAS の外部の 2 つの IP アドレ
スが設定されます。1 つは信頼できるネットワーク上にあり、もう 1 つは信頼できないネットワー
ク上にあります。

– アクティブおよびスタンバイ CAS は eth0 経由で ICMP ping パケットを信頼できるネットワー
ク上の IP アドレスに送信します。
– アクティブおよびスタンバイ CAS は eth1 経由で ICMP ping パケットを信頼できないネット
ワーク上の IP アドレスに送信します。

（注）

ネットワーク トポロジによって CAS HA ペア アプライアンス間のリンク検出機能が制限され
る場合は、/etc/ha.d/linkdetect.conf ファイルを使用して、eth0 または eth1 インターフェイス
に対してリンク検出動作を強制することができます。詳細については、「リンク検出インター
フェイス」（P.13-31）を参照してください。

これらの ping パケットの状態がハートビート信号を介して CAS の間で伝達されます。

– アクティブおよびスタンバイ CAS が 両方の外部 IP に ping を実行できる場合、フェールオー
バーは発生しません。
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– アクティブおよびスタンバイ CAS が 外部 IP のいずれかに ping を実行できない場合、フェー
ルオーバーは発生しません。

– アクティブ CAS が 外部 IP のいずれかに ping を実行できず、スタンバイ CAS が ping を実行
できる場合、フェールオーバーが発生します。

• CAM も CAS もハード ドライブの障害時には自動的にリブートするように設計されているため、
スタンバイ CAM または CAS への自動的なフェールオーバーが開始されます。
リンクベースのフェールオーバー用外部 IP の選択

• CAS がトラフィックを開始したときに、パケットがデフォルト ゲートウェイ宛てでない限り、通
常は信頼できない（eth1）インターフェイスからパケットが送信されます。そのため、eth0 イン
ターフェイス経由で ping を実行する、CAS の信頼できるネットワークの外部 IP を選択する場合、
CAS サブネット以外のサブネットに属する IP を選択します。
• eth1 インターフェイス経由で ping を実行する、CAS の信頼できないネットワークの外部 IP を選
択する場合、次の点に注意してください。

– この IP は CAS 管理サブネット上にある必要があります。
– CAS のデフォルト ゲートウェイであってはなりません。
– CAS はこれらの ping パケットを eth1 インターフェイスから送信します。
– eth1 インターフェイスで [Set Management VLAN ID] がイネーブルであるか確認します。こ
のオプションがイネーブルでない場合、CAS は eth1 インターフェイス上でタグ付けせずにト
ラフィックを送信します。スイッチは、これらのパケットをネイティブ VLAN で受信する必
要があるかどうか判断します。したがって、信頼できないインターフェイスでは、ネイティブ

VLAN が転送されます。
– 外部 IP アドレスは CAS 管理サブネット内にありますが、信頼できない側にあるので、トラ
フィックはネイティブ VLAN の CAS から発信します。したがって、ネイティブ VLAN は外
部 IP アドレスに向けて転送されます。
設定の詳細については、「c.HA プライマリ モードの設定および更新」（P.13-11）および「c.HA セカン
ダリ モードの設定および更新」（P.13-18）を参照してください。

CAS ハイ アベイラビリティの要件
ここでは、ハイ アベイラビリティを実装する場合のその他の検討上の考慮事項について説明します。

（注）

信頼できる（eth0）側で NAT を使用した CAS HA 配置では、-Dperfigo.nat.serviceip=<NAT 適用後
のサービス IP または CAS サービス ホスト名 > プロパティを、プライマリ CAS とセカンダリ CAS
の両方で、starttomcat ファイルと restartweb ファイルで設定する必要があります。
たとえば、-Dperfigo.nat.serviceip=172.10.20.100 のように設定します。

物理的な接続

CAS のハイアベイラビリティ ペアのフェールオーバー ハートビート専用の接続を使用することを推奨
します。次のものを使用できます。
• シリアル ヌルモデム ケーブル
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一般に、シリアル ハートビート接続を実行するには、サーバ マシンに少なくとも 2 つのシリアル
ポートが必要です。1 つ（ttyS0）はシリアル ハートビート接続用、もう 1 つは設定作業のための
サーバ アクセス用です。詳細については、「シリアル ポートの HA 接続」（P.13-9）を参照してく
ださい。

（注）

HA（フェールオーバー）設定を開始する前に、シリアル ケーブルを接続しないでください。
シリアル ケーブルは、必ず設定が完了してから接続してください。「CAS の接続および設定の
完了」（P.13-22）を参照してください。

（注）

HA（HA CAM または HA CAS）のシリアル ケーブル接続の場合、シリアル ケーブルは「ヌ
ル モデム」ケーブルにする必要があります。詳細については、

http://www.nullmodem.com/NullModem.htm を参照してください。

警告

ハイ アベイラビリティ（フェールオーバー）ペアをシリアル ケーブルで接続する場合、
NAC-3300 シリーズ アプライアンスなどのシリアル ポートへの BIOS リダイレクション機能
をサポートしているサーバ ハードウェア プラットフォームでは、シリアル ポートへの BIOS
のリダイレクションをディセーブルにする必要があります。詳細については、
『Supported
Hardware and System Requirements for Cisco NAC Appliance (Cisco Clean Access) 』
を参照してください。

• 専用のイーサネット NIC カード（CAS の eth2 または eth3 インターフェイスとして設定）

（注）

専用のイーサネット インターフェイス（たとえば eth2 または eth3）がサーバ マシンで利
用できない場合は、eth0 および eth1 をハートビート シリアル インターフェイスと組み合
わせてハートビート UDP インターフェイスとして使用できます （ただし、この機能は、
CAS をバーチャル ゲートウェイ モードで配置しており、 かつ eth0 インターフェイスと
eth1 インターフェイスの IP アドレスが同じ場合には適用されません）。「ハートビート
UDP インターフェイスの選択および設定」（P.13-9）を参照してください。

追加のネットワーク インターフェイス（たとえば eth2 や eth3）が利用できる場合は、それを eth0
の代わりに UDP ハートビートで使用できます。この場合は、2 つのマシンの eth2 または eth3 イン
ターフェイスをクロス ケーブルで接続します。別のイーサネット インターフェイスを導入する場
合は、インターフェイスの IP アドレスを設定します。手順については、「NIC カードの追加設定」
（P.4-25）を参照してください。

OOB 配置のスイッチ インターフェイス
アウトオブバンド配置の場合、CAS および CAM の接続先となるスイッチ インターフェイスでポート
セキュリティがイネーブルでないことを確認します。ポート セキュリティがイネーブルになっている
と、CAS HA および DHCP デリバリに問題が生じることがあります。

サービス IP アドレス
各 CAS の信頼できるインターフェイスおよび信頼できないインターフェイスの IP アドレスのほかに、
CAS ペアの信頼できるインターフェイスおよび信頼できないインターフェイスのサービス IP アドレス
を 2 つ指定する必要があります（設定例については、P.13-3 の図 13-1 を参照してください）。サービス
IP アドレスは、外部ネットワークがペアのアドレス指定に使用する共通の IP アドレスです。
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さらに、信頼できるインターフェイスまたは信頼できないインターフェイスのサービス IP アドレスを
使用して、SSL 認証を生成する必要があります。CAS が事前に設定され、スタンドアロン CAS として
CAM に追加されている場合、HA 用に設定する前に CAS を削除する必要があります。
両方の CAS で HA 構成が完了したら、[New Server] フォームでサービス IP を使用して、HA CAS ペ
アを CAM に追加します。HA CAS ペアは自動的に同じサーバ タイプとして追加されることに注意し
てください（たとえば、アウトオブバンド バーチャル ゲートウェイ）。

ホスト名
各 CAS には、ハートビートのために一意なホスト名（またはノード名）が必要です。HA CAS ペアの
場合、このホスト名をピアに提供し、DNS を介して解決するか、ピアの /etc/hosts ファイルに追加する
必要があります。

