
認証

認証は、ユーザのアイデンティティを確認する動作です。 Cisco ScanCenterでは、ユーザ単位、
またはユーザグループ単位でWebへのアクセスを制御できます。認証を使用することで組織の
ポリシーを徹底し、規制へのコンプライアンスが保てます。 Cisco ScanCenterはクライアントソ
フトウェアを使用せずに認証を実行できますが、Cisco AnyConnectセキュアモビリティWebセ
キュリティやコネクタ（シスコ適応型セキュリティアプライアンスおよびシスコサービス統合

型ルータ統合コネクタを含む）での使用に向けた、組織、グループ、個人ユーザの認証キーを

生成することもできます。詳細については、関連する管理者ガイドを参照してください。グルー

プキーまたはユーザキーを生成する場合、事前にそのグループまたはユーザを作成しておく必

要があります。ユーザ管理を参照してください。

• 会社キー, 1 ページ

• グループキー, 2 ページ

• ユーザキー, 4 ページ

• ユーザ宛てのメールメッセージの設定, 5 ページ

• クライアントレス認証, 6 ページ

会社キー
会社キーは、会社全体の認証に使用されます。

手順

ステップ 1 [管理]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [認証]メニューの [会社キー]をクリックして、[会社キー]ページを表示します。
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次の作業

アクティブなキーを非アクティブにするには、[非アクティブ化]をクリックします。非アクティ
ブなキーをアクティブにするには、[アクティブ化]をクリックします。

キーを完全に削除にするには、[取消]をクリックします。

キーを廃止または非アクティブにすると、Cisco CloudWeb Securityでユーザを認証できなくな
ります。そのため、キーを廃止した場合は、新しいキーを生成する必要があります。

（注）

会社キーを生成するには、[新規作成]をクリックします。 [認証キー]ページが表示されます。

表示されている認証キーを安全な場所にコピーします。

セキュリティ上の理由により、認証キーは1度しか表示されません。キーを紛失した場合は、
既存のキーを廃止し、新しいキーを作成する必要があります。

注意

グループキー

はじめる前に

グループキーは、ユーザのグループを認証する目的で使用されます。グループキーを作成する

場合、事前にそのグループを作成しておく必要があります。ユーザ管理を参照してください。

手順

ステップ 1 [管理]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [認証]メニューの [グループキー]をクリックして、[グループ認証キー]ページを表示します。
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次の作業

キーを作成してアクティブにするには、[キーの作成]をクリックします。 [認証キー]ページが表
示されます。 [電子メールでユーザに送信]ボックスにグループのメールアドレスを入力し、ボッ
クスのリストからドメインを選択し、[送信]をクリックして、そのグループのメンバーに電子メー
ルメッセージを送信します。

アクティブなキーを非アクティブにするには、[非アクティブ化]をクリックします。非アクティ
ブなキーをアクティブにするには、[アクティブ化]をクリックします。

グループを検索するには、[検索]ボックスにグループ名の一部または全体を入力し、[検索]をク
リックします。検索前のリスト全体を再度表示するには、[リストをリロード]をクリックします。

グループを削除すると、グループに関連付けられている認証キーも削除されます。いったん削

除すると、元に戻すことはできません。

（注）

グループの一括管理

複数のグループキーをまとめてアクティブ、非アクティブ、および廃止にできます。

キーが生成されているグループに対する [選択]列のチェックボックスをオンにし、グループを選
択します。 [すべて選択]をクリックすると、キーが生成されているすべてのグループのチェック
ボックスがオンになります。[すべて選択解除]をクリックすると、キーが生成されているすべて
のグループのチェックボックスがオフになります。

選択したすべてのグループキーをアクティブにするには、[選択したキーをアクティブにする]を
クリックします。

選択したすべてのグループキーを非アクティブにするには、[選択したキーを非アクティブにす
る]をクリックします。

選択したすべてのグループキーを完全に削除するには、[選択したキーを廃止]をクリックします。
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ユーザキー

はじめる前に

ユーザキーは、個別のユーザを認証する目的で使用されます。ユーザキーを作成する場合、事

前にそのユーザをインポートしておく必要があります。ユーザ管理を参照してください。

手順

ステップ 1 [管理]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [認証]メニューの [ユーザキー]をクリックして、[ユーザ認証キー]ページを表示します。

次の作業

キーを作成してアクティブにするには、[キーの作成]をクリックします。 [認証キー]ページが表
示されます。 [電子メールでユーザに送信]ボックスにユーザのメールアドレスを入力し、ドロッ
プダウンリストでドメインを選択し、[送信]をクリックして、そのユーザに電子メールメッセー
ジを送信します。

