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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」

 • 「製品マニュアル」

 • 「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、Cisco NAC アプライアンス ハードウェアの設置と、Clean Access Manager

（CAM）および Clean Access Server（CAS）をネットワークに導入するための初期設定を担当するシ

ステム管理者を対象としています。Cisco NAC アプライアンス構成の設置、設定、および管理を行う

際には、このマニュアルと併せて『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Configuration 
Guide, Release 4.7(1)』と『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Configuration Guide, Release 
4.7(1)』も参照してください。

目的
Cisco NAC アプライアンス リリース 4.7(0) では新たに 6 つのハードウェア アプライアンス プラット

フォーム（FIPS 140-2（Federal Information Processing Standard; 連邦情報処理標準）カード オプショ

ンを搭載または未搭載の NAC-3315、NAC-3355、および NAC-3395）が導入されました。リリース 
4.7(x) では、既存の NAC-3310、NAC-3350、NAC-3390、および CCA-3140（EOL）ハードウェア 
プラットフォームについて、ソフトウェア リリース 4.7(x) へのアップグレードをサポートしています

（非 FIPS のみ）。
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このマニュアルについて
『Cisco NAC アプライアンス ハードウェア インストレーション ガイド、 リリース 4.7(1)』では、すべて

の Cisco NAC アプライアンス プラットフォームにおける Clean Access Manager および Clean Access 
Server のインストールおよび初期設定の方法について説明します。Clean Access Manager（CAM）お

よび Clean Access Server（CAS）のインストールと初期設定を行うと、CAM とその Web ベース管理

コンソールを使用し、単一の環境内で複数の CAS を管理できるようになります。エンド ユーザは、

Clean Access Server を介して Web ログインまたは Cisco NAC Agent によってネットワークに接続し

ます。このマニュアルでは、CAM および CAS のハイ アベイラビリティ構成をネットワークに実装す

る方法についても説明します。

Cisco NAC アプライアンスの関連資料の詳細については、「製品マニュアル」を参照してください。

本書の構成
このマニュアルでは、Clean Access Manager と Clean Access Server に関係するハードウェアおよびイン

ストールの情報を一緒に提供しています。リリース 4.7(0) 以降、これまで『Cisco NAC Appliance - 
Clean Access Manager Installation and Configuration Guide』および『Cisco NAC Appliance - Clean 
Access Server Installation and Configuration Guide』に含められていたインストールに関する章が

『Cisco NAC アプライアンス ハードウェア インストレーション ガイド』で説明されるようになりました。

表 1 本書の構成

章 説明

第 1 章「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 アプライアンスで利用可能なハードウェ

ア プラットフォームに関する情報を提供します。

第 2 章「設置の準備」 ご使用の環境が Cisco NAC アプライアンス ハー

ドウェアを設置できる準備が整っているか確認す

るのに必要な手順を概説します。

第 3 章「Clean Access Manager および Clean 
Access Server のインストール方法」

Clean Access Manager および Clean Access 
Server をインストールし、初期設定する方法につ

いて説明します。

第 4 章「ハイ アベイラビリティ（HA）の設定」 ハイ アベイラビリティ構成のために、一組の 
Clean Access Manager マシンまたは Clean 
Access Server マシンをセットアップする方法に

ついて説明します。

第 5 章「パスワードの回復」 失われた Cisco NAC アプライアンス ルート パス

ワードを復元するのに必要な手順を示します。

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。
x
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このマニュアルについて
表記法

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 4.7(1)』の「New and Changed Information」を参照

してください。

製品マニュアル
表 3 に、Cisco.com

（http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/tsd_products_support_series_home.html）で提供して

いる Cisco NAC アプライアンス関連の技術マニュアルの一覧を示します。

オンライン マニュアルを使用する場合は、ご使用の Cisco NAC アプライアンスで稼動するソフトウェ

ア バージョン（リリース 4.7 など）に対応するマニュアルを参照してください。

その他の詳細については、次の製品資料も参照してください。

 • 『Cisco NAC Appliance Data Sheet』

 • 『Cisco NAC Appliance Ordering Guide』

ヒント この資料の PDF バージョン内で言及されている外部 URL にアクセスするには、Adobe Acrobat でリン

クを右クリックし、[Open in Weblink in Browser] を選択します。

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

Web 管理コンソールのモジュール、メニュー、タブ、リンク、サ

ブメニュー リンク 
太字

選択する必要のあるメニュー項目 [Administration] > [User Pages]

表 3 Cisco NAC アプライアンスの関連資料

マニュアル タイトル 参照内容

『Cisco NAC Appliance Service 
Contract/Licensing Support』 

 • 製品ライセンスの入手およびインストール方法

 • サービス契約、発注、RMA に関する情報

『Support Information for Cisco NAC Appliance 
Agents, Release 4.5 and Later』

 • Agent システムの要件、Agent/サーバ バー

ジョンの互換性、Agent/OS/ブラウザのサポー

ト マトリクス、AD SSO に関する Agent/AD 
サーバの互換性、Agent によるローカライズさ

れた言語テンプレートのサポート 
xi
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このマニュアルについて
テクニカルサポートの詳細については、「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.xiv）
を参照してください。

『Switch Support for Cisco NAC Appliance』  • OOB 構成をサポートしているスイッチおよび 
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

『Connecting Cisco Network Admission Control 
Network Modules』

 • 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

の接続

『Release Notes for Cisco NAC Appliance, 
Version 4.7(1)』

次の内容を含む、 新の 4.7(x) リリースに関する

詳細

 • 新機能と機能拡張

 • 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

『Cisco NAC Appliance Hardware Installation 
Guide, Release 4.7(1)』

CAM/CAS のインストールに関する詳細

 • さまざまな CAM/CAS プラットフォームの

ハードウェア仕様

 • Clean Access Manager および Clean Access 
Server プラットフォームの設置方法

 • CASM/CAS への Cisco NAC アプライアンス 
ソフトウェアのインストール方法

 • CAM および CAS のペアをハイ アベイラビリ

ティ構成に設定する方法

『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager 
Configuration Guide, Release 4.7(1)』

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

 • 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

『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server 
Configuration Guide, Release 4.7(1)』

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） 

 • 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

表 3 Cisco NAC アプライアンスの関連資料

マニュアル タイトル 参照内容
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このマニュアルについて
追加情報

Cisco NAC アプライアンスの詳細については、 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/tsd_products_support_series_home.html にある次の資料

を参照してください。オンライン マニュアルを使用する場合は、ご使用の Cisco NAC アプライアンス

で稼動するソフトウェア バージョン（リリース 4.7 など）に対応するマニュアルを参照してください。

 • 『Cisco NAC Appliance Data Sheet』 

 • 『Cisco NAC Appliance Service Contract/Licensing Support』 

 • 『Supported Hardware and System Requirements for Cisco NAC Appliance』

 • 『Switch Support for Cisco NAC Appliance』

 • 『Support Information for Cisco NAC Appliance Agents, Release 4.5 and Later』

 • 『Release Notes for Cisco NAC Appliance, Version 4.7(1)』（「Upgrading」の項を含む）

 • 『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Configuration Guide, Release 4.7(1)』

 • 『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Configuration Guide, Release 4.7(1)』

 • 『Cisco NAC Profiler Installation and Configuration Guide, Release 2.1.8』

テクニカルサポートの詳細については、「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.xiv）
を参照してください。

変更履歴

表 4 『Cisco NAC アプライアンス ハードウェア インストレーション ガイド、リリース 
4.7(1)』の更新内容

日付 説明

2009/11/24 リリース 4.7 (1) での更新

 • 新しい Agent バージョンを示すインストール ダイアログの更新と Web コンソール

の図の更新

2009/10/21 リリース 4.7(0) での更新

 • 「4 支柱ラックへの NAC-3355/3395 アプライアンスのマウント」（P.2-22）を追加

 • NAC-3315、NAC-3355、および NAC-3395 のシリアル番号の表示位置を示す図と

「Cisco Product Identification ツール」（P.1-28）を追加

 • 「CAM/CAS での現在のマスター シークレットの確認 /変更」（P.3-51）を追加

 • 「破損したマスター シークレットからの回復」（P.3-52）を更新

2009/9/29 リリース 4.7（0）
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このマニュアルについて
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。
xiv
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Cisco NAC アプライ

OL-20326-01-J
C H A P T E R 1

Cisco NAC アプライアンスのハードウェア 
プラットフォーム

この章では、Cisco NAC アプライアンス ネットワーク アクセス コントロール システムに関する一般

的な情報と、シスコから入手可能なすべての Clean Access Manager（CAM）および Clean Access 
Server（CAS）プラットフォームのハードウェア仕様を示します。

（注） Cisco NAC ネットワーク モジュールは、Cisco NAC アプライアンス リリース 4.7(x) ではサポートさ

れていません。

この章は、次の内容で構成されています。

 • 「Cisco NAC アプライアンスについて」（P.1-1）

 • 「NAC-3315、NAC-3355、および NAC-3395」（P.1-3）

 • 「NAC-3310、NAC-3350、および NAC-3390」（P.1-16）

 • 「Cisco Product Identification ツール」（P.1-28）

Cisco NAC アプライアンスについて
Cisco® NAC アプライアンスは、ユーザがネットワークにアクセスする前に、ネットワーク管理者が

有線、無線、およびリモート ユーザとマシンを認証、許可、評価、および修復できる Network 
Admission Control（NAC; ネットワーク アドミッション コントロール）製品です。ノート型 PC、デ

スクトップ PC、企業資産などのネットワーク デバイスがネットワークのセキュリティ ポリシーに適合

しているかどうかを識別し、脆弱性を修復してから、ネットワークへのアクセスを許可します。

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）を介して実行し、Cisco NAC Agent および Cisco NAC Web Agent クライアン

ト ソフトウェアからクライアントに適用され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 ソリューションは、お客様のネットワークのニーズを満たす 適な設定で導入できます。
1-1
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Cisco NAC アプライアンスについて
ハードウェア プラットフォーム

Cisco NAC アプライアンスのハードウェア プラットフォームは 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。専用サーバ マシンに CAM（MANAGER）または CAS（SERVER）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事前にインス

トールされています。リリース 4.7(0) 以降では、オペレーティング システムには CentOS 5.3 ベースの

強化された 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。

Cisco NAC アプライアンス リリース 4.7(x) は、次の Cisco NAC アプライアンス プラットフォームだ

けをサポートしており、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。

FIPS 140-2 準拠プラットフォーム

 • Cisco NAC-3315（FIPS カード搭載）

 • Cisco NAC-3355（FIPS カード搭載）

 • Cisco NAC-3395（FIPS カード搭載）

非 FIPS 準拠のプラットフォーム

 • Cisco NAC-3315 

 • Cisco NAC-3355 

 • Cisco NAC-3395 

 • Cisco NAC-3310 

 • Cisco NAC-3350 

 • Cisco NAC-3390 

 • Cisco CCA-3140（EOL）

（注） CAM/CAS 内の FIPS カードが正常に動作しない場合は、『Release Notes for Cisco NAC Appliance, 
Version 4.7(1)』の「FIPS and SSH」の機能拡張の説明に従って、FIPS カードの動作スイッチが「O」

（動作モード）に設定されているか確認します。FIPS カードの動作が引き続き正常でない場合は、シス

コシステムズにアプライアンスの RMA を依頼し、アプライアンスを新しい Cisco 
NAC-3315/3355/3395 プラットフォームと交換する必要があります。詳細については、『Cisco NAC 
Appliance Service Contract/Licensing Support』の「Cisco NAC Appliance RMA and Licensing」を参

照してください。

（注） 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 4.7(1)』
を参照してください。

（注） Cisco CCA-3140（CCA-3140-H1）NAC アプライアンス（EOL）の場合は、CD による Clean Access 
Server または Clean Access Manager ソフトウェアのインストールが必要となります。

表 1-1 と表 1-2 に、各 Cisco NAC アプライアンスのハードウェア仕様をまとめます。「図」カラムに

は、NIC（ネットワーク インターフェイス カード）ポート、電源装置ソケット、LED、およびボタン

を示す詳細な図へのリンクが記載されています。
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NAC-3315、NAC-3355、および NAC-3395 
NAC-3315、NAC-3355、および NAC-3395
表 1-1 Cisco NAC アプライアンス ハードウェアの概要 

Cisco NAC アプ

ライアンス 製品 ハードウェア仕様 図

NAC-3315 MANAGER 

大 3 つのスタン

ドアロンまたは 
HA ペア CAS をサ

ポートする Lite 
Manager 

 • シングル プロセッサ：クアッドコア Intel Xeon
（コア 2 クアッド）

 • 4 GB RAM

 • 250 GB SATA HDD

 • 10/100/1000 LAN ポート× 4（統合 NIC が 2 つ、

ギガビット NIC（PCI-X）が 2 つ）

 • CD/DVD-ROM ドライブ

 • 4 USB ポート（前面に 2 つ、背面に 2 つ）

 • 電源：350 W

（注） NAC-3315 は IBM System x3250 M2 サーバ プ
ラットフォームをベースにしています。

 • 図 1-2（P.1-5） 
「Cisco NAC-3315 の
前面パネル」

 • 図 1-3（P.1-5） 
「Cisco NAC-3315 の
前面パネルの LED/ボ
タン」

 • 図 1-4（P.1-6） 
「Cisco NAC-3315
（FIPS カード搭載）

の背面パネル」

 • 図 1-5（P.1-6） 
「Cisco NAC-3315
（FIPS カード搭載）

の背面パネルの LED」

SERVER

100、250、または 
500 ユーザをサ

ポートする CAS

NAC-3355 MANAGER 

大 20 のスタンド

アロンまたは HA 
ペア CAS をサポー

トする Standard 
Manager

 • シングル プロセッサ：クアッドコア Intel Xeon
（Nehalem）

 • 6 GB RAM

 • 2 × 300 GB SAS RAID HDD

 • 10/100/1000 LAN ポート× 4（統合 NIC が 2 つ、

ギガビット NIC（PCI-X）が 2 つ）

 • CD/DVD-ROM ドライブ

 • 4 USB ポート（前面 1 つ、内部 1 つ、背面 2 つ）

 • Cavium CN1120-NHB-E SSL アクセラレータ 
カードまたは nCipher カード（FIPS 140-2 Level 2 
Common Criteria EAL2）

 • 電源：675 W × 2（冗長）

（注） NAC-3355 は、IBM System x3550 M2 サーバ 
プラットフォームをベースにしています。

 • 図 1-7（P.1-8） 
「Cisco NAC-3355 の
前面パネル」

 • 図 1-8（P.1-9） 
「Cisco NAC-3355 の
前面パネルの LED/ボ
タン」

 • 図 1-9（P.1-10） 
「Cisco NAC-3355
（FIPS カード搭載）

の背面パネル」

 • 図 1-10（P.1-11） 
「Cisco NAC-3355
（FIPS カード搭載）

の背面パネルの LED」

SERVER

1500、2500、
3500、または 5000 
ユーザをサポート

する CAS
1-3
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NAC-3315、NAC-3355、および NAC-3395
NAC-3315 のシリアル番号の位置

シリアル番号のラベルは、NAC-3315 の前面パネルの左下にあります（図 1-1 を参照）。

図 1-1 NAC-3315 アプライアンスのシリアル番号の位置

（注） NAC-3315 のシリアル番号は 7 文字です。NAC-3315 のシリアル番号の位置は、シスコのサポート 
Web サイトで Cisco Product Identification ツールを使用して確認することもできます。詳細について

は、「Cisco Product Identification ツール」（P.1-28）を参照してください。

NAC-3395 MANAGER

大 40 のスタンド

アロンまたは HA 
ペア CAS をサポー

トする Super 
Manager

 • デュアル プロセッサ：2 × クアッドコア Intel 
Xeon（Nehalem）

 • 8 GB RAM

 • 4 × 300 GB SAS RAID HDD

 • 10/100/1000 LAN ポート× 4（統合 NIC が 2 つ、

ギガビット NIC（PCI-X）が 2 つ）

 • CD/DVD-ROM ドライブ

 • 4 USB ポート（前面 1 つ、内部 1 つ、背面 2 つ）

 • Cavium CN1120-NHB-E SSL アクセラレータ 
カードまたは nCipher カード（FIPS 140-2 Level 2 
Common Criteria EAL2） 

 • 電源：675 W × 2（冗長）

（注） NAC-3395 は、IBM System x3550 M2 サーバ 
プラットフォームをベースにしています。

 • 図 1-12（P.1-12） 
「Cisco NAC-3395 の
前面パネル」

 • 図 1-13（P.1-13） 
「Cisco NAC-3395 の
前面パネルの LED/ボ
タン」

 • 図 1-14（P.1-14） 
「Cisco NAC-3395
（FIPS カード搭載）

の背面パネル」

 • 図 1-15（P.1-15） 
「Cisco NAC-3395
（FIPS カード搭載）

の背面パネルの LED」

表 1-1 Cisco NAC アプライアンス ハードウェアの概要（続き）

Cisco NAC アプ

ライアンス 製品 ハードウェア仕様 図

19
56

83

Cisco NAC 3315 Series
NAC Manager

CISCO

XXXXNNNNNNN
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第 1 章      Cisco NAC アプライアンスのハードウェア プラットフォーム

NAC-3315、NAC-3355、および NAC-3395 
Cisco NAC-3315 の前面および背面パネル

Cisco NAC-3315 FIPS 140-2 準拠プラットフォームは Clean Access Lite Manager および CAS
（100/250/500 ユーザ数）を展開するための推奨プラットフォームです。NAC-3315 CAM Lite は 大 
3 つの CAS または 3 つの HA-CAS ペアを管理できます。NAC-3315 CAS は 100、250、または 500 の
ユーザをサポートできます。

Cisco NAC-3315 にはネットワーク インターフェイスが 4 つ装備されているため、NIC インターフェ

イスを柔軟に選択して、CAS のハイ アベイラビリティ構成を実現できます。

詳細については、「ハードウェア プラットフォーム」（P.1-2）を参照してください。

前面パネルの機能

図 1-2 Cisco NAC-3315 の前面パネル 

図 1-3 Cisco NAC-3315 の前面パネルの LED/ボタン

1 前面 USB ポート 1 4 ハードディスク ドライブ（HDD）ベイ 2
2 前面 USB ポート 2 5 CD-ROM/DVD ドライブ

3 ハードディスク ドライブ（HDD）ベイ 0

Cisco NAC 3315 Series
NAC ManagerCISCO

1 3 4
2

5

1
9
5
1
9
7

1 電源ステータス LED グリーン = アプライアンスに AC 電源が接続され、電源が投入さ

れています。 

消灯 = アプライアンスの電源が切られています（AC 電源の切断）。

2 電源ボタン（埋め込み型）

3 リセット ボタン（埋め込

み型）

1

2

4
5

6
3

19
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第 1 章      Cisco NAC アプライアンスのハードウェア プラットフォーム           

NAC-3315、NAC-3355、および NAC-3395
背面パネルの機能

図 1-4 Cisco NAC-3315（FIPS カード搭載）の背面パネル 

図 1-5 Cisco NAC-3315（FIPS カード搭載）の背面パネルの LED 

4 HDD アクティビティ LED グリーンの点滅 = ドライブが動作中です。 

消灯 = ドライブが動作していません。

5 ロケータ ボタン /LED ブルーの点滅 = ロケータ ボタンが押されました。

6 システム ヘルス LED 消灯 = システムが正常な状態です。 

オレンジ = 障害予測システムのしきい値に達しています。次のい

ずれかが考えられます。

 • 少なくとも 1 つのファンに障害があります（システムまたは

プロセッサのファン）。

 • 少なくとも温度センサーの 1 つが危険なレベルに達しました

（システムまたはプロセッサの温度センサー）。

 • 少なくとも 1 つのメモリ モジュールに障害があります。

 • 電源装置ユニットにエラーが発生しました。

1 電源コード ソケット 6 NIC 2（eth1）GbE インターフェイス

2 FIPS カード ミニ DIN スマート カード リー

ダー ポート

7 NIC 1（eth0）GbE インターフェイス

3 FIPS カード モード スイッチ 8 背面 USB ポート 4
4 シリアル ポート 9 背面 USB ポート 3
5 ビデオ ポート 10 コンソール ポート

1
3

10 9 7 5 4

8 6

19
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99

2

2 5
3 4
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第 1 章      Cisco NAC アプライアンスのハードウェア プラットフォーム

NAC-3315、NAC-3355、および NAC-3395 
NAC-3355 のシリアル番号の位置

シリアル番号のラベルは、NAC-3355 の前面パネルの左下にあります（図 1-6 を参照）。

図 1-6 NAC-3355 アプライアンスのシリアル番号の位置

（注） NAC-3355 のシリアル番号は 7 文字です。NAC-3315 のシリアル番号の位置は、シスコのサポート 
Web サイトで Cisco Product Identification ツールを使用して確認することもできます。詳細について

は、「Cisco Product Identification ツール」（P.1-28）を参照してください。

1 FIPS カード ステータス 
LED

ブルーの点灯中に時々点滅 = FIPS カードが有効であり、コマン

ドを受信しています。 

ブルーで 2 回の短点滅後、休止 = FIPS カードが初期化モード

です。 

ブルーで 2 回の長点滅後、休止 = FIPS カードがメンテナンス 
モードです。 

繰り返し点滅するモールス信号の遭難連絡（... - - - ...）：ブルーで 
3 回短点滅してから、ブルーで 3 回長点滅し、再びブルーで 3 回
短点滅 = FIPS カードがエラーモードです。 

消灯 = FIPS カードに電源が接続されていません。

2 NIC 1（eth0）アクティビ

ティ LED
グリーン = アクティビティが存在します。 

グリーンの点滅 = アクティビティが存在します。 

消灯 = アクティビティが存在しません。

3 NIC 1（eth0）リンク LED グリーン = リンクが存在します。 

消灯 = リンクが存在しません。

4 NIC 2（eth1）アクティビ

ティ LED
グリーン = アクティビティが存在します。 

グリーンの点滅 = アクティビティが存在します。 

消灯 = アクティビティが存在しません。

5 NIC 2（eth1）リンク LED グリーン = リンクが存在します。 

消灯 = リンクが存在しません。
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第 1 章      Cisco NAC アプライアンスのハードウェア プラットフォーム           

NAC-3315、NAC-3355、および NAC-3395
Cisco NAC-3355 の前面および背面パネル

Cisco NAC-3355 FIPS 140-2 準拠プラットフォームは、企業全体に対応する Clean Access Standard 
Manager および Clean Access Server（1500/2500/3500 ユーザ数）の展開において拡張された機能を提

供します。NAC-3355 Standard CAM は 大 20 の CAS または 20 の HA-CAS ペアを管理できます。

NAC-3355 CAS は 1500、2500 または 3500 のユーザをサポートできます。

Cisco NAC-3315 と同様に、Cisco NAC-3355 にはネットワーク インターフェイスが 4 つ装備されてい

るため、NIC インターフェイスを柔軟に選択して、CAS のハイ アベイラビリティ構成を実現できま

す。Cisco NAC-3355 にはさらに、2 GB の RAM、RAID 0 および 1 に構成された 2 つの SAS ドライ

ブ、2 台の電源装置、SSL アクセラレータ カードが装備されています。これにより、大規模なネット

ワーク展開がサポートされ、ネットワーク コアの中央に配置した CAM/CAS の信頼性が向上します。

詳細については、「ハードウェア プラットフォーム」（P.1-2）を参照してください。

前面パネルの機能

図 1-7 Cisco NAC-3355 の前面パネル 

1 ハードディスク ドライブ（HDD）ベイ 0 8 前面 USB ポート 1

2
空き（未使用）ハードディスク ドライブ

（HDD）ベイ 1

1. シスコでは、NAC-3355 アプライアンスへのハード ドライブの増設をサポートしていません。

9
前面 USB ポート 2

3
空き（未使用）ハードディスク ドライブ

（HDD）ベイ 1 10
CD-ROM/DVD ドライブ

4
LED インジケータ付きの電源ボタン

（2 色：グリーン /オレンジ） 11
空き（未使用）ハードディスク ドライブ

（HDD）ベイ 1

5
オペレータ情報パネル

12
空き（未使用）ハードディスク ドライブ

（HDD）ベイ 1

6 オペレータ情報パネル リリース スイッチ 13 ハードディスク ドライブ（HDD）ベイ 1
7 ビデオ ポート
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第 1 章      Cisco NAC アプライアンスのハードウェア プラットフォーム

NAC-3315、NAC-3355、および NAC-3395 
図 1-8 Cisco NAC-3355 の前面パネルの LED/ボタン

1

HDD アクティビティ LED グリーン = ハードディスク ドライブが動作しています。 

グリーンの点滅 = ハードディスク ドライブが動作しています。 

消灯 = ハードディスク ドライブがアイドル状態か無効です。

2

HDD ステータス LED オレンジ = ハードディスク ドライブがエラー状態です。 

消灯 = ハードディスク ドライブは機能しているか、電源から切断

されています。

3
電源スイッチ ボタン カ
バー

左右にスライドさせ、電源スイッチを露出させたり保護したりし

ます。

4

イーサネット アイコン 
LED

グリーン = イーサネット インターフェイスが設定されておりアッ

プ状態になっています。 

消灯 = イーサネット インターフェイスが現在設定されていない

か、イーサネット インターフェイスがすべてダウン状態になって

います。

5

イーサネット インター

フェイス アクティビティ 
LED（NIC 1 および NIC 
2）

グリーン = アクティビティが存在します。 

グリーンの点滅 = アクティビティが存在します。 

消灯 = アクティビティが存在しません。

6
情報 LED オレンジ = 重大ではないシステム イベントが発生しました。 

消灯 = システムは正常に動作しています。

7

システム ヘルス LED 消灯 = システムが正常な状態です。 

オレンジ = 障害予測システムのしきい値に達しています。次のい

ずれかが考えられます。

 • 少なくとも 1 つのファンに障害があります（システムまたは

プロセッサのファン）。

 • 少なくとも温度センサーの 1 つが危険なレベルに達しました

（システムまたはプロセッサの温度センサー）。

 • 少なくとも 1 つのメモリ モジュールに障害があります。

 • 電源装置ユニットにエラーが発生しました。

Cisco NAC 3355 Series
NAC Manager
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第 1 章      Cisco NAC アプライアンスのハードウェア プラットフォーム           

NAC-3315、NAC-3355、および NAC-3395
背面パネルの機能

図 1-9 Cisco NAC-3355（FIPS カード搭載）の背面パネル 

8 前面ロケータ ボタン /LED ブルーの点滅 = ロケータ ボタンが押されました。

9

イーサネット インターフェ

イス アクティビティ LED
（NIC 3 および NIC 4）

グリーン = アクティビティが存在します。 

グリーンの点滅 = アクティビティが存在します。 

消灯 = アクティビティが存在しません。

10

LED 付き電源ボタン グリーン = アプライアンスに AC 電源が接続され、電源が投入さ

れています。 

グリーンの短点滅 = アプライアンスはオフ状態で、まだオンにす

ることができません（通常、この状態が 1 ～ 3 分続きます）。 

グリーンの長点滅 = アプライアンスは現在オフ状態で、オンにす

ることができます。 

徐々に退色するグリーンの点滅 = アプライアンスはパワーセーブ 
モードであり、オンにすることができます。 

消灯 = アプライアンスの電源が切られています（AC 電源の切断）。

1 空き（未使用）PCI Express/PCI-X スロット 7 背面 USB ポート 3
2 ビデオ ポート 8 シリアル ポート

3
FIPS カード ミニ DIN スマート カード リー

ダー ポート 9
NIC 2（eth1）GbE インターフェイス

4 FIPS カード モード スイッチ 10 NIC 1（eth0）GbE インターフェイス

5
背面 USB ポート 4

11
オプションの NIC 3 および NIC 4 イーサ

ネット インターフェイス

6 電源コード ソケット 12 コンソール ポート

1 2
4

3 5

9 7 6101112
8

19
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第 1 章      Cisco NAC アプライアンスのハードウェア プラットフォーム

NAC-3315、NAC-3355、および NAC-3395 
図 1-10 Cisco NAC-3355（FIPS カード搭載）の背面パネルの LED

1

NIC 1（eth0）アクティビ

ティ LED
グリーン = アクティビティが存在します。 

グリーンの点滅 = アクティビティが存在します。 

消灯 = アクティビティが存在しません。

2
NIC 1（eth0）リンク LED グリーン = リンクが存在します。 

消灯 = リンクが存在しません。

3

FIPS カード ステータス 
LED

ブルーの点灯中に時々点滅 = FIPS カードが有効であり、コマン

ドを受信しています。 

ブルーで 2 回の短点滅後、休止 = FIPS カードが初期化モード

です。 

ブルーで 2 回の長点滅後、休止 = FIPS カードがメンテナンス 
モードです。 

繰り返し点滅するモールス信号の遭難連絡（... - - - ...）：ブルーで 
3 回短点滅してから、ブルーで 3 回長点滅し、再びブルーで 3 回
短点滅 = FIPS カードがエラーモードです。 