DHCP 同期
CAS が（DHCP リレー モードまたはパススルー モードではなく）DHCP サーバとして機能する場合
は、追加の設定手順を実行して、CAS が DHCP 関連情報を常に同期できるように設定する必要があり
ます。アクティブなリースやリース期間などの DHCP 情報は、「DHCP フェールオーバーの設定」
（P.13-24）の説明に従って設定される SSH トンネルを介して交換されます。

SSL 証明書
HA モードの CAS は、スタンドアロン モードの場合と同様に、自己署名付きの一時証明書または CA
（認証局）署名付きの証明書のいずれかを使用できます。一時証明書は、テストまたは開発の場合に便
利です。運用配置には、CA 署名付き証明書が必要です。いずれの場合も、次の考慮事項があります。
1. 一時証明書および CA 署名付き証明書では、（信頼できるインターフェイスまたは信頼できないイ
ンターフェイスの）サービス IP アドレスを使用したり、証明書ドメイン名としてドメイン名を使
用することができます。

2. ドメイン名を使用して証明書を作成する場合は、DNS でサービス IP にドメイン名を対応付ける必
要があります。証明書でドメイン名を使用しない場合は、DNS マッピングは不要です。
3. 一時証明書の場合は、CAS の 1 つで一時証明書を生成してから、CAS 間で転送します。
4. CA 署名付き証明書の場合は、ペア内の CAS ごとに CA 署名付き証明書をインポートする必要が
あります。

（注）

CA 署名付き証明書は、サービス IP か、DNS を介してサービス IP に解決可能なホスト名また
はドメイン名のいずれかに基づいている必要があります。

（注）

CAS はフェールオーバー時にセッション情報を CAM から取得します。たとえば、ユーザ A がシステ
ムにロール B でログインしている場合、フェールオーバーが発生しても、ユーザ A はログインしたま
まとなり、ロール B で指定されたアクセスが可能です。
CAS が DHCP サーバになっておりフェールオーバーが発生した場合も、ユーザ A に割り当てられた
IP アドレスは保持されます。これは、HA CAS 同士が、DHCP フェールオーバー情報を直接交換する
ためです。「DHCP フェールオーバーの設定」（P.13-24）を参照してください。
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（注）

HA CAS ペアの場合、CAS 管理ページまたは CAS ダイレクト アクセス Web コンソールによって HA
プライマリ CAS に対して行った CAS ネットワークの設定変更は、HA セカンダリ CAS ユニットでも
ダイレクト アクセス Web コンソールによって繰り返す必要があります。これらの設定には、SSL 証明
書、システム時刻、タイム ゾーン、DNS、またはサービス IP の更新が含まれます。詳細については、
「CAS ダイレクト アクセス Web コンソール」（P.12-2）および「ハイ アベイラビリティ設定の変更」
（P.13-28）を参照してください。

準備
1. 作業を開始する前に、両方の CAS がインストールされていて、ネットワークを介してアクセスで
きることを確認します。「初期設定の実行」（P.4-11）を参照してください。
2. HA ペアの 2 つの CAS は、ハートビート機能と同期機能をサポートするために、レイヤ 2 で隣接
している必要があります。

3. CSA が CAM の管理ドメインにすでに追加されている場合は、削除する必要があります。CAS を
削除するには、[List of Servers] タブの [Delete] ボタンを使用します。
図 13-3

（注）

List of Servers

Cisco NAC アプライアンスの Web コンソールは、Internet Explorer 6.0 および 7.0 のブラウザをサポー
トします。
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ハートビート UDP インターフェイスの選択および設定
ハートビート UDP インターフェイスが指定されている場合は、ハイ アベイラビリティに関連する
UDP ハートビート トラフィックがこのインターフェイスを使用して送信されます。使用されるイン
ターフェイスは、サーバ マシンで使用可能なインターフェイス、および予測される負荷レベルによっ
て決まります。このインターフェイスには、専用のイーサネット インターフェイス（eth2 や eth3 な
ど）を使用するか、専用インターフェイスを使用できない場合は信頼できるインターフェイス（eth0）
を使用できます。
追加のイーサネット インターフェイスを使用する場合は、CAS CLI を使用してインターフェイスを手
動で設定する必要があります。CAS Web コンソールでは、eth2 または eth3 の設定（IP アドレス、
ネットマスクなど）を行うことはできません。手順については、「NIC カードの追加設定」（P.4-25）を
参照してください。専用インターフェイスを使用する場合は、両方のマシンの専用インターフェイスを
クロス ケーブルで接続する必要があります。
一般に、CAS が稼動しているサーバでは、eth0 を信頼ネットワークのインターフェイスとして設定し
た状態で、使用可能なインターフェイス（eth0 または eth1）を両方とも使用します。ハートビートに
冗長性を持たせるため、シリアル インターフェイスに加えて eth2 および eth3 インターフェイスを使用
することを推奨します。そうすることで、eth0 および eth1 インターフェイスは Cisco NAC アプライア
ンスのトラフィックの処理に専念できるようになります。

（注）

eth0 を UDP ハートビート インターフェイスとして使用する場合、CAS の管理インターフェイスが他
のユーザ トラフィックのある VLAN 上ではなく、自身の VLAN 内にあることを確認します。これは、
同じ物理インターフェイス上でフェールオーバー ハートビートを実行するときに、管理トラフィック
を分割し保護できる一般的なベスト プラクティスです。

シリアル ポートの HA 接続
CAS ソフトウェアが稼動するマシンごとにシリアル ポートが 2 つある場合は、そのうちの 1 つをシリ
アル ケーブル接続に使用します。
デフォルトでは、サーバで検出された最初のシリアル コネクタがコンソール入出力用に設定されます
（インストールおよびその他のタイプの管理アクセス用）。

警告

ハイ アベイラビリティ（フェールオーバー）ペアをシリアル ケーブルで接続する場合、
NAC-3300 シリーズ アプライアンスなどのシリアル ポートへの BIOS リダイレクション機能
をサポートしているサーバ ハードウェア プラットフォームでは、シリアル ポートへの BIOS
のリダイレクションをディセーブルにする必要があります。詳細については、
『Supported
Hardware and System Requirements for Cisco NAC Appliance (Cisco Clean Access) 』
を参照してください。
ハイ アベイラビリティ モードが選択されている場合、シリアル コンソール ログイン（ttyS0）は自動
的にディセーブルになり、シリアル ポートが HA モード用に解放されます。ttyS0 をコンソール ログイ
ンとして再びイネーブルにするには、[Failover] > [General] タブの [Disable Serial Login] チェック
ボックスをオフにし、[Update]、[Reboot] の順にクリックします。詳細については、「c.HA プライマ
リ モードの設定および更新」（P.13-11）および「c.HA セカンダリ モードの設定および更新」
（P.13-18）を参照してください。

（注）

シリアル コンソール ログインと HA シリアル ハートビートは同じシリアル ポートで実現できません。
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ハイ アベイラビリティの設定
（注）

Cisco Integrated Services Routers（ISR; サービス統合型ルータ）に実装された Cisco NAC ネットワー
ク モジュールはハイ アベイラビリティをサポートしていません。
ここでは、ハイ アベイラビリティを設定する 5 つの一般的な手順を示します。

• ステップ 1：「HA プライマリ CAS の設定」（P.13-10）
• ステップ 2：「HA セカンダリ CAS の設定」（P.13-17）
• ステップ 3：「CAS の接続および設定の完了」（P.13-22）
• ステップ 4：「HA CAS ペアのフェールオーバー」（P.13-24）
• ステップ 5：「DHCP フェールオーバーの設定」（P.13-24）
（DHCP リレー モードやパススルー モードではなく）DHCP サーバとして機能する CAS にハイ ア
ベイラビリティを設定する場合は、CAS 間に SSH トンネルを設定する必要もあります。

（注） 「プライマリ」および「セカンダリ」は、HA 用に設定されたときのサーバのモードを示します。
「アクティブ」および「スタンバイ」はサーバの実行時ステータスを示します。

