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AAA サーバおよびユーザ アカウントの設定

この章では、AAA（「トリプル エー」と発音）のサポート、および AAA サーバとローカル データ

ベースの設定方法について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• 「AAA の概要」（P.12-1）

• 「AAA サーバおよびローカル データベースのサポート」（P.12-3）

• 「ローカル データベースの設定」（P.12-8）

• 「AAA サーバ グループおよびサーバの識別」（P.12-13）

• 「認証プロンプトの設定」（P.12-23）

• 「LDAP 属性マップの設定」（P.12-24）

AAA の概要
AAA によって、セキュリティ アプライアンスが、ユーザが誰か（認証）、ユーザが何を実行できるか

（許可）、およびユーザが何を実行したか（アカウンティング）を判別することが可能になります。

AAA には、ユーザ アクセスに対して、アクセス リストだけを使用する場合よりもレベルの高い保護お

よび制御機能が用意されています。たとえば、すべての外部ユーザが DMZ ネットワークのサーバ上の 
Telnet にアクセスできるようにするアクセス リストを作成できます。サーバへのアクセスを一部の

ユーザだけに限定する場合で、対象ユーザの IP アドレスが必ずしも明らかでないときには、AAA をイ

ネーブルにして、認証または許可されたユーザだけに セキュリティ アプライアンス を通過させること

ができます （Telnet サーバもまた、認証を実行します。セキュリティ アプライアンスは、許可されな

いユーザがサーバにアクセスできないようにします）。

認証だけで使用することも、許可およびアカウンティングとともに使用することもできます。許可では

必ず、ユーザの認証が最初に済んでいる必要があります。アカウンティングだけで使用することも、認

証および許可とともに使用することもできます。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「認証の概要」（P.12-2）

• 「許可の概要」（P.12-2）

• 「アカウンティングの概要」（P.12-2）
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認証の概要

認証では、有効な証明書（一般にはユーザ名とパスワード）を要求することによって、アクセスを制御

します。次の項目を認証するように、セキュリティ アプライアンスを設定できます。

• セキュリティ アプライアンスへのすべての管理接続（この接続には、次のセッションが含まれま

す）

– Telnet

– SSH

– シリアル コンソール

– ASDM（HTTPS を使用）

– VPN 管理アクセス

• enable コマンド

• ネットワーク アクセス

• VPN アクセス

許可の概要

許可では、ユーザを認証したあと、各ユーザのアクセスを制御できます。次の項目を許可するように、

セキュリティ アプライアンスを設定できます。

• 管理コマンド

• ネットワーク アクセス

• VPN アクセス

許可は、認証された個々のユーザが使用できるサービスおよびコマンドを制御します。許可をイネーブ

ルにせずに認証だけを使用する場合、認証されたすべてのユーザに対し、サービスへのアクセスが一様

に提供されます。

許可で提供される制御を必要とする場合は、広範な認証ルールを設定してから、詳細な許可を設定でき

ます。たとえば、内部ユーザを認証して外部ネットワークの任意サーバにアクセスできるようにしたあ

と、外部サーバへのアクセスを制限して、特定のユーザだけが許可を使用してアクセスできるように設

定することができます。

セキュリティ アプライアンスはユーザあたり最初の 16 件の許可要求をキャッシュするため、ユーザが

現在の認証セッション中に同じサービスにアクセスした場合、セキュリティ アプライアンスは許可

サーバに要求を再送信しません。

アカウンティングの概要

アカウンティングは、セキュリティ アプライアンスを通過するトラフィックを追跡して、ユーザ アク

ティビティを記録できるようにします。トラフィックの認証をイネーブルにすると、ユーザごとにトラ

フィックをアカウンティングできます。トラフィックを認証しない場合は、IP アドレスごとにトラ

フィックをアカウンティングできます。アカウンティング情報には、セッションの開始時刻と終了時

刻、ユーザ名、セキュリティ アプライアンスを通過するセッションのバイト数、使用されたサービス、

および各セッションの継続時間などの情報が含まれます。
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AAA サーバおよびローカル データベースのサポート
セキュリティ アプライアンスは、さまざまな AAA サーバ タイプおよびセキュリティ アプライアンス

に保存されているローカル データベースをサポートします。ここでは、各 AAA サーバ タイプおよび

ローカル データベースのサポートについて説明します。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「サポートの要約」（P.12-3）

• 「RADIUS サーバのサポート」（P.12-4）

• 「TACACS+ サーバのサポート」（P.12-5）

• 「SDI サーバのサポート」（P.12-5）

• 「NT サーバのサポート」（P.12-5）

• 「Kerberos サーバのサポート」（P.12-6）

• 「LDAP サーバのサポート」（P.12-6）

• 「HTTP Form でのクライアントレス SSL VPN に対する SSO のサポート」（P.12-6）

• 「ローカル データベースのサポート」（P.12-7）

サポートの要約

表 12-1 に、各 AAA サービスのサポート状況の要約を AAA サーバ タイプ（ローカル データベースを

含む）別に示します。特定の AAA サーバ タイプのサポートの詳細については、表に続く項目を参照し

てください。

表 12-1 AAA サポートの要約

AAA サービス

データベース タイプ

ローカ

ル RADIUS TACACS+ SDI NT Kerberos LDAP
HTTP 
Form

認証

VPN ユーザ Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes1

ファイアウォール 
セッション

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No

管理者 Yes Yes Yes Yes2 Yes Yes Yes No

許可

VPN ユーザ Yes Yes No No No No Yes No

ファイアウォール 
セッション

No Yes3 Yes No No No No No

管理者 Yes4 No Yes No No No No No

アカウンティング

VPN 接続 No Yes Yes No No No No No

ファイアウォール 
セッション

No Yes Yes No No No No No

管理者 No Yes5 Yes No No No No No
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RADIUS サーバのサポート

ASA は、ASA 自体で使用可能な RADIUS サーバの他、AAA について、次の RADIUS サーバをサ

ポートしています。

• Cisco Secure ACS 3.2、4.0、4.1 

• RSA Authentication Manager 5.2 および 6.1 の RSA Radius

認証方法

セキュリティ アプライアンスは、RADIUS で次の認証方法をサポートします。

• PAP：すべての接続タイプの場合。

• CHAP：L2TP-over-IPSec の場合。

• MS-CHAPv1：L2TP-over-IPSec の場合。

• MS-CHAPv2：L2TP-over-IPSec 用、およびパスワード管理機能がイネーブルの場合は通常の 
IPSec リモート アクセス接続用。

属性のサポート

セキュリティ アプライアンスは、次の RADIUS 属性のセットをサポートします。

• RFC 2138 に定義されている認証属性

• RFC 2139 に定義されているアカウンティング属性

• RFC 2868 に定義されているトンネル プロトコル サポート用の RADIUS 属性

• RADIUS ベンダー ID 9 によって識別される Cisco IOS VSA

• RADIUS ベンダー ID 3076 によって識別される Cisco VPN 関連 VSA

• RFC 2548 に定義されている Microsoft VSA

RADIUS 許可機能

セキュリティ アプライアンスでは RADIUS サーバを使用して、ダイナミック アクセス リストまたは

ユーザごとのアクセス リスト名を使用するネットワーク アクセスに対して、ユーザ許可を実行できま

す。ダイナミック アクセス リストを実装するには、これをサポートするように RADIUS サーバを設定

する必要があります。ユーザを認証する場合、RADIUS サーバによってダウンロード可能なアクセス 
リスト、またはアクセス リスト名がセキュリティ アプライアンスに送信されます。所定のサービスへ

のアクセスがアクセス リストによって許可または拒否されます。認証セッションの有効期限が切れる

と、セキュリティ アプライアンスによってアクセス リストが削除されます。

1. HTTP Form プロトコルは、クライアントレス SSL VPN 接続に対してだけシングル サインオン認証をサポー

トします。

2. SDI は、HTTP 管理アクセスについてはサポートされません。

3. ファイアウォール セッションの場合、RADIUS 許可はユーザ固有のアクセス リストでだけサポートされま

す。このアクセス リストは RADIUS 認証応答で受信または指定されます。

4. ローカル コマンド許可は、特権レベルに限りサポートされます。

5. コマンド アカウンティングは、TACACS+ でのみ使用できます。
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TACACS+ サーバのサポート

セキュリティ アプライアンスは、ASCII、PAP、CHAP、および MS-CHAPv1 で TACACS+ 認証をサ

ポートします。

SDI サーバのサポート

RSA SecureID サーバは、SDI サーバとも呼ばれます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「SDI バージョンのサポート」（P.12-5）