消灯 = FIPS カードに電源が接続されていません。

4
AC 電源 LED グリーン = AC 電源が電源装置に接続されています。 

消灯 = AC 電源が電源装置に接続されていません。

5
DC 電源 LED グリーン = DC 電源が電源装置に接続されています。 

消灯 = DC 電源が電源装置に接続されていません。

6

電源エラー LED オレンジ = 電源装置に電力が供給されていますが、電源装置がエ

ラー状態です。 

消灯 = 電源装置が正常に機能している（AC および DC 電源インジ

ケータがグリーンの場合）、または電源装置が切断されています。

7
システム エラー LED オレンジ = システム エラーが発生したことを示しています。 

消灯 = システムは正常に動作しています。

8 背面ロケータ LED ブルーの点滅 = 前面のロケータ ボタンが押されました。

9

電源 LED グリーン = アプライアンスに AC 電源が接続され、電源が投入さ

れています。 

グリーンの短点滅 = アプライアンスはオフ状態で、まだオンにす

ることができません（通常、この状態が 1 ～ 3 分続きます）。 

グリーンの長点滅 = アプライアンスは現在オフ状態で、オンにす

ることができます。 

徐々に退色するグリーンの点滅 = アプライアンスはパワーセーブ 
モードであり、オンにすることができます。 

消灯 = アプライアンスの電源が切られています（電源の切断）。
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第 1 章      Cisco NAC アプライアンスのハードウェア プラットフォーム           

NAC-3315、NAC-3355、および NAC-3395
NAC-3395 のシリアル番号の位置

シリアル番号のラベルは、NAC-3395 の前面パネルの左下にあります（図 1-11 を参照）。

図 1-11 NAC-3395 アプライアンスのシリアル番号の位置

（注） NAC-3395 のシリアル番号は 7 文字です。NAC-3395 のシリアル番号の位置は、シスコのサポート 
Web サイトで Cisco Product Identification ツールを使用して確認することもできます。詳細について

は、「Cisco Product Identification ツール」（P.1-28）を参照してください。

Cisco NAC-3395 の前面および背面パネル

Cisco NAC-3395 FIPS 140-2 準拠アプライアンス プラットフォームでは、企業全体に対応する Clean 
Access Super Manager（Super CAM）を展開して、 大 40 の CAS または 40 の HA-CAS ペアをサ

ポートできるように、処理、メモリ、および電力が拡張されています。Cisco NAC-3390 にはデュアル 
プロセッサ、2 台の電源装置、4 GB の RAM、4 台のハードディスク ドライブ、4 つのネットワーク イ
ンターフェイス、および 1 つの SSL アクセラレータ カードが装備されています。詳細については、

「ハードウェア プラットフォーム」（P.1-2）を参照してください。

（注） Super CAM ソフトウェアは、Cisco NAC-3395（FIPS 準拠）および Cisco NAC-3390（非 FIPS 準拠）

プラットフォームでのみサポートされています。

前面パネルの機能

図 1-12 Cisco NAC-3395 の前面パネル 
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1 ハードディスク ドライブ（HDD）ベイ 0 8 前面 USB ポート 1
2 ハードディスク ドライブ（HDD）ベイ 2 9 前面 USB ポート 2

3
空き（未使用）ハードディスク ドライブ

（HDD）ベイ 1 10
CD-ROM/DVD ドライブ

4
LED インジケータ付きの電源ボタン

（2 色：グリーン /オレンジ） 11
空き（未使用）ハードディスク ドライブ

（HDD）ベイ 1
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第 1 章      Cisco NAC アプライアンスのハードウェア プラットフォーム

NAC-3315、NAC-3355、および NAC-3395 
図 1-13 Cisco NAC-3395 の前面パネルの LED/ボタン

5 オペレータ情報パネル 12 ハードディスク ドライブ（HDD）ベイ 3
6 オペレータ情報パネル リリース スイッチ 13 ハードディスク ドライブ（HDD）ベイ 1
7 ビデオ ポート

1. シスコでは、NAC-3395 アプライアンスへのハード ドライブの増設をサポートしていません。

1

HDD アクティビティ LED グリーン = ハードディスク ドライブが動作しています。 

グリーンの点滅 = ハードディスク ドライブが動作しています。 

消灯 = ハードディスク ドライブがアイドル状態か無効です。

2

HDD ステータス LED オレンジ = ハードディスク ドライブがエラー状態です。 

消灯 = ハードディスク ドライブは機能しているか、電源から切断

されています。

3
電源スイッチ ボタン カ
バー

左右にスライドさせ、電源スイッチを露出させたり保護したりし

ます。

4

イーサネット アイコン 
LED

グリーン = イーサネット インターフェイスが設定されておりアッ

プ状態になっています。 

消灯 = イーサネット インターフェイスが現在設定されていない

か、イーサネット インターフェイスがすべてダウン状態になって

います。

5

イーサネット インター

フェイス アクティビティ 
LED（NIC 1 および NIC 
2）

グリーン = アクティビティが存在します。 

グリーンの点滅 = アクティビティが存在します。 

消灯 = アクティビティが存在しません。

6
情報 LED オレンジ = 重大ではないシステム イベントが発生しました。 

消灯 = システムは正常に動作しています。

7

システム ヘルス LED 消灯 = システムが正常な状態です。 

オレンジ = 障害予測システムのしきい値に達しています。次のい

ずれかが考えられます。

 • 少なくとも 1 つのファンに障害があります（システムまたは

プロセッサのファン）。

 • 少なくとも温度センサーの 1 つが危険なレベルに達しました

（システムまたはプロセッサの温度センサー）。

 • 少なくとも 1 つのメモリ モジュールに障害があります。

 • 電源装置ユニットにエラーが発生しました。

Cisco NAC 3395 Series
NAC Manager

19
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第 1 章      Cisco NAC アプライアンスのハードウェア プラットフォーム           

NAC-3315、NAC-3355、および NAC-3395
背面パネルの機能

図 1-14 Cisco NAC-3395（FIPS カード搭載）の背面パネル 

8 ロケータ ボタン /LED ブルーの点滅 = ロケータ ボタンが押されました。

9

イーサネット インター

フェイス アクティビティ 
LED（NIC 3 および NIC 
4）

グリーン = アクティビティが存在します。 

グリーンの点滅 = アクティビティが存在します。 

消灯 = アクティビティが存在しません。

10

電源ボタン /LED グリーン = アプライアンスに AC 電源が接続され、電源が投入さ

れています。 

グリーンの短点滅 = アプライアンスはオフ状態で、まだオンにす

ることができません（通常、この状態が 1 ～ 3 分続きます）。 

グリーンの長点滅 = アプライアンスは現在オフ状態で、オンにす

ることができます。 

徐々に退色するグリーンの点滅 = アプライアンスはパワーセーブ 
モードであり、オンにすることができます。 

消灯 = アプライアンスの電源が切られています（AC 電源の切

断）。

1 空き（未使用）PCI Express/PCI-X スロット 7 背面 USB ポート 3
2 ビデオ ポート 8 シリアル ポート

3
FIPS カード ミニ DIN スマート カード リー

ダー ポート 9
NIC 2（eth1）GbE インターフェイス

4 FIPS カード モード スイッチ 10 NIC 1（eth0）GbE インターフェイス

5
背面 USB ポート 4

11
オプションの NIC 3 および NIC 4 イーサ

ネット インターフェイス

6 電源コード ソケット 12 コンソール ポート

1 2
4

3 5

9 7 6101112
8
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第 1 章      Cisco NAC アプライアンスのハードウェア プラットフォーム

NAC-3315、NAC-3355、および NAC-3395 
図 1-15 Cisco NAC-3395（FIPS カード搭載）の背面パネルの LED

1

NIC 1（eth0）アクティビ

ティ LED
グリーン = アクティビティが存在します。 

グリーンの点滅 = アクティビティが存在します。 

消灯 = アクティビティが存在しません。

2
NIC 1（eth0）リンク LED グリーン = リンクが存在します。 

消灯 = リンクが存在しません。

3

FIPS カード ステータス 
LED

ブルーの点灯中に時々点滅 = FIPS カードが有効であり、コマン

ドを受信しています。 

ブルーで 2 回の短点滅後、休止 = FIPS カードが初期化モードです。 

ブルーで 2 回の長点滅後、休止 = FIPS カードがメンテナンス 
モードです。 

繰り返し点滅するモールス信号の遭難連絡（... - - - ...）：ブルーで 
3 回短点滅してから、ブルーで 3 回長点滅し、再びブルーで 3 回
短点滅 = FIPS カードがエラーモードです。 

消灯 = FIPS カードに電源が接続されていません。

4
AC 電源 LED グリーン = AC 電源が電源装置に接続されています。 

消灯 = AC 電源が電源装置に接続されていません。

5
DC 電源 LED グリーン = DC 電源が電源装置に接続されています。 

消灯 = DC 電源が電源装置に接続されていません。

6

電源エラー LED オレンジ = 電源装置に電力が供給されていますが、電源装置がエ

ラー状態です。 

消灯 = 電源装置が正常に機能している（AC および DC 電源インジ

ケータがグリーンの場合）、または電源装置が切断されています。

7
システム エラー LED オレンジ = システム エラーが発生したことを示しています。 

消灯 = システムは正常に動作しています。

8 背面ロケータ LED ブルーの点滅 = 前面のロケータ ボタンが押されました。

9

電源 LED グリーン = アプライアンスに AC 電源が接続され、電源が投入さ

れています。 

グリーンの短点滅 = アプライアンスはオフ状態で、まだオンにす

ることができません（通常、この状態が 1 ～ 3 分続きます）。 

グリーンの長点滅 = アプライアンスは現在オフ状態で、オンにす

ることができます。 

徐々に退色するグリーンの点滅 = アプライアンスはパワーセーブ 
モードであり、オンにすることができます。 

消灯 = アプライアンスの電源が切られています（電源の切断）。

4 5 6
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第 1 章      Cisco NAC アプライアンスのハードウェア プラットフォーム           

NAC-3310、NAC-3350、および NAC-3390
NAC-3310、NAC-3350、および NAC-3390
表 1-2 Cisco NAC アプライアンス ハードウェアの概要 

Cisco NAC アプ

ライアンス 製品 ハードウェア仕様 図

NAC-3310 1、2 MANAGER 

大 3 つのスタン

ドアロンまたは 
HA ペア CAS をサ

ポートする Lite 
Manager 

 • シングル プロセッサ：Xeon 2.33 GHz デュアル 
コア

 • 1 GB RAM

 • 160 GB NHP SATA HDD

（注） 新しい Cisco NAC-3310 CAM/CAS は 160 GB 
のハード ドライブを装備しています。従来の 
NAC-3310 には元々出荷時には 80 GB ハード 
ドライブが装備されていました。これらのハー

ド ドライブのサイズは両方ともハイ アベイラ

ビリティ（HA）構成をサポートしており、

160 GB モデルを 80 GB モデルと一緒に HA ペ
アとして導入できます。

 • 10/100/1000 LAN ポート× 4（Broadcom 5721 統
合 NIC が 2 つ。Intel e1000 PCI-X NIC（HP 
#NC360T）が 2 つ）

 • CD/DVD-ROM ドライブ

 • 4 USB ポート（前面に 2 つ、背面に 2 つ）

（注） NAC-3310 は HP ProLiant DL140 G3 サーバ 
プラットフォームをベースにしています。

 • 図 1-16（P.1-18） 
「Cisco NAC-3310 の
前面パネル」

 • 図 1-17（P.1-19） 
「Cisco NAC-3310 の
前面パネルの LED/ボ
タン」

 • 図 1-18（P.1-20） 
「Cisco NAC-3310 の
背面パネル」

 • 図 1-19（P.1-21） 
「Cisco NAC-3310 の
背面パネルの LED」

SERVER

100、250、または 
500 ユーザをサ

ポートする CAS

NAC-3350 3 MANAGER 

大 20 のスタンド

アロンまたは HA 
ペア CAS をサポー

トする Standard 
Manager

 • シングル プロセッサ：Xeon 3.0 GHz デュアル コ
ア

 • 二重の電源

 • 2 GB RAM

 • 2 × 72 GB SFF SAS RAID HDD

 • Smart Array E200i コントローラ

 • 10/100/1000 LAN ポート× 4（Broadcom 5708 統
合 NIC が 2 つ、Intel e1000 PCI-X NIC（HP 
#NC360T）が 2 つ）

 • CD/DVD-ROM ドライブ

 • 4 USB ポート（前面 1 つ、内部 1 つ、背面 2 つ）

 • Cavium CN1120-NHB-E SSL アクセラレータ 
カード

（注） NAC-3350 は HP ProLiant DL360 G5 サーバ 
プラットフォームをベースにしています。

 • 図 1-20（P.1-22） 
「Cisco NAC-3350 の
前面パネル」

 • 図 1-21（P.1-22） 
「Cisco NAC-3350 の
前面パネルの LED/ボ
タン」

 • 図 1-22（P.1-23） 
「Cisco NAC-3350 の
背面パネル」

 • 図 1-23（P.1-24） 
「Cisco NAC-3350 の
背面パネルの LED」

SERVER

1500、2500、また

は 3500 ユーザをサ

ポートする CAS
1-16
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第 1 章      Cisco NAC アプライアンスのハードウェア プラットフォーム

NAC-3310、NAC-3350、および NAC-3390 
Cisco NAC-3310 の前面および背面パネル

（注） Cisco NAC-3310 は FIPS 準拠のシステムではありません。

Cisco NAC-3310 アプライアンスは Clean Access Lite Manager および CAS（100/250/500 ユーザ数）を

展開するための推奨プラットフォームです。NAC-3310 CAM Lite は 大 3 つの CAS または 3 つの 
HA-CAS ペアを管理できます。NAC-3310 CAS は 100、250、または 500 のユーザをサポートできます。

Cisco NAC-3310 にはネットワーク インターフェイスが 4 つ装備されているため、NIC インターフェ

イスを柔軟に選択して、CAS のハイ アベイラビリティ構成を実現できます。

（注） 新しい Cisco NAC-3310 CAM/CAS は 160 GB のハード ドライブを装備しています。従来の 
NAC-3310 には元々出荷時には 80 GB ハード ドライブが装備されていました。これらのハード ドライ

ブのサイズは両方ともハイ アベイラビリティ（HA）構成をサポートしており、160 GB モデルを 80 
GB モデルと一緒に HA ペアとして導入できます。

詳細については、「ハードウェア プラットフォーム」（P.1-2）を参照してください。

NAC-3390 3 MANAGER

大 40 のスタンド

アロンまたは HA 
ペア CAS をサポー

トする Super 
Manager

 • デュアル プロセッサ：Xeon 3.0 GHz デュアル コ
ア 

 • 二重の電源

 • 4 GB RAM

 • 4 × 72 GB SFF SAS RAID HDD

 • Smart Array E200i コントローラ

 • 10/100/1000 LAN ポート× 4（Broadcom 5708 統
合 NIC が 2 つ、Intel e1000 PCI-X NIC（HP 
#NC360T）が 2 つ）

 • CD/DVD-ROM ドライブ

 • 4 USB ポート（前面 1 つ、内部 1 つ、背面 2 つ）

 • Cavium CN1120-NHB-E SSL アクセラレータ 
カード

（注） NAC-3390 は HP ProLiant DL360 G5 サーバ 
プラットフォームをベースにしています。

 • 図 1-24（P.1-25） 
「Cisco NAC-3390 の
前面パネル」

 • 図 1-25（P.1-26） 
「Cisco NAC-3390 の
前面パネルの LED/ボ
タン」

 • 図 1-26（P.1-27） 
「Cisco NAC-3390 の
背面パネル」

 • 図 1-27（P.1-27） 
「Cisco NAC-3390 の
背面パネルの LED/ボ
タン」

1. NAC-3310 では、HP ProLiant DL140 G3 のファームウェア /BIOS アップグレードが必要な場合があります。「ファームウェアのアップグ
レード」（P.2-29）を参照してください。

2. NAC-3310 は、Lights Out 100i Remote Management（iLO）をサポートします。デフォルトの iLO 「管理者」アカウントには、デフォル
トのユーザ名 /パスワードである [admin]/[admin] が指定されています。BIOS 設定でデフォルトを変更できます。

3. NAC-3350 および NAC-3390 は、iLO2（Integrated Lights Out、バージョン 2）をサポートしています。管理アカウントの詳細については、
パネルのタグを参照してください。

表 1-2 Cisco NAC アプライアンス ハードウェアの概要（続き）

Cisco NAC アプ

ライアンス 製品 ハードウェア仕様 図
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NAC-3310、NAC-3350、および NAC-3390
前面パネルの機能

図 1-16 Cisco NAC-3310 の前面パネル 

1
ハードディスク ドライブ（HDD）ベイ

6
HDD アクティビティ LED インジケータ

（グリーン）

2
CD-ROM/DVD ドライブ

7
LED インジケータ付きの電源ボタン

（2 色：グリーン /オレンジ）

3
埋め込み LED インジケータ（ブルー）付き

の Unit Identification（UID; 装置 ID）ボタン 8
前面ベゼル用の取り付けネジ

4
システム ヘルス LED インジケータ（オレン

ジ） 9
前面 USB ポート

5

NIC 1（eth0）および NIC2（eth1）（緑）用

アクティビティ /リンクのステータス LED イ
ンジケータ

1 2 3

4 6

5 7

8 9 8
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第 1 章      Cisco NAC アプライアンスのハードウェア プラットフォーム

NAC-3310、NAC-3350、および NAC-3390 
図 1-17 Cisco NAC-3310 の前面パネルの LED/ボタン

1 UID LED（埋め込み） ブルー = UID ボタンが押されています。

2

システム ヘルス LED 消灯 = システムが正常な状態です。 

オレンジ = 障害予測システムのしきい値に達しています。次のい

ずれかが考えられます。

 • 少なくとも 1 つのファンに障害があります（システムまたは

プロセッサのファン）。

 • 少なくとも温度センサーの 1 つが危険なレベルに達しました

（システムまたはプロセッサの温度センサー）。

 • 少なくとも 1 つのメモリ モジュールに障害があります。

 • 電源装置ユニットにエラーが発生しました。

3

NIC 1（eth0）および 
NIC2（eth1）用アクティ

ビティ /リンクのステータ

ス LED

グリーンの点灯 = アクティブなネットワーク リンクが存在します。 

グリーンの点滅 = 実行中のネットワーク データ アクティビティ

が存在します。 

消灯 = サーバがオフラインです。

4
HDD アクティビティ LED グリーンの点滅 = ドライブが動作中です。 

消灯 = ドライブが動作していません。

5

電源ステータス LED
（埋め込み）

グリーン = サーバに AC 電源が接続され、電源が投入されてい

ます。 

オレンジ = サーバに AC 電源が接続され、スタンバイ モードに

なっています。 

消灯  = アプライアンスの電源が切られています（AC 電源の

切断）。

UID

18
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NAC-3310、NAC-3350、および NAC-3390
背面パネルの機能

図 1-18 Cisco NAC-3310 の背面パネル 

1
通気孔

9
埋め込み LED インジケータ（ブルー）付き

の Unit Identification（UID; 装置 ID）ボタン

2 上面カバーの取り付けネジ 10 背面 USB ポート（ブラック）

3
PCI ライザー ボード アセンブリの取り付けネ

ジ 11
ビデオ ポート（ブルー）

4 NIC 3（eth2）および NIC 4（eth3） PCI 
Express GbE LAN（RJ-45）ポート（Intel）

12 シリアル ポート 
5 13 PS/2 キーボード ポート（パープル）

6
標準サイズの PCI Express x16/PCI-X ライ

ザー ボード スロット カバー 14
PS/2 マウス ポート（グリーン）

7
電源コード ソケット

15
IPMI 管理用 10/100 Mbps iLO LAN ポート

（RJ-45）

8
NIC 1（eth0）および NIC 2（eth1） 統合 GbE 
Express LAN（RJ-45）ポート（Broadcom）

2 31 6 3 7

151312111098
14
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NAC-3310、NAC-3350、および NAC-3390 
図 1-19 Cisco NAC-3310 の背面パネルの LED

Cisco NAC-3350 の前面および背面パネル

（注） Cisco NAC-3350 は FIPS 準拠のシステムではありません。

Cisco NAC-3350 アプライアンスは、企業全体に対応する Clean Access Standard Manager（Standard 
CAM）および CAS（1500/2500/3500 ユーザ数）の展開において拡張された機能を提供します。

NAC-3350 Standard CAM は 大 20 の CAS または 20 の HA-CAS ペアを管理できます。NAC-3350 
CAS は 1500、2500 または 3500 のユーザをサポートできます。

Cisco NAC-3310 と同様に、Cisco NAC-3350 にはネットワーク インターフェイスが 4 つ装備されてい

るため、NIC インターフェイスを柔軟に選択して、CAS のハイ アベイラビリティ構成を実現できま

す。Cisco NAC-3350 にはさらに、2 GB の RAM、RAID 0 および 1 に構成された 2 つの SAS ドライ

ブ、2 台の電源装置、SSL アクセラレータ カードが装備されています。これにより、大規模なネット

ワーク展開がサポートされ、ネットワーク コアの中央に配置した CAM/CAS の信頼性が向上します。

詳細については、「ハードウェア プラットフォーム」（P.1-2）を参照してください。

1

NIC 1（eth0）および 
NIC2（eth1）用アクティ

ビティ /リンクのステータ

ス LED

グリーンの点灯 = アクティブなネットワーク リンクが存在します。 

グリーンの点滅 = 実行中のネットワーク データ アクティビティ

が存在します。 

消灯 = サーバがオフラインです。

2

NIC ネットワーク スピー

ド LED
オレンジの点灯 = LAN 接続が GbE リンクを使用しています。 

グリーンの点灯 = LAN 接続が 100 Mbps リンクを使用しています。 

消灯 = LAN 接続が 10 Mbps リンクを使用しています。

3 UID LED（埋め込み） ブルー = UID ボタンが押されました。

4

10/100 Mbps LAN ポート

用のリンク ステータス 
LED

グリーン = ネットワーク リンクが存在します。 

消灯 = ネットワーク リンクが存在しません。

5
10/100 Mbps LAN ポート

用のアクティビティ LED
グリーンの点滅 = ネットワーク アクティビティが存在します。 

消灯 = ネットワーク アクティビティが存在しません。

1 4 5

3
2
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NAC-3310、NAC-3350、および NAC-3390
前面パネルの機能

図 1-20 Cisco NAC-3350 の前面パネル 

図 1-21 Cisco NAC-3350 の前面パネルの LED/ボタン

1 ハード ドライブ ベイ 1 4 ビデオ コネクタ 
2 ハード ドライブ ベイ 2 5 HP システム インサイト ディスプレイ

3 CD-ROM/DVD ドライブ 6 USB コネクタ
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1

電源オン /スタンバイ ボタ

ンおよびシステム電源 
LED

グリーン = システムがオンです。 

オレンジ = システムがシャットダウン状態ですが、電力は供給さ

れています。 

消灯 = 電源コードが接続されていない、電源障害が発生した、電

源装置が設置されていない、設備の電源が利用できない、または

電源ボタン ケーブルが接続されていない状態です。

2

UID ボタン /LED ブルー = ID が作動しています。 

ブルーの点滅 = システムがリモートで管理されています。 

消灯 = ID が作動していません。

3

内部ヘルス LED グリーン = システムが正常な状態です。 

オレンジ = システムの機能が低下しています（悪化した状態のコ

ンポーネントを特定するには、「HP Systems Insight Display and 
LEDs」を参照してください）。 

レッド = システム ヘルスが危険な状態です（危険な状態のコン

ポーネントを特定するには、「HP Systems Insight Display and 
LEDs」を参照してください）。 

消灯 = スタンバイ モード時にシステムが正常な状態です。

1 2 3

4

5

6
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NAC-3310、NAC-3350、および NAC-3390 
背面パネルの機能

図 1-22 Cisco NAC-3350 の背面パネル 

4

外部ヘルス LED（電源） グリーン = 電源装置が正常な状態です。 

オレンジ = 冗長電源に障害が発生しました。 

消灯 = スタンバイ モードの場合に、電源装置が正常な状態です。

5

NIC 1（eth0） リンク /ア
クティビティ LED

グリーン = ネットワーク リンクが存在します。 

グリーンの点滅 = ネットワーク リンクおよびアクティビティが存

在します。 

消灯 = ネットワークへのリンクが存在しません。 

電源がオフの場合、前面パネルの LED はアクティブではありませ

ん。ステータスについては、背面パネルの RJ-45 コネクタ用の 
LED を参照してください（図 1-23（P.1-24））。

6

NIC 2（eth1）リンク /ア
クティビティ LED

グリーン = ネットワーク リンクが存在します。 

グリーンの点滅 = ネットワーク リンクおよびアクティビティが存

在します。 

消灯 = ネットワークへのリンクが存在しません。 

電源がオフの場合、前面パネルの LED はアクティブではありませ

ん。ステータスについては、背面パネルの RJ-45 コネクタ用の 
LED を参照してください（図 1-23（P.1-24））。

1 NIC 3（eth2） PCI-X ポート（Intel） 8 キーボード コネクタ（パープル）

2 NIC 4（eth3） PCI-X ポート（Intel） 9 マウス コネクタ（グリーン） 
3 PCI Express 拡張スロット 2 10 ビデオ コネクタ（ブルー）

4 電源ベイ 1 11 シリアル コネクタ

5 電源ベイ 2 12 USB コネクタ

6 統合 NIC 2（eth1） ポート（Broadcom） 13 USB コネクタ

7 統合 NIC 1（eth0）ポート（Broadcom） 14 iLO 2 NIC コネクタ（RJ-45）
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NAC-3310、NAC-3350、および NAC-3390
図 1-23 Cisco NAC-3350 の背面パネルの LED

1

iLO 2 NIC アクティビティ LED グリーン = アクティビティが存在します。 

グリーンの点滅 = アクティビティが存在します。 

消灯 = アクティビティが存在しません。

2
iLO 2 NIC リンク LED グリーン = リンクが存在します。 

消灯 = リンクが存在しません。

3

10/100/1000 NIC 3（Intel） アクティビ

ティ LED
グリーンの点灯 = 高アクティビティ。 

グリーンの点滅 = アクティビティが存在します。 

消灯 = アクティビティが存在しません（リンク LED 
が消灯している場合は、リンクが切れています）。

4

10/100/1000 NIC 3（Intel） リンク LED オレンジ = 1,000 Mbps。 
グリーン = 100 Mbps。 
消灯 = 10 Mbps（アクティビティ LED が消灯してい

る場合は、リンクが切れています）。

5

10/100/1000 NIC 4（Intel）アクティビ

ティ LED
グリーンの点灯 = 高アクティビティ。 

グリーンの点滅 = アクティビティが存在します。 

消灯 = アクティビティが存在しません（リンク LED 
が消灯している場合は、リンクが切れています）。

6

10/100/1000 NIC 4（Intel）リンク 
LED

オレンジ = 1,000 Mbps。 
グリーン = 100 Mbps。 
消灯 = 10 Mbps（アクティビティ LED が消灯してい

る場合は、リンクが切れています）。

7

10/100/1000 NIC 1（Broadcom）アク

ティビティ LED
グリーン = アクティビティが存在します。 

グリーンの点滅 = アクティビティが存在します。 

消灯 = アクティビティが存在しません。

8
10/100/1000 NIC 1（Broadcom）リン

ク LED
グリーン = リンクが存在します。 

消灯 = リンクが存在しません。

9

10/100/1000 NIC 2（Broadcom）アク

ティビティ LED
グリーン = アクティビティが存在します。 

グリーンの点滅 = アクティビティが存在します。 

消灯 = アクティビティが存在しません。

10
10/100/1000 NIC 2（Broadcom）リン

ク LED
グリーン = リンクが存在します。 

消灯 = リンクが存在しません。

11

UID ボタン /LED ブルー = ID が作動しています。 

ブルーの点滅 = システムがリモートで管理されてい

ます。 

消灯 = ID が作動していません。

12
電源 1 LED グリーン = 正常です。 

消灯 = システムがオフか電源に障害が発生しています。

13
電源 2 LED グリーン = 正常です。 

消灯 = システムがオフか電源に障害が発生しています。
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NAC-3310、NAC-3350、および NAC-3390 
Cisco NAC-3390 の前面および背面パネル