アクティブなキーを非アクティブにするには、[非アクティブ化]をクリックします。

非アクティブなキーをアクティブにするには、[アクティブ化]をクリックします。

ユーザに対してモバイル機能を有効にするには、そのユーザの [Mobile（モバイル）]列のチェッ
クボックスをオンにします。モバイル機能を無効にするには、このチェックボックスをオフにし

ます。操作を確認するダイアログボックスが表示されます。

ユーザを検索するには、[検索]ボックスにユーザ名の一部または全体を入力し、[検索]をクリッ
クします。検索前のリスト全体を再度表示するには、[リストをリロード]をクリックします。

ユーザを削除すると、ユーザに関連付けられている認証キーも削除されます。いったん削除す

ると、元に戻すことはできません。

（注）
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ユーザの一括管理

複数のユーザキーをまとめてアクティブ、非アクティブ、および廃止にできます。

キーが生成されているユーザに対する [選択]列のチェックボックスをオンにし、ユーザを選択し
ます。 [すべて選択]をクリックすると、キーが生成されているすべてのユーザのチェックボック
スがオンになります。[すべて選択解除]をクリックすると、キーが生成されているすべてのユー
ザのチェックボックスがオフになります。

選択したすべてのユーザキーをアクティブにするには、[選択したキーをアクティブにする]をク
リックします。

選択したすべてのユーザキーを非アクティブにするには、[選択したキーを非アクティブにする]
をクリックします。

選択したすべてのユーザキーを削除するには、[選択したキーを廃止]をクリックします。

ユーザ宛てのメールメッセージの設定
認証キーをユーザに設定すると、その認証キーは電子メールメッセージとしてユーザに送信され

ます。

手順

ステップ 1 [管理]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [認証]メニューの [電子メールメッセージ]をクリックして、[電子メールメッセージ]ページを表
示します。
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ステップ 3 1番目のボックスでメッセージを編集します。 [username] および [company_name] はそれぞれ、
実際のユーザ名および会社名に置き換えられます。

ステップ 4 2番目のフィールドで署名を編集します。

ステップ 5 [送信]をクリックして変更を適用します。または、そのまま別のページに移動すると、変更が破
棄されます。

次の作業

[デフォルトメッセージに戻す]をクリックすると、デフォルトメッセージに戻すことができま
す。

クライアントレス認証
クライアントレス認証を有効にすると、CiscoCloudWebSecurityはユーザを認証してから宛先サー
バへの接続を許可します。これは、CiscoScanCenterでユーザまたはグループに認証ルールを作成
することで可能になります。ローミングユーザの場合は、トラフィックをCiscoCloudWebSecurity
プロキシサーバに送信するようにブラウザを設定する必要もあります。通常はPACファイルを使
用して設定します。

Cisco ScanCenterは Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）をサポートしており、標準およ
びセキュア LDAP認証が可能です。

認証を有効にするには、1つ以上の認証レルムを作成する必要があります。認証レルムは、特定
の構成を備えた、1つの認証プロトコルをサポートしている複数の認証サーバ（または単独のサー
バ）です。
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複数のレルムを作成すると、ユーザは認証に使用するレルムをログイン画面で選択できるように

なります。

クライアントレス認証では、ユーザのブラウザでサードパーティ Cookieを有効にする必要が
あります。

（注）

LDAP 認証
LightweightDirectoryAccess Protocol（LDAP）サーバデータベースは従業員ディレクトリのリポジ
トリです。これらのディレクトリには、従業員の名前のほか、電話番号、電子メールアドレス、

その従業員固有の情報など、さまざまなタイプの個人データが含まれています。LDAPデータベー
スは属性と値を含むオブジェクトで構成されています。各オブジェクト名は識別名（DN）と呼ば
れています。検索の起点となる LDAPサーバ上の場所はベース識別名、またはベース DNと呼ば
れます。

Cisco Cloud Web Securityは標準 LDAPサーバ認証、セキュア LDAP認証、および StartTLSをサ
ポートしています。 LDAPをサポートしているため、既存環境でユーザの認証に従来の LDAP
サーバデータベースをそのまま使い続けることができます。セキュア LDAPの場合、Cisco
ScanCenterは TLSによる LDAP接続をサポートしています。 TLSプロトコルは、機密性を保証す
るための業界標準です。 TLSにより LDAPサーバはキー暗号化アルゴリズムと認証局（CA）署
名付き証明書を使用してアプライアンスのアイデンティティの検証が可能になります。 StartTLS
は接続を作成する前に証明書を使用して LDAPサーバを識別します。