• 「2 ステップ認証プロセス」（P.12-5）

• 「SDI プライマリ サーバとレプリカ サーバ」（P.12-5）

SDI バージョンのサポート

セキュリティ アプライアンスでは、SDI バージョン 5.0 および 6.0 がサポートされています。SDI は、

SDI プライマリ サーバおよび SDI レプリカ サーバの概念を使用します。各プライマリおよびそのレプ

リカは、シングル ノード秘密ファイルを共有します。そのノード秘密ファイルの名前は、.sdi が付加さ

れた ACE/サーバ IP アドレスの 16 進数値に基づきます。

セキュリティ アプライアンスに設定するバージョン 5.0 または 6.0 SDI サーバは、プライマリでも、レ

プリカのいずれか 1 つでもかまいません。ユーザ認証のための SDI エージェントによるサーバの選択

方法の詳細については、「SDI プライマリ サーバとレプリカ サーバ」の項を参照してください。

2 ステップ認証プロセス

SDI バージョン 5.0 および 6.0 は 2 ステップのプロセスを使用して、侵入者が RSA SecurID 認証要求

から情報をキャプチャし、この情報を使用して別のサーバに認証を証明しないように防止します。エー

ジェントはまず、SecurID サーバにロック要求を送信してから、ユーザ認証要求を送信します。サーバ

はユーザ名をロックして、別の（レプリカ）サーバがユーザ名を受信できないようにします。そのた

め、同じユーザが同じ認証サーバを同時に使用して、2 台の セキュリティ アプライアンス に認証する

ことができなくなります。ユーザ名のロックに成功すると、セキュリティ アプライアンスはパスコー

ドを送信します。

SDI プライマリ サーバとレプリカ サーバ

セキュリティ アプライアンスは、最初のユーザが設定済みサーバ（プライマリでもレプリカでもかま

いません）に認証を証明するときに、サーバ リストを取得します。次に、セキュリティ アプライアン

スはリスト上の各サーバにプライオリティを割り当て、その後のサーバ選択では、この割り当てられた

プライオリティのサーバから無作為に抽出します。最もプライオリティの高いサーバが選択される可能

性が高くなります。

NT サーバのサポート

セキュリティ アプライアンスは、NTLM バージョン 1（集合的に NT サーバと呼びます）をサポート

している Microsoft Windows サーバ オペレーティング システムをサポートします。
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（注） NT サーバでは、ユーザ パスワードの最大長は 14 文字です。15 文字めからは切り捨てられます。これ

は、NTLM バージョン 1 の制限です。

Kerberos サーバのサポート

セキュリティ アプライアンスは、3DES、DES、および RC4 暗号タイプをサポートしています。

（注） セキュリティ アプライアンスは、トンネル ネゴシエーション中のユーザ パスワードの変更はサポート

していません。この状況が意図せずに発生することを回避するために、セキュリティ アプライアンス

に接続するユーザの Kerberos/Active Directory サーバでのパスワード期限切れをディセーブルにしま

す。

LDAP サーバのサポート

この項では、ユーザ認証と VPN 許可にセキュリティ アプライアンスを利用する LDAP ディレクトリ

の使用方法について説明します。

認証中、セキュリティ アプライアンスは、ユーザの LDAP サーバへのクライアント プロキシとして機

能し、プレーン テキストまたは Simple Authentication and Security Layer（SASL）プロトコルのいず

れかを使って LDAP サーバに対する認証を行います。デフォルトで、セキュリティ アプライアンスは、

通常はユーザ名とパスワードである認証パラメータを LDAP サーバにプレーン テキストで渡します。

SASL とプレーン テキストのどちらを使用する場合でも、セキュリティ アプライアンスと LDAP サー

バの間での通信のセキュリティは SSL で確保されます。

（注） SASL を設定しない場合、SSL で LDAP 通信を保護することを強くお勧めします。

ユーザ LDAP 認証が成功すると、LDAP サーバは認証されたユーザの属性を返します。VPN 認証で

は、通常これらの属性には、VPN セッションに適用される許可データが含まれます。したがって、

LDAP を使用すると、認証と許可が 1 つのステップで行われます。

LDAP による認証または許可をセットアップする設定手順の例については、付録 B「許可および認証用

の外部サーバの設定」を参照してください。

HTTP Form でのクライアントレス SSL VPN に対する SSO のサポート

セキュリティ アプライアンスでは、クライアントレス SSL VPN のシングル サインオン（SSO）認証

だけに HTTP Form プロトコルを使用できます。シングル サインオンのサポートによって、ユーザは

ユーザ名とパスワードを 1 回だけ入力して、複数の保護されているサービスおよび Web サーバにアク

セスできます。セキュリティ アプライアンスで実行するクライアントレス SSL VPN サーバは、認証

サーバに対するユーザのプロキシとして動作します。ユーザがログインすると、クライアントレス 
SSL VPN サーバは、ユーザ名とパスワードを含む SSO 認証要求を HTTPS を使用して認証サーバに送

信します。サーバが認証要求を受け入れた場合は、クライアントレス SSL VPN サーバに SSO 認証

クッキーを戻します。セキュリティ アプライアンスは、ユーザの代わりにこのクッキーを保持し、

ユーザの認証にこのクッキーを使用して、SSO サーバで保護されているドメイン内の Web サイトの安

全を守ります。
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管理者は、SSO の設定に対して、HTTP Form プロトコルの他にも、基本 HTTP 認証プロトコルや 
NTLM 認証プロトコル（auto-signon コマンド）、あるいは Computer Associates eTrust SiteMinder 
SSO サーバ（旧 Netegrity SiteMinder）を選択できます。HTTP Form、auto-signon または 
SiteMinder を使用した SSO の設定の詳細については、「クライアントレス SSL VPN」の章を参照して

ください。

ローカル データベースのサポート

セキュリティ アプライアンスは、ユーザ プロファイルを取り込むことができるローカル データベース

を管理します。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「ユーザ プロファイル」（P.12-7）

• 「フォールバック サポート」（P.12-7）

ユーザ プロファイル

ユーザ プロファイルには、少なくともユーザ名が含まれます。通常、パスワードはオプションですが、

各ユーザ名にパスワードが割り当てられます。別の情報を特定のユーザ プロファイルに追加できます。

追加可能な情報には、VPN 関連属性（VPN セッション タイムアウト値など）が含まれます。

フォールバック サポート

ローカル データベースは、複数の機能のフォールバック方式として動作できます。この動作は、セ

キュリティ アプライアンスから誤ってロックアウトされないようにすることを意図しています。

フォールバック サポートを必要とするユーザでは、ローカル データベース内のユーザ名とパスワード

と AAA サーバ内のユーザ名とパスワードを一致させることをお勧めします。これにより、トランスペ

アレント フォールバック サポートが提供されます。ユーザは、AAA サーバとローカル データベース

のどちらがサービスを提供しているかが判別できないので、ローカル データベースのユーザ名および

パスワードとは異なるユーザ名およびパスワードを AAA サーバで使用することは、指定するべきユー

ザ名とパスワードをユーザが確信できないことを意味します。

ローカル データベースでサポートされているフォールバック機能は次のとおりです。

• コンソールおよびイネーブル パスワード認証：グループ内のサーバがすべて使用できない場合、

セキュリティ アプライアンスはローカル データベースを使用して管理アクセスを認証します。こ

れにもイネーブル パスワードの認証を含めることができます。

• コマンド許可：グループ内の TACACS+ サーバがすべて使用できない場合、特権レベルに基づい

てコマンドを許可するためにローカル データベースが使用されます。

• VPN 認証および許可：VPN 認証および許可は、通常この VPN サービスをサポートしている AAA 
サーバが使用できない場合、セキュリティ アプライアンスへのリモート アクセスをイネーブルに

するためにサポートされます。管理者の VPN クライアントが、ローカル データベースへのフォー

ルバックに設定されたトンネル グループを指定する場合、AAA サーバ グループを利用できなくて

も、ローカル データベースに必要な属性が設定されていれば、VPN トンネルを確立できます。
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ローカル データベースの設定
ここでは、ローカル データベース内のユーザの管理方法について説明します。ローカル データベース

は、CLI アクセス認証、特権モード認証、コマンド許可、ネットワーク アクセス認証、および VPN 認
証および許可に使用できます。ローカル データベースはネットワーク アクセス許可には使用できませ

ん。ローカル データベースはアカウンティングをサポートしません。

マルチコンテキスト モードの場合、システム実行スペースでユーザ名を設定し、login コマンドを使用

して個々のログインを指定できます。しかし、システム実行スペースでは aaa コマンドは設定できま

せん。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「User Accounts」（P.12-8）

• 「[Add/Edit User Account] > [Identity]」（P.12-9）

• 「[Add/Edit User Account] > [VPN Policy]」（P.12-11）

• 「AAA サーバ グループおよびサーバの識別」（P.12-13）

User Accounts

[User Accounts] ペインでは、ローカル ユーザ データベースを管理できます。次の各機能は、ローカル 
データベースを使用して実行されます。

• ASDM ユーザごとのアクセス

デフォルトでは、ユーザ名のフィールドはブランクにしたまま、パスワードのフィールドにイネー

ブル パスワードを指定すれば ASDM にログインできます（「Device Name/Password」（P.10-12）
を参照）。ただし、ログイン画面で（ユーザ名のフィールドをブランクにせず）ユーザ名とパス