（注） Cisco NAC-3390 は FIPS 準拠のシステムではありません。

Cisco NAC-3390 アプライアンス プラットフォームでは、企業全体に対応する Clean Access Super 
Manager（Super CAM）を展開して、 大 40 の CAS または 40 の HA-CAS ペアをサポートできるよ

うに、処理、メモリ、および電力が拡張されています。Cisco NAC-3390 にはデュアル プロセッサ、

2 台の電源装置、4 GB の RAM、4 台のハード ディスク ドライブ、2 つの内蔵 NIC、および 1 つの 
SSL アクセラレータが装備されています。詳細については、「ハードウェア プラットフォーム」

（P.1-2）を参照してください。

（注） Super CAM ソフトウェアは、Cisco NAC-3395（FIPS 準拠）および Cisco NAC-3390（非 FIPS 準拠）

プラットフォームでのみサポートされています。

前面パネルの機能

図 1-24 Cisco NAC-3390 の前面パネル 

1 ハード ドライブ ベイ 1 5 CD-ROM/DVD ドライブ

2 ハード ドライブ ベイ 2 6 ビデオ コネクタ 
3 ハード ドライブ ベイ 3 7 HP システム インサイト ディスプレイ

4 ハード ドライブ ベイ 4 8 USB コネクタ
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NAC-3310、NAC-3350、および NAC-3390
図 1-25 Cisco NAC-3390 の前面パネルの LED/ボタン

1

電源オン /スタンバイ 
ボタンおよびシステム

電源 LED

グリーン = システムがオンです。 

オレンジ = システムがシャットダウン状態ですが、電力は供給さ

れています。 

消灯 = 電源コードが接続されていない、電源障害が発生した、電

源装置が設置されていない、設備の電源が利用できない、または

電源ボタン ケーブルが接続されていない状態です。

2

UID ボタン /LED ブルー = ID が作動しています。 

ブルーの点滅 = システムがリモートで管理されています。 

消灯 = ID が作動していません。

3

内部ヘルス LED グリーン = システムが正常な状態です。 

オレンジ = システムの機能が低下しています（悪化した状態のコ

ンポーネントを特定するには、「HP Systems Insight Display and 
LEDs」を参照してください）。 

レッド = システム ヘルスが危険な状態です（危険な状態のコン

ポーネントを特定するには、「HP Systems Insight Display and 
LEDs」を参照してください）。 

消灯 = スタンバイ モード時にシステムが正常な状態です。

4

外部ヘルス LED（電源） グリーン = 電源装置が正常な状態です。 

オレンジ = 冗長電源に障害が発生しました。 

消灯 = スタンバイ モードの場合に、電源装置が正常な状態です。

5

NIC 1 リンク /アクティビ

ティ LED
グリーン = ネットワーク リンクが存在します。 

グリーンの点滅 = ネットワーク リンクおよびアクティビティが存

在します。 

消灯 = ネットワークへのリンクが存在しません。 

電源がオフの場合、前面パネルの LED はアクティブではありま

せん。ステータスについては、背面パネルの RJ-45 コネクタ用の 
LED を参照してください（図 1-27（P.1-27））。

6

NIC 2 リンク /アクティビ

ティ LED
グリーン = ネットワーク リンクが存在します。 

グリーンの点滅 = ネットワーク リンクおよびアクティビティが存

在します。 

消灯 = ネットワークへのリンクが存在しません。 

電源がオフの場合、前面パネルの LED はアクティブではありま

せん。ステータスについては、背面パネルの RJ-45 コネクタ用の 
LED を参照してください（図 1-27（P.1-27））。
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第 1 章      Cisco NAC アプライアンスのハードウェア プラットフォーム

NAC-3310、NAC-3350、および NAC-3390 
背面パネルの機能

図 1-26 Cisco NAC-3390 の背面パネル 

図 1-27 Cisco NAC-3390 の背面パネルの LED/ボタン

1
PCI Express 拡張スロット 1、ロープロファ

イル、ハーフ長 8
マウス コネクタ（グリーン）

2
Cavium SSL アクセラレータ カード

（PCI Express 拡張スロット 2） 9
ビデオ コネクタ（ブルー）

3 電源ベイ 1 10 シリアル コネクタ

4 電源ベイ 2 11 USB コネクタ

5 統合 NIC 2（eth1） ポート（Broadcom） 12 USB コネクタ

6 統合 NIC 1（eth0）ポート（Broadcom） 13 iLO 2 NIC コネクタ（RJ-45）
7 キーボード コネクタ（パープル）
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1

iLO 2 NIC アクティビティ LED グリーン = アクティビティが存在します。 

グリーンの点滅 = アクティビティが存在します。 

消灯 = アクティビティが存在しません。

2
iLO 2 NIC リンク LED グリーン = リンクが存在します。 

消灯 = リンクが存在しません。

3

10/100/1000 NIC 1 アクティビティ 
LED

グリーン = アクティビティが存在します。 

グリーンの点滅 = アクティビティが存在します。 

消灯 = アクティビティが存在しません。

4
10/100/1000 NIC 1 リンク LED グリーン = リンクが存在します。 

消灯 = リンクが存在しません。

5

10/100/1000 NIC 2 アクティビティ 
LED

グリーン = アクティビティが存在します。 

グリーンの点滅 = アクティビティが存在します。 

消灯 = アクティビティが存在しません。

6
10/100/1000 NIC 2 リンク LED グリーン = リンクが存在します。 

消灯 = リンクが存在しません。
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Cisco Product Identification ツール
Cisco Product Identification ツール
Cisco Product Identification（CPI）ツールを使用すると、シスコ製品のシリアル番号を入手できます。

Web または電話によるサービスのご依頼の前に、CPI ツールを使用して製品のシリアル番号を確認し

てください。このツールには、シスコのサポート Web サイトからアクセスできます。

Cisco Product Identification ツールにアクセスするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Get Tools & Resources] リンクをクリックします。

ステップ 2 [All Tools (A-Z)] タブをクリックします。

ステップ 3 アルファベット順のドロップダウン リストから [Cisco Product Identification Tool] を選択します。

CPI ツールでは、次の 3 つの検索オプションを利用できます。

 • 製品 ID またはモデル名で検索する

 • シスコのモデルを参照する

 • show コマンドの出力をコピー & ペーストして製品を特定する

検索結果には、シリアル番号のラベルの場所がハイライトされた製品の説明図が表示されます。テクニ

カル サポートにお問い合せいただく前に、製品のシリアル番号のラベルを確認し、メモなどに控えて

おいてください。

CPI ツールには次の URL からアクセスできます。

http://tools.cisco.com/Support/CPI/index.do

CPI ツールにアクセスするには、Cisco.com のユーザ ID とパスワードが必要です。サービス契約が有効

で、ユーザ ID またはパスワードを取得していない場合は、次の URL で登録手続きを行ってください。

http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do

7

UID ボタン /LED ブルー = ID が作動しています。 

ブルーの点滅 = システムがリモートで管理されてい

ます。 

消灯 = ID が作動していません。

8

電源 1 LED グリーン = 正常です。 

消灯 = システムがオフか電源に障害が発生していま

す。

9

電源 2 LED グリーン = 正常です。 

消灯 = システムがオフか電源に障害が発生していま

す。
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C H A P T E R 2

設置の準備

この章では、Cisco NAC アプライアンスの設置の準備手順について説明します。ご使用のハードウェ

アやその他に必要な装置の確認方法、4 本支柱ラックへの Cisco NAC アプライアンスの設置方法、既

存の Cisco NAC アプライアンス ソフトウェアおよびシャーシ ファームウェアのアップグレード方法を

提供します。

（注） このインストレーション ガイドでは、Cisco NAC ネットワーク モジュール（NME-NAC-K9）につい

ては説明しません。Cisco NAC ネットワーク モジュールの設置と設定については、『Getting Started 
with Cisco NAC Network Modules in Cisco Access Routers』を参照してください。

この章は、次の内容で構成されています。

 • 「安全に関する注意事項」（P.2-2）

 • 「設置場所の準備」（P.2-6）

 • 「Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS のラックマウント」（P.2-16）

 • 「Cisco NAC アプライアンスのライセンス」（P.2-28）

 • 「Cisco NAC アプライアンス ソフトウェアのアップグレード」（P.2-28）

 • 「ファームウェアのアップグレード」（P.2-29）
2-1
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第 2 章      設置の準備        

安全に関する注意事項
安全に関する注意事項
Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS のインストールを開始する前に、人身事故または機器の損傷を

防ぐために、この章の安全に関する注意事項と「Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS のラックマウ

ント」（P.2-16）を確認してください。

ここでは、次の内容について説明します。

 • 「一般的な注意事項」（P.2-2）

 • 「機器を安全に取り扱うための注意事項」（P.2-3）

 • 「電気機器の安全な取り扱い」（P.2-4）

 • 「静電放電の防止」（P.2-5）

 • 「持ち運びに関する注意事項」（P.2-6）

一般的な注意事項

アプライアンスの使用および取り扱いの際には、次の一般的な注意事項に従ってください。

 • 保守に関する表示を順守してください。ご使用のアプライアンスの関連資料に説明がある場合を除

き、いかなる場合もシスコ製品の保守を行わないでください。稲妻が中に描かれた三角形の記号が

記載されたカバーを開いたり取り外したりすると、感電するおそれがあります。これらのコンパー

トメント内の部品の保守は、資格を持つ保守技術者が行う必要があります。

 • 次のような場合には、コンセントから製品の電源コードを外して、部品交換するか、認定されてい

る保守業者に連絡してください。

 – 電源コード、延長コード、またはプラグが破損した場合。

 – 製品の内部に物を落とした場合。

 – 製品が水に濡れた場合。

 – 製品を落としたり破損させた場合。

 – 使用手順に従っているのに製品が正常に動作しない場合。

 • アプライアンスをラジエータや熱源の近くに置かないでください。また、通気口をふさがないでく

ださい。

 • アプライアンスの上に食べ物や液体をこぼさないでください。また、水気のある環境で本製品を操

作しないでください。

 • アプライアンスの開口部に物を押し込まないでください。開口部に物を押し込むと、内部部品が

ショートして火災または感電を引き起こすおそれがあります。

 • 本製品と一緒に使用する装置はシスコが許可したものでなければなりません。

 • カバーを取り外したり内部部品に触れる場合は、製品を事前に放置冷却してください。

 • 適正な外部電源を使用してください。製品の運用に際しては、電気定格ラベルに記載されたタイプ

の電源だけを使用してください。必要な電源のタイプが不明の場合には、シスコの保守担当者また

は電力会社にお問い合せください。

 • 承認された電源コードだけを使用してください。アプライアンス用の電源ケーブルまたはアプライ

アンス用の AC 電源オプションの電源ケーブルが付属していない場合は、該当する国で使用が承認

された電源ケーブルを購入してください。電源コードは、製品と、製品の電気定格ラベルに記載さ

れた電圧および電流に適合する必要があります。電源コードの電圧および電流定格は、製品に記載

された定格以上でなければなりません。
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安全に関する注意事項
 • 感電事故を予防するため、アプライアンスおよび電源コードは、適正にアースされたコンセントに

接続してください。これらの電源コードには三つ又のプラグが備わっていて、適正なアースを確保

できるようになっています。アダプタ プラグを使用したり、ケーブルからアース突起を取り除い

たりしないでください。延長コードを使用する必要がある場合は、適切にアースされたプラグ付き

の三線コードを使用してください。

 • 延長コードおよび電源ストリップの定格を守ってください。延長コードまたは電源ストリップに差

し込まれているすべての製品の定格アンペアの合計が、延長コードまたは電源ストリップの定格の 
80% を超えないことを確認してください。

 • 電気機器、電圧変換器、または電気機器向けに販売されているキットを製品と一緒に使用しないで

ください。

 • 一時的に急激に起こる電源電圧の上昇または下降からアプライアンスを保護するには、サージ抑制

装置、電力コンディショナ、または無停電電源装置（UPS）を使用してください。

 • ケーブルおよび電源コードの配置に注意してください。ケーブル、電源コード、およびプラグを踏

んだり、これらにつまずいたりすることのないように配慮します。アプライアンスのケーブルまた

は電源コードの上に物を置かないように注意してください。

 • 電源コードまたはプラグを改造しないでください。設置場所に変更を加える場合には、資格のある

電気技術者または電力会社に相談してください。電気配線に関する一般規定および地域の規定に必

ず従ってください。

機器を安全に取り扱うための注意事項

次の注意事項に従って、安全を確保し、機器を保護してください。ただしこのリストには、起こりうる

危険な状況がすべて網羅されているわけではありません。常に注意が必要です。

警告 システムを電源に接続する前に、設置手順を読んでください。ステートメント 1004

 • アプライアンスの移動前に、必ずすべての電源コードおよびインターフェイス ケーブルを外しま

す。

 • 回路の電源が切断されていると思い込まず、必ず確認してください。

 • 設置前も設置後も、アプライアンスのシャーシ付近は整頓し清潔な状態に保ってください。

 • 工具および組立部品が通行の妨げにならないようにしてください。

 • 危険を伴う作業は、1 人では行わないでください。

 • 人身事故や装置障害を引き起こす可能性のある作業は行わないでください。

 • ゆとりのある服はアプライアンスのシャーシに引っ掛かるおそれがあるので着用しないでくださ

い。

 • 目に害を及ぼすおそれのある条件下で作業する場合は、保護用眼鏡を着用してください。
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安全に関する注意事項
電気機器の安全な取り扱い

警告 この装置は、出入りが制限された場所に設置されることを想定しています。出入りが制限された場所
とは、特殊なツール、ロックおよびキー、または他のセキュリティ手段を使用しないと入室できない
場所を意味します。 
ステートメント 1017

警告 感電を避けるため、安全超低電圧（SELV）回路を電話網の電圧（TNV）回路に接続することはしな
いでください。LAN ポートには SELV 回路があり、WAN ポートには TNV 回路があります。いくつ
かの LAN ポートおよび WAN ポートでは RJ-45 コネクタを使用します。ステートメント 1021

警告 電源コードが接続されているときは、電源装置に手を触れないでください。電源スイッチを備えたシ
ステムの場合、電源スイッチがオフになっていても、電源コードが接続されていれば、電源装置内部
に入力電圧がかかっています。電源スイッチのないシステムの場合、電源コードが接続されていれ
ば、電源装置内部に入力電圧がかかっています。ステートメント 4

警告 電源に接続されている装置を扱う場合は、事前に指輪、ネックレス、腕時計などの装身具を外してお
いてください。これらの金属が電源やアースに接触すると、金属が過熱して重度のやけどを負った
り、金属類が端子に焼き付くことがあります。ステートメント 43

警告 シャーシや電源付近で作業する場合は、AC 電源装置の電源コードを取り外し、DC 電源装置の回路
ブレーカーで電源を切断します。ステートメント 12

警告 雷が発生しているときには、システムに手を加えたり、ケーブルの接続や取り外しを行わないでくだ
さい。ステートメント 1001

警告 この装置は、アースされていることが前提になっています。通常の使用時には必ず装置がアースされ
ているようにしてください。ステートメント 39

警告 装置を設置または交換するときには、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。ステートメ
ント 1046

電気製品を取り扱うときは、次の注意事項に従ってください。

 • 室内の緊急電源遮断スイッチがどこにあるかを確認しておきます。そうすることで、電気事故が発

生した場合、迅速に電源を切ることができます。
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安全に関する注意事項
 • 次の作業を行う場合は事前にすべての電源を切断してください。

 – 電源装置またはその付近で作業する。

 – アプライアンスを設置または取り外す。

 – 大部分のハードウェアのアップグレードを実行する。

 • 故障していると思われる機器は取り付けないでください。

 • 床が濡れていないか、アースされていない電源延長コードや保護アースの不備などがないかどう

か、作業場所の安全を十分に確認してください。

 • 回路の電源が切断されていると思い込まず、必ず確認してください。

 • 人身事故や装置障害を引き起こす可能性のある作業は決して行わないでください。

 • 危険を伴う作業は、決して 1 人では行わないでください。

 • 電気事故が発生した場合は、次の手順に従ってください。

 – 負傷しないように注意してください。

 – アプライアンスの電源を切ります。

 – 可能であれば、医療援助を求めるために誰か別の人を呼んでもらうようにしてください。それ

ができない場合は、負傷者の状況を見きわめてから救援を要請してください。

 – 負傷者に人工呼吸や心臓マッサージなどの治療が必要かどうかを判断し、適切な処置を施して

ください。

さらに、電源から切断されていても、電話回線またはネットワーク配線に接続されている装置を扱う場

合には、次の注意事項に従ってください。

 • 雷が発生しているときには、電話線の接続を行わないでください。

 • 防水設計されていない電話ジャックは、湿気の多い場所に取り付けないでください。

 • 電話回線がネットワーク インターフェイスから切り離されている場合以外、絶縁されていない電

話ケーブルや端子には、触れないでください。

 • 電話回線の設置または変更は、十分注意して行ってください。

静電放電の防止

Electrostatic Discharge（ESD; 静電放電）によって、機器が損傷したり、電気回路に障害が発生する可

能性があります。ESD は、電子プリント基板の取り扱いが不適切な場合に発生し、故障または間欠的

な障害をもたらします。モジュールの取り外しおよび交換を行うときは、必ず ESD 防止手順に従って

ください。

 • 静電放電を受けやすいコンポーネントを輸送用ボックスから取り出すときは、アプライアンスにその

コンポーネントを取り付ける準備が整うまで、静電気防止用パッケージからコンポーネントを取り出

さないでください。静電気防止用パッケージを開く直前に、身体の静電気を取り除いてください。

 • 静電放電を受けやすいコンポーネントを輸送するときは、必ず静電気防止用容器またはパッケージ

に入れてください。

 • 静電放電を受けやすいコンポーネントの取り扱いは、静電気対策を講じた場所で行うようにしてく

ださい。静電気防止用フロア パッドまたはワークベンチ パッドをできるだけ使用してください。

 • Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS が電気的にアースに接続されていることを確認します。
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設置場所の準備
 • 静電気防止用リスト ストラップを肌に密着させて着用してください。クリップをアプライアンス

の塗装されていない金属面に接続し、不要な ESD 電圧がアースに安全に流れるようにします。静

電破壊および感電を防ぐには、リスト ストラップとコードが効果的に作用する必要があります。

 • リスト ストラップが利用できない場合は、アプライアンスの金属部に触ってアースしてください。

注意 装置の安全性を確保するために、静電気防止用リスト ストラップの抵抗値を定期的にチェックして

ください。抵抗値は 1 ～ 10 M Ω でなければなりません。

持ち運びに関する注意事項

Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS の重量は 9.071 kg（15 lb） ～ 14.96 kg（33 lb）であり、アプラ

イアンスに搭載されているハードウェア オプションによって異なります。アプライアンスは、頻繁に

移動されることを想定していません。アプライアンスを設置する前に、電源およびネットワーク接続に

対応するために後でアプライアンスを移動しなくても済むように、設置場所の準備を適切に行っておく

必要があります。

アプライアンスまたは重い物を持ち上げる際は必ず、次の注意事項に従ってください。

 • アプライアンスを持ち上げる前または移動する前には、必ずすべての外部ケーブルを外します。

 • 足場がしっかりしていることを確認し、対象物の重量を両足に均等に配分します。

 • アプライアンスをゆっくりと持ち上げます。突然動かしたり、持ち上げるときに体をねじったりし

ないでください。

 • 背筋をまっすぐ伸ばし、背中ではなく両足を使って持ち上げてください。アプライアンスを持ち上

げるのにかがまなければならない場合は、背部筋肉にかかる負担を和らげるために腰ではなく膝を

曲げてください。

 • アプライアンスは下から持ち上げます。アプライアンスの外装の下面を両手でしっかりつかんでく

ださい。

設置場所の準備
Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS を設置する前に、次の準備を行うことが重要です。

1. 設置場所の準備を整え（「設置場所の計画」（P.2-7）を参照）、設置計画または実施方法（MOP）を

確認してください。

2. 開梱してアプライアンスを検査します。

3. アプライアンスの適切な設置に必要となる工具およびテスト装置を集めます。

ここでは、次の内容について説明します。

 • 「設置場所の計画」（P.2-7）

 • 「梱包の内容」（P.2-11）

 • 「フェールオーバー バンドル」（P.2-12）

 • 「必要な装置」（P.2-12）

 • 「コンフィギュレーション ワークシート」（P.2-12）
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設置場所の準備
設置場所の計画

警告 この装置は、出入りが制限された場所に設置されることを想定しています。出入りが制限された場所
とは、特殊なツール、ロックおよびキー、または他のセキュリティ手段を使用しないと入室できない
場所を意味します。ステートメント 1017

通常、設置場所はあらかじめ準備しておく必要があります。準備の一環として、設置場所および Cisco 
NAC アプライアンス CAM/CAS が収容される装置ラックの見取り図を入手してください。既存のアプ

ライアンスの場所と、それらの相互接続（通信および電源など）を判別します。通気に関する注意事項

（「通気に関する注意事項」（P.2-9）を参照）に従って、適切な冷気がアプライアンスに行き渡ることを

確認します。

アプライアンスの設置にかかわる要員はすべて（設置担当者、エンジニア、監督者）、お客様の承認を

得るために MOP の準備に参加する必要があります。詳細については、「実施方法」（P.2-11）を参照し

てください。

ここでは、アプライアンスの設置前に考慮しなければならない設置環境の要件に関する注意事項を示し

ます。

 • 「ラックへの設置に関する安全上の注意事項」（P.2-7）

 • 「設置場所の環境」（P.2-9）

 • 「通気に関する注意事項」（P.2-9）

 • 「温度と湿度に関する注意事項」（P.2-10）

 • 「電源に関する考慮事項」（P.2-10）

 • 「実施方法」（P.2-11）

ラックへの設置に関する安全上の注意事項

Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS は、装置ラック用の Electronics Industries Association（EIA）

規格（EIA-310-D）に準拠した大部分の 4 支柱（telco タイプ）、19 インチ装置ラックに装着すること

ができます。ラックには、アプライアンス取付け用のマウント フランジを備えた支柱が少なくとも 2 
本なければなりません。2 本の支柱上の取り付け穴の中心線間の距離は、46.50 cm +/- 0.15 cm（18.31 
インチ +/- 0.06 インチ）とする必要があります。アプライアンスに付属のラック取り付け金具は、大部

分の 19 インチ装置ラックまたは telco タイプのフレームに適合します。
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設置場所の準備
図 2-1 に 4 支柱（telco タイプ）装置ラックの例を示します。

図 2-1 装置ラックのタイプ

閉鎖型ラック（使用しないでください）

図 2-1 a に、取り付け用の 2 本の支柱が前部にある自立閉鎖型ラックを示します。このタイプの閉鎖型

ラックに Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS をインストールすべきではありません。アプライアン

スでは内部部品の動作温度を許容レベルに維持するために冷気の流れを妨げないようにする必要がある

からです。アプライアンスを閉鎖型ラックに搭載すると（前面と背面のドアが取り外された状態であっ
ても）、空気の流れが妨げられ、アプライアンスの近辺に熱がこもり、アプライアンスの内部が過熱状

態に陥るおそれがあります。

4 支柱（開放型）ラック

図 2-1 b に、自立型の 4 支柱開放型ラックを示します。この場合は前部と後部にそれぞれ 2 本の支柱が

あります。このタイプのラックの支柱は多くの場合が調整可能であり、ラック前部に揃えてマウントす

る代わりに、ラックの奥行きに合わせてラックにマウントする装置を位置決めすることができます。

Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS をラックに取り付ける前に、次の注意事項を確認してください。

 • ラックにアプライアンスを取り付ける際は 2 人以上で作業を行ってください。

 • 室内の気温が 35°C（95°F）未満であることを確認します。

 • 換気口をふさがないでください。通常は、15 cm（6 インチ）のスペースで適切な空気の流れが確

保できます。

 • アプライアンスの設置は、ラックの底部から順に進めるよう計画してください。

 • ラックから一度に複数のアプライアンスを引き出さないでください。

 • 適切にアースされたコンセントにアプライアンスを接続してください。

 • ラックに複数の装置を取り付ける場合はコンセントが過負荷にならないようにしてください。

 • ラックに取り付けられた装置に重量が 50 Kg（110 lb）を超える物を載せないでください。

27
95

9

a b
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設置場所の準備
設置場所の環境

正常に動作させるためには、アプライアンスの位置や装置ラックまた配線室の配置が非常に重要です。

装置間の感覚が狭すぎたり、通気が不適切だったり、パネルに手が届かなかったりすると、システムの

誤作動やシャットダウンの原因となり、アプライアンスのメンテナンスを困難にする可能性がありま

す。アプライアンスの前面パネルおよび背面パネルへのアクセスについて計画を立てます。

次の注意事項に従うことにより、アプライアンスに適した動作環境を計画し、環境が原因で発生する装

置の障害を防止できます。

 • アプライアンスが動作する室内で、十分な換気が可能であることを確認してください。電気製品は

熱を発生させます。適切な換気が行われていない場合、室温が上がり、装置を正常な動作温度に冷

却できなくなる可能性があります。詳細については、「通気に関する注意事項」（P.2-9）を参照し

てください。

 • ラックの設置場所が AC 電源ケーブル、アース ケーブル、およびネットワーク ケーブルに対応で

きることを確認します。

 • 設置の際はラックの周りに十分な作業スペースを確保してください。次のスペースが必要です。

 – アプライアンスの移動、位置合わせ、挿入のために、ラックの周囲に少なくとも 9.14 m（3 
フィート）のスペース

 – 設置後のメンテナンスを考慮してアプライアンスの前部と背部に少なくとも 61 cm（24 イン

チ）のスペース

 • 2 本の支柱またはレールの間にアプライアンスを取り付けるには、使用可能な開口部（2 つのマウ

ント フランジの内端間の幅）を少なくとも 45.0 cm（17.7 インチ） とする必要があります。

（注） ラックマウント キットに、2 支柱装置ラックは含まれていません。

 • 適切なストレイン レリーフ方法を使用してケーブルと装置接続を保護してください。

 • ネットワーク インターフェイス ケーブル内でのノイズ干渉を防ぐために、それらのケーブルを直

接、電源ケーブルと一緒にまたは交差させて配線しないでください。

 • 機器の破損を防ぐため、「静電放電の防止」（P.2-5）に記載されている静電放電の防止手順に必ず

従ってください。静電放電は故障または間欠的な障害をもたらします。

通気に関する注意事項

装置ラック内で適切な通気を確保するために、ラックの前部と背部に少なくとも 15.24 cm（6 インチ）

のスペースを確保することを推奨します。装置ラックとラック内を占有するアプライアンス内での通気

が妨げられるまたは制限される場合、またはラック内に入り込む周囲の空気の温度が高すぎる場合、

ラック内とラックを占有するアプライアンス内の温度が過度に上昇するおそれがあります。

また、設置場所は可能な限り清潔にしておく必要があります。埃は、アプライアンスのファンの動きを

妨げて、装置ラックおよび装置ラックを占有するアプライアンス内での冷気の流れを低下させる傾向に

あります。冷気の流れが低下すると、過熱状態を引き起こす危険が高くなります。

さらに、次の注意事項に従って、装置ラックの構成を計画してください。

 • 通気の他に、メンテナンスのためにラックの周囲にスペースを確保する必要があります。

 • 開放型のラックにアプライアンスを取り付ける場合は、ラック フレームによって前面の吸気口と

背面の排気口がふさがれないように注意してください。
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温度と湿度に関する注意事項

表 2-1 に、Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS に関する動作時と非動作時の設置場所の環境条件を

示します。アプライアンスは、通常、次に一覧した範囲内で動作します。ただし、温度測定値が 小ま

たは 大パラメータに近い場合は、問題がある可能性があります。正常な動作を維持するには、アプラ

イアンスを設置する前に設置場所に関する計画策定および準備を適切に実施することによって、限界値

に近づく前に環境の異常を予測し調整します。

電源に関する考慮事項

Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS は、AC 入力電源のみで構成します。すべての電源接続が米国

