
Kerberosの設定

Kerberosは、マサチューセッツ工科大学（MIT）が開発した秘密キーネットワーク認証プロト
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システムと同様に、ユーザとサービスのセキュアな検証を実行する、信頼できるサードパー

ティの概念に基づいています。Kerberosプロトコルでは、この信頼できるサードパーティは、
キー発行局（KDC）と呼ばれます。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ

れているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォーム

およびソフトウェアリリースの Bug Search Toolおよびリリースノートを参照してください。
このモジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリース

のリストを確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorには、
http://www.cisco.com/go/cfnからアクセスします。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

Kerberosによるスイッチアクセスの制御の前提条件
次に、Kerberosを使用してスイッチアクセスを制御するための前提条件を示します。
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•リモートユーザがネットワークサービスに対して認証を得るには、Kerberosレルム内の
ホストと KDCを設定し、ユーザとネットワークサービスの両方に通信を行い、相互に認
証させる必要があります。これを実現するには、互いの識別が必要です。KDC上のKerberos
データベースにホストのエントリを追加し、Kerberosレルム内のすべてのホストに KDC
が生成した KEYTABファイルを追加します。また、KDCデータベースにユーザ用のエン
トリも作成します。

• Kerberosサーバには、ネットワークセキュリティサーバとして設定されていて、Kerberos
プロトコルを用いてユーザを認証できるスイッチを使用できます。

ホストおよびユーザのエントリを追加または作成する場合の注意事項は次のとおりです。

• Kerberosプリンシパル名はすべて小文字でなければなりません。

• Kerberosインスタンス名はすべて小文字でなければなりません。

• Kerberosレルム名はすべて大文字でなければなりません。

Kerberosに関する情報

Kerberosとスイッチアクセス
ここでは、Kerberosセキュリティシステムをイネーブルにして設定する方法について説明しま
す。Kerberosセキュリティシステムは、信頼できるサードパーティを使用してネットワーク
リソースに対する要求を認証します。

Kerberosの設定例では、信頼できるサードパーティを、Kerberosをサポートし、ネットワーク
セキュリティサーバとして設定され、Kerberosプロトコルを使用してユーザを認証するスイッ
チとすることができます。

（注）

Kerberosの概要
Kerberosはマサチューセッツ工科大学（MIT）が開発した秘密キーによるネットワーク認証プ
ロトコルです。データ暗号規格（DES）という暗号化アルゴリズムを暗号化と認証に使用し、
ネットワークリソースに対する要求を認証します。Kerberosは、信頼できるサードパーティと
いう概念を使ってユーザとサービスに対してセキュリティの検証を実行します。この信頼でき

るサードパーティをキー発行局（KDC）と呼びます。

Kerberosは、ユーザが誰であるか、そのユーザが使用しているネットワークサービスは何であ
るかを検証します。これを実行するために、KDC（つまり信頼できるKerberosサーバ）がユー
ザにチケットを発行します。これらのチケットには有効期限があり、ユーザクレデンシャルの

キャッシュに保存されます。Kerberosサーバは、ユーザ名やパスワードの代わりにチケットを
使ってユーザとネットワークサービスを認証します。
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Kerberosサーバには、ネットワークセキュリティサーバとして設定されていて、Kerberosプ
ロトコルを用いてユーザを認証できるのであれば、どのスイッチも使用できます。

（注）

Kerberosのクレデンシャル発行スキームでは、single logonという手順を使用します。この手順
では、ユーザを1回認証すると、ユーザクレデンシャルが有効な間は（他のパスワードの暗号
化を行わずに）セキュア認証が可能になります。

このソフトウェアリリースは Kerberos 5に対応しています。Kerberos 5では、すでに Kerberos
5を使用している組織が、（UNIXサーバや PCなどの）他のネットワークホストが使用して
いる KDC上の Kerberos認証データベースを使用できます。

Kerberosは次のネットワークサービスをサポートしています。

• Telnet

• rlogin

• rsh

次の表に、一般的な Kerberos関連用語とその定義を示します。

表 1 : Kerberosの用語

定義用語

ユーザやサービスが他のサービスに対して自分自身の身元を証明する手順。

たとえば、クライアントはスイッチに対して認証を得て、スイッチは他の

スイッチに対して認証を得ます。

認証

ユーザがネットワークやスイッチにおいてどのような権限を有しており、

またどのような動作を実行できるかを、スイッチが識別する手段

許可

認証チケット（TSG1、サービスクレデンシャルなど）を表す総称。Kerberos
クレデンシャルで、ユーザまたはサービスの IDを検証します。ネットワー
クサービスがチケットを発行したKerberosサーバを信頼することにした場
合、ユーザ名やパスワードを再入力する代わりにこれを使用できます。証