SAML 認証
Security Assertion Markup Language（SAML）は異なるセキュアなネットワーク（セキュリティド
メインとも呼ばれます）間で認証および許可データを交換するための XMLベースの標準です。
SAMLは主に、異なるセキュリティドメイン間でのシングルサインオンの問題を解決します。
通常、シングルサインオンはあるドメインのユーザがWebブラウザを使用してネットワーク（別
のドメイン）にアクセスすることを指します。これはWebブラウザシングルサインオンとも呼
ばれます。

Webブラウザシングルサインオンには、SAMLで次の用語で定義される各ドメインのエンティ
ティとの SAMLダイアログが必要です。

•アイデンティティプロバイダー。アイデンティティプロバイダー（IdP）は SAMLアサー
ションを生成するエンティティです。アイデンティティプロバイダーは SAMLアサーショ
ンを生成する前にエンドユーザを認証します。

•サービスプロバイダー。サービスプロバイダー（SP）は SAMLアサーションを使用するエ
ンティティです。 Cisco Cloud Web Securityはサービスプロバイダーです。サービスプロバ
イダーはアイデンティティプロバイダーを使用してエンドユーザを識別し、その識別情報

を SAMLアサーションで受け取ります。サービスプロバイダーはこのアサーションに基づ
いてアクセス制御を決定します。
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SAMLアサーションは、アイデンティティプロバイダーとサービスプロバイダー間の SAML要
求および応答で渡される情報のコンテナです。アサーションにはサービスプロバイダーがアクセ

ス制御の決定に使用するステートメント（認証ステートメントや許可ステートメント）が含まれ

ています。アサーションは <saml:Assertion>タグで始まります。

SAMLダイアログはフローと呼ばれ、フローはどちらのプロバイダーでも開始できます。

•サービスプロバイダーが開始するフロー。サービスプロバイダー（SP）は、アクセスを要
求するエンドユーザからの問い合わせを受け、アイデンティティプロバイダーにそのユー

ザの識別情報を提供するように問い合わせて SAMLダイアログを開始します。サービスプ
ロバイダーが開始したフローの場合、エンドユーザは http://www.example.com/<URI>など、
サービスプロバイダーのドメインを含む URLを使用してサービスプロバイダーにアクセス
します。

•アイデンティティプロバイダーが開始するフロー。アイデンティティプロバイダー（IdP）
は、エンドユーザに代わってサービスプロバイダーに問い合わせてアクセスを要求するこ

とで SAMLダイアログを開始します。アイデンティティプロバイダーが開始したフローの
場合、エンドユーザは http://saas.example.com/<URI>など、ローカルドメインを含むURLを
使用してサービスプロバイダーにアクセスします。

Cisco Cloud Web Securityはサービスプロバイダーが開始するフローのみをサポートしており、現
在は PingFederate Serverバージョン 5.0以降とMicrosoft ActiveDirectory Federated Services（ADFS）
バージョン2.0以降の2つのSAMLアイデンティティプロバイダーをサポートしています。SAML
の詳細については、http://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/を参照してください。

認証のしくみ

Webにアクセスするユーザを認証するために、Cisco Cloud Web Securityは外部認証サーバに接続
するか、ユーザをアイデンティティプロバイダーにリダイレクトします。認証サーバにはユーザ

とそれぞれのパスワードが階層状に整理されたリストが格納されています。ネットワーク上の

ユーザが認証に成功するには、有効な認証クレデンシャル（認証サーバに保存されている、また

はンティティプロバイダーが渡すユーザ名とパスワード）を提供する必要があります。認証サー

バの場合、ユーザが Cisco Cloud Web SecurityからWebにアクセスすると、サービスはクライアン
トと認証サーバの両方と通信してユーザを認証し、要求を処理します。アイデンティティプロバ

イダーの場合、Cisco Cloud Web Securityはアイデンティティプロバイダーにユーザをリダイレク
トし、このアイデンティティプロバイダーから認証アサーションを受け取ります。

Cisco Cloud Web Securityは次の認証プロトコルをサポートしています。

• Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）。 Cisco CloudWeb Securityは LDAPバインド
オペレーションを使用してLDAPと互換性のある認証サーバに問い合わせます。CiscoCloud
Web Securityは標準 LDAPサーバ認証とセキュア LDAP（LDAPS）認証をサポートしていま
す。セキュア LDAPでは LDAPサーバ上にサーバ証明書が必要です。

• StartTLS。 LDAPサーバが StartTLS拡張をサポートしている場合、Cisco Cloud Web Security
は認証の前にサーバと Transport Layer Securityを確立できます。 StartTLSでは LDAPサーバ
上にサーバ証明書が必要です。
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• Security AssertionMarkup Language（SAML）。 Cisco CloudWeb Securityはサービスプロバ
イダーが開始するフローを使用し、ユーザを外部のアイデンティティプロバイダーで認証し