電気規約（NEC）のルールおよび規制と地域の規定に適合していることを確認します。アプライアン

スへの電源接続を計画する際は、次の注意事項および推奨事項に従ってください。

 • 設置前および設置後に定期的に設置場所の電源を調べ、安定した電力（スパイクやノイズがないこ

と）が供給されていることを確認します。必要に応じて、電力調整器を取り付けてください。

 • AC 電源装置は次の機能を備えています。

 – 110 V または 220 V での動作の自動選択機能。

 – すべてのアプライアンスに対応する電気コード（電源コードの近くに、アプライアンスに対す

る適正な電圧、周波数、電流引き込み、および消費電力が表示されています）。

警告 この製品は設置する建物に回路短絡（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計されていま
す。このため、屋内配線には必ず、米国では 120 VAC、15 A、その他の国では 240 VAC、10 A 以
下のヒューズまたは回路ブレーカーを使用してください。ステートメント 13

 • 落雷や電力サージによる被害を避けるため、ホスト装置ラックに適切なアースを取り付けます。

警告 この装置は、アースさせる必要があります。絶対にアース導体を破損させたり、アース線が正しく取
り付けられていない装置を稼動させたりしないでください。アースが適切かどうかがはっきりしない
場合には、電気検査機関または電気技師に確認してください。ステートメント 1024

 • 100 ～ 240 VRMS および 50/60 Hz の範囲内の入力電圧および周波数で動作し、オペレータによる

調整の必要のない AC 入力電源装置。

表 2-1 動作時および非動作時の環境仕様

仕様 最小 最大

周囲温度、動作時 10°C（50°F） 35°C（95°F）
周囲温度、非動作時および保管時 -40°C（-40°F） 70°C（158°F）
周囲湿度（結露なし）、動作時 10% 90%

周囲湿度（結露なし）、非動作時および保管時 5% 95%

振動、動作時 5 ～ 500 Hz、2.20 g RMS ラン

ダム

—
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実施方法

前述したように、準備には設置計画の検証または MOP が含まれています。MOP（設置を進める前に

対応し承認を得る必要があるタスクおよび考慮事項の設置前チェックリスト）の例を次に示します。

1. 担当者を割り当てます。

2. 担当者、装置、工具の保護要件を決定します。

3. サービスに影響を及ぼすような潜在的な危険性を評価します。

4. 設置の時間的な予定を立てます。

5. スペース要件を決定します。

6. 所要電力を決定します。

7. 必要な手順またはテストを判別します。

8. 装置の計画において、設置する各 Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS の配置の予備決定を行い

ます。

9. このハードウェア インストレーション ガイドを読んでください。

10. 設置用の交換可能な部品のリスト（ネジ、ボルト、ワッシャなど）を確認し、該当する部品を明ら

かにします。

11. 必要工具のリストをチェックし、必要な工具とテスト装置が確実に利用できるようにします。詳細

については、「必要な装置」（P.2-12）を参照してください。

12. 設置作業を実行します。

梱包の内容

パッケージの内容を確認して（図 2-2）、Cisco NAC アプライアンスの設置に必要な付属品がすべて納

入されているか確認してください。装置を再梱包する場合に備えて、梱包材を保管しておきます。付属

品が不足していたり、損傷したりしている場合は、購入された代理店に連絡してください。Cisco NAC 
アプライアンスの一部のモデルには、図に示されていない追加部品が付属していることがあります。

図 2-2 発送用の箱の中身
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（注） Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS には製品ソフトウェアが事前にロードされているので、梱包内

容に Cisco NAC アプライアンス ソフトウェア インストール CD は含まれません。詳細については、

「Cisco NAC アプライアンス ソフトウェアのアップグレード」（P.2-28）を参照してください。

フェールオーバー バンドル

フェールオーバー バンドルを注文した場合は、物理 Cisco NAC アプライアンスが 2 台納入されます。

このマニュアルの説明に従って各マシンで初期設定を実行する必要があります。初期設定が完了した

ら、CAM または CAS Web コンソールを使用してハイ アベイラビリティ（HA）を設定ます。次にア

プライアンスを物理的に接続することにより HA ペアを作成します。CAM HA の設定の詳細について

は、 新の『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Configuration Guide, Release 4.7(1)』の

「Configuring High Availability (HA)」の章を参照し、CAS HA の設定の詳細については、 新の

『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Configuration Guide, Release 4.7(1)』の「Configuring 
High Availability (HA)」の章を参照してください。

（注） シリアル ケーブルを介してハイ アベイラビリティ（フェールオーバー）ペアを接続する場合は、Cisco 
NAC アプライアンス CAM/CAS で、シリアル ポートに対する 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)』の「Disable BIOS Redirection for Serial HA (Failover) 
Connections」を参照してください。

必要な装置

アプライアンスで Cisco NAC アプライアンスのコンフィギュレーション ユーティリティを実行するに

は、ワークステーション（PC またはラップトップ）と、キーボード、モニタ、およびマウスが必要で

す。初期設定が完了したら、RJ-45 コネクタを備えた標準（ストレート）イーサネット カテゴリ 5 
ネットワーク ケーブルで、Cisco NAC アプライアンスのインターフェイスとネットワーク（CAM の
場合は eth0、CAS の場合は eth0 および eth1）を接続する必要があります。HA ペア アプライアンスを

互いに接続するには、クロスオーバー RJ-45 イーサネット ケーブルが必要です。「ハードウェア プラッ

トフォーム」（P.1-2）に、各モデルのインターフェイスの詳細を示します。

コンフィギュレーション ワークシート

Cisco NAC アプライアンスの初期設定を実行するには、次の情報が必要です。

 • 「Clean Access Manager（CAM）のコンフィギュレーション ワークシート」

 • 「Clean Access Server（CAS）のコンフィギュレーション ワークシート」

 • 「CAS モードと IP アドレッシングの注意事項」

（注） アプライアンスをハイ アベイラビリティ（HA）用に設定する場合は、まず各アプライアンスで初期イ

ンストールを実行し、次に CAM または CAS Web コンソールで HA を設定します。Web 設定によって 
HA ペア用に仮想サービス IP を作成する必要があります。
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Clean Access Manager（CAM）のコンフィギュレーション ワークシート

Clean Access Server（CAS）のコンフィギュレーション ワークシート 

表 2-2 CAM コンフィギュレーション ユーティリティ ワークシート

CAM NAC アプライアンスの場合

a. eth0（信頼できる）インターフェイスの IP アドレス 1：

1. サーバ ハードウェアでは、一般的に eth0 と eth1 は 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。

                                                              

b. eth0 インターフェイスのサブネット マスク（IP ネッ
トマスク）：

                                                              

c. eth0 インターフェイスのデフォルト ゲートウェイ IP 
アドレス：

                                                              

d. CAM のホスト名：                                                               

e. ネットワーク上の DNS の IP アドレス：                                                               

f. マスター シークレット： 
（注） HA ペアとして導入された CAM/CAS でマスター 

シークレットは同じでなければなりません。

                                                              

g. 日付、時刻、タイムゾーン：                                                               

h. 必要な一時 SSL 証明書（あとで変更可能）を生成す
る場合：

CAM の FQDN または IP アドレス： 

組織ユニット（Sales など） 

組織名（Cisco など） 

組織の場所（San Jose、CA、US など）

（注） FQDN を使用している場合は、DNS サーバにド

メイン名が設定されていることを確認します。

                                                              

i. root ユーザのパスワード：                                                               

j. Web コンソール パスワード 2：

2. デフォルト パスワードを変更して、「強力な」パスワード（8 文字以上で、大文字、小文字、数字、特殊文字から
それぞれ 2 文字以上を組み合わせる）を使用することを強く推奨します。

                                                              

表 2-3 CAS コンフィギュレーション ユーティリティ ワークシート 

CAS NAC アプライアンスの場合

a. eth0（信頼できる）インターフェイスの IP アドレス 1：                                                               

b. eth0 インターフェイスのサブネット マスク（IP ネッ
トマスク）：

                                                              

c. eth0 インターフェイスのデフォルト ゲートウェイ IP 
アドレス：

                                                              

d. eth1（信頼できない）インターフェイスの IP アドレ
ス：

                                                              

e. eth1 インターフェイスのサブネット マスク（IP ネッ
トマスク）：
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CAS モードと IP アドレッシングの注意事項

f. eth1 インターフェイスのデフォルト ゲートウェイ IP 
アドレス 1： 

                                                              

g. CAS のホスト名：                                                               

h. ネットワーク上の DNS の IP アドレス：                                                               

i. マスター シークレット： 
（注） HA ペアとして導入された CAM/CAS でマスター 

シークレットは同じでなければなりません。

                                                              

j. 日付、時刻、タイムゾーン：                                                               

k. 必要な一時 SSL 証明書（あとで変更可能）を生成す
る場合：

CAS の FQDN または eth0 IP アドレス： 

組織ユニット（Sales など） 

組織名（Cisco など） 

組織の場所（San Jose、CA、US など）

（注） FQDN を使用している場合は、DNS サーバにド

メイン名が設定されていることを確認します。

                                                              

l. root ユーザのパスワード：                                                               

m. Web コンソール パスワード 2：                                                               

1. サーバ ハードウェアでは、一般的に eth0 と eth1 は 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。

2. デフォルト パスワードを変更して、「強力な」パスワード（8 文字以上で、大文字、小文字、数字、特殊文字から
それぞれ 2 文字以上を組み合わせる）を使用することを強く推奨します。

表 2-4 CAS モード：IP アドレッシングの注意事項 

CAS モード 説明 
Real-IP  • 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（テストの

み）

注：NAT は実働環境への導入はサポートされていません。

 • 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。

表 2-3 CAS コンフィギュレーション ユーティリティ ワークシート（続き）
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バーチャル ゲー

トウェイ

注意：スイッチ エラーを回避するには、Web コンソールによって CAS を CAM 
に追加し、[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] > 
[Advanced] > [VLAN Mapping] で VLAN マッピングの適切な設定が完了するま

で、バーチャル ゲートウェイ（IB または OOB）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、『Cisco 
NAC Appliance - Clean Access Server Configuration Guide, Release 4.7(1)』を参

照してください。

 • 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。

 • 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：これは L3 SVI IP アド

レスと同じです）。

 • ブリッジド 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

側に配置する必要があります。

 • 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。

 • 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、（CAS が使用する）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。

 • 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。

 • CAS が OOB VGW である場合は、次の点も該当します。 

CAS インターフェイスは、CAM とは異なるサブネット（あるいは VLAN）

に配置する必要があります。 

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。

詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Configuration 
Guide, Release 4.7(1)』の「Determining VLANs For Virtual Gateway」を参照し

てください。

表 2-4 CAS モード：IP アドレッシングの注意事項（続き）

CAS モード 説明 
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Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS のラックマウント
各 Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS はラック ハンドル セットを備えています（出荷時取り付

け）。これらのハンドルはアプライアンスを後で 4 支柱ラックに設置する際に使用します。アプライア

ンスは、4 支柱ラックの仕様（ラックの内部幅が 44.45 cm（17.5 インチ））に準拠した 19 インチ

（48.3 cm）装置ラックに対してフロント（フラッシュ）マウントまたはミッドマウントを行うことが

できます。ブラケット内にアプライアンスを取り付けます。アプライアンスをラックに設置する場合

は、取り付け用に 1 つの EIA 1.75 インチ（4.4 cm）垂直方向取り付け空間または 1 ラック ユニット

（RU）を必要とします。

ここでは、次の 2 つの手順を説明します。

 • 「4 支柱ラックへの NAC-3315 アプライアンスのマウント」（P.2-17）

 • 「4 支柱ラックへの NAC-3355/3395 アプライアンスのマウント」（P.2-22）

注意 冷気が前面から入り込みアプライアンスの中を流れアプライアンスの背面から出て行くように、

Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS の前部と後部にはスペースを確保する必要があります。

装置ラックの構成を計画する際は、「ラックへの設置に関する安全上の注意事項」（P.2-7）と次の情報

を考慮してください。

 • 装置ラックにアプライアンスを取り付ける場合は、ラックが床にボルトで留められていることを確

認します。

 • ラックには複数のアプライアンスを設置する場合もあるので、設置された全アプライアンスの重量

によってラックが不安定にならないことを確認します。

注意 ラック内の装置の重量を考慮し、装置ラックを天井のブラケットに固定する場合もあります。この

種の設置方法を使用する場合は、アプライアンスを設置するのに使用するラックが建造物に固定さ

れていることを確認します。

 • 「通気に関する注意事項」（P.2-9）で説明したように、適切な吸気と排気のためにアプライアンス

の前部と背部には 15.2 cm（6 インチ）のスペースを確保してください。

 • 過密なラックにアプライアンスを設置しないでください。他のアプライアンスへの空気、または他

のアプライアンスからの空気の流れは、アプライアンス内の冷気の正常な流れを妨害し、アプライ

アンス内が過熱状態になる可能性が高まります。

 • アプライアンスのメンテナンスを考慮してアプライアンスの前部と背部に少なくとも 61 cm（24 イ
ンチ）のスペースを確保してください。

注意 アプライアンスが過熱状態になるのを防止するために、閉鎖型ラックや換気または空調設備が完備

されていない部屋にアプライアンスを設置しないでください。

 • ケーブルの管理については、地域の規定に従ってください。アプライアンスの出入力ケーブルは、

装置のメンテナンスまたはアップグレードの際のアクセスを妨げないよう配線してください。

（注） ラックマウント ハードウェア キットに、2 支柱装置ラックは含まれていません。
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4 支柱ラックへの NAC-3315 アプライアンスのマウント

警告 ラックにアプライアンスを設置する際にスライド レールに載せてアプライアンスを最後まで引き出す
と、ラックが不安定になって倒れ、重大な事故を引き起こす恐れがあります。レールの引き出しに
よって、または地震発生時にラックが不安定になる危険性を排除するために、ラックを床に固定する
必要があります。

ここでは、次の内容について説明します。

 • 「NAC-3315 の 4 支柱ラックマウント ハードウェア キット」（P.2-17）

 • 「NAC-3315 のスライド レールのラックへの取り付け」（P.2-18）

 • 「スライド レールへの NAC-3315 アプライアンスの取り付け」（P.2-21）

NAC-3315 の 4 支柱ラックマウント ハードウェア キット

図 2-3 に、NAC-3315 アプライアンスを 4 支柱ラックに設置するのに必要な器具を示します。

図 2-3 NAC-3315 のスライド レール ハードウェアのリリース バー

次の表で、図 2-3 のラックマウント キットの内容について説明します。

1 ケーブル ストラップ（6） 4 M6 ネジ（6）
2 スライド レール（2） 5 輸送用ブラケット

3 レール前部 6 レール後部
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NAC-3315 のスライド レールのラックへの取り付け

NAC-3315 アプライアンスをラックに設置するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 スライド レール後部のレール調整ブラケットを押して（図 2-4 を参照）、ブラケットが動かないように

します。

ステップ 2 タブ 1 とタブ 2（図 2-4 を参照）を押してレールロック キャリアをスライド レール前部の方へスライ

ドさせ、所定の位置にはめ込みます。

ステップ 3 タブ 1 とタブ 2 を押してレールロック キャリアをスライド レール後部の方へスライドさせ、所定の位

置にはめ込みます。

図 2-4 ラックへのスライド レールの取り付け

次の表で、図 2-4 の各コンポーネントについて説明します。

ステップ 4 スライド レールの長さを調整する必要がある場合は、リリース タブ（図 2-5 を参照）を持ち上げてか

ら、レール調整ブラケットをスライド レール後部から完全に引き出して所定の位置にはめ込みます。

1 調整タブ 1 3 レール調整ブラケット

2 調整タブ 2
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ステップ 5 後部のレールロック キャリア上のピンを後部マウント フランジ上の穴の位置に合わせます。次に、タ

ブ（図 2-5 を参照）を押して、後部マウント フランジにスライド レール後部を固定します。

（注） マウント フランジとスライド レールの中をピンが完全に通っていることを確認します。

図 2-5 スライドレールの長さの調整

次の表で、図 2-5 の各コンポーネントについて説明します。

ステップ 6 前部レールロック キャリアのピン（図 2-6 を参照）を前部マウント フランジの位置に合わせます。

レールの長さを調整した場合は、レールロック キャリアをスライド レール後部の方へ押して戻し、ス

ライド レールをマウント フランジの位置に合わせます。次に、タブを押して、前部マウント フランジ

にスライド レールの前部を固定します。

（注） マウント フランジとスライド レールの中をピンが完全に通っていることを確認します。

1 調整タブ 3 マウント フランジとスライド レール

の中をピンが完全に通っていない

2 リリース タブ 4 マウント フランジとスライド レール

の中をピンが完全に通っている
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ステップ 7 他のスライド レールについても 1 から 6 までの手順を繰り返します。

図 2-6 スライド レールとマウント フランジとの位置合わせ

次の表で、図 2-6 の各コンポーネントについて説明します。

1 調整タブ 4 マウント フランジとスライド レール

の中をピンが完全に通っている

2 マウント フランジ 5 マウント フランジとスライド レール

の中をピンが完全に通っていない

3 ピン
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スライド レールへの NAC-3315 アプライアンスの取り付け

スライド レールに NAC-3315 アプライアンスを取り付けるには、次の手順を実行します。

ステップ 1 CAM/CAS をスライド レールの位置に合わせて、CAM/CAS をラック キャビネットに完全に押し込み

ます。

ステップ 2 非脱落型取り付けネジ（図 2-7 を参照）を使用して CAM/CAS を前部マウント フランジに固定します。

（注） 輸送用ブラケットが、ラック キャビネット内に CAM/CAS を完全に押し込むのを妨げない限

り、輸送用ブラケットをスライド レールに取り付けたままにします。輸送用ブラケットの取り

外しが必要な場合は、ステップ 3を参照してください。

図 2-7 スライド レール上での NAC-3315 の位置合わせ

次の表で、図 2-7 の各コンポーネントについて説明します。

ステップ 3 輸送用ブラケット上に表示されているようにリリース タブ（図 2-8 を参照）を押して、スライド レー

ルから輸送用ブラケットを取り外します。

1 輸送用ブラケット 3 取り付けネジ

2 NAC-3315 アプライアンス
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ステップ 4 他方の輸送用ブラケットについても 3 を繰り返します。輸送用ブラケットは後で使用するため保管して

おきます。

（注） CAM/CAS が設置された状態でラック キャビネットを輸送する場合は、事前にスライド レールに輸送

用ブラケットを再び取り付ける必要があります。輸送用ブラケットを取り付けるには、取り外しと逆の

手順を実行します。

図 2-8 輸送用ブラケットの取り外し

次の表で、図 2-8 の各コンポーネントについて説明します。

4 支柱ラックへの NAC-3355/3395 アプライアンスのマウント

警告 ラックにアプライアンスを設置する際にスライド レールに載せてアプライアンスを最後まで引き出す
と、ラックが不安定になって倒れ、重大な事故を引き起こす恐れがあります。レールの引き出しに
よって、または地震発生時にラックが不安定になる危険性を排除するために、ラックを床に固定する
必要があります。

ここでは、次の内容について説明します。

 • 「NAC-3355/3395 の 4 支柱ラックマウント ハードウェア キット」（P.2-23）

 • 「NAC-3355/3395 のスライド レールの 4 支柱ラックへの取り付け」（P.2-23）

 • 「スライド レールへの NAC-3355/3395 アプライアンスの取り付け」（P.2-26）

1 リリース タブ
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NAC-3355/3395 の 4 支柱ラックマウント ハードウェア キット

図 2-9 に、NAC-3355/3395 アプライアンスを 4 支柱ラックに設置するのに必要な器具を示します。

図 2-9 NAC-3355/3395 ラック取り付けキットの内容

（注） 図 2-9 に示す器具は、必ずしもラック取り付けキットと一緒に出荷されるとは限らず、

NAC-3355/3395 の輸送用コンテナに同梱されて出荷されるものもあります。

NAC-3355/3395 のスライド レールの 4 支柱ラックへの取り付け

NAC-3355/3395 のスライド レールを装置ラックに取り付ける場合、四角穴のラックではケージ ナット

の使用を、丸穴のラックではクリップ ナットの使用を、ネジ穴のラックでは固有のラック ネジの使用

を推奨します。

（注） 輸送用コンテナに入っていたスライド レールに輸送用取り付けネジが含まれている場合は、次の手順

を実行する前にそれらのネジを取り外してください。

ステップ 1 NAC-3355/3395 を設置するためにラック内で利用できるスペースを特定します。

ステップ 2 丸穴または四角穴のラックの場合は、NAC-3355/3395 を設置するラックの両側のラック ユニット ス
ペースの中央の穴と一番下の穴にケージ ナットまたはクリップ ナットを挿入します（図 2-10 を参照）。
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ステップ 3 両側の後部ラック取り付けレールの一番上の穴と一番下の穴にケージ ナットまたはクリップ ナットを

挿入します（図 2-10 を参照）。

図 2-10 ケージ ナットまたはクリップ ナットの配置

ステップ 4 ドライバを使用して、取り付けレールの内側の選択した穴（図 2-11 を参照）にケージ ナットまたはク

リップ ナット（特定のラックに応じて）を取り付けます。

図 2-11 ケージ ナットまたはクリップ ナットの取り付け

ステップ 5 スライド レールの後部にあるタブを使用してスライド レールの後部と 4 支柱ラックの後部の位置を合

わせます。

ステップ 6 支柱 A、B、C、および D の中から、スロットに合う 適な範囲を選択します。奥行き調整ネジとナッ

トを動かしてスライド レールの長さを調整します（図 2-12 を参照）。
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ステップ 7 NAC-3355/3395 に対して希望する調整ができたら、両方のスライド レールにネジとナットを取り付け

て締めます。

図 2-12 スライド レールのセットアップ

ステップ 8 NAC-3355/3395 用に選択されたラック スペースの一番下の穴にネジを取り付けて、4 支柱ラックの前

部にスライド レールの前部と EIA ラッチを固定します。次に、別のネジを中央の穴に取り付けて、ス

ライド レールの前部を 4 支柱ラックに固定します（図 2-13 を参照）。

（注） 4 支柱ラックの取り付けレールにクリップ ナットまたはケージ ナットを取り付けた場合は、ラック取

り付けキットに同梱されてきた 12-24 ネジを使用してください。

図 2-13 4 支柱ラックへのスライド レール前部の固定
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ステップ 9 NAC-3355/3395 用に選択されたラック スペースの上側の穴と一番下の穴に 2 本のネジを使用して、

4 支柱ラックの対応する後部取り付けレールにスライド レールの後部を固定します（図 2-14 を参照）。

図 2-14 4 支柱ラックへのスライド レール後部の固定

ステップ 10 NAC-3355/3395 用に選択されたラック スペースにもう 1 つのスライド レールを取り付けるには、ス

テップ 8 およびステップ 9 を繰り返します。

スライド レールへの NAC-3355/3395 アプライアンスの取り付け

ステップ 1 スライド レールを 4 支柱ラックから前方に、（2 度）カチッと音がするまで引き出します。

ステップ 2 NAC-3355/3395 を慎重に持ち上げてから、NAC-3355/3395 をスライド レール上で所定の位置に合わ

せて傾け、CAM/CAS の背面シャーシ ネイル ヘッドがスライド レール上の後部スロットとぴったり合

うようにします（図 2-15 を参照）。

ステップ 3 背面シャーシ ネイル ヘッドが 2 つの後部スロットに入るように CAM/CAS を下方にゆっくり動かし、

さらに他方のシャーシ ネイル ヘッドがスライド レール上の各スロットに入るまで、CAM/CAS の前面

をゆっくりと下におろします。

（注） 前部ラッチがシャーシ ネイル ヘッド上をスライドすることを確認します。
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図 2-15 スライド レール上での NAC-3355/3395 の位置合わせ

ステップ 4 スライド レール上にあるロック レバーを上に動かし、CAM/CAS をラックの奥へ、カチッと所定の位

置にはまるまで押し込みます（図 2-16 を参照）。

図 2-16 ラック内への NAC-3355/3395 の押し込み

1 スライド レールを前方に引す 4 CAM/CAS を所定の位置まで降ろす

2 シャーシ ネイル ヘッド 5 前部ラッチ

3 後部スライド レール スロット
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Cisco NAC アプライアンスのライセンス
NAC アプライアンス システムを稼動させるには、 低 1 つの Clean Access Manager ライセンスと、1 
つの Clean Access Server ライセンスが必要です。いずれのライセンスも、Clean Access Manager Web 
管理コンソールからインストールします。アウトオブバンド（OOB）の配置の場合は、OOB CAS ラ
イセンスと CAS をアウトオブバンド デバイスとして CAM に追加することにより、CAM Web コン

ソールの OOB 管理モジュールにアクセスできます。

 • システムに対応した新しいライセンスを取得する方法については、『Cisco NAC Appliance Service 
Contract/Licensing Support』を参照してください。

 • 初期設定が完了したあとに、システムに対応したライセンスをインストールする方法については、

「CAM ライセンスのインストール」（P.3-14）および「ライセンスの追加」（P.3-18）を参照してく

ださい。

Cisco NAC アプライアンス ソフトウェアのアップグレード
Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS には事前に Cisco NAC アプライアンス ソフトウェアのデフォ

ルト バージョンがロードされていますが、このバージョンは 新のリリース イメージと一致しない場

合があります。必ずサポート対象の 新バージョンのシステム ソフトウェアを実行して、 新の製品

拡張機能および修正を導入することを推奨します。

Cisco NAC アプライアンス リリース 4.7(x) をインストールできる Cisco NAC アプライアンス プラッ

トフォームは次に限られています。

 • NAC-3315、NAC-3355、および NAC-3395（FIPS または非 FIPS リリース）

 • CCA-3140、NAC-3310、NAC-3350、および NAC-3390（非 FIPS のみ）

（注） このインストレーション ガイドでは、Cisco NAC ネットワーク モジュール（NME-NAC-K9）につい

ては説明しません。Cisco NAC ネットワーク モジュールの設置と設定については、『Getting Started 
with Cisco NAC Network Modules in Cisco Access Routers』を参照してください。

Cisco NAC アプライアンスをサポート対象の 新のソフトウェア バージョンにアップグレードするに

は、スクリプトを使用してアプライアンスをアップグレードすることも、 新の Cisco NAC アプライ

アンス ソフトウェアの新規 CD インストールをマシン上で実行することもできます。

アプライアンスのアップグレードを行うには、Cisco Software Download サイト

（http://www.cisco.com/public/sw-center/index.shtml）にログインし、リリース 4.7(x) インストール /
アップグレード ファイル（たとえば、nac-4.7_1-K9.iso）をダウンロードし、該当するアプライアン

スでインストール /アップグレード プロセスを起動します。

アップグレードの手順については、『Release Notes for Cisco NAC Appliance, Version 4.7(1)』の

「Upgrading」を参照してください。

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。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.3-5）と「CD-ROM からの CAS ソフトウェアのインストール」（P.3-25）を参

照してください。
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Cisco NAC アプライアンス ソフトウェアのダウンロード

Cisco NAC アプライアンス リリース 4.7(x) インストール /アップグレード .ISO ファイルの 新のバー

ジョンには次の方法でアクセスできます。

注意 Cisco NAC アプライアンス ソフトウェアのダウンロードおよびインストールを行う前に、『Release 
Notes for Cisco NAC Appliance, Version 4.7(1)』を必ず参照して、拡張機能、警告、およびアップ

グレードが既存の構成に与える影響を確認してください。

ステップ 1 Cisco Software Download サイト（http://www.cisco.com/public/sw-center/index.shtml）にログインし

ます。CCO 認定証の提供を求められる場合があります。

ステップ 2 [Security] > [Endpoint Security] > [Cisco Network Access Control] > [Cisco NAC Appliance] > [Cisco 
NAC Appliance 4.7] に移動します。

ステップ 3 新の 4.7(x) .ISO イメージ（たとえば、nac-4.7_1-K9.iso）をダウンロードし、そのイメージをブー

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。

ファームウェアのアップグレード
Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS を使用するには、ベースとなるサーバ モデルに必須のシステム 
BIOS/ファームウェア アップグレードをすべて適用する必要があります。

 • NAC-3315 は IBM System x3250 M2 サーバ プラットフォームをベースにしており、

NAC-3355/3395 は IBM System x3550 M2 サーバ プラットフォームをベースにしています。

 • NAC-3310 は HP ProLiant DL140 G3 サーバ プラットフォームをベースにしており、

NAC-3350/3390 は HP ProLiant DL360 G5 サーバ プラットフォームをベースにしています。

（注） Cisco NAC-3310 プラットフォームの場合、詳細について『Supported Hardware and System 
Requirements for Cisco NAC Appliance (Cisco Clean Access)』の「DL140 G3 Required 
BIOS/Firmware Upgrades」も必ず参照してください。
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C H A P T E R 3