明書の有効期限は、8時間がデフォルトの設定です。

クレデンシャル
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定義用語

Kerberosプリンシパルの承認レベルラベル。ほとんどの Kerberosプリンシ
パルは、user@REALMという形式です（たとえば、
smith@EXAMPLE.COM）。KerberosインスタンスのあるKerberosプリンシ
パルは、user/instance@REALMという形式です（たとえば、
smith/admin@EXAMPLE.COM）。Kerberosインスタンスは、認証が成功し
た場合のユーザの承認レベルを指定するために使用できます。各ネットワー

クサービスのサーバは、Kerberosインスタンスの許可マッピングを適用し
実行できますが、必須ではありません。

Kerberosプリンシパル名およびインスタンス名はすべて小文字で
なければなりません。

（注）

Kerberosレルム名はすべて大文字でなければなりません。（注）

インスタンス

ネットワークホストで稼働するKerberosサーバおよびデータベースプログ
ラムで構成されるキー発行局

KDC2

Kerberosクレデンシャルのインフラストラクチャをサポートするために変
更されたアプリケーションやサービスのことを指す用語

Kerberos対応

Kerberosサーバに登録されたユーザ、ホスト、およびネットワークサービ
スで構成されるドメイン。Kerberosサーバを信頼して、ユーザまたはネッ
トワークサービスに対する別のユーザまたはネットワークサービスの ID
を検証します。

Kerberosレルム名はすべて大文字でなければなりません。（注）

Kerberosレルム

ネットワークホストで稼働しているデーモン。ユーザおよびネットワーク

サービスはそれぞれKerberosサーバに IDを登録します。ネットワークサー
ビスはKerberosサーバにクエリーを送信して、他のネットワークサービス
の認証を得ます。

Kerberosサーバ

ネットワークサービスが KDCと共有するパスワード。Kerberos 5以降の
バージョンでは、ネットワークサービスは KEYTABを使って暗号化され
たサービスクレデンシャルを暗号解除して認証します。Kerberos 5よりも
前のバージョンでは、KEYTABはSRVTAB4と呼ばれます。

KEYTAB3

Kerberos IDとも呼ばれ、Kerberosサーバに基づき、ユーザが誰であるか、
サービスが何であるかを表します。

Kerberosプリンシパル名はすべて小文字でなければなりません。（注）

プリンシパル

ネットワークサービスのクレデンシャル。KDCからクレデンシャルが発行
されると、ネットワークサービスと KDCが共有するパスワードで暗号化
されます。ユーザ TGTともパスワードを共有します。

サービスクレデ

ンシャル
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定義用語

ネットワークサービスがKDCと共有するパスワード。SRVTABは、Kerberos
5以降のバージョンでは KEYTABと呼ばれています。

SRVTAB

身分証明書のことで、KDCが認証済みユーザに発行するクレデンシャル。
TGTを受け取ったユーザは、KDCが示したKerberosレルム内のネットワー
クサービスに対して認証を得ることができます。

TGT

1
チケット認可チケット

2
キー発行局

3
キーテーブル

4
サーバテーブル

Kerberosの動作
Kerberosサーバには、ネットワークセキュリティサーバとして設定されていて、Kerberosプ
ロトコルを用いてリモートユーザを認証できるスイッチを使用できます。Kerberosをカスタマ
イズする方法はいくつかありますが、ネットワークサービスにアクセスしようとするリモート

ユーザは、3つのセキュリティレイヤを通過しないとネットワークサービスにアクセスできま
せん。

Kerberosの動作
リモートユーザが deviceを Kerberosサーバとして使用してネットワークサービスで認証され
るには、次の手順を実行する必要があります。Kerberosをカスタマイズする方法はいくつかあ
りますが、ネットワークサービスにアクセスしようとするリモートユーザは、3つのセキュリ
ティレイヤを通過しないとネットワークサービスにアクセスできません。

リモートユーザが deviceを Kerberosサーバとして使用してネットワークサービスで認証され
るには、次の手順を実行する必要があります。

境界スイッチに対する認証の取得

ここでは、リモートユーザが通過しなければならない最初のセキュリティレイヤについて説

明します。ユーザは、まず境界スイッチに対して認証を得なければなりません。リモートユー

ザが境界スイッチに対して認証を得る場合、次のプロセスが発生します。

1. ユーザが境界スイッチに対して、Kerberos未対応の Telnet接続を開始します。

2. ユーザ名とパスワードの入力を求めるプロンプトをスイッチが表示します。

3. スイッチが、このユーザの TGTを KDCに要求します。

4. KDCがユーザ IDを含む暗号化された TGTをスイッチに送信します。

5. スイッチは、ユーザが入力したパスワードを使って TGTの暗号解除を試行します。

Kerberosの設定
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•暗号解除に成功した場合は、ユーザはスイッチに対して認証を得ます。