ます。この方法では、SAML2.0をサポートするアイデンティティプロバイダー（IdP）が必
要です。

•基本認証。Cisco CloudWeb Securityでは、クライアントアプリケーションは要求を行う際に
ユーザ名とパスワードの形式の認証クレデンシャルを使用できます。

認証レルムの構成

認証レルムは、ネットワークに必要な変更を減らし、ユーザへの Cisco Cloud Web Securityのプロ
ビジョニングをシンプルにします。

CiscoScanCenterのこの領域では、認証レルムを作成、編集、削除できるほか、（セキュアプロト
コルで使用する）証明書を管理できます。

LDAP認証レルムを構成する前に、以下が必要です。

•サーバのアドレス。ホスト、ポート、プロトコルを含む、LDAPサーバの完全なアドレス。

•（オプション）証明書。 LDAPSなどのセキュアプロトコルを使用する場合に使用する証明
書。

• LDAPアクセス。 Cisco ScanCenterは LDAPサーバへの読み取り専用アクセスが少なくとも
必要です。オープンする必要があるポート、アクセスを有効にする必要がある IPアドレス
はプロビジョニングメールに記載されています。

•検索ベース。ユーザやその他の関連情報の検索の起点となる LDAPツリー上の場所。

SAML認証レルムを構成する前に、以下が必要です。

•アイデンティティプロバイダー。内部ネットワークからユーザがアクセス可能な、正しく
構成されてサポートされているアイデンティティプロバイダー（IdP）。

•サービスプロバイダーメタデータ。これは ScanCenterからエクスポートし、使用するアイ
デンティティプロバイダー（IdP）でインポートする必要があります。

•アイデンティティプロバイダーのメタデータ。これはアイデンティティプロバイダー（IdP）
からエクスポートし、ScanCenterにインポートする必要があります。

セキュアプロトコルを必要とする認証レルムを作成する前に、証明書をインポートする必要

があります。

（注）
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証明書の取得

Cisco ScanCenterでは、証明書を取得するために証明書署名要求（CSR）を生成することはできま
せん。そのため、LDAPサーバ用に証明書を作成するには、別のシステムから署名要求を発行す
る必要があります。後で LDAPサーバにインストールする必要があるため、このシステムから発
行されたキーは保存してください。

Windowsサーバでは、Microsoft Certificate Servicesを使用して適切な証明書を生成できます。

Microsoft Certificate Servicesの使用については、ベンダーのマニュアルを参照してください。また
は、最新バージョンの OpenSSLがインストールされた、任意の UNIXマシンを使用できます。
OpenSSLを使用した CSRの生成方法の詳細については、http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl_
faq.html#ToC28を参照してください。

通常、LDAPサーバでは自己署名証明書が使用されます。自社で認証局（CA）を作成し、使用す
る方法の詳細については、http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl_faq.html#cert-owncaを参照してくださ
い。

独自の証明書を生成し、署名するためのツールは、OpenSSLに含まれており、http://
www.openssl.org/から無料で取得できます。

（注）

または、CSRが生成されたら、認証局（CA）に送信します。 CAは、証明書を PEM形式で返し
ます。

最初に証明書を取得する場合、インターネットで「certificate authority services SSL server certificates
（SSLサーバ証明書を提供している認証局）」を検索して、お客様の環境のニーズに最適なサー
ビスを選択してください。サービスの手順に従って、SSL証明書を取得します。

手順

ステップ 1 公開/秘密キーのキーペアを作成します。

ステップ 2 証明書署名要求（CSR）を生成します。

ステップ 3 証明書に自己署名します。または、任意の認証局（CA）に問い合わせて、証明書の署名を依頼し
ます。

アップロードする証明書は X.509標準に準拠している必要があります。また、合致する秘密キー
を LDAPサーバにインストールする必要があります。
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証明書の管理

手順

ステップ 1 [管理]タブをクリックして [認証]メニューを表示し、[管理]をクリックして [LDAP証明書のアッ
プロード]パネルを表示します。

ステップ 2 [証明書名]に一意の名を入力します。

ステップ 3 [参照]をクリックして必要な証明書を見つけて選択します。

ステップ 4 [追加]をクリックして証明書をアップロードします。

次の作業

証明書を削除するには、[削除]アイコンをクリックします。

ユーザの認証

ユーザが Cisco Cloud Web SecurityからWebにアクセスしようとして、ユーザ名とパスワードの入
力を求められる場合があります。 Cisco Cloud Web Securityは、設定されているアイデンティティ
グループやアクセスポリシーグループに基づいて一部のユーザに認証クレデンシャルを要求しま