Clean Access Manager および Clean 
Access Server のインストール方法

この章は、次の内容で構成されています。

 • 「概要」（P.3-1）

 • 「CAM のインストール」（P.3-2）

 • 「CAS のインストール」（P.3-20）

 • 「ファイアウォール経由の Cisco NAC アプライアンスの接続」（P.3-37）

 • 「WAN（Wide Area Network）での接続」（P.3-40）

 • 「NIC カードの追加設定」（P.3-41）

 • 「CAM および CAS へのシリアル接続」（P.3-42）

 • 「CAM/CAS 関連で役立つ CLI コマンド」（P.3-45）

 • 「CAM/CAS コンフィギュレーション ユーティリティの手動での再起動」（P.3-50）

 • 「インストールに関するトラブルシューティング」（P.3-50）

 • 「NAC アプライアンスの電源切断」（P.3-53）

概要
この章では、Cisco NAC アプライアンスの設置の手順について説明します。具体的には、コンフィ

ギュレーション ユーティリティを使用して CAM および CAS を初期設定し、CAM Web コンソールに

アクセスし、製品ライセンスをインストールする方法について説明します。CAM および CAS の初期

設定が終了すると、CAM Web コンソールにアクセスし、使用環境に必要な残りの設定を続けることが

できます。

設定の詳細については、 新の『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Configuration Guide, 
Release 4.7(1)』および『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Configuration Guide, Release 
4.7(1)』を参照してください。これらのマニュアルは、Cisco.com の 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.ht
ml から入手できます。オンライン マニュアルを使用する場合は、ご使用の Cisco NAC アプライアン

スで稼動するソフトウェア バージョン（「リリース 4.7」など）に対応するマニュアルを参照してくだ

さい。
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重要なリリース情報

4.7 ソフトウェア リリースの追加情報および 新情報については、『Release Notes for Cisco NAC 
Appliance, Version 4.7(1)』を参照してください。

CAM のインストール
ここでは、CAM のインストール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.3-2）

 • 「新規インストール手順の概要」（P.3-3）

 • 「CAM の接続」（P.3-4）

 • 「CD-ROM からの CAM ソフトウェアのインストール」（P.3-5）

 • 「CAM の初期設定の実行」（P.3-7）

 • 「CAM Web コンソールへのアクセス」（P.3-13）

概要

Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS ハードウェア プラットフォームは 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。専用サーバ マシンに CAM（MANAGER）または CAS

（SERVER）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事

前にインストールされています。リリース 4.7 以降では、オペレーティング システムには CentOS 5.3 
ベースのハードウェア 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。

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。

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 CAM/CAS 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。

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、CAM の初期設定の方法について説明します。

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 を専用のアプライアンス（アプリケーション、OS、および

関連するコンポーネント）にインストールしたあと、その他のパッケージ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） 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。
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（注） Cisco NAC ネットワーク モジュール（ネットワーク モジュールにおける CAS）のインストールの詳細

については、『Getting Started with Cisco NAC Network Modules in Cisco Access Routers』を参照して

ください。

新規インストール手順の概要

（注） 該当する場合は、現在の Clean Access Manager の設定をバックアップし、そのスナップショットを

ローカル コンピュータに保存することで安全に保管してください。手順については、『Cisco NAC 
Appliance - Clean Access Manager Configuration Guide, Release 4.7(1)』を参照してください。

ステップ 1 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）。

初期の CAM ライセンスを追加する場合は、インストールされている CAM ライセンスのタイプが 
CAM Web コンソールの上部に表示されます。

 • Cisco Clean Access Lite Manager は 3 つの Clean Access Server をサポートしています。

 • Cisco Clean Access Standard Manager は 20 の Clean Access Server をサポートしています。

 • Cisco Clean Access Super Manager は 40 の Clean Access Server をサポートしています 

（SuperCAM は NAC-3390 プラットフォームでのみ実行されます）。

また、ライセンスの追加後、[Administration] > [CCA Manager] > [Licensing] ページには、存在するラ

イセンス タイプが表示されます。詳細については、「CAM ライセンスのインストール」（P.3-14）を参

照してください。

ステップ 2 新版のソフトウェアのブート可能 CD を入手します。 新の 4.7(x) .ISO イメージを、Cisco 
Software Download サイト（http://www.cisco.com/public/sw-center/index.shtml）にログインしてダウ

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

リックしてダウンロードし、そのイメージをブート可能なディスクとして CD-R に書き込むことがで

きます。

（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 CAM をネットワークに接続するとともに、モニタとキーボードを CAM に接続するかワークステー

ションをシリアル ケーブルを介して CAM に接続します（「CAM の接続」（P.3-4）を参照）。

ステップ 4 「CD-ROM からの CAM ソフトウェアのインストール」（P.3-5）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「Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS 
でのブート設定の設定」（P.3-44）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。
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ステップ 5 「CAM の初期設定の実行」（P.3-7）に従って CAM を初期設定します。

（注） 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 CAM をインストールおよび初期設定

します。詳細については、「CAM のハイ アベイラビリティ ペアの導入」（P.4-3）を参照してください。 
 

Clean Access Manager（CAM）または Clean Access Server（CAS）のハイ アベイラビリティ（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 6 CAM Web コンソールにアクセスし、CAM 用の有効な FlexLM ライセンス ファイルをインストールし

ます（「CAM Web コンソールへのアクセス」（P.3-13）を参照）。

ステップ 7 Web コンソールで、[Administration] > [CCA Manager] > [Licensing] に移動し、CAS 用に追加の 
FlexLM ライセンス ファイルをインストールします（「CAM ライセンスのインストール」（P.3-14）を

参照）。

ステップ 8 CAS を CAM に追加します（『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Configuration Guide, 
Release 4.7(1)』を参照）。

CAM の接続

CAM ソフトウェアを CD-ROM からインストールしたり、初期設定を行ったりするには、ターゲット 
マシンを接続し、CAM のコマンドラインにアクセスする必要があります。

ステップ 1 CAM では、背面パネルにある 2 つの 10/100/1000BASE-TX インターフェイス コネクタのうちの 1 つ
が eth0 ネットワーク インターフェイス用に必要です。ターゲット マシン上の NIC1 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。

必要に応じて『Cisco NAC Appliance Hardware Installation Quick Start Guide』の「Cisco NAC 
Appliance Hardware Summary」か、CAM 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 外部 FIPS スマート カード リーダー モジュールを FIPS 140-2 準拠の NAC-3315、NAC-3355、または 
NAC-3395 に接続します。スマート カード リーダーのミニ DIN ケーブルを、アプライアンスの背面の

メス ミニ DIN FIPS カード ポートに接続します（図 1-4（P.1-6）、図 1-9（P.1-10）、および図 1-14
（P.1-14） を参照）。

ステップ 4 マシン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。CAM 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 5 次のいずれかの方法で、CAM のコマンドラインにアクセスします。

 • 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 CAM に接続します。

 • 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 CAM を接続し、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（「CAM および CAS へのシリアル接続」（P.3-42）を

参照）。
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（注） CAM の eth1 インターフェイス（NIC2）は、ハイ アベイラビリティ CAM ペアを接続する際にだけ必

要です。詳細については、『Cisco NAC Appliance Hardware Installation Quick Start Guide』の

「Configuring Additional NIC Cards」を参照してください。

（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。

CD-ROM からの CAM ソフトウェアのインストール

次の手順では、NAC-3310/3315 MANAGER、NAC-3350/3355 MANAGER、および NAC-3390/3395 
MANAGER アプライアンス上で CAM ソフトウェアの CD インストールを任意で実行する方法を示し

ます。

ステップ 1 インストール対象マシンをネットワークに接続し、ダイレクト コンソールまたはシリアル接続を介して

マシンのコマンドラインにアクセスします（「CAM および CAS へのシリアル接続」（P.3-42）を参照）。

ステップ 2 次の手順に従って、ターゲット マシンでサポートされている 新のソフトウェア バージョンをダウン

ロードします。

a. Cisco Software Download サイト（http://www.cisco.com/public/sw-center/index.shtml）にログイ

ンします。CCO 認定証の提供を求められる場合があります。

b. [Security] > [Endpoint Security] > [Cisco Network Access Control] > [Cisco NAC Appliance] > 
[Cisco NAC Appliance 4.7] に移動します。

c. 新の 4.7(x) .ISO イメージ（たとえば、nac-4.7_1-K9.iso）をダウンロードし、そのイメージを

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 Cisco NAC アプライアンスの .ISO ファイルが収められている CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入

し、マシンをリブートします。

ステップ 4 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 4.7.1 Installer (C) 2009 Cisco Systems, Inc.

                Welcome to the Cisco Clean Access 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 a
t the boot prompt and press the <ENTER> key.

boot: 
3-5
Cisco NAC アプライアンス ハードウェア インストレーション ガイド     

OL-20326-01-J

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/prod_quick_installation_guide09186a0080890dba.html#wp35884
http://www.cisco.com/public/sw-center/index.shtml


 

第 3 章      Clean Access Manager および Clean Access Server のインストール方法               

CAM のインストール
ステップ 5 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アプライアンス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 6 インストール /アップグレード CD が Cisco NAC アプライアンスの既存のインストールを検出すると、

次のプロンプトが表示されます。

Checking for existing installations.
Clean Access Manager 4.7.0 installation detected.
Please choose one of the following actions:
1) Install.
2) Upgrade.
3) Exit.

ステップ 7 Cisco NAC アプライアンス ソフトウェアの新規インストールを実行するには、1 を選択します。

ステップ 8 次に、Cisco NAC アプライアンス ソフトウェア インストーラにより 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、1 と入力して CAM 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.
3) Exit.

注意 CAM または CAS ソフトウェアのインストールには、1 枚の CD だけを使用します。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 9 CAM パッケージのインストールが実行されます。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 キーを押して CAM 
をリブートし、CAM クイック コンフィギュレーション ユーティリティを起動するよう指示されます。

Installation complete. Press <ENTER> to continue

Enter キーを押すと、CAM 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、

初期設定に関する質問に答えるよう指示されます（「CAM の初期設定の実行」を参照）。
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CAM の初期設定の実行

CD-ROM から CAM 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、初期設定に関する入力を求め

られます。

（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. CAM へのシリアル接続または CAM での直接操作により、ユーザ root として正しいパスワード

を使用して CAM にログインします。

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、CAM 
の設定を変更できます。CLI コマンドの詳細は、「CAM CLI コマンド」（P.3-45）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

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 1 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 Manager 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 Manager, (C) 2009 Cisco Systems, Inc.

（注） Cisco NAC アプライアンス ソフトウェアをインストールして CAM を起動してもこのプロンプトが表

示されない場合は、「CAM/CAS コンフィギュレーション ユーティリティの手動での再起動」（P.3-50）
を参照してください。

ステップ 2 CAM が FIPS 準拠のプラットフォーム（NAC-3315、NAC-3355、または NAC-3395）である場合は、

初のプロンプトで、オンボード FIPS カード（アプライアンスでの FIPS 準拠の機能を保証するのに

使用される）を初期化するかどうかの判断を求められます。初期化しない場合は、ステップ 6 に進み

ます。

Do you want to initialize the fips cards? (y/n)? [y]
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ステップ 3 アプライアンスで FIPS を有効にするには、y を選択します。アプライアンスは FIPS カードを自動的に

初期化してセキュリティ ワールドの確立を試行します。

-- Running startup script 45drivers

 -- Running startup script 46exard

 -- Running startup script 50hardserver

Security world not found
Creating the security world and initializing the smart cards

Next, the FIPS setup process prompts you to specify how many Smart Cards (from 1-6) you 
want to initialize to enable FIPS compliance on the CAM.
How many cards do you want to initialize (1-6)? [1]
Set ncipher card switch in i mode and press Return to continue

ステップ 4 初期化するスマート カードの数を入力し、CAM の背面にある FIPS カードの操作スイッチが「I」（「初

期化」）の状態になっていることを確認して Return キーを押します。

Module 1, command ClearUnit: OK

Create Security World:
 Module 1: 0 cards of 1 written
 Module 1 slot 0: unknown card
 Module 1 slot 0: - no passphrase specified - overwriting card
Module #1 Slot #0: Processing ...

Card writing complete.

security world generated on module #1; hknso = 909bd9f06542521a01f42fc881c8abcba
b0812ee
Set ncipher card switch in o mode and press Return to continue

ステップ 5 FIPS カードのスイッチを「O」（「動作」）に戻し、Return キーを押します。

Module 1, command ClearUnit: OK

Card(s) check passed

Do you want to continue with the rest of the NAC Manager Configuration?  (y/n)? [y]

ステップ 6 プロンプトが表示されたら、CAM の eth0（信頼できる）インターフェイスの IP アドレスを入力しま

す。

Configuring the network interface:

Please enter the IP address for the interface eth0 []: 10.201.240.11
You entered 10.201.240.11 Is this correct? (y/n)? [y]

プロンプトで、デフォルトのアドレスを使用する場合は y を入力し、別の IP アドレスを指定する場合

は n を入力します。この場合、信頼できるネットワーク インターフェイスに使用するアドレスをドッ

ト付き 10 進形式で入力します。プロンプトに従って値を確認します。

ステップ 7 プロンプトでインターフェイス アドレスのサブネット マスクを入力するか、Enter キーを押してデ

フォルト値を使用します。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 8 CAM のデフォルト ゲートウェイのアドレスを指定して確認します。これは、通常、CAM サブネット

と CAS サブネットとの間に配置されたルータの IP アドレスとなります。

Please enter the IP address for the default gateway []: 10.201.240.1
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You entered 10.201.240.1. Is this correct? (y/n)? [y]

ステップ 9 CAM のホスト名を指定します。ホスト名は DNS サーバ内のインターフェイス アドレスと照合されま

す。これにより、ブラウザから CAM 管理コンソールへアクセスするのにホスト名を使用できるように

なります。デフォルト ホスト名は nacmanager です。

Please enter the hostname [nacmanager]: cam3355
You entered cam3355 Is this correct? (y/n)? [y]

ステップ 10 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。

Please enter the IP addresses for the name servers: []: 63.93.96.94
You entered 63.93.96.94 Is this correct? (y/n)? [y] 

ステップ 11 CAM および CAS はローカル マスター シークレット パスワードを使用して、他のシステム パスワー

ドなど、重要なデータを暗号化して保護します。必要なときにデータベース スナップショットを CAM 
に確実にリストアするとともに、HA 構成内の HA ピア CAM/CAS へのフェールオーバーを確実に行

えるように、割り当てられたマスター シークレット パスワードをきわめて正確に記録しておくことを

推奨します（システムが異なるマスター シークレット パスワードで設定されている場合、作成した 
CAM データベース スナップショットをアップロードできません。また、マスター シークレット パス

ワードが異なる場合、HA のセカンダリ CAM/CAS はフェールオーバー発生後に「アクティブ」ロー

ルを引き継ぐことはできません）。プロンプトで、マスター シークレットを入力し確認します。

The master secret is used to encrypt sensitive data.
Remember to configure all HA pairs with the same secret.
Please enter the master secret:
Please confirm the master secret:

注意 マスター シークレットが失われた場合または破損状態になった場合は、「破損したマスター シーク

レットからの回復」（P.3-52）の手順を使用してください。

ステップ 12 CAM のタイム ゾーンを次のように指定します。

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.

a. 大陸と海洋のリストから該当する地域を選択します。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 のように Posix TZ 形式で

タイム ゾーンを入力する場合は 11 を入力します。

b. 次に、選択した地域の国のリストが表示されます。国のリストから該当する国（米国なら 47）を

選択し、Enter キーを押します。

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 ゾーンが表示されます。

d. リストから該当するタイム ゾーンを選択し（太平洋標準時なら 21）、Enter キーを押します。

e. 1 を入力して設定を確認します。設定を取り消してやり直す場合は、2 を入力します。

The following information has been given:
        United States
        Pacific Time
Is the above information OK?
1) Yes
2) No
#? 1

ステップ 13 現在の日時を hh:mm:ss mm/dd/yy の形式で入力して、確認します。

Current date and time hh:mm:ss mm/dd/yy [11:53:12 08/22/08]: 11:53:12 08/22/08
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You entered 11:53:12 08/22/08 Is this correct? (y/n)? [y] y

ステップ 14 プロンプトに従って一時的な SSL セキュリティ証明書を設定し、CAM と管理者用 Web コンソールを

セキュアに接続できるようにします。

a. 発行される証明書の対象となる IP アドレスまたはドメイン名を入力するか、Enter キーを押して、

デフォルトの IP アドレス（通常は、10.201.240.11 など、すでに指定した eth0 IP アドレス）を受

け入れます。

（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。DNS にドメ

イン名が設定されていない場合は、CAM 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、CAM の IP アドレスを使用してください。

b. 組織ユニット名には、その証明書を管理する組織内のグループを入力します（DOC など）。

c. 組織名には、証明書を受領する組織名または会社名（Cisco Systems など）を入力し、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（San Jose など）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. US など、2 文字の国コードを入力し、Enter キーを押します。

ステップ 15 値を確認し、Enter キーを押して SSL 証明書を生成するか、n を入力して再起動します。

You entered the following:
Domain: 10.201.240.11
Organization unit: DOC
Organization name: Cisco Systems
City name: San Jose
State code: CA
Country code: US
Is this correct? (y/n)? [y] y

（注） 一時的な SSL 証明書を作成する必要があります。そうしないと、CAM Web コンソールにアクセスで

きません。

ステップ 16 次のプロンプトで、CAM 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、図 3-2（P.3-15） を参照してください。

ステップ 17 インストールした CAM 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、10-9=One というパスワードは、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 Configuration Guide, Release 4.7(1)』の「Administering the CAM」の章を参

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! **
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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 18 次に、CAM 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.

New password for web console admin:
Confirm new password for web console admin:
Web console admin password changed successfully.

（注） Web 管理コンソール ユーザのパスワード（デフォルト ユーザの admin を含む）は、Web コンソールを

使用して設定します。詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Configuration 
Guide, Release 4.7(1)』の「Manage System Passwords」を参照してください。

ステップ 19 初期設定プロセスでの 後の手順は、NAC-3315、NAC-3355、または NAC-3395 CAM に対して 
FIPS モードをオンにするかどうかを選択することです。

Would you like to turn on fips mode? (y/n)? [y]

 -- Running startup script 45drivers

 -- Running startup script 46exard

 -- Running startup script 50hardserver

Security world already exists
Do you want to recreate security world and initialize cards (y/n)? [n]
writing RSA key
Card(s) check passed

ステップ 20 設定が完了したら、Enter キーを押して、CAM をリブートします。リブート後は、Web コンソールを

通じて CAM にアクセスできるようになります。

Configuration is complete.
Changes require a REBOOT of Clean Access Manager.

設定が完了したら、次のコマンドを入力して CAM をリブートします。

# reboot

これで、CAM の初期設定は完了です。
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ステップ 21 再起動後、CAM のインストールをテストします。

a. コマンドラインから、eth0 インターフェイス アドレスに ping を実行します。適切に作動していれ

ば、そのインターフェイスは ping に応答します。

b. FIPS 準拠の CAM の場合、次のように FIPS 機能を検証します。

 – FIPS カードの動作スイッチが「O」（動作モードの場合）に設定されていることを確認します。

 – CAM コンソール インターフェイスに root としてログインします。

 – /perfigo/common/bin/ ディレクトリに移動します。

 – ./test_fips.sh と入力し、次の出力を確認します。

Installed FIPS card is nCipher
Info-FIPS file exists
Info-card is in operational mode
Info-httpd worker is in FIPS mode
Info-sshd up

c. CAM が応答しない場合は、SSH（セキュア シェル） を使用して CAM へ接続してください。root 
のユーザ名およびパスワードを使用して接続します。接続したら、デフォルト ゲートウェイへ 
ping を実行して、CAM が外部ネットワークに接続できるかどうか確認してください。

インストール後に、CAM の初期設定をリセットする必要がある場合は、直接あるいは SSH を介

して CAM 機器に接続し、CLI コマンド service perfigo config を使用してください。

CAM の設定が終了すると、CAM Web コンソールにアクセスすることにより、製品ライセンスを

追加したり、管理や追加の設定を目的として、初期設定された CAS を CAM に追加できるように

なります（「CAM Web コンソールへのアクセス」（P.3-13）を参照）。

2 つのテストが失敗した場合は、IP アドレスを正確に設定したか、およびその他のネットワークの

設定が適切であるか確認してください。

Web コンソールを通じて CAM にアクセスできるようになります（「CAM Web コンソールへのアクセ

ス」（P.3-13）を参照）。

 • CAM を手動で停止および開始するコマンドについては、「CAM CLI コマンド」（P.3-45）を参照

してください。

 • ネットワーク カードの設定の問題については、「NIC カードの追加設定」（P.3-41）を参照してくだ

さい。
3-12
Cisco NAC アプライアンス ハードウェア インストレーション ガイド

OL-20326-01-J



 

第 3 章      Clean Access Manager および Clean Access Server のインストール方法

CAM のインストール 
CAM Web コンソールへのアクセス

CAM の Web 管理コンソールは、導入された Cisco NAC アプライアンスを管理するための主要インター

フェイスです。初期設定が完了したら、次の手順に従って、CAM Web コンソールにアクセスします。

警告 CAM/CAS および CAM Web コンソールにアクセスするには、製品または評価ライセンスを
取得済みでなければなりません。製品ライセンスの取得およびインストール方法および Cisco 
NAC アプライアンスのサービス契約サポートの取得方法の完全な手順については、『Cisco 
NAC Appliance Service Contract / Licensing Support』を参照してください。

ステップ 1 ネットワークを通じて CAM にアクセス可能なコンピュータで Web ブラウザを起動します。

ステップ 2 Internet Explorer バージョン 6 を使用して CAM（および CAS）Web コンソールにアクセスする場合

は、ブラウザの詳細設定で TLS バージョン 1 を有効にしている必要があります。詳細については、

「Internet Explorer バージョン 6 での TLSv1 のイネーブル化」（P.3-53）を参照してください。

ステップ 3 URL/アドレス フィールドに、CAM の IP アドレス（DNS サーバに必要なエントリを作成した場合は

ホスト名）を入力します。

ステップ 4 一時的な SSL 証明書を使用している場合は、セキュリティ警告と、証明書を受け入れるよう求めるプ

ロンプトが表示されます。[Yes] をクリックして証明書を受け入れます（署名付き証明書を使用してい

る場合、セキュリティ ダイアログは表示されません）。

[Clean Access Manager License Form]（図 3-1）が表示され、CAM FlexLM ライセンス ファイルをイ

ンストールするよう指示されます。参照用に、フォームの上部に CAM の eth0 MAC アドレスが表示さ

れます。製品ライセンス ファイルを取得し、CAM Web コンソールへアクセスするのに使用する PC/
ラップトップのディスクに保存する必要があります。製品および評価版のライセンスの取得方法の詳細

については、『Cisco NAC Appliance Service Contract/Licensing Support』を参照してください。

（注） ライセンスの取得に役立つように、フォーム上部に CAM の eth0 MAC アドレスが表示されます。
3-13
Cisco NAC アプライアンス ハードウェア インストレーション ガイド     

OL-20326-01-J

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/nac/appliance/support_guide/license.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/prod_installation_guides_list.html


 

第 3 章      Clean Access Manager および Clean Access Server のインストール方法               

CAM のインストール
図 3-1 Clean Access Manager License Form 

CAM ライセンスのインストール

ステップ 5 [Clean Access Manager License File] フィールドで、受領したライセンス ファイルを参照し、[Install 
License] ボタンをクリックします。

ステップ 6 [Clean Access Manager License File] フィールドで、ライセンスを入力するには、[Browse] ボタンをク

リックして、CAM 用に受領したライセンス ファイルを探し、[Install License] ボタンをクリックします。

（注） CAM フェールオーバー（HA）ライセンスを購入した場合は、 初にプライマリ CAM にフェール

オーバー ライセンスをインストールしてから、その他のすべてのライセンスをロードしてください。

これにより、CAM HA ペアのアップグレードが容易になります。
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ステップ 7 ライセンスを受領すると、カスタマイズ可能な CAM プリログイン バナー（図 3-2）が表示されるか

（CAM の初期設定中にプリログイン バナーを有効にした場合）、Web 管理コンソール ログイン ウィン

ドウが表示されます（図 3-3）。ユーザ名 admin と Web 管理ユーザ パスワードを入力して、[Login] を
クリックします。

図 3-2 CAM 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。

図 3-3 CAM 管理 Web コンソールのログイン ページ
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ステップ 8 [Monitoring > Summary] ページが開き、左側にナビゲーション ペインが表示されます（図 3-4）。

ステップ 9 インストールおよび初期設定中に指定したユーザ名 admin と Web コンソール管理パスワードを入力し

て、[Login] をクリックします。

図 3-4 「[Monitoring Summary] ページ（非 FIPS CAM）
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図 3-5 [Monitoring Summary] ページ（FIPS 140-2 準拠の CAM）
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ライセンスの追加

ステップ 10 CAS 用の追加のライセンスを追加するには、CAM 管理 Web コンソールで [Administration] > [CCA 
Manager] > [Licensing]（図 3-6）に移動します。

（注） HA-CAS マシンの場合は、Manager フェールオーバー ライセンスが存在する必要があります。

Manager フェールオーバー ライセンスをインストールすると、サーバの増分数は 1 スタンドアロン 
CAS または 1 CAS HA ペアになります。

図 3-6 [Licensing] ページ 

ステップ 11 [Clean Access FlexLM License File(s)] フィールドで、[Browse] で CAS または CAS バンドル用のラ

イセンス ファイルを参照し、[Install License] をクリックします。ライセンスのインストールの成功ま

たは失敗、追加されたライセンスのタイプ、サーバの増加数（CAS ライセンスの場合）を示すページ

の上部に、緑色の確認テキスト文字列が表示されます（たとえば、「License added successfully.CCA 
Manager License added.Out-of-Band Server Count is now 20.」など）。ページ下部のステータス テキス

トには、Lite、Standard、または Super Manager ライセンスの有無、ライセンスがフェールオーバー用

かどうか、および IB または OOB CAS ライセンス数が示されます。
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ステップ 12 インストールする必要のあるライセンス ファイルごとに、ステップ 11 を行います（Customer 
Registration Form に入力した PAK ごとにライセンス ファイルが 1 つ届いているはずです）。このペー

ジの下部のサーバ カウント情報には、ライセンス ファイルの正常インストールによって利用可能と

なった CAS の合計数が表示されます。

（注） [Remove All Licenses] ボタンをクリックすると、すべての FlexLM ライセンス ファイルがシステムか

ら削除されます。ライセンス ファイルは個別に削除できません（すべてのライセンスを削除して、再

インストールした場合、認証されたユーザ トラフィックは引き続き通過します）。 
 

管理 Web コンソールにアクセスできるようにするには、CAM ライセンスを導入する必要があります。

詳細については、『Cisco NAC Appliance Service Contract/Licensing Support』を参照してください。

ステップ 13 これで、ライセンスはインストールされました。CAM Web コンソールを使用して、構成の設定を継続

できます。設定の詳細については、次のマニュアルを参照してください。

 • 『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Configuration Guide, Release 4.7(1)』

 • 『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Configuration Guide, Release 4.7(1)』

ステップ 14 Web コンソールからログアウトするには、コンソールの右上にある管理者セッションの [Logout] ボタ

ンをクリックするか、ブラウザを閉じます。

SSL 証明書に関する重要事項

1. 一時的な SSL 証明書は、CAM 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、エ

ンド ユーザとして CAM にアクセスできなくなります。

2. 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。

3. CAM と CAS との間に安全な初期の通信チャネルを確立するには、CAM が CAS の証明書を信頼

できるように、また CAS が CAM の証明書を信頼できるように、各アプライアンスからのルート

証明書を他方のアプライアンスの信頼できるストアにインポートする必要があります。

4. 運用環境に CAM を導入する前に、サードパーティの 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 Web 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）。

CAM の詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Configuration Guide, Release 
4.7(1)』の「Set System Time」および「Manage CAM SSL Certificates」を参照してください。CAS 
の詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Configuration Guide, Release 4.7(1)』
を参照してください。

（注） 以前の配置で不完全、正しくない、順番が適切でない SSL 証明書のチェーンを使用している場合は、

リリース 4.7(x) 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 4.7(x) 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 4.7(x) 
へのアップグレード後に CAM または CAS 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 ノートの『How to Fix Certificate Errors on the CAM/CAS After Upgrade』
を参照してください。
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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 アプライアンス CAM または CAS を対象にしてい