•暗号解除に成功しない場合は、ユーザ名とパスワードを再入力（CapsLockまたはNum
Lockのオン/オフに注意）するか、別のユーザ名とパスワードを入力してステップ 2
の手順を繰り返します。

Kerberos未対応のTelnetセッションを開始し、境界スイッチの認証を得ているリモートユーザ
はファイアウォールの内側にいますが、ネットワークサービスにアクセスするには、KDCか
ら直接認証を得る必要があります。ユーザが KDCから認証を得なければならないのは、KDC
が発行する TGTはスイッチに保存されており、ユーザがこのスイッチにログオンしないかぎ
り、追加の認証に使用できないからです。

KDCからの TGTの取得
ここでは、リモートユーザが通過しなければならない 2番めのセキュリティレイヤについて
説明します。現在、ユーザがネットワークサービスにアクセスするには、キー発行局（KDC）
の認証を得て、KDCからチケット認可チケット（TGT）を取得する必要があります。

リモートユーザが境界デバイスに対して認証すると、そのユーザは技術的にはネットワークの

一部になります。つまり、ネットワークは、そのリモートユーザとユーザのマシンまたはネッ

トワークを含むように拡張されます。ただし、リモートユーザがネットワークサービスに対

するアクセス権を得るには、KDCから TGTを取得する必要があります。次のプロセスでは、
リモートユーザが KDCに対して認証する方法について説明します。

1. リモートサイトにあるワークステーションを使用するリモートユーザは、KINITプログ
ラム（Kerberosプロトコルに付属するクライアントソフトウェアの一部）を起動します。

2. KINITプログラムは、ユーザの IDを検索し、KDCから TGTを要求します。

3. KDCは TGTを作成します。TGTには、ユーザの ID、KDCの ID、および TGTの有効期限
が含まれます。

4. KDCは、ユーザのパスワードをキーとして使用して、TGTを暗号化し、その TGTをワー
クステーションに送信します。

5. KINITプログラムは暗号化された TGTを受信すると、ユーザにパスワード（KDCでその
ユーザ用に定義されているパスワード）の入力を求めます。

6. ユーザが入力したパスワードを使用して KINITプログラムが TGTを復号化できる場合、
ユーザは KDCに対して認証され、KINITプログラムはユーザの認定証キャッシュに TGT
を保存します。

この時点で、ユーザは TGTを持っており、KDCと安全に通信できます。その TGTを使用し
て、ユーザは他のネットワークサービスに対して認証できます。
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ネットワークサービスに対する認証の取得

ここでは、リモートユーザが通過しなければならない 3番めのセキュリティレイヤについて
説明します。TGT（チケット認可チケット）を取得したユーザは、このレイヤでKerberosレル
ム内のネットワークサービスに対して認証を得なければなりません。

次のプロセスでは、TGTを持つリモートユーザが、特定の Kerberosレルム内でネットワーク
サービスに対して認証する方法について説明します。ここでは、ユーザはリモートワークス

テーション（Host A）上にあり、Host Bにログインしようとしているとします。

1. Host A上のユーザは、Host Bに対して Kerberos化アプリケーション（Telnetなど）を開
始します。

2. Kerberos化アプリケーションはサービス認定証要求を構築し、KDCに送信します。サー
ビス認定証要求には、（他の情報も含まれますが）ユーザの IDと目的のネットワーク
サービスの IDが含まれます。TGTは、サービス認定証要求を暗号化するために使用さ
れます。

3. KDCは、Host A上のユーザに対して発行された TGTを使用して、サービス認定証要求
を復号化しようとします。KDCがパケットを復号化できる場合、要求の発行元が Host
A上の認証済みユーザであると確認されます。

4. KDCは、サービス認定証要求に含まれるネットワークサービス IDを記録します。

5. KDCは、Host A上のユーザの代理で、適切なネットワークサービスのサービス認定証
を Host Bに構築します。サービス認定証には、クライアントの IDおよび必要なネット
ワークサービスの IDが含まれます。

6. 次に、KDCはサービス認定証の暗号化を 2回実行します。まず、認定証に指定された
ネットワークサービスと共有する SRVTABを使用して認定証を暗号化します。次に、
ユーザ（この場合は Host A上のユーザ）の TGTを使用して結果のパケットを暗号化し
ます。