ワードを入力すると、ASDM ではそれらを照合するためにローカル データベースのチェックが行

われます。

（注） ローカル データベースを使用する HTTP 認証を設定することもできますが、デフォルトではこ

の機能は常にイネーブルです。認証用に RADIUS または TACACS+ サーバを使用する場合は、

HTTP 認証を設定するだけで済みます。

• コンソール認証 

• Telnet 認証および SSH 認証

• enable コマンド認証

この設定は、CLI アクセスにだけ使用され、ASDM ログインには影響しません。

• コマンド許可 

ローカル データベースを使用するコマンド許可を有効にすると、セキュリティ アプライアンスで

は、ユーザ特権レベルを参照して、どのコマンドが使用できるかが特定されます。コマンド許可が

ディセーブルの場合は通常、特権レベルは参照されません。デフォルトでは、コマンドの特権レベ

ルはすべて、0 または 15 のどちらかです。ASDM には、コマンドへの割り当てをイネーブルにで

きる特権レベルが事前に定義されています。割り当てることができるレベルは、15（管理）、5
（読み取り専用）、3（監視専用）の 3 種類です。事前定義済みのレベルを使用する場合は、ユーザ

を 3 種類の特権レベルのいずれかに割り当てます。

• ネットワーク アクセス認証

• VPN クライアント認証
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ローカル データベースはネットワーク アクセス許可には使用できません。

マルチ コンテキスト モードの場合、login コマンドを使用して CLI で個別のログインを入力できるよ

うに、システム実行スペースでユーザ名を設定できます。ただし、ローカル データベースを使用する 
aaa コマンドは、システム実行スペースでは設定できません。

（注） VPN 機能は、マルチ コンテキスト モードではサポートされません。

（「Device Name/Password」（P.10-12）ではなく）このペインでイネーブル パスワードを設定するに

は、enable_15 ユーザのパスワードを変更します。ユーザ名 enable_15 は常時このペインに表示されま

す。これがデフォルトのユーザ名です。この方法は、ASDM のシステム コンフィギュレーションでイ

ネーブル パスワードを設定する唯一の方法です。CLI で他のイネーブル レベル パスワード（enable 
password 10 など）を設定すると、そのユーザ名は enable_10 という形式で表示されます。

フィールド

• [User Name]：これらのパラメータを適用するユーザ名を指定します。

• [Privilege (Level)]：そのユーザに割り当てる特権レベルを指定します。特権レベルは、ローカル 
コマンド許可で使用されます。

• [VPN Group Policy]：このユーザに対して VPN グループ ポリシーの名前を指定します。マルチ 
モードでは使用できません。

• [VPN Group Lock]：このユーザに対してグループ ロック ポリシー（ある場合）を指定します。マ

ルチ モードでは使用できません。

• [Add]：[Add User Account] ダイアログボックスを表示します。

• [Edit]：[Edit User Account] ダイアログボックスを表示します。

• [Delete]：選択した行をテーブルから削除します。確認されず、やり直しもできません。

モード

次の表は、この機能を使用できるモードを示したものです。

[Add/Edit User Account] > [Identity]

ユーザが追加または変更するユーザ アカウントを識別するパラメータを指定するには、このペインを

使用します。[OK] をクリックすると、[User Accounts] テーブルに変更内容がすぐに表示されます。

フィールド

• [Username]：このアカウントのユーザ名を指定します。

• [Change user password]：既存のユーザを編集する場合は、このボックスをオンにして、パスワー

ドを変更します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキス

ト システム

• • • • —
12-9
ASDM ユーザ ガイド

OL-14981-01-J



 

第 12 章      AAA サーバおよびユーザ アカウントの設定

  ローカル データベースの設定
– [Password]：このユーザの固有のパスワードを指定します。パスワードの最小長は 4 文字で

す。最大で 32 文字まで指定可能です。エントリは、大文字と小文字が区別されます。フィー

ルドには、アスタリスクだけが表示されます。

セキュリティを確保するために、パスワードの長さは 8 文字以上にすることを推奨します。

– [Confirm Password]：確認のためにユーザ パスワードを再入力するよう求められます。フィー

ルドには、アスタリスクだけが表示されます。

• [User authenticated using MSCHAP]：パスワードを入力後に unicode に変換し、MD4 を使用して

ハッシュすることを指定します。このオプションは、ユーザを MSCHAPv1 または MSCHAPv2 を
使用して認証する場合に使用します。

• [Member-of]：ユーザが属する VPN グループを指定します。

– [Member-of]：VPN グループの名前を入力します。

– [Add]：リストに VPN グループを追加します。

– [Delete]：リストから VPN グループを削除します。

• [Access Restriction]：このセクションでは、ユーザの管理アクセス レベルを設定します。まず、

[Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] > [AAA Access] > [Authorization] タブの 
[Perform authorization for exec shell access] オプションを使用して、管理許可をイネーブルにする

必要があります。

– [Full Access (ASDM, Telnet, SSH and console)]：ローカル データベースを使用した管理アク

セスの認証を設定する場合（「CLI、ASDM、および enable コマンドの認証の設定」（P.13-27）
を参照）、このオプションを指定するとユーザは ASDM、SSH、Telnet、およびコンソール 
ポートを使用できます。さらにイネーブル認証も設定すると、ユーザはグローバル コンフィ

ギュレーション モードにアクセスできます。

[Privilege Level]：ローカル コマンド許可でユーザに適用する特権レベルを選択します。範囲

は、0（最低）～ 15（最高）です。詳細については、「ローカル コマンド許可の設定」

（P.13-31）を参照してください。

– [CLI login prompt for SSH, Telnet and console (no ASDM access)]：ローカル データベースを

使用した管理アクセスの認証を設定する場合（「CLI、ASDM、および enable コマンドの認証

の設定」（P.13-27）を参照）、このオプションを指定するとユーザは SSH、Telnet、およびコ

ンソール ポートを使用できます。ユーザは設定に ASDM を使用できません（HTTP 認証を設

定している場合）。ASDM 監視は可能です。さらにイネーブル認証も設定すると、ユーザはグ

ローバル コンフィギュレーション モードにアクセスできません。

– [No ASDM, SSH, Telnet, or console access]：ローカル データベースを使用した管理アクセス

の認証を設定する場合（「CLI、ASDM、および enable コマンドの認証の設定」（P.13-27）を

参照）、このオプションを指定すると、ユーザは認証用に設定した管理アクセス方式を利用で

きなくなります（ただし、[Serial] オプションは除きます。つまり、シリアル アクセスは許可

されます）。

モード

次の表は、この機能を使用できるモードを示したものです。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキス

ト システム

• • • • —
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[Add/Edit User Account] > [VPN Policy]

このペインを使用して、このユーザの VPN ポリシーを指定します。対応する設定がグループ ポリシー

から値を取得するようにするには、[Inherit] チェックボックスをオンにします。

フィールド

• [Group Policy]：使用可能なグループ ポリシーを示します。

• [Tunneling Protocols]：ユーザが使用できるトンネリング プロトコルを指定するか、またはグルー

プ ポリシーから値を継承するかどうかを指定します。目的の [Tunneling Protocols] チェックボッ

クスをオンにし、ユーザが使用できる VPN トンネリング プロトコルを選択します。ユーザは、選

択されているプロトコルだけを使用できます。次の選択肢があります。

[IPsec]：IP Security Protocol（IP セキュリティ プロトコル）。IPSec は、VPN トンネルのアーキテ

クチャをほぼ完全に実現しており、最もセキュアなプロトコルとされています。IPSec は、LAN 
間（ピアツーピア）接続に使用することも、クライアントと LAN との接続に使用することもでき

ます。

[Clientless SSL VPN]：SSL/TLS を利用する VPN。Web ブラウザを使用して VPN コンセント

レータへのセキュアなリモートアクセス トンネルを確立し、ソフトウェア クライアントもハード

ウェア クライアントも必要としません。クライアントレス SSL VPN を使用すると、HTTPS イン

ターネット サイトを利用できるほとんどすべてのコンピュータから、企業の Web サイト、Web 対
応アプリケーション、NT/AD ファイル共有（Web 対応）、電子メール、およびその他の TCP ベー