す。ユーザは組織の認証サーバが識別可能なクレデンシャルのユーザ名とパスワードを入力する

必要があります。

LDAP認証レルムによる認証を有効にする場合は、ユーザがWindowsドメイン名を入力するこ
とがないようにしてください。

（注）

失敗した認証への対応

認証に失敗したためにユーザがWebにアクセスできない場合があります。認証に失敗する理由と
その解決策を以下に示します。

•クライアントアプリケーションが認証を実行できない。クライアントによっては、認証を
実行できない、または必要とされているタイプの認証を実行できない場合があります。クラ
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イアントアプリケーションが原因で認証に失敗する場合は、そのクライアントに接続を許可

するWebフィルタリングルールを作成してください。

•認証サーバが利用できない。ネットワークが切断されている、サーバに問題が生じているな
どの理由で認証サーバが利用できない場合があります。ユーザをブロックする、キャッシュ

されているクレデンシャルを使用する、デフォルトポリシーを適用するなど、フェールオー

バーオプションで必要な動作を設定してください。

•クレデンシャルが無効である。クライアントから受け取った認証クレデンシャルが無効な場
合、Cisco Cloud Web Securityは有効なクレデンシャルの要求を続けます。このため、実質的
にはデフォルトではWebへのアクセスはブロックされます。

認証レルムの作業

認証レルムは特定の構成を備えた、1つの認証プロトコルをサポートする複数の認証サーバ、単
一のサーバ、またはアイデンティティプロバイダーです。 LDAPレルムの各サーバは同じ論理
データベースを共有しており、どのサーバも同じユーザについては同じ結果を返します。通常、

レルムはWindowsドメインと 1対 1で対応しています。レルムでは、ユーザ名、グループ名など
が一意であるようにします。

認証の構成では、以下の作業を実行できます。

• 1つ以上の認証サーバをレルムに含める。

• 1つ以上の LDAPレルムを作成する。

• 1つ以上の SAMLレルムを作成する。

•既存の認証レルムを編集する。

SAMLを使用する場合、アクティブにできる SAMLレルムは 1つだけです。他のすべての SAML
レルムと LDAPレルムは非アクティブにする必要があります。

また、ある認証サーバを複数のレルムに含めることも可能です。通常このような構成は、複数

のドメインやレルムのデータを読み取り専用に制限して格納する Active Directoryグローバル
カタログを使用する場合のみ必要になります。

（注）

LDAP 認証レルムの作成

手順

ステップ 1 [管理]タブをクリックして [認証]メニューを表示し、[管理]をクリックして [認証レルム]パネル
を表示します。
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ステップ 2 [LDAPレルムの追加]をクリックし、[ネットワーク接続]パネルを表示します。

ステップ 3 [レルム名]ボックスに一意のレルム名を入力します。

ステップ 4 レルムに追加するサーバごとに、次の手順を実行します。

a) [ホスト名]ボックスに IPv4形式の IPアドレス、またはホスト名を入力します。
b) [プロトコル]ドロップダウンで、LDAP、StartTLS、SSL（LDAPS）のうち必要なプロトコルを
選択します。

c) [ポート]ボックスにポートを入力します。 LDAPおよび StartTLS用のデフォルト値は 389で
す。 LDAPSのデフォルトは 636です。

d) [接続の確認]をクリックします。

[別のサーバを追加]をクリックし、必要な数のサーバを追加できます。不要なサーバを削除する
には、[サーバの削除]をクリックします。

ステップ 5 LDAPサーバが匿名クエリーを受け付ける場合は、接続が成功した時点で、[サーバは匿名クエリー
を受け付ける]チェックボックスをオンにします。または、LDAPサーバの識別名を [バインド
DN]ボックスに入力し、[パスワード]ボックスにパスワードを入力します。

ステップ 6 [認証を確認]をクリックします。
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ステップ 7 [検索ベース]をデフォルトのままにするか、変更します。

ステップ 8 [属性を検索]ドロップダウンリストで、ユーザ名を含む属性を選択します。 cn、uid、または
sAMAccountNameを選択できます。または [カスタム]を選択し、ボックスに任意の属性を入力し
ます。

ステップ 9 [ユーザフィルタクエリー]ドロップダウンリストで、ユーザ以外の LDAPエントリを除外する
クエリーを選択します。 [なし]または (objectClass=person)を選択できます。または [カスタム]を
選択し、ボックスに任意のクエリーを入力します。

ステップ 10 [サブジェクト属性]をデフォルトのままにするか、任意の属性を入力します。このボックスは空
白のままにしないでください。
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ステップ 11 属性でユーザを検索するには、[Group Member Of Attribute（グループのMember Of属性）]をク
リックします。 memberOf属性をそのまま使用するか、[カスタム]をクリックしてボックスに任
意の属性を入力します。グループでユーザを検索するには、[Group Members Attribute（グループ
のMembers属性）]をクリックします。 users属性をそのまま使用するか、[カスタム]をクリック
してボックスに任意の属性を入力します。