HA プライマリ CAS の設定
HA プライマリ CAS を設定する一般的な手順は、次のとおりです。
「a. プライマリ CAS のダイレクト アクセス」（P.13-10）
「b.HA プライマリ CAS のホスト情報の設定」（P.13-11）
「c.HA プライマリ モードの設定および更新」（P.13-11）
「d.SSL 証明書の設定」（P.13-16）
「e.HA プライマリ CAS のリブート」（P.13-17）
「f. サービス IP を使用した CAM への CAS の追加」（P.13-17）
完了したら、「HA セカンダリ CAS の設定」（P.13-17）に進みます。

a. プライマリ CAS のダイレクト アクセス
CAS にはそれぞれ独自の Web 管理コンソールがあり、CAS の特定の管理設定値を直接設定できます。
HA の CAS ペアを設定するには、CAS ダイレクト アクセス Web コンソールを使用する必要がありま
す。

HA プライマリ CAS のダイレクト アクセス Web 管理コンソールにアクセスする手順は、次のとおりで
す。
1. Web ブラウザを開き、URL またはアドレス フィールドに CAS の信頼できる（eth0）インター
フェイスの IP アドレス https://<primary_CAS_eth0_IP_address>/admin を入力します（たとえ
ば https://172.16.1.2/admin）。

2. 一時証明書を受け入れ、初期設定時に指定した Web コンソール パスワードを使用してユーザ
admin としてログインします。
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（注）

•

設定フォームとの間で値をコピー アンド ペーストするために、各 CAS（プライマリとセカンダ
「a.HA セカンダリ CAS のダイ
リ）の Web コンソールは開いたままにしておくことを推奨します。
レクト アクセス」（P.13-18）も参照してください。

• セキュリティのために、CAS のデフォルト パスワードを変更することを推奨します。

b.HA プライマリ CAS のホスト情報の設定
3. Network Settings リンクをクリックしてから、DNS タブをクリックします。
4. Host Name フィールドに、HA プライマリ CAS のホスト名を入力します。Host Domain フィール
ドに cisco.com などのドメインが入力されていることを確認します。必要に応じて、ドメインを追
加し、Update をクリックします。

（注）

HA を設定するときには、HA ペアの各マシンのホスト名を必ず指定します。ホスト名では大
文字と小文字が区別され、IP アドレスは指定できません。ホスト名は、HA プライマリと HA
セカンダリの設定の [Local Host Name] フィールドと [Peer Host Name] フィールドで必要にな
ります。[Local Host Name] と [Peer Host Name] は DNS で解決可能である必要はありません
が、大文字と小文字が区別され、マシンに対して指定したホスト名に一致する必要がありま
す。

図 13-4

[DNS] タブ

c.HA プライマリ モードの設定および更新
5. [Failover] > [General] タブをクリックし、[Clean Access Server Mode] ドロップダウン メニューで
[HA-Primary Mode] を選択します。
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図 13-5

[Failover]：モード選択

6. 表示される [HA-Primary Mode] フォームの次のフィールドに値を入力します。
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図 13-6

[Failover]：[HA-Primary Mode]

– [Trusted-side Service IP Address]：信頼ネットワークからペアをアドレス指定する場合の共通
IP アドレス（P.13-3 の図 13-1 の例では 10.201.2.112）。
– [Untrusted-side Service IP Address]：非信頼（管理対象）ネットワークのペアに対する共通ア
ドレス（例では 10.201.50.243）。
• [Trusted-side Link-detect IP Address]：IP アドレス（上流のルータなど）をこのフィールドに任意
で入力すると、CAS はこの外部アドレスに ping を試みます。一般的に、HA プライマリ CAS と
HA セカンダリ CAS の両方で同じ信頼できる側のリンク検出アドレスを入力しますが、ネット
ワーク トポロジが異なれば CAS ごとに異なるアドレスを指定できます。
• [Untrusted-side Link-detect IP Address]：IP アドレス（下流のスイッチなど）をこのフィールドに
任意で入力すると、CAS はこの外部アドレスに ping を試みます。HA プライマリ CAS と HA セ
カンダリ CAS の両方で、同じまたは異なる信頼できない側のリンク検出アドレスを入力できます。
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（注）

ネットワーク トポロジによって CAS HA ペア アプライアンス間のリンク検出機能が制限され
る場合は、/etc/ha.d/linkdetect.conf ファイルを使用して、eth0 または eth1 インターフェイス
に対してリンク検出動作を強制することができます。詳細については、「リンク検出インター
フェイス」（P.13-31）を参照してください。

• [Link-detect Timeout (seconds)]：これは CAS が信頼できる側または信頼できない側のリンク検出
アドレス IP アドレスに ping を試行する時間の長さを設定します。26 秒以上の時間を入力するこ
とを推奨します。CAS が指定された時間の間ノードに ping を実行できない場合、ノードは ping
不可と見なされます。

（注）

ハートビート シリアル インターフェイス設定または UDP 設定のほかに、信頼できる側または
信頼できない側のリンク障害にフェールオーバー イベントとして応答するよう CAS を設定す
ることもできます。CAS は、指定された信頼できるまたは信頼できないリンク検出アドレスに
ping を試行し、到達可能なノード数をカウントします。

0- アドレスなし
1- 信頼できる、または信頼できないのいずれか
2- 信頼できるおよび信頼できないの両方
スタンバイ CAS がアクティブ CAS よりも多くのノードに到達できた場合、スタンバイ CAS
はアクティブ CAS の役割を引き継いでアクティブ CAS になります。両方の CAS が同じ数の
アドレス（すべてのアドレスまたはアドレス 1 つのみ）に ping を実行できる場合、どちらの
CAS も優位にないのでフェールオーバー イベントは発生しません。リンク検出をイネーブル
にするには、各 CAS で少なくとも 1 つのリンク検出 IP アドレスとリンク検出タイムアウトを
入力します。詳細については、「リンクベースのフェールオーバー用外部 IP の選択」（P.13-5）
を参照してください。

（注）

スタンバイ CAS は、eth 0 または eth1 インターフェイスがダウンしても、他の使用可能なハー
トビート インターフェイス（たとえばシリアルや eth2）経由でアクティブ CAS からのハート
ビート パケットを受信できる場合があります。スタンバイ CAS がハートビート タイマーだけ
を使用してステートフル フェールオーバーを行う場合、アクティブ CAS がその主要な機能を
実行できなくなっても、スタンバイ CAS がアクティブ ロールの役割を引き継ぐことはありま
せん。リンクベースのフェールオーバーが設定されている場合、アクティブおよびスタンバイ
の CAS は eth0 と eth1 のステータスをハートビート インターフェイス経由で交換するため、こ
れら 2 つのインターフェイスのうちいずれかがダウンした場合、アクティブ CAS からのハー
トビートがフェールオーバー イベントを起動しなくても、スタンバイ CAS はアクティブ ロー
ルの役割を引き継ぐことができます。

CAS は、同じ間隔（約 1 ～ 2 秒ごと）でハートビート接続とリンク検出（任意）を実行しま
す。

• [[Primary] Local Host Name]：HA プライマリ CAS では、[Administration] > [Network Settings]
> [DNS | Host Name] の設定値がデフォルトで設定されます（図 13-4 では「rjcas_1」）。
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• [[Primary] Local Serial No]：HA プライマリ CAS ではデフォルトで設定されます。CAM では、
この CAS がローカル シリアル番号で識別されます（eth0 または eth1 の MAC アドレスで構成さ
れます）。HA CAS ペアでは、プライマリ CAS のシリアル番号は、CAM データベースでこの
CAS 特有の設定情報すべてを関連付けるためのキーとして使用されます。
• [Primary] Local MAC Address]（信頼できる側のインターフェイス）：デフォルトで、HA プライ
マリ CAS の eth0 インターフェイスの MAC アドレスが設定されます。
• [[Primary] Local MAC Address]（信頼できない側のインターフェイス）untrusted-side：デフォル
トで HA プライマリ CAS の eth1 インターフェイスの MAC アドレスが設定されます。