ス アプリケーションなど、幅広い企業リソースに簡単にアクセスできるようになります。

[SSL VPN Client]：Cisco AnyConnect Client アプリケーションのダウンロード後にユーザが接続

できるようにします。ユーザは、最初にクライアントレス SSL VPN 接続を使用してこのアプリ

ケーションをダウンロードします。ユーザが接続するたびに、必要に応じてクライアント アップ

デートが自動的に行われます。

[L2TP over IPSec]：多くの PC やモバイル PC に採用されている一般的なオペレーティング システ

ムに付属の VPN クライアントを使用するリモート ユーザが、パブリック IP ネットワークを介し

てセキュリティ アプライアンスおよびプライベート企業ネットワークへのセキュアな接続を確立

できるようにします。

（注） プロトコルを選択しなかった場合は、エラー メッセージが表示されます。

• [Filter]：使用するフィルタを指定するか、またはグループ ポリシーの値を継承するかどうかを指

定します。フィルタは、セキュリティ アプライアンスを経由して着信したトンネリングされた

データ パケットを、送信元アドレス、宛先アドレス、プロトコルなどの基準によって、許可する

か拒否するかを決定するルールで構成されます。フィルタおよびルールを設定する場合は、

[Configuration] > [VPN] > [VPN General] > [Group Policy] ペインを参照してください。

• [Manage]：アクセス コントロール リスト（ACL）と拡張アクセス コントロール リスト（ACE）
を追加、編集、および削除できる [ACL Manager] ペインを表示します。

• [Tunnel Group Lock]：トンネル グループ ロックがある場合、それを継承するかどうか、または選

択したトンネル グループ ロックを使用するかどうかを指定します。特定のロックを選択すると、

ユーザのリモート アクセスはこのグループだけに制限されます。[Tunnel Group Lock] では、VPN 
クライアントで設定されたグループと、そのユーザが割り当てられているグループが同じかどうか

をチェックすることによって、ユーザが制限されます。同一ではなかった場合、セキュリティ ア
プライアンスはユーザによる接続を禁止します。[Inherit] チェックボックスがオフの場合、デフォ

ルト値は [--None--] です。
12-11
ASDM ユーザ ガイド

OL-14981-01-J



 

第 12 章      AAA サーバおよびユーザ アカウントの設定

  ローカル データベースの設定
• [Store Password on Client System]：この設定をグループから継承するかどうかを指定します。

[Inherit] チェックボックスをオフにすると、[Yes] および [No] のオプション ボタンが有効になり

ます。[Yes] を選択すると、ログイン パスワードがクライアント システムに保存されます（セキュ

リティが低下するおそれのあるオプションです）。[No]（デフォルト）を選択すると、ユーザは接

続するたびにパスワードの入力を求められます。セキュリティを最大限に確保するためにも、パス

ワードの保存は許可しないことをお勧めします。VPN 3002 の場合、このパラメータは、対話型

ハードウェア クライアント認証や個別ユーザ認証には適用されません。

• [Connection Settings]：接続設定パラメータを指定します。

– [Access Hours]：[Inherit] チェックボックスがオフになっている場合、このユーザに適用され

るアクセス時間ポリシーがすでに存在する場合にはその名前を選択でき、存在しない場合に

は、新しいアクセス時間ポリシーを作成できます。デフォルト値は [Inherit] です。また、

[Inherit] チェックボックスがオフの場合のデフォルト値は [--Unrestricted--] です。

– [New]：[Add Time Range] ダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスでアクセ

ス時間の新規セットを指定できます。

– [Simultaneous Logins]：[Inherit] チェックボックスがオフになっている場合、このパラメータ

には、このユーザに許可される同時ログインの最大数を指定します。デフォルト値は 3 です。

最小値は 0 で、この場合ログインが無効になり、ユーザ アクセスを禁止します。

（注） 最大数の制限はありませんが、複数の同時接続の許可がセキュリティの低下を招き、パ

フォーマンスに影響を及ぼすおそれがあります。

– [Maximum Connect Time]：[Inherit] チェックボックスがオフになっている場合、このパラ

メータには、ユーザの最大接続時間を分単位で指定します。ここで指定した時間が経過する

と、システムは接続を終了します。最短時間は 1 分、最長時間は 2147483647 分（4000 年超）

です。接続時間を無制限にする場合は、[Unlimited] チェックボックスをオンにします（デ

フォルト）。

– [Idle Timeout]：[Inherit] チェックボックスがオフになっている場合、このパラメータには、

ユーザのアイドル タイムアウト時間を分単位で指定します。この期間、ユーザ接続に通信ア

クティビティがなかった場合、システムは接続を終了します。最短時間は 1 分で、最長時間は 
10080 分です。この値は、クライアントレス SSL VPN 接続のユーザには適用されません。

• 専用 IP アドレス（任意）：

– [IP Address] ボックス：オプションの専用 IP アドレスを指定します。

– [Subnet Mask] リスト：専用 IP アドレスのサブネット マスクを指定します。

このグループだけによるリモート アクセスにユーザを制限するには、[Group Lock] チェックボックス

をオンにします。[Group Lock] では、VPN クライアントで設定されたグループと、そのユーザが割り

当てられているグループが同じかどうかをチェックすることによって、ユーザが制限されます。一致し

ていない場合、VPN コンセントレータによりユーザは接続できなくなります。

このボックスがオフ（デフォルト）の場合、ユーザは、割り当てられているグループに関係なく認証さ

れます。

モード

次の表は、この機能を使用できるモードを示したものです。
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AAA サーバ グループおよびサーバの識別
認証、許可、またはアカウンティングに外部 AAA サーバを使用する場合は、まず AAA プロトコルあ

たり少なくとも 1 つの AAA サーバ グループを作成して、各グループに 1 つ以上のサーバを追加する必

要があります。AAA サーバ グループは名前で識別されます。各サーバ グループは、Kerberos、
LDAP、NT、RADIUS、SDI、または TACACS+ というサーバの 1 つのタイプ専用となります。

セキュリティ アプライアンス は、グループ内の最初のサーバと通信します。最初のサーバが使用でき

ない場合、セキュリティ アプライアンス はグループ内の次のサーバ（設定されている場合）と通信し

ます。グループ内のすべてのサーバが使用できない場合、セキュリティ アプライアンスは、ローカル 
データベースがフォールバック方式として設定されていると、ローカル データベースに接続しようと

します（管理認証および許可限定）。フォールバック方式として設定されていない場合、セキュリティ 
アプライアンスは引き続き AAA サーバにアクセスしようとします。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「AAA Server Groups」（P.12-13）

• 「Add/Edit AAA Server Group」（P.12-15）

• 「Edit AAA Local Server Group」（P.12-16）

• 「Add/Edit AAA Server」（P.12-16）

• 「Test AAA Server」（P.12-22）

AAA Server Groups

[AAA Server Groups] ペインでは、次のことを実行できます。

• 各グループで示されているサーバと通信するように、セキュリティ アプライアンスが使用する 
AAA サーバ グループおよびプロトコルを設定します。

• 個々のサーバを設定して、AAA サーバ グループに追加します。

シングル モードで最大 15 のグループ、またはマルチ モードで最大 4 つのグループを含めることができ

ます。各グループには、シングル モードで最大 16 台、マルチ モードで最大 4 台のサーバを含めること

ができます。ユーザがログインすると、指定した最初のサーバから順に、サーバが応答するまでこれら

のサーバが一度に 1 つずつアクセスされます。

AAA アカウンティングが有効の場合、同時アカウンティングをイネーブルにしない限り、アカウン

ティング情報はアクティブなサーバにのみ送信されます。

AAA サービスの概要については、「AAA の概要」（P.12-1）を参照してください。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキス

ト システム

• • • • —
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フィールド

[AAA Server Groups] ペインのフィールドは 2 つの主要領域（[AAA Server Groups] 領域と [Servers In 
The Selected Group] 領域）にグループ化されます。[AAA Server Groups] 領域では、AAA サーバ グ
ループ、およびセキュリティ アプライアンスが各グループに示されたサーバとの通信に使用するプロ

トコルを設定できます。

（注） [AAA Server Groups] テーブルの行をダブル クリックすると、AAA サーバ グループのパラメータを変

更できる [Edit AAA Server Group] ダイアログボックスが開きます。ここで行った変更はただちにテー

ブルに反映されますが、コンフィギュレーションに保存するには [Apply] をクリックする必要がありま

す。

カラム ヘッダーをクリックすると、そのカラムの内容に従ってテーブル行が英数字順にソートされま

す。

• [Server Group]：表示専用。選択したサーバ グループのシンボリック名を表示します。

• [Protocol]：表示専用 。グループ内のサーバによってサポートされる AAA プロトコルを一覧表示

します。

• [Accounting Mode]：表示専用 。同時またはシングル モード アカウンティングを表示します。シ

ングル モードでは、セキュリティ アプライアンスはアカウンティング データを 1 つのサーバにだ

け送信します。同時モードでは、セキュリティ アプライアンスはアカウンティング データをグ

ループ内のすべてのサーバに送信します。

• [Reactivation Mode]：表示専用 。障害が発生したサーバを再アクティブ化する方法を [Depletion] 
または [Timed] 再アクティブ化モードから指定します。[Depletion] モードの場合、障害が発生し