ステップ 12 [参照]をクリックし、[次のグループを除外する]リストに値を設定します。

リストに設定する要素のチェックボックスをオンにします。設定できる要素には次のようなもの

があります。

•
ユーザ

•
グループ

•
組織部門（OU）

• コンピュータ

• フォルダ

•
その他の要素

展開アイコン（ ）をクリックすると、要素を展開したり折りたたんだりできます。

フィルタアイコン（ ）をクリックすると、要素にフィルタを追加できます。

Cisco ScanCenter アドミニストレータガイドバージョン 5.2    
   OL-22629-06 15

認証

LDAP 認証レルムの作成



有効になったフィルタアイコン（ ）をクリックすると、フィルタを編集または削除できます。

ステップ 13 [選択]をクリックして、選択した要素を追加します。または、[キャンセル]をクリックして変更
を破棄します。

ステップ 14 [参照]をクリックし、[次のグループを使用する]リストに値を設定します。

ステップ 15 [選択]をクリックして、選択した要素を追加します。または、[キャンセル]をクリックして変更
を破棄します。

ステップ 16 （オプション）[詳細設定]をクリックし、詳細設定を表示します。
a) [階層化するグループの深さ]ボックスに、対象のノード数を入力します。
b) [最大グループ数]ボックスに、検索するグループ数の上限を入力します。

ステップ 17 [グループの表示]ドロップダウンリストで、グループの表示方法として [WinNTグループ]または
[LDAP標準]を選択します。

ステップ 18 [サンプルユーザの確認]ボックスにユーザ名を入力し、[LDAPを確認]をクリックして設定を確
認します。

ステップ 19 フェールオーバーオプションの [ユーザをブロックする]、[キャッシュされたクレデンシャルを使
用する]、[デフォルトのポリシーを適用する]から必要なものを選択します。

ステップ 20 （オプション）ユーザを認証から除外するには、次の手順を実行します。

a) [カスタム属性]ページで、照合する LDAP属性を [属性]に入力します。
b) [ルールの照合]ドロップダウンリストで演算子を選択し、ボックスに値を入力します。次の
演算子が使用できます。

• =

• <

• Regex（正規表現。有効な正規表現の作成に関する詳細については、カスタマーサポート
にお問い合わせください）

•真か

•偽か

c) [アクション]リストで、[ユーザをブロックする]をクリックします。
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d) [追加]をクリックします。
ユーザフィルタを削除するには、[削除]アイコンをクリックします。

ステップ 21 （オプション）認証されたセッションの間、ユーザをグループに追加するには、次の手順を実行

します。

a) [カスタム属性]ページで、照合する LDAP属性を [属性]に入力します。
b) [ルールの照合]ドロップダウンリストで演算子を選択し、ボックスに値を入力します。次の
演算子が使用できます。

• =

• <

• Regex（正規表現。有効な正規表現の作成に関する詳細については、カスタマーサポート
にお問い合わせください）

•真か

•偽か

c) [アクション]ドロップダウンリストで、[グループに追加]を選択します。
d) [追加]をクリックします。
ユーザフィルタを削除するには、[削除]アイコンをクリックします。

グループにユーザを追加するには、そのグループがLDAPディレクトリ内に存在し、名
前が LDAP識別名（DN）の形式で設定されている必要があります。

（注）

ステップ 22 認証レルムの設定が終了したら、[設定を適用]をクリックします。または、そのまま別のページ
に移動すると、変更が破棄されます。

SAML 認証レルムの作成

はじめる前に

Cisco Cloud Web Securityの SAML認証を使用するには、貴社のネットワークからアクセス可能
で、サポートされているアイデンティティプロバイダー（IdP）が正しく設定されている必要があ
ります。アイデンティティプロバイダーの自動設定には、Cloud Web Securityの SAMLメタデー
タが必要です。アイデンティティプロバイダーを手動で設定する場合は、各サービスプロバイ

ダーの発行者 ID、アサーションコンシューマエンドポイントの URL、および SAML要求の署名
証明書が必要になります。アイデンティティプロバイダー情報で ScanCenterを自動設定するに
は、アイデンティティプロバイダーのメタデータが必要です。 ScanCenterを手動で設定する場合
は、アイデンティティプロバイダーエンドポイントのアドレス、グループ属性、アイデンティ

ティプロバイダーの DER形式または PEM形式の署名証明書が必要になります。

IdPで作成した各グループに対して、ScanCenterにカスタムグループを 1つずつ作成してくださ
い。両者の名前は正確に一致させる必要があります。 IdPから Cisco Cloud Web Securityにグルー
プ属性を通じてグループ名が渡されるためです。その際、カスタムグループに対して設定したポ