（注）

•

[[Primary] Local Host Name]、[[Primary] Local Serial No]、および [[Primary] Local MAC
Address]（信頼できる / 信頼できない）の値は、テキスト ファイルにコピー アンド ペーストでき
ます。これらの値は、あとで HA セカンダリ CAS を設定する際に必要になります。

• HA セカンダリ CAS 情報を HA プライマリ CAS のフォームに入力するには、HA セカンダリ CAS
Web コンソールの対応するフィールドからコピー アンド ペーストします。

• [[Secondary] Peer Host Name]：HA セカンダリ CAS ピアのホスト名（例では「rjcas_2」）。セカン
ダリ ピア ホスト名では、大文字と小文字が区別され、ピア マシンの [DNS] タブ
（[Administration] > [Network Settings] > [DNS] | [Host Name]）で指定された [Host Name] に正確
に一致する必要があります。

• [[Secondary] Peer MAC Address]（信頼できる側のインターフェイス）：HA セカンダリ CAS の信
頼できる（eth0）側のピア MAC アドレスです。
• [[Secondary] Peer MAC Address]（信頼できない側のインターフェイス）：HA セカンダリ CAS の
信頼できない（eth1）側のピア MAC アドレスです。
• [Heartbeat UDP Interface 1]：eth0 をこの CAS のフェールオーバー IP インターフェイスとして指
定します。専用イーサネット接続を使用できない場合は、CAS を HA モードで設定するときに、
ハートビート シリアル インターフェイスとともにハートビート UDP インターフェイスに eth0 を
使用することを推奨します。

• [[Secondary] Heartbeat IP Address on eth0]：HA セカンダリ CAS の信頼できるインターフェイス
（eth0）の IP アドレス。
• [Heartbeat UDP Interface 2]：eth1 をこの CAS のフェールオーバー IP インターフェイスとして指
定します。プライマリ フェールオーバー ハートビート接続として eth0 を使用するように CAS HA
システムを設定する場合、eth1 インターフェイスを冗長なハートビート モニタとして使用するこ
ともできます。

• [[Secondary] Heartbeat IP Address on eth1]：HA セカンダリ CAS の信頼できないインターフェイ
ス（eth1）の IP アドレス。
• [Heartbeat UDP Interface 3]：N/A、eth2、eth3 の中から選択できます。専用イーサネット接続を
使用できない場合は、CAS を HA モードで設定するときに、ハートビート シリアル インターフェ
イスとともにハートビート UDP インターフェイスに eth0 または別のイーサネット インターフェ
イスを使用することを推奨します。

• [[Secondary] Heartbeat IP Address on Interface 3]：HA セカンダリ CAS で設定されている第 3 の
フェールオーバー ハートビート リンクの IP アドレス。
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（注）

eth2 インターフェイスまたは eth3 インターフェイスを [Heartbeat UDP Interface 3] として指定
する場合、CAS CLI を使用してインターフェイスを手動で設定する必要があります。CAS
Web コンソールでは、eth2 または eth3 の設定（IP アドレス、ネットマスクなど）を行うこと
はできません。手順については、「NIC カードの追加設定」（P.4-25）を参照してください。

• [Heartbeat Serial Interface]：シリアル接続の COM ポートを選択します。ハートビート インター
フェイスに、シリアル接続と UDP 接続の両方を使用することを推奨します。CAS は設定されてい
るインターフェイスを監視し、HA を設定する時点で使用可能な [Heartbeat Serial Interface] オプ
ションだけを表示します。

（注）

HA（フェールオーバー）設定を開始する前に、シリアル ケーブルを接続しないでくださ
い。シリアル ケーブルは、必ず設定が完了してから接続してください。

• [Heartbeat Timeout (seconds)]：15 秒よりも大きい値を選択します。
• [Update]：CAS をリブートせずに HA 設定情報を更新します。
• [Reboot]：HA プライマリ CAS 設定の終了時に CAS をリブートする場合に使用します （この時点
では、[Reboot] をクリックしないでください）。

d.SSL 証明書の設定
7. HA プライマリ CAS の SSL 証明書を設定します。[Administration] > [SSL] > [X509 Certificate]
の順番に進みます。
図 13-7

[Administration] > [SSL] > [X509 Certificate]

8. 一時証明書、自己署名付き証明書、CA 署名付き証明書のどれを使用するかに応じて、次の手順の
1 つを実行します。
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HA ペアに一時証明書を使用する場合：
a. [Generate Temporary Certificate] をクリックし、フォームのすべてのフィールドに情報を入力
して、[Generate] をクリックします。証明書には、HA ペアのサービス IP アドレスを対応付け
る必要があります。

b. 一時証明書の生成が終了したら、証明書と秘密鍵のチェックボックスをクリックし、テーブル
中で強調表示します。

c. [Export] をクリックして証明書と秘密鍵をローカル マシンに保存します。証明書と秘密鍵はあ
とで HA セカンダリ CAS を設定するときにインポートする必要があります。

HA ペアに CA 署名付き証明書を使用する場合：
（注）

このプロセスでは、Certificate Signing Request（CSR; 証明書署名要求）と対応する秘密鍵をすでに生
成してあり、要求を Certificate Authority（CA; 認証局）に送信済みで、CA 署名付き証明書を受信し
てあるものとします。CAS の CA 署名付き証明書をまだ取得していない場合は、「CAS SSL 証明書の
管理」（P.12-7）の手順を実行します。

a. [Browse] をクリックし、ローカル マシン上の CA 署名付き証明書と秘密鍵が格納されている
ディレクトリに移動します。

b. [Import] をクリックします。あとで、この証明書を HA セカンダリ CAS にインポートする必
要があります。

（注）

CA 署名付き証明書は、サービス IP か、DNS を介してサービス IP に解決可能なホスト名またはドメイ
ン名のいずれかに基づいている必要があります。

e.HA プライマリ CAS のリブート
9. CAS ダイレクト アクセス インターフェイス（[Network Settings] > [Failover] > [General] >
[Reboot] ボタン）または CAM Web コンソール（[Administration] > [CCA Manager] > [Network]
> [Reboot] ボタン）で CAS をリブートします。

f. サービス IP を使用した CAM への CAS の追加
10. CAM Web コンソールで、[Device Management] > [CCA Servers] > [New Server] に進み、サーバ
IP アドレスとしてペアのサービス IP（10.201.2.112）を使用して CAS を CAM に追加します。
11. DHCP 設定など、必要なその他の設定値を設定して、CAS の実行時動作を制御します。
12. CAS の信頼できないインターフェイスに接続されたコンピュータから非信頼（管理対象）ネット
ワークにログインして、設定をテストします。次のステップには、ネットワークへのアクセスに成
功した場合だけ進んでください。

HA セカンダリ CAS の設定
（注）

Cisco Integrated Services Routers（ISR; サービス統合型ルータ）に実装された Cisco NAC ネットワー
ク モジュールはハイ アベイラビリティをサポートしていません。

HA セカンダリ CAS を設定する一般的な手順は、次のとおりです。
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a.HA セカンダリ CAS のダイレクト アクセス
b.HA セカンダリ CAS のホスト情報の設定
c.HA セカンダリ モードの設定および更新
d.SSL 証明書の設定
e.HA セカンダリ CAS のリブート

a.HA セカンダリ CAS のダイレクト アクセス
1. Web ブラウザを開き、URL またはアドレス フィールドに HA セカンダリ CAS の信頼できる
（eth0）インターフェイスの IP アドレスを https://<standby_CAS_eth0_IP_address>/admin
（例：https://172.16.1.3/admin）のように入力して、HA セカンダリ CAS の Web コンソールに
アクセスします。

2. ユーザ admin でログインし正しいパスワードを入力します。

（注）

•

設定フォームとの間で値をコピー アンド ペーストするために、各 CAS（プライマリとセカンダ
リ）の Web コンソールは開いたままにしておくことを推奨します。「a. プライマリ CAS のダイレ
クト アクセス」（P.13-10）も参照してください。