たサーバは、グループ内のサーバがすべて非アクティブになったときに限り、再アクティブ化され

ます。Timed モードでは、障害が発生したサーバは 30 秒の停止時間の後で再アクティブ化されま

す。

• [Dead Time]：表示専用 。グループの最後のサーバがディセーブルになってから、すべてのサーバ

を次に再度イネーブルにするまでの経過時間を分単位で示します。  このパラメータは Depletion 
モードにだけ適用されます。

• [Max Failed Attempts]：表示専用 。応答しないサーバが非アクティブであると宣言するまでの失

敗接続試行回数を示します。 

• [Add]：[Add AAA Server Group] ダイアログボックスを表示します。

• [Edit]：[Edit AAA Server Group] ダイアログボックスを表示するか、サーバ グループとして 
[LOCAL] を選択した場合は [Edit AAA Local Server Group] ダイアログボックスを表示します。

• [Delete]：サーバ グループ テーブルから、現在選択されているサーバ グループ エントリを削除し

ます。確認されず、やり直しもできません。

[AAA Server Groups] ペインの 2 番目の領域である [Servers In Selected Group] 領域では、既存の 
AAA サーバ グループに AAA サーバを追加および設定することができます。サーバは、RADIUS、
TACACS+、NT、SDI、Kerberos、LDAP、または HTTP Form サーバです。

• [Server Name or IP Address]：表示専用 。AAA サーバの名前または IP アドレスを表示します。

• [Interface]：表示専用。認証サーバが存在するネットワーク インターフェイスを表示します。

• [Timeout]：表示専用 。タイムアウトの間隔（秒）を表示します。この時間を超えると、セキュリ

ティ アプライアンスはプライマリ AAA サーバへの要求を断念します。スタンバイ AAA サーバが

存在する場合、セキュリティ アプライアンスは要求をそのバックアップ サーバに送信します。

• [Add/Edit]：[Add/Edit AAA Server] ダイアログボックスを表示します。

• [Delete]：選択した AAA サーバをリストから削除します。
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• [Move up]：選択した AAA サーバを AAA シーケンス内で上に移動します。

• [Move down]：選択した AAA サーバを AAA シーケンス内で後ろに移動します。

• [Test]：[Test AAA Server] ダイアログボックスを表示します。

モード

次の表は、この機能を使用できるモードを示したものです。

Add/Edit AAA Server Group

[Add/Edit AAA Server Group] ダイアログボックスでは、AAA サーバ グループを追加または変更でき

ます。結果は、[AAA Server] テーブルに表示されます。

フィールド

• [Server Group]：表示専用 。選択したサーバ グループの名前を表示します。

• [Protocol] ドロップダウン リスト：グループのサーバでサポートされるプロトコルを指定します。

これらには、RADIUS、TACACS+、NT ドメイン、SDI、Kerberos、LDAP、およびシングル サ
イン オン用 HTTP Form（クライアントレス SSL VPN のユーザ専用）があります。

（注） 次のフィールドは、[HTTP Form] プロトコルを選択すると使用できなくなります。

• [Accounting Mode]：サーバ グループに使用するアカウンティング モードを指定します。

– [Simultaneous]：アカウンティング データをグループ内のすべてのサーバに送信するようにセ

キュリティ アプライアンスを設定します。

– [Single]：アカウンティング データをグループ内の 1 つのサーバだけに送信するようにセキュ

リティ アプライアンスを設定します。

• [Reactivation Mode]：障害が発生したサーバを再アクティブ化する方法を指定します。

– [Depletion]：グループ内のすべてのサーバが非アクティブになった後にのみ、障害の発生した

サーバを再アクティブ化するようにセキュリティ アプライアンスを設定します。

– [Timed]：障害が発生したサーバを 30 秒の停止時間の後に再アクティブ化するようにセキュリ

ティ アプライアンスを設定します。

• [Dead Time]：グループの最後のサーバがディセーブルになってから、すべてのサーバを次に再度

イネーブルにするまでの経過時間を分単位で指定します。このフィールドは、Timed モードでは使

用できません。

• [Max Failed Attempts]：応答しないサーバが非アクティブであると宣言するまでの失敗接続試行回

数（1 ～ 5）を指定します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキス

ト システム

• • 1

1. HTTP Form とクライアントレス SSL VPN は、シングル ルーテッド モー

ドだけでサポートされます。

• • —
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モード

次の表は、この機能を使用できるモードを示したものです。

Edit AAA Local Server Group

[Edit AAA Local Server Group] ダイアログボックスでは、ローカル ユーザ ロックアウトをイネーブル

にするかどうか、また、ユーザをロックアウトする前に許可するログイン試行の最大失敗回数を指定し

ます。ユーザがロックアウトされた場合、正常にログインするには、管理者がロックアウト状態をクリ

アしておく必要があります。

フィールド

• [Enable Local User Lockout]：設定された認証試行の最大失敗回数を超えたユーザのロックアウト

と、そのユーザのアクセス拒否をイネーブルにします。

• [Maximum Attempts]：ユーザをロックアウトし、そのユーザのアクセスを拒否する前に許可する

ログイン試行の最大失敗回数を指定します。この制限は、LOCAL データベースが認証に使用され

ているときにのみ適用されます。

モード

次の表は、この機能を使用できるモードを示したものです。

Add/Edit AAA Server

[Add/Edit AAA Server] ダイアログボックスでは、既存の AAA サーバのパラメータを変更したり、

AAA サーバ グループ テーブルで選択した既存のグループに新しい AAA サーバを追加したりできま

す。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキス

ト システム

• • 1

1. HTTP Form とクライアントレス SSL VPN は、シングル ルーテッド モー

ドだけでサポートされます。

• • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキス

ト システム

• • 1

1. HTTP Form とクライアントレス SSL VPN は、シングル ルーテッド モー

ドだけでサポートされます。

• • —
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フィールド

（注） 最初の 4 つのフィールドは、すべてのサーバ タイプに共通です。コンテンツ領域は、各サーバ タイプ

に固有です。

• [Server Group]：表示専用。サーバ グループの名前を示します。

• [Interface Name]：サーバが常駐するネットワーク インターフェイスを指定します。

• [Server Name or IP Address]：AAA サーバの名前または IP アドレスを指定します。

• [Timeout]：タイムアウト間隔を秒単位で指定します。この時間を超えると、セキュリティ アプラ

イアンスはプライマリ AAA サーバへの要求を断念します。スタンバイ AAA サーバが存在する場

合、セキュリティ アプライアンスは要求をそのバックアップ サーバに送信します。

• [RADIUS Parameters] 領域：RADIUS サーバの使用に必要なパラメータを指定します。この領域

は、選択したサーバ グループが RADIUS を使用するときにのみ表示されます。

– [Retry Interval]：サーバにクエリーを送信しても応答がないときに、接続を再試行する前に待

機する秒数を指定します。最短時間は 1 秒です。デフォルトの時間は 10 秒です。最長時間は 
10 秒です。

– [Server Authentication Port]：ユーザ認証に使用するサーバ ポートを指定します。デフォルト

のポートは 1645 です。

（注） 最新の RFC では、RADIUS を UDP ポート番号 1812 に設定すべきだとしているので、このデ

フォルト値を 1812 に変更する必要がある場合があります。

– [Server Accounting Port]：ユーザ認証に使用するサーバ ポートを指定します。デフォルトの

ポートは 1646 です。

– [Server Secret Key]：暗号化に使用する、たとえば C8z077f のようなサーバ秘密キー（共有秘

密とも呼ばれる）を指定します。秘密キーでは大文字と小文字が区別されます。セキュリティ 
アプライアンスはサーバ秘密キーを使用して、RADIUS サーバに対する認証を行います。こ

こで設定したサーバ秘密キーは、RADIUS サーバで設定されたサーバ秘密キーと一致する必

要があります。RADIUS サーバのサーバ秘密キーがわからない場合は、RADIUS サーバの管

理者に問い合わせてください。最大フィールド長は、64 文字です。

– [Common Password]：グループの共通パスワードを指定します。パスワードでは大文字と小

文字が区別されます。RADIUS サーバを許可ではなく認証に使用するよう定義する場合は、

共通パスワードを設定しないでください。

RADIUS 許可サーバでは、各接続ユーザに対してパスワードおよびユーザ名が必要です。こ

こでは、パスワードを入力します。RADIUS 許可サーバ管理者は、このセキュリティ アプラ

イアンス経由で RADIUS サーバに対して許可を行う各ユーザにこのパスワードが関連付けら

れるように RADIUS サーバを設定する必要があります。この情報は、RADIUS サーバ管理者

に伝えてください。このセキュリティ アプライアンス経由で RADIUS 許可サーバにアクセス

するすべてのユーザの共通パスワードを入力します。

このフィールドを空白のままにすると、各ユーザのユーザ名がパスワードになります。たとえ

ば、ユーザ名が「jsmith」であるユーザの場合、「jsmith」と入力されます。セキュリティ上の

予防措置として、RADIUS 許可サーバを絶対に認証に使用しないでください。共通パスワー

ドを使用したり、パスワードとしてユーザ名を使用したりすることは、ユーザごとに強力なパ

スワードを使用するのに比べてはるかにセキュリティが低くなります。
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（注） パスワード フィールドは RADIUS プロトコルに必要であり、RADIUS サーバが要求します