リシーが IdPグループに基づいて SAMLユーザに適用されます。
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ScanCenterからメタデータをダウンロードするには、[管理]タブをクリックして [認証]メニュー
を表示し、[管理]をクリックして [認証レルム]パネルを表示します。 [SAMLレルムの追加]をク
リックし、[弊社の SAMLメタデータのエクスポート]をクリックしてメタデータをダウンロード
します。アイデンティティプロバイダーにメタデータをインポートする方法の詳細については、

ベンダーのドキュメントを参照してください。

ScanCenterからサービスプロバイダーの発行者 IDとアサーションコンシューマエンドポイント
のURLの情報を取得し、SAML要求の署名証明書をダウンロードするには、[管理]タブをクリッ
クして [認証]メニューを表示し、[管理]をクリックして [認証レルム]パネルを表示します。 [SAML
レルムの追加]をクリックし、[弊社の SAML設定の表示]をクリックします。 [サービスプロバイ
ダーの発行者 ID]と [アサーションコンシューマエンドポイント]のURLを書き留めます。 [プラ
イマリ署名証明書をエクスポート]をクリックし、[セカンダリ署名証明書をエクスポート]をク
リックして、プライマリおよびセカンダリの SAML要求証明書をダウンロードします。

アイデンティティプロバイダーは、Cloud Web Securityユーザ名を SAMLアサーションの
NameID属性に含めて送信する必要があります。アイデンティティプロバイダーの設定、アイ
デンティティプロバイダーメタデータのエクスポート、アイデンティティプロバイダーの詳

細情報の取得、またはアイデンティティプロバイダー署名証明書のダウンロードに関する詳

細については、アイデンティティプロバイダーのベンダードキュメントを参照してください。

（注）

手順

ステップ 1 [管理]タブをクリックして [認証]メニューを表示し、[管理]をクリックして [認証レルム]パネル
を表示します。

ステップ 2 [SAMLレルムの追加]をクリックします。

ステップ 3 [弊社の SAML設定の表示]をクリックし、[SAMLレルム設定]パネルを表示します。

ステップ 4 アイデンティティプロバイダーのメタデータがある場合は、[IdPメタデータのインポート]をク
リックしてインポートします。 ScanCenterを手動で設定する場合は、次の手順を実行します。
a) [IdP詳細の手動入力]をクリックします。
b) [レルム名]にレルム名を入力します。
c) [IdPエンドポイントアドレス]に URLを入力します。
d) [グループ属性]に IdPで使用するグループ属性の名前を入力します。
e) [Choose File（ファイルを選択）]をクリックし、[IdP署名証明書]をアップロードします。

既存のアイデンティティプロバイダー署名証明書を削除するには、[削除]アイコンをクリックし
ます。

ステップ 5 [設定を適用]をクリックします。または、そのまま別のページに移動すると、変更が破棄されま
す。

設定の編集、追加の IdP証明書のアップロードが可能になりま
す。

（注）

   Cisco ScanCenter アドミニストレータガイドバージョン 5.2
18 OL-22629-06   

認証

SAML 認証レルムの作成



認証レルムの管理

既存の認証レルムを管理するには、[管理]タブをクリックして [認証]メニューを表示します。次
に、[管理]をクリックして [認証レルム]パネルを表示します。

非アクティブなレルムをアクティブにするには、[アクティブ]チェックボックスをオンにし、[設
定を適用]をクリックします。

アクティブなレルムを非アクティブにするには、[アクティブ]チェックボックスをオフにし、[設
定を適用]をクリックします。

レルムの監査をダウンロードするには、[CSV]アイコンをクリックします。

レルムを削除するには、[削除]アイコンをクリックします。

レルムを変更するには、[編集]アイコンをクリックします。

複数の LDAP認証レルムを同時にアクティブにできます。ただし、ある SAMLレルムがアク
ティブな場合、LDAPであってもSAMLであっても、それ以外のレルムはアクティブにできま
せん。

（注）

複数のレルムと Cisco Cloud Web Security 動作
セキュリティプロトコルが異なる複数のサーバがある場合も含めて、ユーザが複数の認証レルム

から使用するレルムを選択できるように Cisco Cloud Web Securityを構成できます。

これは、たとえばある組織が同じセキュリティプロトコル、または異なるセキュリティプロトコ

ルを使う独自の認証サーバを持つ別の組織と合併した場合などに有効です。こうすることで、1
つのポリシーを作成するだけですべてのユーザを管理できます。

複数のレルムは SAMLの使用時はサポートされません。（注）

認証設定のテスト

認証レルムの作成、または編集では、認証サーバやアイデンティティプロバイダーに接続するた

めに必要な構成設定を多数入力します。入力した情報はプロセスの各段階で検証され、正しい情

報が入力されていることが確認されます。

LDAPサーバの構成を変更した場合は、その変更に合わせて Cisco ScanCenterの認証レルムも
変更する必要があります。変更しないままだと、ユーザの認証ができなくなります。