ます。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、『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。

（注） CAS で Cisco NAC アプライアンス Profiler Collector を設定する場合、詳細については『Cisco NAC 
Profiler Configuration Guide, Release 2.1.8』を参照してください。

ここでは、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.3-2）

 • 「バーチャル ゲートウェイ モード接続の要件」（P.3-21）

 • 「新規インストール手順の概要」（P.3-23）

 • 「CAS の接続」（P.3-24）

 • 「CD-ROM からの CAS ソフトウェアのインストール」（P.3-25）

 • 「CAM の初期設定の実行」（P.3-7）

概要

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。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 CAM/CAS 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。

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。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） 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。
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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。

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、信頼できるネットワーク インターフェイス

（eth0）と信頼できないネットワーク 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、すべての中央 /コア スイッチで

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 コンソールの [Device Management] > [CCA Servers] > [New Server] で CAM に CAS を追加

します（『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Configuration Guide, Release 4.7(1)』を参照）。

ステップ 4 CAS を管理するには、[Device Management] > [CCA Servers] > [Manage [CAS_IP]] によって CAS 管
理ページにアクセスします（『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Configuration Guide, 
Release 4.7(1)』を参照）。
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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 
Servers] > [Manage [CAS_IP]] > [Advanced] > [VLAN Mapping] で設定します。『Cisco NAC 
Appliance - Clean Access Manager Configuration Guide, Release 4.7(1)』の「VLAN Mapping in 
Virtual Gateway Modes」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。

（注） CAM がダウンし、「フェール オープン」状態で CAS が VLAN マッピングを実行する場合、CAM が
オンラインに復帰するまで VLAN マッピング機能は失われたままとなるので、CAS をリブートしない

でください。

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。

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。
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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、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Configuration Guide, Release 4.7(1)』
の「Understanding VLAN Settings」および「VLAN Mapping in Virtual Gateway Modes」を参照して

ください。

新規インストール手順の概要

（注） 新規インストールのための追加の配置については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager 
Configuration Guide, Release 4.7(1)』を参照してください。

ステップ 1 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） 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。

ステップ 2 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、 新の 
4.7(x) .ISO イメージをダウンロードできます。

ステップ 3 CAS をネットワークに接続するとともに、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 ケーブルを介して CAS に接続します（「CAS の接続」（P.3-24）を参照）。
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ステップ 4 「CD-ROM からの CAS ソフトウェアのインストール」（P.3-25）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「Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS 
でのブート設定の設定」（P.3-44）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 5 「CAS の初期設定の実行」（P.3-27）に従って CAS を初期設定します。

（注） 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、「CAS のハイ アベイラビリティ ペアの導入」（P.4-18）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 6 『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Configuration Guide, Release 4.7(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。

ステップ 7 CAS を CAM に追加します（『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Configuration Guide, 
Release 4.7(1)』を参照）。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 CAS では、eth0（信頼できる） と eth1（信頼できない）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。

警告 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 CAS 
ソフトウェアのインストール」（P.3-25）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 外部 FIPS スマート カード リーダー モジュールを FIPS 140-2 準拠の NAC-3315、NAC-3355、または 
NAC-3395 に接続します。スマート カード リーダーのミニ DIN ケーブルを、アプライアンスの背面の

メス ミニ DIN FIPS カード ポートに接続します（図 1-4（P.1-6）、図 1-9（P.1-10）、および図 1-14
（P.1-14） を参照）。
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ステップ 4 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 5 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、

「CAM および CAS へのシリアル接続」（P.3-42）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。

CD-ROM からの CAS ソフトウェアのインストール

次の手順では、NAC-3310/3315 SERVER または NAC-3350/3355 SERVER アプライアンス上で CAS 
ソフトウェアの CD インストールを任意で実行する方法を示します。

ステップ 1 インストール対象マシンをネットワークに接続し、ダイレクト コンソールまたはシリアル接続を介して

マシンのコマンドラインにアクセスします（「CAM および CAS へのシリアル接続」（P.3-42）を参照）。

ステップ 2 次の手順に従って、ターゲット マシンでサポートされている 新のソフトウェア バージョンをダウン

ロードします。

a. Cisco Software Download サイト（http://www.cisco.com/public/sw-center/index.shtml）にログイ

ンします。CCO 認定証の提供を求められる場合があります。

b. [Security] > [Endpoint Security] > [Cisco Network Access Control] > [Cisco NAC Appliance] > 
[Cisco NAC Appliance 4.7] に移動します。

c. 新の 4.7(x) .ISO イメージ（たとえば、nac-4.7_1-K9.iso）をダウンロードし、そのイメージを

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 .ISO ファイルが入っている CD-ROM を、ご使用の CAS マシンの CD-ROM ドライブに入れ

ます。
3-25
Cisco NAC アプライアンス ハードウェア インストレーション ガイド     

OL-20326-01-J

http://www.cisco.com/public/sw-center/index.shtml


 

第 3 章      Clean Access Manager および Clean Access Server のインストール方法               

CAS のインストール
ステップ 4 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 4.7.1 Installer (C) 2009 Cisco Systems, Inc.

                Welcome to the Cisco Clean Access 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 a
t the boot prompt and press the <ENTER> key.

boot: 

ステップ 5 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 6 インストール /アップグレード CD が Cisco NAC アプライアンスの既存のインストールを検出すると、

次のプロンプトが表示されます。

Checking for existing installations.
Clean Access Server 4.7.0 installation detected.
Please choose one of the following actions:
1) Install.
2) Upgrade.
3) Exit.

ステップ 7 Cisco NAC アプライアンス ソフトウェアの新規インストールを実行するには、1 を選択します。

ステップ 8 次に、Cisco NAC アプライアンス ソフトウェア インストーラにより 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.
3) Exit.

注意 CAM または CAS ソフトウェアのインストールには、1 枚の CD だけを使用します。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 9 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.3-7）を参照）。
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CAS の初期設定の実行 
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.3-47）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.

（注） Cisco NAC アプライアンス ソフトウェアをインストールして CAS を起動してもこのプロンプトが表示

されない場合は、「CAM/CAS コンフィギュレーション ユーティリティの手動での再起動」（P.3-50）
を参照してください。

ステップ 3 CAS が FIPS 準拠のプラットフォーム（NAC-3315 または NAC-3355）である場合は、 初のプロン

プトで、オンボード FIPS カード（アプライアンスでの FIPS 準拠の機能を保証するのに使用される）

を初期化するかどうかの判断を求められます。初期化しない場合は、ステップ 7 に進みます。

Do you want to initialize the fips cards? (y/n)? [y]
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ステップ 4 アプライアンスで FIPS を有効にするには、y を選択します。アプライアンスは FIPS カードを自動的に

初期化してセキュリティ ワールドの確立を試行します。

-- Running startup script 45drivers

 -- Running startup script 46exard

 -- Running startup script 50hardserver

Security world not found
Creating the security world and initializing the smart cards

次に、FIPS への準拠を CAS 上で有効にするために初期化するスマート カードの数（1 ～ 6）を指定す

るよう求められます。

How many cards do you want to initialize (1-6)? [1]
Set ncipher card switch in i mode and press Return to continue

ステップ 5 初期化するスマート カードの数を入力し、CAS の背面にある FIPS カードの操作スイッチが「I」（「初

期化」）の状態になっていることを確認して Return キーを押します。

Module 1, command ClearUnit: OK

Create Security World:
 Module 1: 0 cards of 1 written
 Module 1 slot 0: unknown card
 Module 1 slot 0: - no passphrase specified - overwriting card
Module #1 Slot #0: Processing ...

Card writing complete.

security world generated on module #1; hknso = 65cc642b8d38a1f99b58c8afa560f4d94
522d2ad
Set ncipher card switch in o mode and press Return to continue

ステップ 6 FIPS カードのスイッチを「O」（「動作」）に戻し、Return キーを押します。

Module 1, command ClearUnit: OK

Card(s) check passed

Do you want to continue with the rest of the NAC Server Configuration?  (y/n)? [y]

ステップ 7 プロンプトが表示されたら、CAS の eth0（信頼できる）インターフェイスの IP アドレスを入力しま

す。プロンプトが表示されたら、値を確認します。エントリを訂正する場合は、n を入力して Enter 
キーを押します。

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]

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。

（注） CAS の eth0 の IP アドレスは、Management IP アドレスと同じです。
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ステップ 8 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 9 デフォルト ゲートウェイ アドレスを受け入れるか、または CAS の eth0 アドレスのデフォルト ゲート

ウェイを入力します。プロンプトでデフォルト ゲートウェイを確認します。

Please enter the IP address for the default gateway []: 10.201.240.1
You entered 10.201.240.1 Is this correct? (y/n)? [y]

ステップ 10 「Vlan Id Passthrough」のプロンプトで n を入力してから Enter キーを押して（または単に Enter キー

を押して）、CAS のデフォルト動作として VLAN ID パススルーをディセーブルのままにします。デ

フォルトでは、インターフェイス経由で CAS に送信されるトラフィックから VLAN ID が除去されま

す。y を入力すると、トラフィックが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に送信さ

れる場合、VLAN ID は CAS を通過できます。

[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 3-7 を参照）。この ID は CAS によって保持され、信頼できないネットワークから信

頼できる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。

図 3-7 VLAN ID の終了

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。
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図 3-8 VLAN ID パススルー

ステップ 11 「Management VLAN Tagging」のプロンプトで n を入力してから Enter キーを押して（または単に 
Enter キーを押して）、管理 VLAN タギングをディセーブルのままにします（デフォルト）。あるいは、

Y を入力してから Enter キーを押して、eth0 インターフェイスでの管理 VLAN タギング（指定した 
VLAN ID を使用）をイネーブルにします（管理 VLAN ID をあとで変更するには、CAS の Web コン

ソールの [Network] > [IP] ページから変更できます。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）。

[Management Vlan Tagging] for egress packets of eth0 is disabled.
Would you like to enable it? (y/n)? [n]

（注） CAM との基本接続を確立する場合は、CAS eth0 インターフェイス設定が必要です。CAS eth1 イン

ターフェイス設定は、あとで CAM Web コンソールから再設定できます。

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、信頼できないネット

ワークから信頼できる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。

図 3-9 管理 VLAN ID タギングを使用した場合の eth0 出力パケット
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（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（管理 VLAN 
タギングが必要になるのは、バーチャル ゲートウェイ構成のように、CAS の信頼できる側がトラ

ンクである場合です。この場合は、管理 VLAN タギングをイネーブルにして、CAS の信頼できる

インターフェイスが属する VLAN ID を指定します）。

 • 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 12 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 []: 10.10.10.10
You entered 10.10.10.10 Is this correct? (y/n)? [y]

（注） バーチャル ゲートウェイの場合、 も一般的に使用される eth1 アドレスは eth0 のアドレスです。ルー

プを防止するために、Web コンソールで CAM に CAS を追加するまで、eth1 とネットワークを接続し

ないでください。詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Configuration Guide, 
Release 4.7(1)』を参照してください。

ステップ 13 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 14 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 []: 10.10.10.1
You entered 10.10.10.1 Is this correct? (y/n)? [y]
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ステップ 15 信頼できないネットワークから信頼できる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）。信頼できない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] 

図 3-10 VLAN ID パススルー

ステップ 16 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（または単に 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。
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図 3-11 管理 VLAN ID タギングを使用した場合の eth1 出力パケット

ステップ 17 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] 

ステップ 18 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 19 CAM および CAS はローカル マスター シークレット パスワードを使用して、他のシステム パスワー

ドなど、重要なデータを暗号化して保護します。必要なときにデータベース スナップショットを CAM 
に確実にリストアするとともに、HA 構成内の HA ピア CAM/CAS へのフェールオーバーを確実に行

えるように、割り当てられたマスター シークレット パスワードをきわめて正確に記録しておくことを

推奨します（システムが異なるマスター シークレット パスワードで設定されている場合、作成した 
CAM データベース スナップショットをアップロードできません。また、マスター シークレット パス

ワードが異なる場合、HA のセカンダリ CAM/CAS はフェールオーバー発生後に「アクティブ」ロー

ルを引き継ぐことはできません）。プロンプトで、マスター シークレットを入力し確認します。

The master secret is used to encrypt sensitive data.
Remember to configure all HA pairs with the same secret.
Please enter the master secret:
Please confirm the master secret:

注意 マスター シークレットが失われた場合または破損状態になった場合は、「破損したマスター シーク

レットからの回復」（P.3-52）の手順を使用してください。
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ステップ 20 CAS の時間設定を次のように指定します。

a. 大陸と海洋のリストから該当する地域を選択します。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 のように Posix TZ 形式で

タイム ゾーンを入力する場合は 11 を入力します。

b. 次に、選択した地域の国のリストが表示されます。国のリストから該当する国（米国なら 47）を

選択し、Enter キーを押します。

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 ゾーンが表示されます。

d. リストから該当するタイム ゾーンを選択し（太平洋標準時なら 21）、Enter キーを押します。

e. 1 を入力して設定を確認します。設定を取り消してやり直す場合は、2 を入力します。

The following information has been given:
        United States
        Pacific Time
Is the above information OK?
1) Yes
2) No
#? 1

ステップ 21 現在の日時を hh:mm:ss mm/dd/yy の形式で入力して、確認します。

Updating timezone information...

Current date and time hh:mm:ss mm/dd/yy [07:52:52 04/30/07]: 15:52:00 04/30/07
You entered 15:52:00 04/30/07 Is this correct? (y/n)? [y]
Mon Apr 30 15:52:00 PDT 2007

（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 /満了日の範囲内である必要があり

ます。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 /満了日の範囲内で

なければなりません。

ステップ 22 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。

b. 組織ユニット名には、その証明書を管理する組織内のグループを入力します（doc など）。

c. 組織名には、証明書を受領する組織名または会社名（Cisco Systems など）を入力し、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（San Jose など）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. US など、2 文字の国コードを入力し、Enter キーを押します。
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ステップ 23 値を確認してから Enter キーを押して、SSL 証明書を生成します。または、n を入力して再起動します。

You entered the following:
Domain: 10.201.240.10
Organization unit: doc
Organization name: Cisco Systems
City name: San Jose
State code: CA
Country code: US
Is this correct? (y/n)? [y] y

（注） 一時的な SSL 証明書を生成しなければ、エンド ユーザとして CAS にアクセスできません。

ステップ 24 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 バナー機能の詳細および例については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server 
Configuration Guide, Release 4.7(1)』を参照してください。

ステップ 25 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、10-9=One というパスワードは、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 Configuration Guide, Release 4.7(1)』の「Administering the CAM」の章を参

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 26 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.

New password for web console admin:
Confirm new password for web console admin:
Web console admin password changed successfully.
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ステップ 27 初期設定プロセスでの 後の手順は、NAC-3315 または NAC-3355 CAS に対して FIPS モードをオン

にするかどうかを選択することです。

Would you like to turn on fips mode? (y/n)? [y]

 -- Running startup script 45drivers

 -- Running startup script 46exard

 -- Running startup script 50hardserver

Security world already exists
Do you want to recreate security world and initialize cards (y/n)? [n]
writing RSA key
Card(s) check passed

ステップ 28 設定が完了したら、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 29 設定が完了したら、次のコマンドを入力して CAS をリブートします。

# reboot

これで、CAS の初期設定は完了です。CAM のインストールおよび初期設定も完了したら、CAM Web 
管理コンソールを使用して、CAM に CAS を追加します（『Cisco NAC Appliance - Clean Access 
Manager Configuration Guide, Release 4.7(1)』を参照）。

ステップ 30 CAS のインストールおよび初期設定に続き次のことを行います。

a. コマンドラインから、eth0 インターフェイス アドレスに ping を実行します。適切に作動していれ

ば、そのインターフェイスは ping に応答します。

b. FIPS 準拠の CAS の場合、次のように FIPS 機能を検証します。

 – FIPS カードの動作スイッチが「O」（動作モードの場合）に設定されていることを確認しま

す。

 – CAS コンソール インターフェイスに root としてログインします。

 – /perfigo/common/bin/ ディレクトリに移動します。

 – ./test_fips.sh と入力し、次の出力を確認します。

Installed FIPS card is nCipher
Info-FIPS file exists
Info-card is in operational mode
Info-httpd worker is in FIPS mode
Info-sshd up

c. CAS が応答しない場合は、SSH を使用して CAS へ接続してください。root のユーザ名およびパ

スワードを使用して接続します。接続したら、CAS からゲートウェイまたは外部 Web サイトへ 
ping を実行して、CAS が外部ネットワークに接続できるかどうか確認してください。

2 つのテストが失敗した場合は、IP アドレスを正確に設定したか、およびその他のネットワークの

設定が適切であるか確認してください。

インストール後に、CAS の初期設定をリセットする必要がある場合は、直接あるいは SSH を介して 
CAS 機器に接続し、service perfigo config コマンドを使用してください。
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SSL 証明書に関する重要事項

1. 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。使用環境へ設置する前に、CAS 用に CA（認証局）から信頼

できる証明書を取得して、一時証明書と置き換える必要があります。

2. 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。

3. CAM と CAS との間に安全な初期の通信チャネルを確立するには、CAM が CAS の証明書を信頼

できるように、また CAS が CAM の証明書を信頼できるように、各アプライアンスからのルート

証明書を他方のアプライアンスの信頼できるストアにインポートする必要があります。

4. 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）。

詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Configuration Guide, Release 4.7(1)』
の「Manage CAS SSL Certificates」および「Synchronize System Time」を参照してください。CAM 
証明書についての詳細は、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Configuration Guide, 
Release 4.7(1)』を参照してください。

ファイアウォール経由の Cisco NAC アプライアンスの接続
Clean Access Manager（CAM）は、Clean Access Server（CAS）との通信の一環として Java Remote 
Method Invocation（RMI）を使用します。つまり、動的に割り当てられたポートを使用して通信しま

す。CAS と CAM との間にファイアウォールが存在する場合は、CAS マシンと CAM マシンとの間の

通信を可能にするための規則、すなわち、CAM から CAS へのトラフィックおよび CAS から CAM へ
のトラフィックを許可する規則をファイアウォール内に設定する必要があります。

（注） CAS と CAM との間に NAT ルータが存在する場合、詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean 
Access Server Configuration Guide, Release 4.7(1)』の「Installation」の章の「Configuring the CAS 
Behind a NAT Firewall」も参照してください。

表 3-1 に、CAS と CAM との間の通信に必要なポートを示します（Cisco NAC アプライアンスのバー

ジョンごと）。

表 3-1 CAM/CAS のポート接続

Cisco NAC アプ

ライアンスのバー

ジョン 必要なポート 
4.7(x) 
4.6(1) 
4.5(x) 
4.1(x) 
4.0(x)

TCP ポート 443、1099、および 8995 ～ 8996

3.6(x) TCP ポート 80、443、1099、および 8995 ～ 8996
3.5(x) TCP ポート 80、443、1099、および 32768 ～ 61000

（通常は、32768 ～ 32999 で十分）
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ファイアウォール経由の Cisco NAC アプライアンスの接続
たとえば、Single Sign-On（SSO）機能の場合、Agent と Active Directory サーバとの間の通信を可能

にするには CAS とファイアウォール（存在する場合）で追加のポートを開く必要があります（表 3-2 
を参照）。表 3-2 では、通信装置、影響を受けるポート、および各ポートの目的についての詳細を説明

します。

表 3-2 ポートの用途 

装置 通信装置 開くポート 目的

ファイア

ウォール（存

在する場合）

CAM および 
CAS

TCP 8995、8996
TCP 1099

CAM と CAS 間の Java Management Extensions（JMX）通信

（接続前メッセージと接続メッセージなど）

TCP 443 Agent/CAM/CAS 間の HTTP over Secure Sockets Layer（SSL）
通信（Agent を介したエンド ユーザ マシンの修復）

TCP 80（バージョ

ン 3.6.x 以前）

Agent/CAS/CAM 間の HTTP 通信 CAM からエンド ユーザ マシ

ンへの Agent のダウンロードに使用 
CAS および 
Agent

UDP 8905、8906 SWISS（Agent で CAS の UDP 検出に使用される独自の 
CAS-Agent 通信プロトコル）。レイヤ 2 ディスカバリの場合は 
UDP 8905 が使用され、レイヤ 3 ディスカバリの場合は 8906 が使

用されます。

詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server 
Configuration Guide, Release 4.7(1)』の「Connecting to the CAS 
Using the SWISS Protocol」を参照してください。

TCP 443 Agent/CAS/CAM 間の HTTP over SSL 通信（Web ログイン ページ

へのユーザのリダイレクションの場合など）

TCP 80（バージョ

ン 3.6.x 以前）

Agent/CAS/CAM 間の HTTP 通信 CAM からエンド ユーザ マシ

ンへの Agent のダウンロードに使用
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ファイアウォール経由の Cisco NAC アプライアンスの接続   
CAS および

ファイア

ウォール（存

在する場合）

Agent
（Windows OS）
および Active 
Directory（AD）

サーバ 

TCP 88、135、
389、445、1025、
1026

UDP 88、389

AD SSO では次のポートを開く必要があります。

 • TCP 88（Kerberos） 

 • TCP 135（RPC） 

 • TCP 389（LDAP）または TCP 636（SSL を使用した LDAP） 

（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。

 • TCP 445（Microsoft-SMB。たとえば、DC から PC へのパス

ワード変更の通知に必要）

 • TCP 1025（RPC）：非標準 

 • TCP 1026（RPC）：非標準

AD サーバが Kerberos を使用しているかどうかがわからない場合

は、次の UDP ポートを代わりに開く必要があります。

 • UDP 88（Kerberos） 

 • UDP 389（LDAP）または UDP 636（SSL を使用した 
LDAP）

（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 パーティションの効率的な検索が可能になります。 
 

配置において LDAP サービスが必要な場合は、TCP/UDP 
389（プレーン テキスト）ではなく TCP/UDP 636（SSL 
暗号化を使用した LDAP）を使用します。

AD SSO の詳細については、『Cisco NAC Appliance - Clean 
Access Server Configuration Guide, Release 4.7(1)』を参照してく

ださい。

表 3-2 ポートの用途（続き）

装置 通信装置 開くポート 目的
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WAN（Wide Area Network）での接続
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>：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。

WAN（Wide Area Network）での接続
WAN を通じて CAM/CAS を配置する場合は、すべての CAM/CAS トラフィックと SNMP トラフィッ

クを優先し、HA ペアのサービス IP アドレスに加えて CAM および CAS の eth0/eth1 IP アドレスを含

める必要があります。
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NIC カードの追加設定 
NIC カードの追加設定
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、CAM および CAS マシンに eth0（NIC1）
および eth1（NIC2）インターフェイスがデフォルトで装備されていることを前提としていて、初期イ

ンストール中にこれらを設定する必要があります。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。通常、CAS システムをハイ アベイラビリティ

（HA）構成に設定する場合は、eth2 を設定する必要があります。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-CAM/CAS の専用または冗長 UDP ハート

ビート インターフェイスとして設定できます。

（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 を設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 NIC が Linux で認識されているか確認するには、ifconfig ethn を入力します（n はインターフェイス

番号）。たとえば、イーサネット インターフェイスが 2 つ（eth0 および eth1）内蔵されているシステム

に NIC を追加する場合、n は 2 です。したがって、ifconfig eth2 と入力します。

ステップ 2 MAC アドレスや送受信カウンタなどのインターフェイス情報が表示されることを確認します。この場

合、インターフェイスが Linux で認識されていて、使用できる状態です。

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 次のように vi を使用して、インターフェイスの ifcfg-ethn ファイルを編集します。

vi ifcfg-eth2 

ステップ 5 ファイルに次の行を追加し、IPADDR、NETMASK、BROADCAST、および NETWORK の値をネットワークの実際

の値で置き換えます。

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。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。
3-41
Cisco NAC アプライアンス ハードウェア インストレーション ガイド     

OL-20326-01-J



 

第 3 章      Clean Access Manager および Clean Access Server のインストール方法               

CAM および CAS へのシリアル接続
（注） NIC カードが BIOS で認識されない場合は（アプライアンス以外のサーバ マシンの場合など）、製造元

の推奨設定に従って、IRQ/メモリ設定を調整する必要があります。 
 

BIOS で認識された NIC は、ソフトウェア（Linux）で自動的に認識されます。何らかの理由により、

NIC が BIOS で認識されているにもかかわらず、Linux で認識されない場合は、システムにログインし

て kudzu を実行してください。NIC の設定を支援するユーティリティが起動します。

（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。

HA の設定の詳細については、第 4 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 および CAS へのシリアル接続
ここでは、シリアル接続を通じて CAM および 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。

ステップ 1 管理コンピュータのシリアル ポートを、CAM または 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。

（注） CAM または CAS でハイ アベイラビリティ（フェールオーバー）が構成済みの場合は、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。そのような場合、シリアル接

続を通じてピア CAM または CAS を管理するためには、マシンにシリアル ポートが 2 つ以上必要で

す。2 つ以上ない場合は、ピア接続のためにイーサネット ポートを使用できます。詳細については、

「CAM のハイ アベイラビリティ ペアの導入」（P.4-3）を参照してください。

ステップ 2 ワークステーションを CAM または 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。
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CAM および CAS へのシリアル接続   
ハイパーターミナルの接続の設定

ステップ 3 [Start] > [Programs] > [Accessories] > [Communications] > [HyperTerminal] の順番にクリックすると、

ハイパーターミナルの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、[OK] をクリックします。

ステップ 5 [Connect using] 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 [Port Settings] を次のように設定します。

 • [Bits per second]：9600

 • [Data bits]：8

 • [Parity]：なし

 • [Stop bits]：1

 • [Flow control]：なし

ステップ 7 [File] > [Properties] を選択し、セッションのプロパティ ダイアログを開き、[Emulation] の設定を 
VT100 に変更します。
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CAM および CAS へのシリアル接続
ステップ 8 これで、CAM または 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.3-5） 

 • 「CD-ROM からの CAS ソフトウェアのインストール」（P.3-25）

 • 「CAM の初期設定の実行」（P.3-7） 

 • 「CAS の初期設定の実行」（P.3-27）

（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。

Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS でのブート設定の設定

CAM または CAS が CD-ROM ドライブ上のソフトウェアを読み込まず、代わりにハード ディスクか

らブートしようとする場合は、CD からイメージの再作成やアプライアンスの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 3-12）。

図 3-12 ブート メニュー
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CAM/CAS 関連で役立つ CLI コマンド   
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 3-13）。

図 3-13 CD-ROM ドライブからのブート 

ステップ 4 F10 キーを押し、保存して終了します。

CAM/CAS 関連で役立つ CLI コマンド
ここでは、CAM および CAS 用の CLI コマンドについて説明します。

 • 「CAM CLI コマンド」（P.3-45）

 • 「CAS CLI コマンド」（P.3-47）

CAM CLI コマンド

CAM の管理タスクの大部分（動作の設定など）を Web 管理コンソールを介して実行するとともに、

CAM の起動やリブートなどの操作を実行できます。ただし、場合によっては、ネットワークまたは 
VLAN の設定が正しくないために Web 管理コンソールを利用できない場合など、CAM の設定に直接

アクセスすることが必要なことがあります。Cisco NAC アプライアンスのコマンドライン インター

フェイス（CLI）を使用すれば、CAM で基本的な動作パラメータを直接設定することができます。

CLI コマンドを実行するには、SSH を使用して CAM にアクセスし、ユーザ root でログインし、対応

するパスワードを入力します。すでに CAM 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（「CAM 
の接続」（P.3-4）を参照）。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 3-3 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。
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CAM/CAS 関連で役立つ CLI コマンド
CAM の電源オフ

CAM の電源をオフにする場合は、SSH を介して接続している間に、次のいずれかを実行します。

 • service perfigo stop と入力してから、マシンの電源をオフにします。

 • /sbin/halt と入力してから、マシンの電源をオフにします。

初期設定の再起動

コンフィギュレーション スクリプトを起動するには、SSH を介して接続した状態で service perfigo 
config と入力します。例： [root@camanager root]# service perfigo config 

このコマンドにより、コンフィギュレーション ユーティリティ スクリプトが起動します（CAS または 
CAM のどちらでも）。スクリプトでは CAM 用のネットワーク設定を構成します（手順については、

「CAM の初期設定の実行」（P.3-7）を参照してください）。service perfigo config を実行し完了した

後、必ず、service perfigo reboot または reboot を実行し、修正済みの設定で CAM をリセットし

ます。

（注） コマンドライン ユーティリティを使用して、自動および手動によるバックアップ スナップショットか

らデータベースを復元する方法については、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager 
Configuration Guide, Release 4.7(1)』を参照してください。