が、ユーザがこのフィールドを認識する必要はありません。

– [ACL Netmask Convert]：ダウンロード可能なアクセス リストから受け取ったネットマスクを

セキュリティ アプライアンスが処理する方法を指定します。セキュリティ アプライアンスは、

ダウンロード可能なアクセス リストに標準ネットマスク表現が含まれていることを想定しま

すが、Cisco Secure VPN 3000 シリーズ コンセントレータは、ダウンロード可能なアクセス リ
ストに、標準ネットマスク表現とは反対のワイルドカード ネットマスク表現が含まれている

ことを想定します。ワイルドカード マスクには、無視するビット位置に 1 が、一致するビット

位置に 0 が入っています。[ACL Netmask Convert] リストは、RADIUS サーバ上でのダウン

ロード可能なアクセス リストの設定方法の違いによる影響を最小限に抑えます。

[Detect automatically] を選択すると、使用されているネットマスク表現のタイプをセキュリ

ティ アプライアンスが判定します。ワイルドカード ネットマスク表現が検出された場合は、

標準のネットマスク表現に変換されます。しかし、一部のワイルドカード表現は明確な検出が

困難であるため、この設定を使用すると、ワイルドカード ネットマスク表現が、標準のネッ

トマスク表現と誤解される場合があります。

[Standard] を選択すると、セキュリティ アプライアンスは、RADIUS サーバから受け取った

ダウンロード可能なアクセス リストに、標準ネットマスク表現だけが入っていると想定しま

す。ワイルドカード ネットマスク表現からの変換は実行されません。

[Wildcard] を選択すると、セキュリティ アプライアンスは、RADIUS サーバから受け取った

ダウンロード可能なアクセス リストに、ワイルドカード ネットマスク表現だけが含まれてい

ると想定し、アクセス リストがダウンロードされたときにすべてを標準ネットマスク表現に

変換します。

– [SDI Messages Table]：SDI サーバへのプロキシとして設定された RADIUS サーバによってセ

キュリティ アプライアンスに転送される SDI メッセージを指定します。

リモート ユーザが AnyConnect VPN クライアントでセキュリティ アプライアンスに接続し、

RSA SecurID トークンを使用して認証を試みると、セキュリティ アプライアンスは RADIUS 
サーバと通信を行い、次に、RADIUS サーバは認証のために SDI サーバと通信を行います。

[SDI message] テーブルには、セキュリティ アプライアンスが認識し、リモート クライアント

に渡される SDI メッセージが示されます。

表 12-1 に、SDI メッセージ（操作コード）、デフォルトのメッセージ テキスト、および各

メッセージの機能を示します。

表 12-2 SDI 操作コード、デフォルトのメッセージ テキスト、およびメッセージの機能

SDI 操作コード

デフォルトの SDI メッ

セージ テキスト メッセージ機能

next-code Enter Next PASSCODE ユーザは PIN を入力せずに次のトークンコードを入力

する必要があることを示します。

new-pin-sup Please remember your 
new PIN

新しいシステムの PIN が提供されており、ユーザにそ

の PIN を表示することを示します。

new-pin-meth Do you want to enter your 
own pin

新しい PIN の作成にどの新しい PIN 方式を使用するか

をユーザに尋ねます。

new-pin-req Enter your new 
Alpha-Numerical PIN

ユーザ生成の PIN を入力することを要求することを示

します。
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SDI メッセージは SDI サーバ上で設定が可能なため、セキュリティ アプライアンス上の SDI 
メッセージのメッセージ テキストは、SDI サーバ上のメッセージに一致する必要があります。

一致しない場合、リモート クライアント ユーザに表示されるプロンプトは、認証中に必要と

されるアクションに対して適切でない場合があります。そのため、AnyConnect クライアント

が応答できずに、認証が失敗する可能性があります。

セキュリティ アプライアンスは、表 12-1 に表示される順番に文字列を検索するため、操作

コードに使用する文字列が、別の文字列のサブセットでないようにする必要があります。たと

えば、new-pin-req を「New PIN」として、および new-pin-sys-ok を「New PIN Accepted」
として設定すると、new-pin-req は、そのメッセージ テキストが「New PIN Accepted」のサ

ブセットであるため、常に一致するようになります。このため、メッセージ テキストは、

誤った一致を発生させることがない一意のものとする必要があります。

メッセージ テキストを編集するには、[Message Text] フィールドをダブルクリックします。

[Restore default message texts]：メッセージをデフォルトのメッセージ（Cisco ACS のデフォ

ルト メッセージ）に復元します。

• [TACACS+ Parameters]：TACACS+ サーバの使用に必要なパラメータを指定します。この領域

は、選択したサーバ グループが TACACS+ を使用するときにのみ表示されます。

– [Server Port]：使用するサーバ ポートを指定します。

– [Server Secret Key]：暗号化に使用するサーバ秘密キーを指定します。秘密キーでは大文字と

小文字が区別されます。フィールドには、アスタリスクだけが表示されます。

• [SDI Parameters]：SDI サーバの使用に必要なパラメータを指定します。この領域は、選択した

サーバ グループが SDI を使用するときにのみ表示されます。

– [Server Port]：使用するサーバ ポートを指定します。

– [Retry Interval]：接続を再試行する前に待機する秒数を指定します。

• [Kerberos Parameters]：Kerberos サーバの使用に必要なパラメータを指定します。この領域は、

選択したサーバ グループが Kerberos を使用するときにのみ表示されます。

– [Server Port]：Kerberos サーバがリッスンするサーバ ポートを指定します。

– [Retry Interval]：再試行間隔値とは、再試行から次の再試行までの時間であり、1 ～ 10 秒の範

囲で指定します。

new-pin-reenter Reenter PIN: ユーザが提供した PIN の確認のためにセキュリティ ア
プライアンスが内部的に使用します。ユーザにプロン

プトを表示せずに、クライアントが PIN を確認します。

new-pin-sys-ok New PIN Accepted ユーザが提供した PIN が受け入れられたことを示しま

す。

next-ccode-and-
reauth

new PIN with the next 
card code

PIN 操作後、次のトークンコードを待ってから、認証

のために新しい PIN と次のトークンコードの両方を入

力する必要があることをユーザに示します。

ready-for-sys-
pin

ACCEPT A SYSTEM 
GENERATED PIN

ユーザがシステム生成の PIN に対する準備ができてい

ることを示すためにセキュリティ アプライアンスが内

部的に使用します。

SDI 操作コード

デフォルトの SDI メッ

セージ テキスト メッセージ機能
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– [Kerberos Realm]：使用する Kerberos レルムの名前（USDOMAIN.ACME.COM など）を指

定します。最大長は、64 文字です。サーバ タイプが Windows 2000、Windows XP、および 
Windows.NET の場合、領域名はすべて大文字で入力する必要があります。ここに入力する名

前は、[Server IP Address] フィールドに IP アドレスを入力したサーバの領域名に一致してい

る必要があります。

• [LDAP Parameters]：LDAP サーバの使用に必要なパラメータを指定します。この領域は、選択し

たサーバ グループが LDAP を使用するときにのみ表示されます。

– [Enable LDAP Over SSL]：セキュリティ アプライアンスと LDAP サーバ間の通信を SSL で
セキュリティ保護するように指定します。セキュア LDAP とも呼ばれます。

– [Server Port]：使用するサーバ ポートを指定します。サーバにアクセスするための TCP ポー

ト番号を入力します。

– [Server Type]：手動で LDAP サーバ タイプを設定するか、または、サーバ タイプの判別に自

動検出を指定します。

– [Base DN]：ベース DN を指定します。許可要求を受信したときに、サーバが検索を開始する 
LDAP 階層の位置を入力します。たとえば、OU=people, dc=cisco, dc=com となります。

– [Scope]：サーバが許可要求を受け取ったときに行う、LDAP 階層での検索範囲を指定します。

[One Level]（ベース DN の下にある 1 レベルのみを検索します。このオプションは高速です）

および [All Levels]（ベース DN の下にあるすべてのレベルを検索します。つまり、サブツ

リー階層全体を検索します。このオプションは、時間がかかります）。

– [Naming Attribute(s)]：LDAP サーバのエントリを一意に識別する相対識別名属性（複数可）

を指定します。共通の命名属性は、一般名（cn）とユーザ ID（uid）です。

– [Login DN]：ログイン DN を指定します。一部の LDAP サーバ（Microsoft Active Directory 
サーバなど）は、セキュリティ アプライアンスに対し、他のあらゆる LDAP 操作の要求を受