注意
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テストプロセス

認証設定のテストでは、Cisco ScanCenterはまず、レルムの設定が正しい形式で入力されているこ
とを検証します。たとえば、テキスト文字列を入力する必要があるフィールドに数値が入力され

ている場合、Cisco ScanCenterはエラーとして通知します。

すべてのフィールドに有効な値が入力されている場合、Cisco ScanCenterは使用しているセキュリ
ティプロトコルに合わせた手順を実行します。レルムが複数の認証サーバを含む場合、Cisco
ScanCenterは各サーバに対して順番にテストプロセスを実行します。

LDAP テスト
Cisco ScanCenterは以下の手順を実行して LDAP認証設定をテストします。

1 LDAPサーバが指定の LDAPポートでリスニングしていることを確認します。
2 セキュア LDAPが選択されている場合、Cisco ScanCenterは LDAPサーバがセキュア LDAPを
サポートしていることを確認します。

3 StartTLSが選択されている場合、Cisco ScanCenterは LDAPサーバが StartTLS拡張をサポート
していることを確認します。

4 レルムにバインドパラメータが含まれている場合、Cisco ScanCenterは LDAPサーバで認証を
試行することでそれらを検証します。

Cookie 期間の設定
クライアントレス認証では、ブラウザに保存されたCookieを使用します。デフォルトでは、Cookie
はブラウザセッションの間保持されます。永続的なCookieでは、ユーザがブラウザを閉じても、
設定した期間内はユーザを再認証する必要がなくなります。

手順

ステップ 1 [管理]タブをクリックして [認証]メニューを表示し、[管理]をクリックして [cookieの有効期限]
パネルを表示します。
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ステップ 2 （オプション）ブラウザが閉じた後もセッションが保持されるようにするには、[永続的なCookie
の使用]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [グループ]ボックスに、グループの Cookieの有効期限が切れるまでの期間を、画面上の例に示さ
れている形式で入力します。

ステップ 4 [ユーザ]ボックスに、ユーザの Cookieの有効期限が切れるまでの期間を、画面上の例に示されて
いる形式で入力します。

ステップ 5 [ローミング]ボックスに、ローミングの Cookieの有効期限が切れるまでの期間を、画面上の例に
示されている形式で入力します。

ステップ 6 [適用]をクリックします。または、そのまま別のページに移動すると、変更が破棄されます。

監査レポートのダウンロード

手順

ステップ 1 [管理]タブをクリックして [認証]メニューを表示し、[管理]をクリックして [監査レポートのダウ
ンロード]パネルを表示します。

ステップ 2 [期間]で、レポートの対象となる期間をクリックします。選択項目は次のとおりです。

•過去5分間

•過去1時間

•過去1日

ステップ 3 [CSV]アイコンをクリックします。
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ユーザ認証ページの設定

Cisco Cloud Web Securityでは、まだ認証されていないユーザがサービスに接続しようとすると、
ユーザ認証ページが表示されます。

手順

ステップ 1 [管理]タブをクリックして [認証]メニューを表示し、[ユーザメッセージ]をクリックして [ユー
ザメッセージ]パネルを表示します。

ステップ 2 [Choose File（ファイルの選択）]をクリックし、このページに表示する画像を選択します。使用
可能な画像形式は PNG、GIF、JPEGで、最大サイズは 500 KBです。任意のピクセルサイズを指
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定できますが、ユーザがサービスに接続するときに使用するデバイスの画面サイズに適した大き

さにする必要があります。

ステップ 3 [ヘルプテキスト]ボックスに、最大 1,000文字のプレーンテキストを入力します。

ステップ 4 [ユーザ名のテキスト]ボックスに、使用したい単語やフレーズを入力します。

ステップ 5 [パスワードのテキスト]ボックスに、使用したい単語やフレーズを入力します。

ステップ 6 [免責事項のテキスト]ボックスに、最大 1,000文字のプレーンテキストを入力します。

ステップ 7 [プレビュー]をクリックし、[ユーザ認証]ページを表示します。

ステップ 8 [設定を適用]をクリックし、変更内容を確定します。または、[キャンセル]をクリックして [User
Authentication（ユーザ認証）]ページの編集を続けるか、別のページに移動して変更を破棄しま
す。
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