表 3-3 CLI コマンド

コマンド 説明

service perfigo start アプライアンスを起動します。CAM 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、CAM が
停止していなければなりません。

service perfigo stop Cisco NAC アプライアンスのサービスをシャットダウンします。

service perfigo restart Cisco NAC アプライアンス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） 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。

service perfigo reboot 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。

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 
CAM の設定を変更できます。service perfigo config が完了したら、

CAM を再起動する必要があります。

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。
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CAM/CAS 関連で役立つ CLI コマンド   
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

（「CAM の接続」（P.3-4）を参照）。

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 3-3 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 3-4 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 Cisco NAC アプライアンスのサービスをシャットダウンします。

（注） 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。

service perfigo maintenance 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。
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CAM/CAS 関連で役立つ CLI コマンド
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 3-5 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。

service perfigo restart Cisco NAC アプライアンス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） 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。

service perfigo reboot 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。

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、「CAM の初期設定の実行」（P.3-7）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。

表 3-4 CAS 用の Cisco NAC アプライアンスの CLI コマンド

コマンド 説明
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CAM/CAS 関連で役立つ CLI コマンド   
表 3-5 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 サービスを開始します。

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 上で実行中の設定済み Collector サービスを表示します。

Collector Network Configuration
Collector Name    = bcas1-fw
Connection Type   = server
Listen on IP      = 10.40.1.10
Network IP ACL
127.0.0.1
10.10.0.211
10.10.0.210
10.10.0.212
Port Number       = 31416
Encryption type   = AES
Shared secret     = profiler

service collector status CAS 上の個別の Collector モジュールの実行ステータスを表示し

ます。例：

Profiler Status
  o Server      Not Installed
  o Forwarder   Running
  o NetMap      Running
  o NetTrap     Running
  o NetWatch    Running
  o NetInquiry  Running
  o NetRelay    Running

service collector restart CAS 上で Collector サービスを停止して再起動します。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。

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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CAM/CAS コンフィギュレーション ユーティリティの手動での再起動
CAM/CAS コンフィギュレーション ユーティリティの手動
での再起動

インストール後に設定をリセットする必要がある場合、またはコンフィギュレーション ユーティリ

ティを手動で起動する必要がある場合は、CAS または CAM のいずれかで service perfigo config 
CLI コマンドを発行します。service perfigo config を使用する場合は、設定終了後に service 
perfigo reboot または reboot を入力してマシンをリブートする必要があります。

ステップ 1 ダイレクト コンソール接続、シリアル接続、または SSH を使用して、CAS または CAM に接続します。

ステップ 2 正しいパスワードを使用して root としてログインします。

ステップ 3 service perfigo config コマンドを入力します。

ステップ 4 デフォルト値を使用するか、すべてのプロンプトに新しい値を入力します（「CAM の初期設定の実行」

（P.3-7）または「CAS の初期設定の実行」（P.3-27）を参照）。

ステップ 5 設定が終了したら、service perfigo reboot または reboot を入力してマシンをリブートします。

インストールに関するトラブルシューティング
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。

 • 「CAM/CAS での現在のマスター シークレットの確認 /変更」（P.3-51）

 • 「破損したマスター シークレットからの回復」（P.3-52）

 • 「NIC ドライバがサポートされていない」（P.3-52）

 • 「CAS の設定のリセット」（P.3-52）

 • 「Internet Explorer バージョン 6 での TLSv1 のイネーブル化」（P.3-53）

（注） CAM/CAS 内の FIPS カードが正常に動作しない場合は、『Release Notes for Cisco NAC Appliance, 
Version 4.7(1)』の「FIPS and SSH」の機能拡張の説明に従って、FIPS カードの動作スイッチが「O」

（動作モード）に設定されているか確認します。FIPS カードの動作が引き続き正常でない場合は、シス

コシステムズにアプライアンスの RMA を依頼し、アプライアンスを新しい Cisco 
NAC-3315/3355/3395 プラットフォームと交換する必要があります。詳細については、『Cisco NAC 
Appliance Service Contract/Licensing Support』の「Cisco NAC Appliance RMA and Licensing」を参

照してください。

トラブルシューティングに関する詳細は、 新版のリリース ノートを参照してください。
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インストールに関するトラブルシューティング
CAM/CAS での現在のマスター シークレットの確認 /変更

CAM および CAS ではローカル マスター シークレット パスワードを使用して、他のシステム パス

ワードなど、重要なデータを暗号化して保護します。HA 構成内で HA ピア CAM/CAS へのフェール

オーバーを確実に行えるように、割り当てられたマスター シークレット パスワードをきわめて正確に

記録しておくことを推奨します（マスター シークレット パスワードが異なる場合、HA のセカンダリ 
CAM/CAS はフェールオーバー発生後に「アクティブ」ロールを引き継ぐことはできません）。

CAM/CAS マスター シークレットが HA 構成内のピアと異なると考えられる場合、次のように 
CAM/CAS HA ピアでマスター シークレットの確認および変更を行うことができます。

ステップ 1 HA プライマリ CAM/CAS の CLI に「root」としてログインします。

ステップ 2 cat /root/.perfigo/master と入力し、その CAM/CAS のマスター シークレット シグニチャを記録

します。

ステップ 3 HA セカンダリ CAM/CAS の CLI に「root」としてログインし、同じ cat /root/.perfigo/master コ
マンドを入力します。

ステップ 4 2 つの CAM/CAS マスター シークレット シグニチャが異なる場合、service perfigo config を使用

して、誤ったマスター シークレットを持つ CAM/CAS を再構成します。マスター シークレット（HA 
ペアの場合、HA ペア内の他方のアプライアンスと一致するよう指定する）以外の設定はすべて前の値

を使用します。

a. HA セカンダリ CAM/CAS で service perfigo stop と入力します。

b. HA プライマリ CAM/CAS で service perfigo stop と入力します。

c. service perfigo config と入力して、誤ったマスター シークレットを持つ CAM/CAS を「再構

成」します（初期設定が完了したら、さらにアプライアンスをリブートする必要があります）。

d. service perfigo start を入力して、HA プライマリ CAM/CAS を起動します。

e. HA プライマリ CAM/CAS が起動したら、service perfigo start を入力して HA セカンダリ 
CAM/CAS を起動します。

約 5 分後、HA セカンダリ CAM は HA プライマリと自動的に同期します。
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インストールに関するトラブルシューティング
破損したマスター シークレットからの回復

（注） この手順は、スタンドアロンと HA CAM および CAS に適用されます。この手順を破損状態にあるマ

スター シークレットを持つ HA CAM/CAS に使用するには、HA 構成内の両方のピアを起動して「ス

タンドアロン」状態にしたあとで、破損状態のマスター シークレットから回復するのに必要な手順を

実行します。

マスター シークレットが変更され（たとえば、service perfigo config を使用することにより）、

CAM/CAS データベースが、異なるマスター シークレットを持つピア CAM/CAS から同期されると、

データベースは破損状態になりアプライアンスは使用できなくなります。この状態から復元するには、

次の手順を実行します。

ステップ 1 破損状態のマスター シークレットを持つ CAM/CAS の CLI に「root」としてログインします。

ステップ 2 影響を受けた CAM/CAS から /root/.perfigo/master ファイルを削除します。

ステップ 3 service perfigo config を使用して、CAM/CAS の初期設定を再構成します。マスター シークレッ

ト（HA ペアの場合、HA ペア内の他方のアプライアンスと一致するよう指定する）以外の設定はすべ

て前の値を使用します。

ステップ 4 HA ペアの一部として配置された場合、HA プライマリ CAM/CAS を起動し、次に HA セカンダリ 
CAM/CAS を起動します。アクティブ CAM とスタンバイ CAM との間でデータベース同期が自動的に

行われ、データベースとファイル システムの両方に適切なマスター シークレットが復元されます。

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、SSL 証明書、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。『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Configuration 
Guide, Release 4.7(1)』を参照してください。
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NAC アプライアンスの電源切断 
Internet Explorer バージョン 6 での TLSv1 のイネーブル化

Web コンソールおよびクライアント マシンのブラウザ（FIPS 準拠の Cisco NAC アプライアンス リ
リース 4.7(0) ネットワークにアクセスする）を介して CAM/CAS を管理する Cisco NAC アプライアン

ス ネットワーク管理者は、ネットワークと「対話」するために TLSv1（Microsoft Internet Explorer 
バージョン 6 においてデフォルトでディセーブルになっている）をイネーブルにする必要があります。

IE バージョン 6 で、この設定を探しイネーブルにするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Tools] > [Internet Options] に進みます。

ステップ 2 [Advanced] タブを選択します。

ステップ 3 下方にスクロールして、[Security] の [Use TLS 1.0] オプションを探します。

ステップ 4 チェックボックスをオンにして、[Use TLS 1.0] オプションをイネーブルにします。[Apply] をクリッ

クします。

ステップ 5 必要に応じて、ブラウザを閉じ、新たに開きます。TLS 1.0 オプションが自動的にイネーブルになって

いるはずです。

（注） Mozilla Firefox では、この制限はありません。

NAC アプライアンスの電源切断
CAM/CAS の電源をオフにする場合は、コンソール /SSH を介して接続している間に、次のいずれかを

実行します。このようにすると、CAM の電源切断中にデータベースが破壊されなくなります。

 • service perfigo stop と入力してから、マシンの電源をオフにします。

 • /sbin/halt と入力してから、マシンの電源をオフにします。
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NAC アプライアンスの電源切断
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C H A P T E R 4

ハイ アベイラビリティ（HA）の設定

この章は、次の内容で構成されています。

 • 「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」（P.4-1）

 • 「CAM のハイ アベイラビリティ ペアの導入」（P.4-3）

 • 「CAS のハイ アベイラビリティ ペアの導入」（P.4-18）

 • 「HA の便利な CLI コマンド」（P.4-44）

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 4-1 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 4-1 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

2/9

2/7
2/6

2/8 2/8

2/7
2/6

2/9

Si

Si Si Si Si

Si

18
34

71
4-1
アンス ハードウェア インストレーション ガイド     



 

第 4 章      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 4-2 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。

図 4-2 ネットワークへの HA CAM の追加

図 4-3 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。

2/9

2/7
2/6

2/8 2/8

2/7
2/6

2/9

Si

Si Si Si Si

Si

18
34

72

CAM CAM

eth0 eth1eth1 eth0 2/1

2/2

2/1

2/2
4-2
Cisco NAC アプライアンス ハードウェア インストレーション ガイド

OL-20326-01-J



 

第 4 章      ハイ アベイラビリティ（HA）の設定

CAM のハイ アベイラビリティ ペアの導入   
図 4-3 ネットワークへの HA CAS の追加

CAM のハイ アベイラビリティ ペアの導入
ここでは、ハイ アベイラビリティ構成のために、一組の CAM マシンをセットアップする方法につい

て説明します。ハイ アベイラビリティモードで CAM 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監視、認証、およびレポートの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.4-4）

 • 「準備」（P.4-7）

 • 「CAM マシンの接続」（P.4-8）

 • 「HA プライマリ CAM の設定」（P.4-9）

 • 「HA セカンダリ CAM の設定」（P.4-13）

 • 「既存のフェールオーバー ペアのアップグレード」（P.4-17）

 • 「HA CAM ペアのフェールオーバー」（P.4-17）

 • 「ハイ アベイラビリティ ペアの CAM Web コンソールへのアクセス」（P.4-18）

（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。
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CAM のハイ アベイラビリティ ペアの導入
概要

次に、HA-CAM の動作の概要を示します。

 • CAM のハイアベイラビリティ モードは、スタンバイ CAM マシンがアクティブ CAM 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 台のサーバ構成です。

 • アクティブ CAM は、システムのすべての作業を実行します。スタンバイ CAM は、アクティブな 
CAM を監視し、そのデータベースとアクティブな CAM のデータベースとの同期を維持します。

（注） HA ペアの一方の CAM から他方の CAM へ、CAM 許可設定が自動的に渡されることはあ

りません。CAM の HA ペアで許可機能を使用する場合、1 つの CAM 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 Configuration Guide, Release 4.7(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。

 • CAM および CAS ではローカル マスター シークレット パスワードを使用して、他のシステム パス

ワードなど、重要なデータを暗号化して保護します。HA 構成内で HA ピア CAM/CAS への

フェールオーバーを確実に行えるように、割り当てられたマスター シークレット パスワードをき

わめて正確に記録しておくことを推奨します（マスター シークレット パスワードが異なる場合、

HA のセカンダリ CAM/CAS はフェールオーバー発生後に「アクティブ」ロールを引き継ぐこと

はできません）。

 • 両方の CAM は、信頼できるインターフェイス（eth0）の仮想サービス IP を共有します。SSL 証
明書には、サービス IP を使用する必要があります。

 • サービス IP アドレスは CAM に送信されるすべてのメッセージとリクエストに使用されます。こ

れには CAS および管理 Web コンソールからの通信が含まれます。

 • CAM では、CAS およびプロキシ認証メッセージに対して送信されるすべての通信に個別の

（eth0）IP アドレスを使用します。

 • プライマリおよびセカンダリ CAM 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。

 • FIPS 140-2 に準拠するために、HA CAM/CAS は IPSec トンネルを自動的に確立します。これに

より、ネットワークにおける HA ペア アプライアンス間のすべての通信の安全性が確実に維持さ

れます。

 • アクティブな CAM を常に利用可能な状態にしておくには、その信頼できるインターフェイス

（eth0）をアップ状態にする必要があります。CAM はアクティブであるが、その CAM に信頼でき

るインターフェイスを介してアクセスできない（つまり、スタンバイ CAM がアクティブな CAM 
からハートビート パケットを受信しても、アクティブ CAM の eth0 インターフェイスに障害があ

る）という状況を回避するために、リンク検出メカニズムによって、スタンバイ CAM は、アク

ティブ CAM の eth0 インターフェイスがいつ利用不可能となったかを把握することができます。

 • 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。

 • 新しい Cisco NAC-3310 CAM/CAS は 160 GB のハード ドライブを装備しています。従来の 
NAC-3310 には元々出荷時には 80 GB ハード ドライブが装備されていました。これらのハード ド
ライブのサイズは両方ともハイ アベイラビリティ（HA）構成をサポートしており、160 GB モデ

ルを 80 GB モデルと一緒に HA ペアとして導入できます。
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 • eth1 インターフェイスについては、[Administration] > [CCA Manager] > [Failover] ページで自動

設定するよう選択できますが、その他の（eth2 または eth3）HA インターフェイスについては 
CAM で HA を設定する前に IP アドレスやネットマスクなどを使用して手動で設定する必要があり

ます。

 • ハートビート パケットおよびデータベース同期のために eth0、eth1、および eth2/eth3 インター

フェイスを使用することができます。さらに、ハートビート パケットに対しては、空いているシ

リアル（COM）インターフェイスも使用できます。これらのインターフェイスを複数使用した場

合は、すべてのハートビート インターフェイスに障害が起こるとフェールオーバーが発生します。

（注） CAM を HA 構成に設定する場合は、ハートビートおよびデータベース同期のために eth1 を使用する必

要があります。この目的では、その他のすべてのイーサネット インターフェイス（eth0 および 
eth2/eth3）はオプションになります。

（注） WAN を通じて CAM/CAS を配置する場合は、すべての CAM/CAS トラフィックと SNMP トラフィッ

クを優先し、HA ペアのサービス IP アドレスに加えて CAM および CAS の eth0/eth1 IP アドレスを含

める必要があります。

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 4-4 に、構成例を示します。

図 4-4 CAM のハイ アベイラビリティ構成例 
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CAM のハイ アベイラビリティ ペアの導入
CAM のハイアベイラビリティ モードは、スタンバイ CAM マシンがアクティブ CAM 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 台のサーバ構成です。通常の条件下では、アクティ

ブな CAM がほとんどの作業負荷を分担するが、スタンバイ側はそのアクティブ側を継続的に監視し、

自分のデータ ストアとアクティブな CAM データとの同期を維持します。

フェールオーバー イベントが発生し、このアクティブ CAM 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 CAM はアクティブ CAM の役割を引き継ぎます。

初に HA ピアを設定するとき、HA プライマリ CAM と HA セカンダリ CAM を指定する必要があり

ます。まず、HA プライマリがアクティブ CAM になり、HA セカンダリがスタンバイ（パッシブ）

CAM になりますが、アクティブとパッシブのロールは永続的には割り当てられません。プライマリ 
CAM がダウンすると、セカンダリ（スタンバイ）CAM がアクティブ CAM になります。元のプライ

マリ CAM は再起動すると、バックアップの役割を担います。

（注） HA 構成の HA プライマリ CAM と HA セカンダリ CAM の両方で設定が失われた場合は、『Cisco NAC 
Appliance - Clean Access Manager Configuration Guide, Release 4.7(1)』の「Restoring Configuration 
from CAM Snapshot—HA-CAM or HA-CAS」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。

CAM は起動時に、ピアがアクティブであるかどうかを調べます。アクティブでない場合、起動中の 
CAM に、アクティブの役割を担います。一方、ピアがアクティブである場合、起動中の CAM はスタ

ンバイになります。

2 台の CAM を HA ペアとして同時に設定することも、既存のスタンドアロン CAM に新しい CAM を
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

てネットワークに認識させるには、HA ペア用の信頼できるインターフェイス（eth0）アドレスとして

サービス IP アドレスが使用されるよう指定する必要があります。このサービス IP アドレスは、SSL 
証明書を生成するためにも使用されます。

HA 情報交換のためのハートビート UDP インターフェイス リンクを作成するには、両方の CAM の 
eth1 ポートを接続し、組織内で現在ルーティングされていないプライベート ネットワーク アドレスを

指定します（デフォルトのハートビート UDP インターフェイス IP アドレスは 192.168.0.252 です）。

CAM は次に、セキュアなプライベート 2 ノード ネットワークを各 CAM の eth1 ポートに対して作成

して、UDP ハートビート トラフィックの交換およびデータベースの同期化を行います。

（注） CAM は常に、eth1 を UDP ハートビート インターフェイスとして使用します。

（注） プライマリ eth1 リンクが切断され、シリアル リンクしか残っていない場合、CAM は HA の相手と同

期できないことを示すデータベース エラーを返し、管理者向けの CAM Web コンソールには

「WARNING! Closed connections to peer [standby IP] database! Please restart peer node to bring 
databases in sync!!」というエラーが表示されます。

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、

Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS など、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。
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（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。

ここでは、ハイ アベイラビリティの設定手順について説明します。

（注） ここでの手順では、HA ペアをテスト ネットワークとして設定するために、CAM をスタンドアロン 
CAM に追加することを前提とします。

準備

警告 データベース同期時にデータの損失を防ぐには、アクティブ（プライマリ）CAM でフェールオー
バーが発生する前に、必ずスタンバイ（セカンダリ）CAM が活動化し、稼動していることを必ず確
認します。

ハイ アベイラビリティを設定する前に、次のことを確認してください。

 • ハイ アベイラビリティ（フェールオーバー）ライセンスが取得済みであること。

（注） CAM フェールオーバー（HA）ライセンスをインストールした場合は、 初にプライマリ 
CAM にフェールオーバー ライセンスをインストールしてから、その他のすべてのライセンス

をロードしてください。

 • 両方の CAM がインストールおよび設定されていること（「CAM の初期設定の実行」（P.3-7） を
参照）。

 • HA ペアの 2 つの CAM が、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

していること。

 • 各 CAM に、ハートビートのために一意なホスト名（またはノード名）が指定されていること。

HA CAM 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。

 • HA CAM ペアのサービス IP ついて CA 署名付き証明書を持っていること（テストの場合、HA プ
ライマリ CAM の CA 署名付き証明書を使用できますが、これには、HA プライマリ CAM の IP を
サービス IP として設定するための追加のステップが必要です）。

 • HA プライマリ CAM が、ランタイム オペレーションのために完全に設定されていること。つま

り、認証ソース、ポリシー、ユーザ ロール、アクセス ポイントなどへの接続がすべて指定されて

います。この設定が、HA セカンダリ（スタンバイ）CAM に自動的に複製されます。

 • CAM の HA ペアで許可機能を使用する場合、1 つの CAM 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 4.7(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（HA ペアの一方の CAM 
から他方の CAM へ、CAM 許可設定が自動的に渡されることはありません）。

 • 両方の CAM がネットワーク上でアクセス可能であること（PING を試行して接続をテストするこ

と）。
4-7
Cisco NAC アプライアンス ハードウェア インストレーション ガイド     

OL-20326-01-J

http://www.nullmodem.com/NullModem.htm
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html


 

第 4 章      ハイ アベイラビリティ（HA）の設定         

CAM のハイ アベイラビリティ ペアの導入
 • CAM ソフトウェアを搭載しているマシンが少なくとも 1 つの空きイーサネット ポート（eth1）と

少なくとも 1 つの空きシリアル ポートを備えていること。サーバ ハードウェアの仕様書を参照し

て、各マシンのシリアル ポート（ttyS0 または ttyS1）を識別してください。

 • アウトオブバンド配置で、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。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。

次の手順では、CAM をリブートする必要があります。その場合、そのサービスがしばらく使用できな

くなります。オンライン CAM の設定は、ダウンタイムによってユーザに及ぼされる影響が も小さく

なる時間帯に実行するようにします。

（注） Cisco NAC アプライアンス Web 管理コンソールでは、Internet Explorer 6.0 以降のブラウザをサポート

します。

CAM マシンの接続 
HA CAM ピアの間には 2 種類の接続があります。1 つは CAM アクティビティに関するランタイム 
データを交換するための接続であり、もう 1 つはハートビート信号のための接続です。ハイ アベイラ

ビリティ構成において、CAM はデータ交換とハートビート UDP 交換の両方に対して eth1 インター

フェイスを常に使用します。特定の期間内に UDP ハートビート信号の送信と受信に失敗した場合、ス

タンバイ システムが処理を引き継ぎます。ハートビートに冗長性を持たせるため、ハートビート交換

用の eth1（必須）インターフェイスに加えてさらにイーサネット インターフェイスを使用することを

推奨します。フェールオーバーが発生するには、設定されたすべてのインターフェイスがハートビート

交換の失敗をレポートする必要があります（追加のハートビート インターフェイスについては、eth0 
と eth2/eth3 を使用できます）。ただし、CAM ピア間の eth1 接続は必須です。

ピア CAM を次のように物理的に接続します。

 • クロス ケーブルを使用して、CAM マシンの eth1 イーサネット ポートを接続します。この接続は、

フェールオーバー ピア間のハートビート UDP インターフェイスおよびデータ交換（データベース 
ミラーリング）に使用されます。

 • ヌル モデム シリアル ケーブルを使用してシリアル ポートを接続します（強く推奨）。

 • 任意で、クロス ケーブルを使用またはインライン スイッチを介して、CAM 上の eth2 または eth3 
インターフェイスを HA ピア上の相手のインターフェイスに接続します（CAM を HA に設定する

前にこれらのインターフェイスを手動で設定する必要があります）。

（注） HA 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。
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CAM のハイ アベイラビリティ ペアの導入   
シリアル接続

デフォルトでは、CAM サーバで検出された 初のシリアル ポート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）。

マシンにシリアル ポートが 1 つしかない（COM1 または ttyS0）場合、ハイ アベイラビリティ ハート

ビート接続として機能するようにポートを再設定できます。これにより、CAM ソフトウェアをインス

トールした後、SSH または KVM コンソールを使用して、CAM のコマンドライン インターフェイス

にアクセスすることができます。

（注） プライマリ eth1 リンクが切断され、シリアル リンクしか残っていない場合、CAM は HA の相手と同

期できないことを示すデータベース エラーを返し、管理者向けの CAM Web コンソールには

「WARNING! Closed connections to peer [standby IP] database! Please restart peer node to bring 
databases in sync!!」というエラーが表示されます。

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、

Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS など、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。

HA プライマリ CAM の設定

前提条件を確認したら、次の手順を実行し、ハイ アベイラビリティ ペアの HA プライマリとして 
CAM を設定します。ハイ アベイラビリティの構成例については、図 4-4 を参照してください。

ステップ 1 HA プライマリとして指定する CAM の Web 管理コンソールを開き、[Administration] > [CCA 
Manager] > [SSL] > [X509 Certificate] に移動して、プライマリ CAM の SSL 証明書を設定します。

（注） この章の HA 設定では、一時証明書が HA プライマリ CAM から HA セカンダリ CAM へエク

スポートされることを前提とします。

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 CAM を設定するときにインポートする必要があります。
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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 用の CA 署名付き証明書をまだ取得していない場合、『Cisco NAC 
Appliance - Clean Access Manager Configuration Guide, Release 4.7(1)』の「Manage CAM SSL 
Certificates」に記載された手順に必ず従ってください。

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。

ステップ 2 [Administration] > [CCA Manager] に進み、[Failover] タブをクリックします。[HA-Primary] オプショ

ンを [Clear Access Manager Mode] ドロップダウン メニューから選択します。ハイ アベイラビリティ

設定が表示されます。

図 4-5 HA プライマリ CAM のフェールオーバー設定

ステップ 3 [Administration] > [CCA Manager] > [Network] で [IP Address] フィールドから値をコピーし、それを 
[Service IP Address] フィールドに入力します。ネットワーク設定の IP アドレスは、プライマリ CAM 
の既存の IP アドレスです。ここでは、CAS が認識済みのこの IP アドレスを、CAS が CAM ペアに対

して使用する仮想サービス IP アドレスに変更します。

ステップ 4 [Administration] > [CCA Manager] > [Network] の [IP address] を使用可能なアドレス（たとえば、

x.x.x.121）に変更します。
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ステップ 5 （推奨）HA プライマリ CAM に関する eth0 リンク障害検出に基づいてフェールオーバーを有効にする

パラメータを指定します。

a. プライマリ CAM からセカンダリ CAM へフェールオーバーするために HA ペアが使用するイン

ターフェイスの IP アドレスを [Link-detect IP Address for eth0] フィールドに入力します。この

フィールドに IP アドレスが入力されると、HA セカンダリ CAM は、指定された HA プライマリ 
CAM の IP アドレスに対する ping を実行して接続性を検証します。通常、HA プライマリ CAM 
と HA セカンダリ CAM の両方に同じ IP アドレスが入力されますが、ネットワーク トポロジで許

されている場合は、各 CAM に異なるアドレスを指定することができます。

b. eth0 インターフェイスがダウンしたことを受けてセカンダリ CAM へのフェールオーバーの開始を

決定する前に、CAM がリンク検出 IP アドレスの ping を継続する時間（秒）を、[Link-detect 
Timeout] フィールドに入力します。この設定の 小値は 10 秒ですが、少なくとも 25 秒のタイム

アウト間隔を設定することを推奨します。

（注） アクティブ CAM の eth0 に接続されているスイッチ ポートでリンク障害またはスイッチ 
ポート障害が発生した場合に、アクティブ CAM がスタンバイ CAM にフェールオーバー

できるようにするために、CAM（リリース 4.1(3) 以降）でのリンク検出設定が必要です。

フェールオーバーが必要な場合は、リンク検出設定により、スタンバイ CAM はセカンダ

リ CAM eth0 インターフェイスがアップ状態であってアクティブ ロールの引き継ぎが可能

なことを確認できます。

ステップ 6 各 CAM は、一意のホスト名を持つ必要があります（rjcam_1 や rjcam_2 など）。[Administration] > 
[CCA Manager] > [Network] の [Host Name] フィールドに HA プライマリ CAM のホスト名を入力し、

[Administration] > [CCA Manager] > [Failover] の [Peer Host Name] フィールドに HA セカンダリ 
CAM のホスト名を入力します。

（注） • [Host Name] の値は、ハイ アベイラビリティの設定時には必須であり、一方、[Host Domain] 名は

オプションです。

 • [Host Name] と [Peer Host Name] フィールドには、大文字小文字の区別があります。ここで入力

した内容と、後で HA セカンダリ CAM に対して入力する内容は必ず一致する必要があります。

ステップ 7 必須の eth1 UDP ハートビート インターフェイスに対してデフォルト設定を使用する場合は、[Auto 
eth1 Setup] チェックボックスをオン（チェックされた状態）のままにします。異なる [[Secondary] 
Heartbeat eth1 Address] を指定する場合は、[Auto eth1 Setup] チェックボックスをオフにし、[(peer IP 
on heartbeat udp interface on eth1)] フィールドに新しい IP アドレスを入力します。