け入れる前に、認証済みバインディングを介してハンドシェイクを確立することを要求しま

す。セキュリティ アプライアンスは、ログイン DN フィールドをユーザ認証要求にアタッチ

して、認証済みバインディングに対して識別情報を示します。[Login DN] フィールドでは、

セキュリティ アプライアンスの認証特性を定義します。これらの特性は、管理者の権限が与

えられているユーザの特性に対応します。セキュリティ アプライアンスの認証済みバイン

ディングのディレクトリ オブジェクト名を入力します。たとえば、cn=Administrator, 
cn=users, ou=people, dc=Example Corporation, dc=com となります。匿名アクセスの場合は、

このフィールドをブランクのままにします。

– [Login Password]：ログイン パスワードを指定します。入力した文字はアスタリスクに置き換

えられます。

– [LDAP Attribute Map]：LDAP サーバに適用可能な LDAP 属性マップを一覧表示します。

LDAP 属性マップでは、Cisco 属性名をユーザ定義の属性名および値に変換します。

– [SASL MD5 authentication]：Simple Authentication and Security Layer の MD5 メカニズム

が、セキュリティ アプライアンスと LDAP サーバ間の認証通信をセキュリティ保護するよう

に指定します。

– [SASL Kerberos authentication]：Simple Authentication and Security Layer の Kerberos メカ

ニズムが、セキュリティ アプライアンスと LDAP サーバ間の認証通信をセキュリティ保護す

るように指定します。

– [Kerberos Server Group]：認証に使用する Kerberos サーバまたはサーバ グループを指定しま

す。[Kerberos Server Group] オプションはデフォルトでディセーブルになっており、SASL 
Kerberos 認証が選択された場合だけイネーブルになります。

• [NT Domain Parameters]：NT サーバの使用に必要なパラメータを指定します。次のフィールドが

あります。
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– [Server Port]：ユーザがサーバにアクセスする TCP ポート番号を指定します。デフォルト 
ポート番号は、139 です。

– [NT Domain Controller]：このサーバの NT プライマリ ドメイン コントローラのホスト名

（PDC01 など）を指定します。ホスト名の最大長は 15 文字です。ここに入力する名前は、

[Authentication Server Address] に IP アドレスを入力したサーバのホスト名に一致している必

要があります。名前が正しくないと、認証が失敗します。

• [HTTP Form Parameters]：シングル サインオン認証用に HTTP Form プロトコルのパラメータを

指定します。クライアントレス SSL VPN のユーザのみが使用できます。この領域は、選択した

サーバ グループが HTTP Form を使用しているときにのみ表示され、サーバ グループ名とプロト

コルのみが表示されます。HTTP Form を使用している場合、他のフィールドは使用できません。

（注） HTTP プロトコルを使用して SSO を正しく設定するには、認証と HTTP プロトコル交換につ

いての詳しい実務知識が必要です。

次のパラメータが不明の場合は、セキュリティ アプライアンス を介さず認証 Web サーバへ直接ロ

グインしているときに、HTTP ヘッダー アナライザを使用して GET および POST による HTTP 交
換からデータを抽出します。これらのパラメータを HTTP 交換から抽出する方法については、

『Cisco Security Appliance Command Line Configuration Guide』のクライアントレス SSL VPN に
関する章を参照してください。

– [Start URL]：事前ログイン クッキーが取得できる認証 Web サーバの場所を表す完全 URL を
指定します。このパラメータは、ログイン ページとともに事前ログイン クッキーが認証 Web 
サーバへロードされる場合以外は、設定する必要はありません。ドロップダウン リストには、

HTTP と HTTPS の両方が表示されます。入力できる最大文字数は 1024 文字で、最小文字数

の制限はありません。

– [Action URI]：許可 Web サーバ上の認証プログラムの完全 Uniform Resource Identifier を指定

します。URI 全体の最大文字数は、2048 文字です。

– [Username]：SSO 認証に使用される HTTP Form の一部として送信する必要があるユーザ名パ

ラメータの名前（特定のユーザ名ではありません）を指定します。入力できる最大文字数は 
128 文字で、最少文字数の制限はありません。

– [Password]：SSO 認証に使用される HTTP Form の一部として送信する必要があるユーザ パス

ワード パラメータの名前（特定のパスワード値ではありません）を指定します。入力できる

最大文字数は 128 文字で、最少文字数の制限はありません。

– [Hidden Values]：SSO 認証用として認証 Web サーバに送信される HTTP POST 要求の非表示

パラメータを指定します。HTTP POST 要求内に含まれることからもわかるように、このパラ

メータは認証 Web サーバから要求があった場合に限り必要となります。入力できる最大文字

数は 2048 文字です。

– [Authentication Cookie Name]：（任意）正常にログインが行われた際、サーバによって認証情

報を保存するために設定されるクッキーの名前を指定します。Web サーバから返される他の

クッキーと区別しやすいよう、認証クッキーに対して意味のある名前を割り当てる場合に使用

されます。入力できる最大文字数は 128 文字で、最少文字数の制限はありません。
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モード

次の表は、この機能を使用できるモードを示したものです。

Test AAA Server

（注） HTTP Form 認証サーバでは、[Test AAA Server] は使用できません。

セキュリティ アプライアンスが選択した AAA サーバと通信できるかどうかを判別するには、[Test] ボ
タンを使用します。AAA サーバに到達できない場合は、ASDM での設定が正しくないか、ネットワー

ク設定による制限やサーバのダウンタイムなど他に AAA サーバに到達できない原因があることが考え

られます。

このダイアログボックスのフィールドに入力して [OK] をクリックすると、セキュリティ アプライアン

スは適切なテスト メッセージを選択したサーバに送信します。テストが失敗した場合、ASDM は、発

生したエラー タイプに関するエラー メッセージを表示します。ASDM のエラー メッセージで設定エ

ラーが示されている場合、設定を修正してから再度テストします。

ヒント トラブルシューティングを行うとき、AAA サーバへの基本的なネットワーク接続を確認することをお

勧めします。基本的な接続をテストするには、[Tools] >  [Ping] をクリックします。

フィールド

• [AAA Server Group]：表示専用。選択した AAA サーバが属する AAA サーバ グループを表示しま

す。

• [Host]：表示専用。選択した AAA サーバのホスト名を表示します。

• [Authorization]：ASDM が選択した AAA サーバを使用したユーザの認証をテストするように指定

します。選択したサーバ タイプが許可をサポートしていない場合、このオプション ボタンは使用

できません。たとえば、セキュリティ アプライアンスは Kerberos サーバを使用した許可をサポー

トできません。

• [Authentication]：ASDM が選択した AAA サーバを使用したユーザの認証をテストするように指

定します。選択したサーバ タイプが認証をサポートしていない場合、このオプション ボタンは使

用できません。たとえば、セキュリティ アプライアンスは LDAP サーバを使用した認証をサポー

トしていません。

• [Username]：AAA サーバのテストに使用するユーザ名を指定します。ユーザ名が AAA サーバに

存在することを確認してください。存在しないと、テストは失敗します。

• [Password]：[Username] フィールドに入力したユーザ名のパスワードを指定します。[Password] 
フィールドは、認証テストにのみ使用できます。入力したユーザ名に対してパスワードが正しいこ

とを確認します。正しくない場合、認証テストは失敗します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキス

ト システム

• • 1

1. HTTP Form とクライアントレス SSL VPN は、シングル ルーテッド モー

ドだけでサポートされます。

• • 1. —
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モード

次の表は、この機能を使用できるモードを示したものです。

認証プロンプトの設定
[Authentication Prompt] ペイン（[Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA]）では、

AAA 認証チャレンジ プロセス中にユーザに対して表示されるテキストを指定できます。TACACS+ ま
たは RADIUS サーバからのユーザ認証を要求するとき、セキュリティ アプライアンス経由の HTTP、
FTP、および Telnet アクセスに AAA チャレンジ テキストを指定できます。このテキストは飾りのよ

うなもので、ユーザのログイン時に、ユーザ名プロンプトとパスワード プロンプトの上に表示されま

す。

Telnet からのユーザ認証を実行する場合、[User accepted message] オプションおよび [User rejected 
message] オプションを使用すれば、認証試行が AAA サーバにより受け入れられた、または拒否され

たことを示すさまざまな状態のプロンプトを表示できます。

これらのメッセージ テキストをそれぞれ指定した場合、セキュリティ アプライアンスでは、AAA サー

バにより認証されたユーザに対してはユーザ承認メッセージ テキストが表示され、認証されなかった

ユーザに対してはユーザ拒否メッセージ テキストが表示されます。HTTP セッションおよび FTP セッ

ションの認証では、プロンプトにチャレンジ テキストのみが表示されます。ユーザ承認メッセージ テ
キストおよびユーザ拒否メッセージ テキストは表示されません。

（注） Microsoft Internet Explorer では、認証プロンプトに最大 37 文字表示されます。Telnet および FTP で
は、認証プロンプトに最大 235 文字表示されます。