• セキュリティのために、CAS のデフォルト パスワードを変更することを推奨します。

b.HA セカンダリ CAS のホスト情報の設定
3. [Network Settings] ページの [DNS] タブを開きます。
4. ホスト名が HA セカンダリ CAS の一意のホスト名であることを確認します（たとえば
「rjcas_2」）。このタブで指定するドメイン名は、プライマリ CAS に対して指定したドメイン名と
同じでなければなりません（「b.HA プライマリ CAS のホスト情報の設定」（P.13-11）を参照）。

（注）

HA を設定するときには、HA ペアの各マシンのホスト名を必ず指定します。ホスト名では大
文字と小文字が区別され、IP アドレスは指定できません。ホスト名は、HA プライマリと HA
セカンダリの設定の [Local Host Name] フィールドと [Peer Host Name] フィールドで必要にな
ります。[Local Host Name] と [Peer Host Name] は DNS で解決可能である必要はありません
が、大文字と小文字が区別され、マシンに対して指定したホスト名に一致する必要がありま
す。

c.HA セカンダリ モードの設定および更新
5. [Failover] > [General] タブをクリックし、[Clean Access Server Mode] ドロップダウン メニューで
[HA-Secondary Mode] を選択します。
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図 13-8

[Failover]：[HA-Secondary Mode]

6. [HA-Secondary] フォームで、次のフィールドに入力します。
– [Trusted-side Service IP Address]：信頼ネットワークからペアをアドレス指定する場合の IP
アドレス。プライマリ CAS と同じ値を使用します（P.13-3 の図 13-1 の例では 10.201.2.112）。
– [Untrusted-side Service IP Address]：非信頼（管理対象）ネットワークからペアをアドレス指
定する場合の IP アドレス。プライマリ CAS と同じ値を使用します（例では 10.201.50.243）。
• [Trusted-side Link-detect IP Address]（任意）：IP アドレス（上流のルータなど）をこのフィール
ドに任意で入力した場合、CAS はこのアドレスに ping を試みます。一般的に、HA プライマリ
CAS と HA セカンダリ CAS の両方で同じ信頼できる側のリンク検出アドレスを入力しますが、
ネットワーク トポロジが異なれば CAS ごとに異なるアドレスを指定できます。

Cisco NAC Appliance - Clean Access Server インストレーション コンフィギュレーション ガイド
OL-16411-01-J

13-19

第 13 章

ハイ アベイラビリティ（HA）の設定

ハイ アベイラビリティの設定

• [Untrusted-side Link-detect IP Address]（任意）：IP アドレス（下流のスイッチなど）をこの
フィールドに任意で入力すると、CAS はこの外部アドレスに ping を試みます。HA プライマリ
CAS と HA セカンダリ CAS の両方で、同じまたは異なる信頼できない側のリンク検出アドレスを
入力できます。

（注）

ネットワーク トポロジによって CAS HA ペア アプライアンス間のリンク検出機能が制限され
る場合は、/etc/ha.d/linkdetect.conf ファイルを使用して、eth0 または eth1 インターフェイス
に対してリンク検出動作を強制することができます。詳細については、「リンク検出インター
フェイス」（P.13-31）を参照してください。

• [Link-detect Timeout (seconds)]（任意）：これは CAS が信頼できる側または信頼できない側のリ
ンク検出アドレス IP アドレスに ping を試行する時間の長さを設定します。26 秒以上の時間を入
力します。CAS が指定された時間の間ノードに ping を実行できない場合、ノードは ping 不可と
見なされます。

（注）

スタンバイ CAS は、eth 0 または eth1 インターフェイスがダウンしても、他の使用可能なハー
トビート インターフェイス（たとえばシリアルや eth2）経由でアクティブ CAS からのハート
ビート パケットを受信できる場合があります。スタンバイ CAS がハートビート タイマーだけ
を使用してステートフル フェールオーバーを行う場合、アクティブ CAS がその主要な機能を
実行できなくなっても、スタンバイ CAS がアクティブ ロールの役割を引き継ぐことはありま
せん。リンクベースのフェールオーバーが設定されていると、アクティブおよびスタンバイの
CAS は eth0 と eth1 のステータスをハートビート インターフェイス経由で交換するため、これ
ら 2 つのインターフェイスのうちいずれかがダウンした場合、アクティブ CAS からのハート
ビートがフェールオーバー イベントを起動しなくても、スタンバイ CAS はアクティブ ロール
の役割を引き継ぐことができます。
詳細については、「リンクベースのフェールオーバー用外部 IP の選択」（P.13-5）を参照してく
ださい。

• [[Secondary] Local Host Name]：HA セカンダリ CAS では、[Administration] > [Network
Settings] > [DNS] | [Host Name] の設定値がデフォルトで設定されます（例では「rjcas_2」）。
• [[Secondary] Local Serial No]：HA セカンダリ CAS ではデフォルトで設定されます。
• [[Secondary] Local MAC Address]（信頼できる側のインターフェイス）：デフォルトで、HA セカ
ンダリ CAS の eth0 インターフェイスの MAC アドレスが設定されます。
• [[Secondary] Local MAC Address]（信頼できない側のインターフェイス）：デフォルトで HA セカ
ンダリ CAS の eth1 インターフェイスの MAC アドレスが設定されます。

（注）

•

[[Secondary] Local Host Name]、[[Secondary] Local Serial No.]、および [[Secondary] Local MAC
Address]（信頼できる / 信頼できない）の値は、テキスト ファイルにコピー アンド ペーストできま
す。これらの値は、HA プライマリ CAS を設定する場合に必要です。

• HA プライマリ CAS 情報を HA セカンダリ CAS のフォームに入力するには、HA プライマリ CAS
Web コンソールの対応するフィールドからコピー アンド ペーストします。

• [[Primary] Peer Host Name]：HA プライマリ CAS のホスト名を入力します（図 13-4 では
「rjcas_1」）。[[Primary] Peer Host Name] では、大文字と小文字が区別され、ピア マシンの [DNS]
タブ（[Administration] > [Network Settings] > [DNS] | [Host Name]）で指定された ホスト名に正
確に一致する必要があります。
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• [[Primary] Peer Serial No]：HA プライマリ CAS のシリアル番号。HA セカンダリ CAS がアク
ティブになると、CAS 設定情報にアクセスするため、HA プライマリ CAS のシリアル番号を使用
して CAM に対して識別する必要があります。
• [[Primary] Peer MAC Address]（信頼できる側のインターフェイス）：HA プライマリ CAS の信頼
できる（eth0）側のピア MAC アドレス。
• [[Primary] Peer MAC Address]（信頼できな側のインターフェイス）：HA プライマリ CAS の信頼
できない（eth1）側のピア MAC アドレス。
• [Heartbeat UDP Interface 1]：eth0 をこの CAS のフェールオーバー IP インターフェイスとして指
定します。専用イーサネット接続を使用できない場合は、CAS を HA モードで設定するときに、
ハートビート シリアル インターフェイスとともにハートビート UDP インターフェイスに eth0 を
使用することを推奨します。

• [[Primary] Heartbeat IP Address on eth0]：HA プライマリ CAS の信頼できるインターフェイス
（eth0）側の IP アドレス。
• [Heartbeat UDP Interface 2]：eth1 をこの CAS のフェールオーバー IP インターフェイスとして指
定します。プライマリ フェールオーバー ハートビート接続として eth0 を使用するように CAS HA
システムを設定する場合、eth1 インターフェイスを冗長なハートビート モニタとして使用するこ
ともできます。

• [[Primary] Heartbeat IP Address on eth1]：HA プライマリ CAS の信頼できないインターフェイス
（eth1）の IP アドレス。
• [Heartbeat UDP Interface 3]：N/A、eth2、eth3 の中から選択できます。専用イーサネット接続を
使用できない場合は、CAS を HA モードで設定するときに、ハートビート シリアル インターフェ
イスとともにハートビート UDP インターフェイスに eth0 または別のイーサネット インターフェ
イスを使用することを推奨します。

• [[Primary] Heartbeat IP Address on Interface 3]：HA プライマリ CAS で設定されている第 3 の
フェールオーバー ハートビート リンクの IP アドレス。