（注） [Auto eth1 Setup] オプションは、192.168.0.254 をプライマリ CAM の eth1（ハートビート）

インターフェイスとして自動的に割り当てて、ピア（セカンダリ） eth1 インターフェイスの IP 
アドレスを 192.168.0.253 と見なします。

警告 ステップ 9 で説明した冗長なフェールオーバー リンクを指定するには、HA をセットアップ
する前にまず CAM に適切なイーサネット インターフェイ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を試みる場合に、イーサネット インターフェイスが存在する 
NIC が正しく設定されていないと、リブート時に CAM はメンテナンス モードになります

（適切にブートしない）。
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ステップ 8 （任意）CAM eth0 インターフェイスを介して冗長なフェールオーバー ハートビートをセットアップす

る CAM の [Heartbeat UDP Interface 2] 機能を有効にする場合は、[eth0] チェックボックスをオンにし

て、[[Secondary] Heartbeat IP Address on eth0] フィールドに関連するピア IP アドレスを指定します。

追加の UDP ハートビート インターフェイスを使用しない場合はこれを N/A のままとします。

ステップ 9 （任意）CAM の [Heartbeat UDP Interface 3] 機能を有効にする場合は、ドロップダウン メニューから 
[eth2] または [eth3] を選択し、[[Secondary] Heartbeat IP Address on interface 3] フィールドに関連す

るピア IP アドレスを指定します。追加の UDP ハートビート インターフェイスを使用しない場合はこ

れを N/A のままとします。

（注） NAC-3315/3355/3395 では HA ハートビート機能に対してシリアル インターフェイスを使用しないこ

とを強く推奨します。この要素は CAM Web コンソールに表示されていますが、[Heartbeat Serial 
Interface] 機能は将来的に Cisco NAC アプライアンス リリースで廃止になります（しかし、関連する 
[Heartbeat Timeout] 値は、オプションのハートビート UDP インターフェイス 2 および 3 を使用する配

置の場合、そのまま設定できます）。

ステップ 10 HA プライマリ CAM に対して [Heartbeat Timeout] 値を指定します。これにより、CAM が HA ピアと

の通信が失われたことを宣言して HA ペアのアクティブ CAM のロールを引き継ぐまでの CAM の待機

時間が設定されます。デフォルトの [Heartbeat Timeout] 値は 30 秒です。

（注） Cisco NAC アプライアンス リリース 4.6(1) 以降、[Heartbeat Timeout] のデフォルト値は延長

され 30 秒になっています。これにより、ネットワーク上で比較的に遠くに位置する CAM ピア

にも対応しています。そのような CAM ピアでは、遅延の問題により、指定された [Heartbeat 
Timeout] 期間内に HA ピアからハートビート パケットを受信しないとスタンバイ HA CAM が
アクティブ ロールを引き継ぐ場合があります。その結果、Cisco NAC アプライアンス機能を実

行する「アクティブ」CAM が 2 つになる可能性があり、正しいプライマリ /セカンダリ HA ピ
ア関係を再度確立するには両方の CAM をリブートする必要があります。

ステップ 11 [Update] をクリックし、次に [Reboot] をクリックして CAM を再起動します。

CAM の再起動後、CAM マシンが正常に動作していることを確認します。CAS が接続されており、

新しいユーザの認証が行われるかどうかをチェックします。
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HA セカンダリ CAM の設定

ステップ 1 HA セカンダリとして指定する CAM の Web 管理コンソールを開き、[Administration] > [CCA 
Manager] > [SSL] > [X509 Certificate] に移動します。

ステップ 2 始める前に

 • セカンダリの CAM の秘密鍵をバックアップします。

 • サービス IP/HA プライマリ CAM と関連付けられた秘密鍵および SSL 証明書ファイルが利用でき

ることを確認します（「HA プライマリ CAM の設定」（P.4-9） に従ってあらかじめエクスポートさ

れている）。

ステップ 3 HA プライマリ CAM の秘密鍵ファイルおよび証明書を次のようにインポートします。

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、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Configuration Guide, Release 4.7(1)』
の「Manage CAM SSL Certificates」を参照してください。

ステップ 4 [Administration] > [CCA Manager] > [Network] に移動し、セカンダリ CAM の [IP Address] を、HA 
プライマリ CAM の IP アドレスおよびサービス IP アドレスとは異なるアドレス（x.x.x.122 など）に

変更します。
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図 4-6 HA セカンダリ CAM のフェールオーバー設定 

ステップ 5 [Host Name] の値を、HA プライマリ CAM の設定の [Peer Host Name] と同じ値に設定します。図 4-4
（P.4-5）を参照してください。

（注） [Host Name] と [Peer Host Name] フィールドには、大文字小文字の区別があります。ここで入

力した内容と、HA プライマリ CAM に対して入力した内容は必ず一致する必要があります。

ステップ 6 [Clean Access Manager Mode] ドロップダウン メニューから [HA-Secondary] を選択します。ハイ ア
ベイラビリティ設定が表示されます。

ステップ 7 [Service IP Address] の値を、HA プライマリ CAM の設定の [Service IP Address] と同じ値に設定し

ます。

ステップ 8 （推奨）HA セカンダリ CAM に関する eth0 リンク障害検出に基づいてフェールオーバーを有効にする

パラメータを指定します。

a. プライマリ CAM からセカンダリ CAM へフェールオーバーするために HA ペアが使用するイン

ターフェイスの IP アドレスを [Link-detect IP Address for eth0] フィールドに入力します。

b. eth0 インターフェイスがダウンしたことを受けてセカンダリ CAM へのフェールオーバーの開始を

決定する前に、CAM がリンク検出 IP アドレスの ping を継続する時間（秒）を、[Link-detect 
Timeout] フィールドに入力します。この設定の 小値は 10 秒ですが、少なくとも 25 秒のタイム

アウト間隔を設定することを推奨します。

（注） アクティブ CAM の eth0 に接続されているスイッチ ポートでリンク障害またはスイッチ 
ポート障害が発生した場合に、アクティブ CAM がスタンバイ CAM にフェールオーバー

できるようにするために、CAM（リリース 4.1(3) 以降）でのリンク検出設定が必要です。

フェールオーバーが必要な場合は、リンク検出設定により、スタンバイ CAM はセカンダ

リ CAM eth0 インターフェイスがアップ状態であってアクティブ ロールの引き継ぎが可能

なことを確認できます。
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CAM のハイ アベイラビリティ ペアの導入   
ステップ 9 [[Primary] Peer Host Name] の値を、HA プライマリ CAM のホスト名に設定します。

ステップ 10 必須の eth1 UDP ハートビート インターフェイスに対してデフォルト設定を使用する場合は、[Auto 
eth1 Setup] チェックボックスをオン（チェックされた状態）のままにします。異なる [[Primary] 
Heartbeat eth1 Address] を指定する場合は、[Auto eth1 Setup] チェックボックスをオフにし、[(peer IP 
on heartbeat udp interface on eth1)] フィールドに新しい IP アドレスを入力します。

（注） [Auto eth1 Setup] オプションは、192.168.0.254 をプライマリ CAM の eth1（ハートビート）

インターフェイスとして自動的に割り当てて、ピア（セカンダリ） eth1 インターフェイスの IP 
アドレスを 192.168.0.253 と見なします。

警告 ステップ 12 で説明した冗長なフェールオーバー リンクを指定するには、HA をセットアップ
する前にまず CAM に適切なイーサネット インターフェイスを設定する必要があります。た
だし、これらのインターフェイスの設定を試みる場合に、イーサネット インターフェイスが
存在する NIC が正しく設定されていないと、リブート時に CAM はメンテナンス モードにな
ります（適切にブートしない）。

ステップ 11 （任意）HA プライマリ CAM の CAM eth0 インターフェイスを介して冗長なフェールオーバー ハート

ビートをセットアップする、HA プライマリ CAM の [Heartbeat UDP Interface 2] 機能を有効にした場

合は、[eth0] チェックボックスをオンにしてから、[[Primary] Heartbeat IP Address on eth0] フィール

ドに HA プライマリ CAM と同じピア IP アドレスを指定します。

ステップ 12 （任意）HA プライマリ CAM の [Heartbeat UDP Interface 3] 機能を HA プライマリ CAM で有効にし

た場合は、ドロップダウン メニューから [eth2] または [eth3] を選択するとともに、[[Primary] 
Heartbeat IP Address on interface 3] フィールドに HA プライマリ CAM と同じ関連するピア IP アドレ

スを指定します。

（注） NAC-3315/3355/3395 では HA ハートビート機能に対してシリアル インターフェイスを使用しないこ

とを強く推奨します。この要素は CAM Web コンソールに表示されていますが、[Heartbeat Serial 
Interface] 機能は将来的に Cisco NAC アプライアンス リリースで廃止になります（しかし、関連する 
[Heartbeat Timeout] 値は、オプションのハートビート UDP インターフェイス 2 および 3 を使用する配

置の場合、そのまま設定できます）。

ステップ 13 HA セカンダリ CAM に対して [Heartbeat Timeout] 値を指定します。これにより、CAM が HA ピアと

の通信が失われたことを宣言して HA ペアのアクティブ CAM のロールを引き継ぐまでの CAM の待機

時間が設定されます。デフォルトの [Heartbeat Timeout] 値は 30 秒です。

（注） Cisco NAC アプライアンス リリース 4.6(1) 以降、[Heartbeat Timeout] のデフォルト値は延長

され 30 秒になっています。これにより、ネットワーク上で比較的に遠くに位置する CAM ピア

にも対応しています。そのような CAM ピアでは、遅延の問題により、指定された [Heartbeat 
Timeout] 期間内に HA ピアからハートビート パケットを受信しないとスタンバイ HA CAM が
アクティブ ロールを引き継ぐ場合があります。その結果、Cisco NAC アプライアンス機能を実

行する「アクティブ」CAM が 2 つになる可能性があり、正しいプライマリ /セカンダリ HA ピ
ア関係を再度確立するには両方の CAM をリブートする必要があります。
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CAM のハイ アベイラビリティ ペアの導入
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、
Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS など、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。

ステップ 14 [Update] をクリックし、次に [Reboot] をクリックします。

スタンバイ CAM は起動すると、そのデータベースをアクティブ CAM と自動的に同期させます。

ステップ 15 後に、スタンバイ側の管理コンソールを再び開き、次のように設定を完了させます。スタンバイ 
CAM の管理コンソールに、制限付きの管理モジュールが表示されます（図 4-7 および図 4-8）。

図 4-7 スタンバイ Web 管理コンソールの例：[Summary] ページ

図 4-8 スタンバイ Web 管理コンソールの例：[CCA Manager] > [Network] ページ
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設定の完了

アクティブ CAM とスタンバイ CAM について、[Failover] ページで設定を確認します。これで、ハイ 
アベイラビリティの設定は完了です。

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 Cisco NAC アプライアンス リリースにアップグレードする手順

については、『Release Notes for Cisco NAC Appliance, Version 4.7(1)』の「Upgrading High 
Availability Pairs」を参照してください。

HA CAM ペアのフェールオーバー

警告 データベース同期時にデータの損失を防ぐには、アクティブ CAM でフェールオーバーが発生する前
に、必ずスタンバイ CAM がアップ状態にあり稼動していることを確認します。

HA CAM ペアをフェールオーバーするには、SSH を使用してペア内のアクティブ マシンに接続し、

次のコマンドのいずれかを実行します。

 • shutdown または

 • reboot または 
 • service perfigo stop

これにより、アクティブ マシン上のすべてのサービスが停止します。ハートビートが失敗すると、ス

タンバイ マシンがアクティブ ロールを引き継ぎます。停止状態のマシンでサービスを再開するには、

service perfigo start を実行します。これにより、停止状態のマシンはスタンバイ ロールを引き継

ぎます。

（注） 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。代わりに、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は service perfigo stop と service 
perfigo start の使用を推奨します。「HA の便利な CLI コマンド」（P.4-44）を参照してください。
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CAS のハイ アベイラビリティ ペアの導入
ハイ アベイラビリティ ペアの CAM Web コンソールへのアクセス

アクティブ CAM とスタンバイ CAM の判別 
HA ペア内の各 CAM の Web コンソールにアクセスするには、Web ブラウザの URL/アドレス フィー

ルドに各 CAM の IP アドレス（サービス IP ではない）を入力します。2 つのブラウザを開いておく必

要があります。スタンバイ（非アクティブ）CAM の Web コンソールでは、モジュール メニューのサ

ブセットとアクティブ CAM で使用可能な個々のサブメニューを表示します。

（注） HA プライマリとして設定されている CAM は、現在アクティブな CAM でない可能性があります。

プライマリ CAM とセカンダリ CAM の判別 
各 CAM の Web コンソールで、[Administration] > [CCA Manager] > [Failover] に移動します。

 • プライマリ CAM とは、 初に HA を設定したときに [HA-Primary] で設定した CAM です。

 • セカンダリ CAM とは、 初に HA を設定したときに [HA-Secondary] で設定した CAM です。

（注） 4.0(0) よりも前のリリースでは、セカンダリ CAM は初期 HA 設定で [HA-Standby]（CAM）と表示さ

れます。

CAS のハイ アベイラビリティ ペアの導入
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.4-19）

 • 「CAS ハイ アベイラビリティの要件」（P.4-23）

 • 「準備」（P.4-26）

 • 「ハイ アベイラビリティの設定」（P.4-28）

 • 「HA CAS ペアのフェールオーバー」（P.4-41）

 • 「CAS ハイ アベイラビリティ設定の変更」（P.4-42）

 • 「既存のフェールオーバー ペアのアップグレード」（P.4-43）

 • 「ハイ アベイラビリティ ペアの CAS Web コンソールへのアクセス」（P.4-47）

（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。
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概要

（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。

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。

（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 Configuration Guide, Release 4.7(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。

 • CAM および CAS ではローカル マスター シークレット パスワードを使用して、他のシステム パス

ワードなど、重要なデータを暗号化して保護します。HA 構成内で HA ピア CAM/CAS への

フェールオーバーを確実に行えるように、割り当てられたマスター シークレット パスワードをき

わめて正確に記録しておくことを推奨します（マスター シークレット パスワードが異なる場合、

HA のセカンダリ CAM/CAS はフェールオーバー発生後に「アクティブ」ロールを引き継ぐこと

はできません）。

 • 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、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。
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 • 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。

 • 新しい Cisco NAC-3310 CAM/CAS は 160 GB のハード ドライブを装備しています。従来の 
NAC-3310 には元々出荷時には 80 GB ハード ドライブが装備されていました。これらのハード ド
ライブのサイズは両方ともハイ アベイラビリティ（HA）構成をサポートしており、160 GB モデ

ルを 80 GB モデルと一緒に HA ペアとして導入できます。

 • FIPS 140-2 に準拠するために、HA CAM/CAS は IPSec トンネルを自動的に確立します。これに

より、ネットワークにおける HA ペア アプライアンス間のすべての通信の安全性が確実に維持さ

れます。

 • 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 4-9 に、HA CAS の構成例における基本的な接続の例を示します。

図 4-9 CAS のハイ アベイラビリティ構成例 

（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。
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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） HA 構成の HA プライマリ CAS と HA セカンダリ CAS の両方で設定が失われた場合は、『Cisco NAC 
Appliance - Clean Access Manager Configuration Guide, Release 4.7(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 4-10 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。

図 4-10 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保証するには、構成内の HA CAS 間にオプションのハートビート UDP イン

ターフェイス 2 または 3 を設定することを推奨します。
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フェールオーバー イベント

 • 複数のハートビート UDP インターフェイスが設定されている場合、それらすべてに障害が発生す

るとスタンバイ システムは処理を引き継ぎます。詳細については、「物理的な接続」（P.4-24）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.4-46）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。

 – 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。
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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.4-29）および「c. HA セカン

ダリ モードの設定および更新」（P.4-37）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。
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CAS のハイ アベイラビリティ ペアの導入
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。

 • 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 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.4-26）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.3-41）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、図 4-9（P.4-20） 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。

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 

HA ペアとしての構成において DHCP 機能も実行する 2 つの CAS を設定した場合、Cisco NAC アプ

ライアンスは HA プライマリ CAS と HA セカンダリ CAS との間で必要な鍵を自動的に同期化および

交換するので、フェールオーバー イベントの後で DHCP は適切に動作できます。
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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。

（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、

『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Configuration Guide, Release 4.7(1)』および「CAS ハイ 
アベイラビリティ設定の変更」（P.4-42）を参照してください。
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CAS のハイ アベイラビリティ ペアの導入
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。「CAS の初期設定の実行」（P.3-27）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 4-11 List of Servers 

（注） 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。

ハートビート UDP インターフェイスの選択および設定

（注） NAC-3315/3355/3395 では HA ハートビート機能に対してシリアル インターフェイスを使用しないこ

とを強く推奨します。この要素は CAM Web コンソールに表示されていますが、[Heartbeat Serial 
Interface] 機能は将来的に Cisco NAC アプライアンス リリースで廃止になります（しかし、関連する 
[Heartbeat Timeout] 値は、オプションのハートビート UDP インターフェイス 2 および 3 を使用する配

置の場合、そのまま設定できます）。

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
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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.3-41）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 を信頼できる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、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 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、
Cisco NAC アプライアンス CAM/CAS など、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.4-29）および「c. HA セカンダリ モードの設定および更新」（P.4-37）
を参照してください。
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CAS のハイ アベイラビリティ ペアの導入
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.4-28）

 • ステップ 2：「HA セカンダリ CAS の設定」（P.4-36） 

 • ステップ 3：「CAS の接続および設定の完了」（P.4-41） 

 • ステップ 4：「HA CAS ペアのフェールオーバー」（P.4-41） 

（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.4-28）

「b.HA プライマリ CAS のホスト情報の設定」（P.4-29）

「c. HA プライマリ モードの設定および更新」（P.4-29）

「d.SSL 証明書の設定」（P.4-34）

「e. HA プライマリ CAS のリブート」（P.4-35）

「f.サービス IP を使用した CAM への CAS の追加」（P.4-35）

完了したら、「HA セカンダリ CAS の設定」（P.4-36）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。

（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。また、「a. HA セカンダリ CAS 
のダイレクト アクセス」（P.4-36）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。
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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 4-12 [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。

図 4-13 [Failover]：モード選択 
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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。

図 4-14 [Failover]：[HA-Primary Mode] 

 – [Trusted-side Service IP Address]：信頼できる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（図 4-9（P.4-20） の例では 10.201.2.112）。

 – [Untrusted-side Service IP Address]：信頼できない（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。
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 • [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。

（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.4-46）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） 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.4-23）
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 4-12 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）：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]（信頼できる側 /信頼できない側）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。専用のイーサネット接続が利用できない場合。

 • [[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。専用のイーサネット接続

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 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。

（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.3-41）を参照してください。
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 • [[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。

（注） 追加のイーサネット インターフェイスの少なくとも 1 つを HA プライマリ CAM に設定して、

HA セカンダリ CAM のピア インターフェイスとの接続を行い、HA の動作をサポートします。

HA のシナリオでは、設定したイーサネット インターフェイスは、プライマリ CAS とセカン

ダリ CAS との間のデータ同期用のメディアとして動作します。

（注） NAC-3315/3355/3395 では HA ハートビート機能に対してシリアル インターフェイスを使用しないこ

とを強く推奨します。この要素は CAM Web コンソールに表示されていますが、[Heartbeat Serial 
Interface] 機能は将来的に Cisco NAC アプライアンス リリースで廃止になります（しかし、関連する 
[Heartbeat Timeout] 値は、オプションのハートビート UDP インターフェイス 2 および 3 を使用する配

置の場合、そのまま設定できます）。

 • [Heartbeat Timeout (seconds)]：15 秒よりも大きい値を選択します。

（注） HA ペアとして構成された 2 つの CAS が同時にリブートし（たとえば、停電後、電源が復

帰した場合）、両方の CAS が HA ペア内のアクティブ CAS として起動するのを回避するた

めに、[Heartbeat Timeout] の値を 30 秒より長くすることを推奨します。このシナリオで

考えられるネットワークへの影響は、ネットワークをすぐにダウン状態にするレイヤ 2 ブ
ロードキャスト ループが 2 つの「アクティブ」CAS によって生じることです。 
 

このシナリオを回避するために使用できる別の方法は、CAS の HA ペア ノードの間でハー

トビート モニタリングのために追加のイーサネット インターフェイス リンク（eth2、eth3）
を使用することです。詳細については、上記の「Heartbeat UDP Interface 2」および

「Heartbeat UDP interface 3」と、「NIC カードの追加設定」（P.3-41）を参照してください。

 • [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）。
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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 4-15 [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。

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。
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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 用の CA 署名付き証明書をまだ取得していない場合、『Cisco NAC 
Appliance - Clean Access Server Configuration Guide, Release 4.7(1)』の「Manage CAS SSL 
Certificates」に記載された手順に必ず従ってください。

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信頼できない（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。
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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。

「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。また、「a.プライマリ CAS の
ダイレクト アクセス」（P.4-28）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.4-29）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。
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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。

図 4-16 [Failover]：[HA-Secondary Mode] 
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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]：信頼できる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（図 4-9（P.4-20） の例では 
10.201.2.112）。

 – [Untrusted-side Service IP Address]：信頼できない（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。

 • [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.4-46）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.4-23）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。
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（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 4-12 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。

 • [[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]（信頼できない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。専用の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 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。専用のイーサネット接続

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 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。

（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.3-41）を参照してください。

 • [[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） 追加のイーサネット インターフェイスの少なくとも 1 つを HA プライマリ CAM に設定して、

HA セカンダリ CAM のピア インターフェイスとの接続を行い、HA の動作をサポートします。

HA のシナリオでは、設定したイーサネット インターフェイスは、プライマリ CAS とセカン

ダリ CAS との間のデータ同期用のメディアとして動作します。
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（注） NAC-3315/3355/3395 では HA ハートビート機能に対してシリアル インターフェイスを使用しないこ

とを強く推奨します。この要素は CAM Web コンソールに表示されていますが、[Heartbeat Serial 
Interface] 機能は将来的に Cisco NAC アプライアンス リリースで廃止になります（しかし、関連する 
[Heartbeat Timeout] 値は、オプションのハートビート UDP インターフェイス 2 および 3 を使用する配

置の場合、そのまま設定できます）。

 • [Heartbeat Timeout (seconds)]：15 秒よりも大きい値を選択します。

（注） HA ペアとして構成された 2 つの CAS が同時にリブートし（たとえば、停電後、電源が復

帰した場合）、両方の CAS が HA ペア内のアクティブ CAS として起動するのを回避するた

めに、[Heartbeat Timeout] の値を 30 秒より長くすることを推奨します。このシナリオで

考えられるネットワークへの影響は、ネットワークをすぐにダウン状態にするレイヤ 2 ブ
ロードキャスト ループが 2 つの「アクティブ」CAS によって生じることです。 
 

このシナリオを回避するために使用できる別の方法は、CAS の HA ペア ノードの間でハー

トビート モニタリングのために追加のイーサネット インターフェイス リンク（eth2、
eth3）を使用することです。詳細については、上記の「Heartbeat UDP Interface 2」およ

び「Heartbeat UDP interface 3」と、「NIC カードの追加設定」（P.3-41）を参照してくだ

さい。

 • [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。

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、『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Configuration Guide, Release 4.7(1)』
の「Manage CAS SSL Certificates」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。
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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 4-17 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 4-17 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。

5. 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、信頼できな

い（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。

HA CAS ペアのフェールオーバー

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、信頼できない（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、「HA の便利な CLI コマンド」（P.4-44）を参照してください。
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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。

CAS 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. 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）。

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、『Cisco NAC Appliance - Clean Access 
Server Configuration Guide, Release 4.7(1)』の「Manage CAS SSL Certificates」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。
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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。

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（図 4-9（P.4-20） 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 アプライアンス 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 4.7(1)』の「Upgrading High 
Availability Pairs」を参照してください。
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HA の便利な CLI コマンド

Clean Access Manager（CAM）

CAM 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。

 • /etc/ha.d/perfigo.conf

 • /etc/ha.d/ha.cf

次の例では、HA デバッグ /ログ ファイルの場所と、HA ペアの各 CAM（ノード）の名前を示します。

[root@rjcam_1 ha.d]# more ha.cf
# Generated by make-hacf.pl
udpport         694
bcast           eth1
auto_failback   off
apiauth         default uid=root
log_badpack     false
debug           0
debugfile       /var/log/ha-debug
logfile         /var/log/ha-log
#logfacility    local0
watchdog        /dev/watchdog
keepalive       2
warntime        10
deadtime        15
node            rjcam_1
node            rjcam_2

HA CAM でのアクティブ /スタンバイ実行時ステータスの確認

次の例では、CLI を使用して HA ペアの各 CAM の実行時ステータス（アクティブまたはスタンバイ）

を判定する方法を示します。新しい CAM またはアップグレードした CAM では、

/perfigo/common/bin/ ディレクトリから fostate.sh コマンドを実行できます。

1. 1 番目の CAM で fostate.sh スクリプトを実行します。

[root@rjcam_1 ~]# ./fostate.sh 
My node is active, peer node is standby
[root@rjcam_1 ~]# 

この CAM は、HA ペアのアクティブ CAM です。

2. 2 番目の CAM で fostate.sh スクリプトを実行します。

[root@rjcam_2 ~]# ./fostate.sh 
My node is standby, peer node is active
[root@rjcam_2 ~]# 

この CAM は、HA ペアのスタンバイ CAM です。
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CAS
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

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     false
warntime        10
debug           0
debugfile       /var/log/ha-debug
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logfile         /var/log/ha-log
watchdog        /dev/watchdog
node            rjcas_1
node            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 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）。

ステップ 4 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

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。
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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、 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 CAS 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、 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）。

 • 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、 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、 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。
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パスワードの回復

CAM/CAS のルート パスワードの回復
CAM または CAS マシンのルート パスワードを回復するには、次の手順を使用します。次に示すパス

ワード回復手順は、キーボードとモニタ（つまり、シリアル コンソールではなく、コンソールまたは 
KVM コンソール）を介して CAM/CAS に接続していることを前提とします。

ステップ 1 マシンに電源を投入します。

ステップ 2 ブート ローダ画面に「Press any key to enter the menu...」というメッセージが表示されたら、

任意のキーを押します。

ステップ 3 GRUB メニューが現れ、「Cisco Clean Access (2.6.18-128.1.10.el5PAE)」リストに項目が 1 つ表

示されます。編集するには、E キーを押します。

ステップ 4 次のように複数の選択肢が表示されます。

root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.18-128.1.10.el5PAE ro root=/dev/cciss/c0d0p2 console=tty0 
console=ttyS0,9600n8 crashkernel=128M@16M
initrd /initrd-2.6.18-128.1.10.el5PAE.img

ステップ 5 2 番目のエントリ（「kernel...」で始まる）にスクロールし、E キーを押して行を編集します。

ステップ 6 「console=ttyS0,9600n8」の行を削除してから、次のように行を編集します。

kernel /vmlinuz-2.6.18-128.1.10.el5PAE ro root=/dev/cciss/c0d0p2 console=tty0 single

ステップ 7 B キーを押して、マシンをシングル ユーザ モードで起動します。起動後にルート シェル プロンプトが

表示されます（パスワードの入力は求められません）。

ステップ 8 プロンプトで、「passwd」と入力し、Enter キーを押して指示に従います。

ステップ 9 パスワードを変更したら、「reboot」と入力してアプライアンスをリブートします。
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CAM/CAS のルート パスワードの回復
CAM/CAS のルート パスワードの回復（リリース 3.5.x 以前）

リリース 3.5(x) で CAM/CAS のルート パスワードを回復するには、Linux の手順を使用することで、

シングル ユーザ モードで起動し、ルート パスワードを変更することができます。

ステップ 1 コンソールを介して CAM/CAS マシンに接続します。

ステップ 2 マシンの電源を一旦切り、再度投入します。

ステップ 3 電源の再投入後、GUI モードが表示されます。Ctrl+x キーを押して、テキスト モードに切り替えます。

これにより、「boot:」プロンプトが表示されます。

ステップ 4 プロンプトで、linux single と入力します。これにより、マシンはシングル ユーザ モードで起動し

ます。

ステップ 5 passwd と入力します。

ステップ 6 パスワードを変更します。

ステップ 7 reboot コマンドを使用してマシンをリブートします。
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 P P E N D I X A

オープン ソース ライセンス通知

通告
本ソフトウェア ライセンスに関連する通知内容を以下に示します。

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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通告
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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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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