フィールド

• [Prompt]：（任意）セキュリティ アプライアンスを経由したユーザ セッションに対して、チェック

ボックスの下のフィールドに指定した AAA チャレンジ テキストの表示をイネーブルにします。

• [Text]：（任意）235 文字までの英数字または 31 ワードまでの文字列を指定します。いずれかの最

大値に達したときに制限されます。特殊文字は使用できませんが、スペースと句読点は使用できま

す。疑問符を入力するか、または Enter キーを押すと、ストリングが終了します （疑問符はストリ

ングに含まれます）。

• [User accepted message]：（任意）チェックボックスの下のフィールドで指定した、ユーザが認証

されたことを確認するテキストの表示をイネーブルにします。

• [User rejected message]：（任意）チェックボックスの下のフィールドで指定した、認証が失敗した

ことを示すテキストの表示をイネーブルにします。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキス

ト システム

• • 1

1. HTTP Form とクライアントレス SSL VPN は、シングル ルーテッド モー

ドだけでサポートされます。

• • —
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（注） このペインのフィールドはすべてオプションです。認証プロンプトを指定していない場合、FTP ユー

ザには「FTP authentication」が、HTTP ユーザには「HTTP Authentication」が表示され、Telnet 
ユーザにはチャレンジ テキストが表示されません。

モード

次の表は、この機能を使用できるモードを示したものです。

LDAP 属性マップの設定
[LDAP Attribute Map] ペイン（[Configuration] > [Remote Access VPN] > [AAA Setup]）では、カス

タマー（ユーザ定義）属性名をシスコの LDAP 属性名にマッピングするための属性マップを作成し、

名前を付けることができます。既存の LDAP ディレクトリにセキュリティ アプライアンスを導入する

場合、既存のカスタマー LDAP 属性の名前および値は、シスコ属性の名前および値とは異なる場合が

あります。既存の属性の名前を変更するのではなく、カスタマー属性名と値をシスコ属性名と値にマッ

ピングする、LDAP 属性マップを作成できます。簡単な文字列の置き換えを使用すると、セキュリ

ティ アプライアンスがユーザ独自のカスタマー名および値のみを提供するようになります。

次に、ユーザは、必要に応じてこれらの属性マップを LDAP サーバにバインドしたり、削除したりで

きます。属性マップ全体を削除したり、名前および値の個々のエントリを削除したりできます。

（注） 属性マッピング機能を適切に使用するには、シスコの LDAP 属性の名前と値およびユーザ定義の属性

の名前と値を理解する必要があります。

フィールド

• [Name]：編集可能な LDAP 属性マップの名前を表示します。

• [Attribute Map Name]：各属性マップ内にある、カスタマー属性名からシスコ属性名へのマッピン

グを表示します。

• [Add]：[Add LDAP Attribute Map] ダイアログボックスを表示します。

• [Edit]：[Edit LDAP Attribute Map] ダイアログボックスを表示します。

• [Delete]：選択した LDAP 属性マップを削除します。

Add/Edit LDAP Attribute Map

[Add/Edit LDAP Attribute Map] ダイアログボックスでは、既存の LDAP 属性マップの変更または削

除、新しい LDAP 属性マップの追加、および属性マップへの属性名と値のマッピングの入力を行うこ

とができます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキス

ト システム

• • • • —
12-24
ASDM ユーザ ガイド

OL-14981-01-J



 

第 12 章      AAA サーバおよびユーザ アカウントの設定

  LDAP 属性マップの設定
[LDAP Attribute Map] ダイアログボックスを使用した新しい属性マップの標準的な追加手順は次のと

おりです。

1. 新しい、何も入力されていない属性マップを作成します。

2. シスコ属性名をカスタマー（ユーザ定義）属性名に変換する名前マッピングを、属性マップに入力

します。

3. カスタマー（ユーザ定義）属性の値をカスタマー属性名、および一致するシスコ属性名と値に適用

する値マッピングを、属性マップに入力します。

次に、[Add/Edit AAA Server] ダイアログボックスを使用して LDAP サーバを追加または編集するとき

に、その属性マップを LDAP サーバにバインドします。

フィールド

• [Name]：追加または編集する LDAP 属性マップの名前を指定します。新しいマップを追加する場

合、このフィールドにマップの名前を入力します。[LDAP Attribute Map] ペインで選択したマッ

プを編集する場合は、選択したマップの名前がこのフィールドに読み取り専用テキストとして表示

されます。マップを変更するには、[LDAP Attribute Map] ペインに戻り、目的のマップを選択す

る必要があります。

• [Name Map]：カスタマー属性名をシスコ属性名にマッピングするのに必要なフィールドを表示し

ます。

• [Value Map]：カスタマー属性の値を、カスタマー属性名、および一致するシスコの属性名と値に

マッピングするのに必要なフィールドを表示します。

[Add/Edit LDAP Attribute Map] > [Map Name] タブ

[Add/Edit LDAP Attribute Map] ダイアログボックスでは、既存の LDAP 属性マップの変更または削

除、新しい LDAP 属性マップの追加、および属性マップへの属性名と値のマッピングの入力を行うこ

とができます。「Add/Edit LDAP Attribute Map」も参照してください。

一部のフィールドは [Map Name] タブを選択するか、[Map Value] タブを選択するかによって異なりま

す。[Map Name] タブをクリックした場合、次のフィールドが表示されます。

フィールド

• [Name]：追加または編集する LDAP 属性マップの名前を指定します。新しいマップを追加する場

合、このフィールドにマップの名前を入力します。[LDAP Attribute Map] ペインで選択したマッ

プを編集する場合は、選択したマップの名前がこのフィールドに読み取り専用テキストとして表示

されます。マップを変更するには、[LDAP Attribute Map] ペインに戻り、目的のマップを選択す

る必要があります。

• [Customer Name]：[Cisco Name] ドロップダウン リストから選択した属性名にマッピングするカ

スタマー（ユーザ定義）属性名を指定します。

• [Cisco Name]：[Customer Name] フィールドにある、ユーザ定義名にマッピングするシスコ属性

名を指定します。

• [Add]：属性マップに名前マッピングを挿入します。

• [Remove]：属性マップから選択した名前マッピングを削除します。

• [Customer Name]：属性マップにあるマッピングのカスタマー属性名を表示します。

• [Cisco Name]：属性マップにあるマッピングのシスコ属性名を表示します。
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  LDAP 属性マップの設定
[Add/Edit LDAP Attribute Map] > [Map Value] タブ

[Add/Edit LDAP Attribute Map] ダイアログボックスでは、既存の LDAP 属性マップの変更または削

除、新しい LDAP 属性マップの追加、および属性マップへの属性名と値のマッピングの入力を行うこ

とができます。「Add/Edit LDAP Attribute Map」も参照してください。

一部のフィールドは [Map Name] タブを選択するか、[Map Value] タブを選択するかによって異なりま

す。[Map Value] タブをクリックした場合、次のフィールドが表示されます。

フィールド

• [Name]：追加または編集する LDAP 属性マップの名前を指定します。新しいマップを追加する場

合、このフィールドにマップの名前を入力します。[LDAP Attribute Map] ペインで選択したマッ

プを編集する場合は、選択したマップの名前がこのフィールドに読み取り専用テキストとして表示

されます。マップを変更するには、[LDAP Attribute Map] ペインに戻り、目的のマップを選択す

る必要があります。

• [Customer Name]：属性マップにあるマッピングのカスタマー属性名を表示します。

• [Customer to Cisco Map Value]：シスコ値へのカスタマー属性のカスタマー値のマッピングを表示

します。

• [Add]：[Add LDAP Attributes Map Value] ダイアログボックスを表示します。

• [Edit]：[Edit LDAP Attributes Map Value] ダイアログボックスを表示します。

• [Delete]：LDAP 属性マップから選択した属性値マッピングを削除します。

Add/Edit LDAP Attributes Value Map

[Add/Edit LDAP Attribute Map Value] ダイアログボックスでは、カスタマー属性名のカスタマー属性

値を、関連付けられたシスコ属性名のシスコ値にマッピングできます。

フィールド

• [Customer Name]：新しい属性値マッピングを追加する場合、これは、まだシスコ属性値にマッピ

ングするカスタマー値を持たない属性リストからカスタマー属性名を選択できるドロップダウン 
リストになります。既存の属性値マッピングを編集する場合、これは、[Add/Edit LDAP Attribute 
Map] ダイアログボックスの [Map Value] タブで選択したカスタマー属性の名前を表示する読み取

り専用フィールドになります。

• [Customer Value]：選択したカスタマー属性のカスタマー値を指定します。

• [Cisco Value]：選択したカスタマー属性のシスコ値を指定します。

• [Add]：カスタマー属性値マップに値マッピングを追加します。

• [Remove]：カスタマー属性値マップから値マッピングを削除します。

• [Customer Name]：カスタマー属性名のカスタマー値を表示します。

• [Cisco Name]：シスコの属性名のシスコ値を表示します。
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