（注）

eth2 インターフェイスまたは eth3 インターフェイスを [Heartbeat UDP Interface 3] として指定
する場合、CAS CLI を使用してインターフェイスを手動で設定する必要があります。CAS
Web コンソールでは、eth2 または eth3 の設定（IP アドレス、ネットマスクなど）を行うこと
はできません。手順については、「NIC カードの追加設定」（P.4-25）を参照してください。

• [Heartbeat Serial Interface]：シリアル接続の COM ポートを選択します。ハートビート インター
フェイスに、シリアル接続と UDP 接続の両方を使用することを推奨します。CAS は設定されてい
るインターフェイスを監視し、HA を設定する時点で使用可能な [Heartbeat Serial Interface] オプ
ションだけを表示します。

• [Heartbeat Timeout (seconds)]：15 秒よりも大きい値を選択します。
• [Update]：CAS をリブートせずに HA 設定情報を更新します。
• [Reboot]：HA プライマリ CAS 設定の終了時に CAS をリブートする場合に使用します （この時点
では、[Reboot] をクリックしないでください）。

d.SSL 証明書の設定
7. HA セカンダリ CAS の SSL 証明書を設定します。[Administration] > [SSL] > [X509 Certificate]
の順番に進み、以下の手順のいずれかを実行します。
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HA ペアに一時証明書を使用する場合：
a. [Browse] をクリックし、以前 HA プライマリ CAS からエクスポートした一時証明書と秘密鍵
を保存したローカル マシン上の場所を参照します。

b. 証明書ファイルを選択し、[Import] をクリックします。
c. この手順を繰り返して秘密鍵をインポートします。

HA ペアに CA 署名付き証明書を使用する場合：
a. [Browse] をクリックし、CA から受け取った CA 署名付き証明書と、HA プライマリ CAS か
らエクスポートした関連する秘密鍵を保存したローカル マシン上の場所を参照します。

b. CA 署名付き証明書ファイルを選択し、[Import] をクリックします。
c. この手順を繰り返して秘密鍵をインポートします。
詳細については、「CAS SSL 証明書の管理」（P.12-7）を参照してください。

e.HA セカンダリ CAS のリブート
8. CAS ダイレクト アクセス インターフェイスの [Network Settings] > [Failover] > [General] で、
[Reboot] ボタンをクリックして CAS をリブートします。

CAS の接続および設定の完了
1. HA プライマリ CAS マシンをシャットダウンし、rjcas_1 および rjcas_2 マシンをシリアル ヌル
モデム ケーブルで接続するか（空いているシリアル ポートを接続）、またはクロス ケーブルで接
続します（フェールオーバー用の eth2 や eth3 など、イーサネット インターフェイスのペアを使用
している場合に、イーサネット ポートを接続）。

2. CAM 管理コンソールを開きます。
3. [Device Management] > [CCA Servers] > [List of Servers] の順番に進みます。ハイ アベイラビリ
ティ ペアのアクティブ CAS が、ペアに対応するサービス IP の横のカッコ内に表示されます
（図 13-9 を参照）。HA プライマリ CAS は電源がオフになっているので、[List of Servers] のカッ
コ内に HA セカンダリ CAS の IP アドレスが表示され、ステータスが Connected になります。
図 13-9

HA ペアのアクティブ CAS

4. ペアの [Manage] ボタンをクリックします。HA セカンダリ CAS（現在はアクティブ CAS）の管
理ページが表示されます。
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5. HA プライマリ CAS の DHCP 設定と一致するように、DHCP サーバの設定値を設定します。HA
CAS ペアが DHCP サーバとして機能している場合は、「DHCP フェールオーバーの設定」
（P.13-24）のステップに従って、ピア CAS が DHCP 情報の同期を維持できるようにします。
6. CAS の信頼できないインターフェイスに接続されたクライアント コンピュータから、非信頼（管
理対象）ネットワークに許可ユーザとしてログオンして、設定をテストします。ログオンに成功し
た場合は、ログオンしたまま次のステップに進みます。
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HA CAS ペアのフェールオーバー
（注）

DHCP サーバの HA CAS ペアの場合、最初に「DHCP フェールオーバーの設定」（P.13-24）のステッ
プを実行します。

HA システムをテストするには、次のステップを使用します。
1. HA プライマリ CAS マシンの電源を投入します。CAS が完全に起動し、機能していることを確認
してから、先に進みます。

2. クライアント コンピュータからユーザ セッションをログオフし、非信頼（管理対象）ネットワー
クにユーザとして再度ログオンします。

3. HA セカンダリ CAS マシンはアクティブで、ユーザにサービスを提供します。
4. HA セカンダリ CAS マシンをシャットダウンします。

（注）

フェールオーバーをテストするマシンでは、「shutdown 」または「reboot」の使用を推奨しま
す。CLI コマンド を使用する場合も、service perfigo stop と service perfigo start の使
用を推奨します。バーチャル ゲートウェイ CAS の場合、代わりに service perfigo
maintenance を使用して CAS をメンテナンス モードにし、管理 VLAN へのネットワーク接続
を可能にします。詳細については、「CAS CLI コマンド」（P.4-20）を参照してください。

5. 約 15 秒後に HA プライマリ CAS がアクティブ サーバになってサービスを提供し、ブラウズを継
続できるようになります。

6. HA セカンダリ CAS マシン（スタンバイ サーバ）の電源を投入します。
7. CAM のイベント ログを調べます。CAS のステータスが正しく記録されている必要があります
（例：「rjcas_1 is dead.rjcas_2 is up」）。

8. これで、ハイ アベイラビリティ設定のテストは完了です。

DHCP フェールオーバーの設定
（注）

Cisco Integrated Services Routers（ISR; サービス統合ルータ）に実装されている Cisco NAC ネット
ワーク モジュールはハイ アベイラビリティをサポートしていないため、Cisco NAC ネットワーク モ
ジュールでは DHCP フェールオーバーを設定できません。
DHCP サーバ モードで動作するハイアベイラビリティ ピア CAS は、アクティブ リースやリース期間
など DHCP アクティビティに関する情報を、セキュアな SSH 接続（トンネル）を介して交換します。
（DHCP リレー モードやパススルー モードでなく）DHCP サーバとして機能する CAS にハイ アベイラ
ビリティを設定する場合は、DHCP フェールオーバーを設定する必要があります。HA プライマリと
HA セカンダリの両方の CAS に、サーバの鍵、およびサーバにアクセスしているアカウントの鍵が必
要です。したがって、合計 4 つの鍵を交換する必要があります。プライマリ CAS とセカンダリ CAS
間で DHCP フェールオーバー情報を転送するために必要なセキュリティ鍵の生成や交換を行うために、
以下で説明するインターフェイスが用意されています。
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（注）

DHCP サーバおよび CAS フェールオーバーを設定したら、プライマリ CAS とセカンダリ CAS を
フェールオーバーして、各サーバに /var/state/dhcp ディレクトリを作成する必要があります。DHCP
フェールオーバーを正しく機能させるには、/var/state/dhcp ディレクトリが両方のサーバに存在しなけ
ればなりません。「CAS の接続および設定の完了」（P.13-22）および「HA CAS ペアのフェールオー
バー」（P.13-24）を参照してください。

DHCP フェールオーバーの設定手順
手順を開始するには、プライマリ CAS およびセカンダリ CAS の管理コンソールを開きます
（https://<Server IP Address>/admin）。このプロセスの実行中はブラウザを 2 つ開きます。
ステップ 1
ステップ 2

プライマリ CAS の管理コンソールに移動して、[Network Settings] > [Failover] > [Synchronization] タ
ブをクリックします。

[Enable] ボタンをクリックして、プライマリ CAS で DHCP フェールオーバーをイネーブルにします
（このボタンはあとで [Disable] に切り替わります）。
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図 13-10

DHCP フェールオーバーのイネーブル化：プライマリ CAS

ステップ 3

プライマリ CAS の [SSH Client Key] フィールドの値をコピーします。

ステップ 4

セカンダリ CAS の管理コンソールに移動して、[Network Settings] > [Failover] > [Synchronization] タ
ブをクリックします （図 13-11 を参照）。
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図 13-11

DHCP フェールオーバーのイネーブル化：セカンダリ CAS

ステップ 5

[Enable] ボタンをクリックして、セカンダリ CAS で DHCP フェールオーバーをイネーブルにします
（このボタンはあとで [Disable] に切り替わります）。

ステップ 6

プライマリ CAS からコピーした SSH クライアント キーを、[Enter peer SSH Client key here] フィー
ルドに貼り付けます。

ステップ 7

セカンダリ CAS の管理コンソールのまま、[SSH Client Key] フィールドの値をコピーします。

ステップ 8

プライマリ CAS の管理コンソールに戻り、セカンダリ CAS の SSH クライアント キーを [Enter peer
SSH Client key here:] フィールドに貼り付けます （図 13-10 を参照）。

ステップ 9

プライマリ CAS の管理コンソールでのまま、[SSH Server Key] フィールドの値をコピーします。

ステップ 10

セカンダリ CAS の管理コンソールに戻り、プライマリ CAS の SSH サーバ キーを [Enter peer SSH
Server key here:] フィールドに貼り付けます。

ステップ 11

セカンダリ CAS の管理コンソールのまま、[SSH Server key] フィールドの値をコピーします。

ステップ 12

[Update] ボタンをクリックして、セカンダリ CAS にピア SSH キーを書き込みます。

ステップ 13

プライマリ CAS の管理コンソールに戻って、セカンダリ CAS の SSH サーバ キーを [Enter peer SSH
Server key here:] フィールドに貼り付けます。

ステップ 14

[Update] ボタンをクリックして、プライマリ CAS に ピア SSH キーを書き込みます。これで、DHCP
フェールオーバー設定は完了です。
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図 13-12

DHCP フェールオーバー：設定の完了

ハイ アベイラビリティ設定の変更
ここでは、既存のハイ アベイラビリティ CAS ペアの設定を変更する手順について説明します。ハイア
ベイラビリティ ペアのサービス IP、サブネット マスク、またはデフォルト ゲートウェイを変更するに
は、CAM を更新して、CAS をリブートする必要があります。
また、サービス IP アドレスが変更されていて、CAS の SSL 証明書がこのサービス IP に基づいている
場合は、ハイアベイラビリティ ペアの CAS ごとに新しい証明書を生成して、インポートする必要があ
ります。SSL 証明書が CAS のホスト名に基づいている場合は、新しい証明書を生成する必要はありま
せん。ただし、DNS サーバでそのホスト名の IP アドレスを変更する必要があります。
一般的な手順は次のとおりです。

1. 最初に CAM で CAS の設定を更新します（ただしリブートしません）。
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2. プライマリ CAS のダイレクト アクセス Web コンソールで HA 設定を更新し、プライマリ CAS を
リブートします。

3. プライマリ CAS のリブート中に、CAM の [List of Servers] でセカンダリ CAS がアクティブにな
るまで待機します。

4. セカンダリ CAS に対してステップ 1 ～ 3 を繰り返し、セカンダリ CAS をリブートします。
5. セカンダリ CAS のリブート中に、CAM でプライマリ CAS がアクティブになり、新しい設定が表
示されます。

HA-CAS の IP 設定の変更手順
1. CAM Web 管理コンソールで、[Device Management] > [CCA Servers] の順番に進みます。
2. CAS の [Manage] ボタンをクリックします。
3. [Network] タブをクリックします。
4. 信頼できるインターフェイスまたは信頼できないインターフェイスの [IP Address]、[Subnet
Mask]、または [Default Gateway] 設定を必要に応じて変更します。
5. [Update] ボタンだけをクリックします。

注意

この段階では、[Reboot] ボタンをクリックしないでください。

6. CAS の SSL 証明書が以前の IP アドレスに基づいている場合は、新たに設定された IP アドレスに
基づく新しい SSL 証明書を生成する必要があります。この処理は、[Administration] > [SSL] >
[X509 Certificate] で行うことができます。詳細については、「CAS SSL 証明書の管理」（P.12-7）
を参照してください。

7. SSL 証明書が CAS のホスト名に基づいていた場合は、新しい証明書を生成する必要はありませ
ん。ただし、DNS サーバでそのホスト名の IP アドレスを変更する必要があります。
8. 次に、以下の URL にアクセスして、プライマリ CAS のダイレクト アクセス Web 管理コンソール
を開きます。
https://<primary_CAS_eth0_IP_address>/admin

9. プライマリ CAS の IP フォームに、CAS Web コンソールの [Device Management] > [CCA Servers]
> [Manage [CAS_IP]] > [Network] > [IP] で行った変更内容が反映されます。
10. CAS ダイレクト アクセス コンソールで、[Network] > [Failover] > [General] タブをクリックしま
す。

11. 必要に応じて以下の項目を変更します。
– Trusted-side Service IP Address
– Untrusted-side Service IP Address
– [Secondary] Peer Host Name
– [Secondary] Peer MAC Address （信頼できる側のインターフェイス）
– [Secondary] Peer MAC Address （信頼できない側のインターフェイス）
– [Secondary] Heartbeat IP Address
12. [Update] ボタンをクリックしてから、[Reboot] ボタンをクリックします。
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13. CAM Web 管理コンソールから [Device Management] > [CCA Servers] の順番に進み、セカンダリ
CAS がアクティブになるまで待機します （この処理に数分間かかることがあります）。ハイ アベ
イラビリティ ペアのアクティブ CAS が、ペアに対応するサービス IP の横のカッコ内に表示され
ます（P.13-3 の図 13-1 を参照）。[List of Servers] のカッコ内にセカンダリ CAS の IP アドレスが
表示され、ステータスが Connected になります。
14. セカンダリ CAS の IP アドレスが [List of Servers] のカッコ内に表示されて、CAS のステータスが
Connected になったら、セカンダリ CAS にステップ 1 ～ 11 を繰り返します。
15. 変更して、セカンダリ CAS をリブートすると、[List of Servers] にプライマリ CAS がアクティブ
サーバとして表示され、新しい IP 情報がすべて表示されます。

既存のフェールオーバー ペアのアップグレード
既存のフェールオーバー ペアを新しい NAC リリースにアップグレードするための手順については、
『Release Notes for Cisco NAC Appliance, Version 4.5(1)』の「Upgrading High Availability Pairs」を参
照してください。

HA の便利な CLI コマンド
CAS の HA について把握するには、次のファイルが役に立ちます。
• HA CAS 設定ステータス（/etc/ha.d/perfigo.conf）
• ハートビート接続とリンクベース接続（/etc/ha.d/ha.cf）
• リンク検出インターフェイス（/etc/ha.d/linkdetect.conf）
• アクティブ / スタンバイ ステータス（/perfigo/common/bin/fostate.sh）

HA CAS 設定ステータス
/etc/ha.d/perfigo.conf ファイルには、ホスト名（rjcas_1）、ピア ホスト名（rjcas_2）、HA モード（プ
ライマリ）、ハートビート インターフェイス（UDP またはシリアル）、およびリンク検出インターフェ
イス情報を含めた、HA CAS に関するさまざまな設定情報が示されます。
[root@rjcas_1 ha.d]# more perfigo.conf
#linux-ha
#Mon Aug 28 18:50:15 PDT 2006
WIRELESS_SERVICEIP=10.10.20.4
PING_DEAD=25
HOSTNAME=rjcas_1
HA_DEAD=15
PEERGUSSK=
PEERMAC=00¥:16¥:35¥:BF¥:FE¥:67
PEERHOSTNAME=rjcas_2
TRUSTED_PINGNODE=10.10.40.100
UNTRUSTED_PINGNODE=10.10.20.100
HAMODE=PRIMARY
PEERMAC0=00¥:16¥:35¥:BF¥:FE¥:66
PEERHOSTIP=10.10.50.2
HA_FAILBACK=off
HA_UDP=eth2
WIRED_SERVICEIP=10.10.20.4
HA_SERIAL=ttyS0
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ハートビート接続とリンクベース接続
/etc/ha.d/ha.cf ファイルでは、ハートビート接続とリンクベースの接続に関する追加情報が示されま
す。
[root@rjcas_1 ha.d]# more ha.cf
# Generated by make-hacf-ss.pl
udpport
694
ucast
eth2 10.10.50.2
baud
19200
serial
/dev/ttyS0
keepalive
2
deadtime
15
deadping
25
auto_failback
off
apiauth
default uid=root
respawn
hacluster /usr/lib64/heartbeat/ipfail
ping
10.10.20.100
ping
10.10.40.100
log_badpack
warntime
debug
debugfile
logfile
watchdog
node
node

false
10
0
/var/log/ha-debug
/var/log/ha-log
/dev/watchdog
rjcas_1
rjcas_2

リンク検出インターフェイス
/etc/ha.d/linkdetect.conf ファイルは、ネットワーク トポロジにより、CAS HA ペア アプライアンス
間のリンク検出機能のための外部（ping 可能）インターフェイスの設定が制限される場合に有効です。
このファイルは、リンク検出機能のために監視する CAS ネットワーク インターフェイス（eth0、
eth1、または両方）を指定します。監視対象のインターフェイスが、関連付けられている外部インター
フェイスとの接続に失敗すると、アクティブ CAS がフェールオーバーし、スタンバイ CAS がアク
ティブの役割を引き継ぎます。
CAS で linkdetect.conf ファイルを作成または更新する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

CAS ダイレクト コンソール CLI に root ユーザでログインします。

ステップ 2

CAS の /etc/ha.d/ ディレクトリに移動します。

ステップ 3

ステップ 4

標準のテキスト エディタ（vi など）を使用し、linkdetect.conf ファイルを編集し、監視対象のイン
ターフェイス名を追加するか、このディレクトリに linkdetect.conf ファイルを追加します
（linkdetect.conf ファイルが現在 CAS にない場合）。
ファイルの内容を確認します。
[root@rjcas_1 ha.d]# more linkdetect.conf
# The following network interfaces will be monitored for link healthiness
# The active CAS will change to standby mode when any link failure is detected
#
eth0
eth1
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ステップ 5

新しい機能をイネーブル化するには、service perfigo stop コマンドと service perfigo start コマンドを
使用して CAS サービスを停止および再起動します。

上の linkdetect.conf ファイルの例で、CAS 上の eth0 インターフェイスと eth1 インターフェイスの両
方でネットワーク接続性が監視されます。

（注）

linkdetect.conf で指定されている他の CAS インターフェイス（eth2 や eth3 など）は、リンク検出動
作としては無視されます。

アクティブ / スタンバイ ステータス
次に、CLI を使用して、HA ペアの各 CAS の実行時ステータス（アクティブまたはスタンバイ）を判
断する例を示します。新しい CAS またはアップグレードした CAS では、fostate.sh コマンドが
/perfigo/common/bin/ ディレクトリにあります。

1. /perfigo/common/bin/ に移動し、最初の CAS で fostate.sh スクリプトを実行します。
[root@rjcas_1 bin]# ./fostate.sh
My node is active, peer node is standby
[root@rjcas_1 bin]#

この CAS は、HA ペアのアクティブ CAS です。

2. 2 番めの CAS で fostate.sh スクリプトを実行します。
[root@rjcas_2 bin]# ./fostate.sh
My node is standby, peer node is active
[root@rjcas_2 bin]#

この CAS は、HA ペアのスタンバイ CAS です。

ハイ アベイラビリティ ペアの Web コンソールへのアクセス
アクティブ CAS とスタンバイ CAS の判別
CAM Web コンソールから、[Device Management] > [CCA Servers] > [List of Servers] の順番に進んで
HA CAS ペアを表示します。[List of Servers] ページに、最初に CAS ペアの [Service IP] が表示され、
そのあとにカッコ内にアクティブ CAS の IP アドレスが表示されます。セカンダリ CAS が引き継ぐと、
その IP アドレスがアクティブ サーバとしてカッコ内に表示されます。
（注）

HA プライマリ モードで設定されている CAS は、現在アクティブな CAS でない可能性があります。

プライマリ CAS とセカンダリ CAS の判別
ペア内の各 CAS のダイレクト アクセス コンソールを開くため、Web ブラウザの URL またはアドレス
フィールドに次の URL を入力します（ブラウザは 2 つ開きます）。
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• プライマリ CAS で、https://<primary_CAS_eth0_IP_address>/admin と入力します。たとえば、
https://172.16.1.2/admin と入力します。

• セカンダリ CAS で、https://<secondary_CAS_eth0_IP_address>/admin と入力します。たとえ
ば、https://172.16.1.3/admin と入力します。
各 CAS の Web コンソールで、[Administration] > [Network Settings] > [Failover] > [General] の順番
に進みます。

• プライマリ CAS は、最初に HA を設定したときに [HA-Primary Mode] で設定した CAS です。
• セカンダリ CAS は、最初に HA を設定したときに [HA-Secondary Mode] で設定した CAS です。

4.0(0) よりも前のリリースでは、セカンダリ CAS は 初期 HA 設定で [HA-Standby Mode（CAS）] と
表示されます。

ネットワークへのハイ アベイラビリティ Cisco NAC アプラ
イアンスの追加
次の図は、HA CAM および HA CAS をコア ディストリビューション アクセス ネットワーク（ディス
トリビューション レイヤとアクセス レイヤに Catalyst 6500 を装備）の例に追加する方法を示します。
図 13-13 に、Cisco NAC アプライアンスを装備していないネットワーク トポロジを示します。コア レ
イヤおよびディストリビューション レイヤは Hot Standby Router Protocol（HSRP; ホットスタンバイ
ルータ プロトコル）を実行し、アクセス スイッチはディストリビューション スイッチにデュアルホー
ム接続しています。
図 13-13

Cisco NAC アプライアンスを追加する前のコア ディストリビューション アクセス ネットワー
ク例
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図 13-14 に、HA CAM をコア ディストリビューション アクセス ネットワークに追加する方法を示し
ます。この例では、HA ハートビート接続はシリアル インターフェイスと eth1 インターフェイスの両
方で設定されます。
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ハイ アベイラビリティ（HA）の設定

ネットワークへのハイ アベイラビリティ Cisco NAC アプライアンスの追加

図 13-14

ネットワークへの HA CAM の追加
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図 13-15 に、HA CAS をコア ディストリビューション アクセス ネットワークに追加する方法を示しま
す。この例では、CAS は中央配置の L2 OOB バーチャル ゲートウェイとして設定されます。HA ハー
トビート接続はシリアル インターフェイスと専用 eth2 インターフェイスの両方で設定されます。リン
ク障害ベースのフェールオーバー接続もまた、eth0 インターフェイスと eth1 インターフェイスで設定
されます。

（注）

Cisco Integrated Services Routers（ISR; サービス統合型ルータ）に実装された Cisco NAC ネットワー
ク モジュールはハイ アベイラビリティをサポートしていません。
図 13-15

ネットワークへの HA CAS の追加
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A

オープン ソース ライセンス通知
注意事項
このソフトウェア ライセンスに関する特記事項を次に示します。

OpenSSL/Open SSL Project
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit
(http://www.openssl.org/).
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

License Issues
The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the
original SSLeay license apply to the toolkit.See below for the actual license texts.Actually both licenses
are BSD-style Open Source licenses.In case of any license issues related to OpenSSL please contact
openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License:
Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project.All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the
OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)".
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote
products derived from this software without prior written permission.For written permission, please
contact openssl-core@openssl.org.
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注意事項

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in
their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit
(http://www.openssl.org/)".
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO
EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).This product
includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License:
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com).All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are
adhered to.The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.The SSL documentation included with this distribution is
covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.If
this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the
library used.This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online
or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:

"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)".
The word ‘cryptographic’ can be left out if the routines from the library being used are not
cryptography-related.
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory
(application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written
by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)".
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注意事項

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO
EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The license and distribution terms for any publicly available version or derivative of this code cannot be
changed.i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution license [including the
GNU Public License].
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