7. KDCは、2回暗号化された認定証を Host Aに送信します。

8. Host Aは、ユーザの TGTを使用してサービス認定証の復号化を試行します。Host Aが
サービス認定証を復号化できる場合、その認定証の発行元が KDCであると確認されま
す。

9. HostAはサービス認定証を目的のネットワークサービスに送信します。認定証は、まだ
KDCとネットワークサービスに共有されている SRVTABで暗号化されています。

10. ネットワークサービスは、SRVTABを使用してサービス認定証の復号化を試行します。

11. ネットワークサービスが認定証を復号化できる場合、その認定証の発行元が KDCであ
ると確認されます。ネットワークサービスは、ユーザから間接的に送信されたデータで

も、KDCから送信された復号化できるデータであれば、常に信頼します。これは、ユー
ザがまず KDCで認証されているためです。

この時点で、ユーザはHostBのネットワークサービスに認証されます。このプロセスは、ユー
ザが Kerberosレルムのネットワークサービスにアクセスするときは毎回繰り返されます。
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Kerberosを設定する方法
Kerberos認証済みサーバ/クライアントシステムを設定する手順は、次のとおりです。

• Kerberosコマンドを使用して KDCを設定します。

• Kerberosプロトコルを使用するようにスイッチを設定します。

Kerberosコマンドによる KDCの設定
Kerberosレルムで KDCとして動作するようにホストを設定した後は、レルム内のすべてのプ
リンシパルの KDCデータベースに対してエントリを作成（および既存のデータベース情報を
変更）する必要があります。プリンシパルはデバイスおよびホスト上のネットワークサービス

かユーザのどちらかになります。

すべての Kerberosコマンド例は、オリジナルのMIT実装の Kerberos 5 Beta 5に基づいていま
す。それよりも新しいバージョンでは、やや異なるインターフェイスを使用しています。

（注）

KDCデータベースへのユーザの追加

KDCにユーザを追加し、それらのユーザに特権インスタンスを作成するには、次の手順を実
行します。

手順

ステップ 1 suコマンドを使用して、KDCを実行するホストのルートになります。

ステップ 2 kdb5_editプログラムを使用して、次の手順でコマンドを設定します。

次の手順の Kerberosレルム名は、大文字を使用する必要があります。（注）

ステップ 3 ank (add new key)コマンドを特権 EXECモードで使用して、ユーザを KDCに追加します。こ
のコマンドを実行するとパスワードの入力が求められます。ユーザはルータを認証するために

入力する必要があります。次に例を示します。

例：

Device # ank username@REALM

ステップ 4 ankコマンドを使用して、ユーザの特権インスタンスを追加します。次に例を示します。

Kerberosの設定
8

Kerberosの設定

Kerberosを設定する方法



Device # ank username/instance@REALM

例

次に、ユーザ lokiを Kerberosレルムの COMPANY.COMに追加する例を示します。

ank loki@COMPANY.COM

ネットワーク管理者が有効レベルでルータに接続できるように特権インスタンスを作

成することができます。これにより、有効になっているモードを開始する際にクリア

テキストパスワードが使用されないようにして、セキュリティの侵害を回避できま

す。さまざまな Cisco IOS特権レベルへの Kerberosインスタンスのマッピングについ
ては、Kerberosインスタンスマッピングの有効化（14ページ）を参照してください。

KDCでの SRVTABの作成および抽出

Kerberosによって認証されたすべてのデバイスには、KDCデータベースに入力されたサービ
スプリンシパルキー用のパスワードか、ランダムに生成されたキーを含む SRVTABが必要で
す。サービスプリンシパルキーは、そのサービスを実行するホストと共有する必要がありま

す。これを行うには、SRVTABエントリをファイルに保存し（抽出し）、デバイスとKerberos
レルム内のすべてのホストにコピーする必要があります。

SRVTABエントリを作成して、この SRVTABを KDC上のファイルに特権 EXECモードで抽
出するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 ark（add randomkey）コマンドを使用して、ホストまたはデバイスがサポートするネットワー
クサービスを KDCに追加します。次に例を示します。

例：

Device# ark
SERVICE/HOSTNAME@REALM

ステップ 2 kdb5_editコマンド xstを使用して、SRVTABエントリをファイルに書き込みます。次に例を示
します。

例：

Device# xst
device-name host

ステップ 3 quitコマンドを使用して、kdb5_editプログラムを終了します。
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例

次に、device1というデバイスの Kerberos対応認証サービスを Kerberosレルムの realm
COMPANY.COMに追加する例を示します。

ark host/device1.company.com@COMPANY.COM

次に、認証にこの KDCを使用する Kerberos対応の全ホストのすべてのネットワーク
サービスのエントリをファイルに書き込む例を示します。

xst device1.company.com@COMPANY.COM host

Kerberosプロトコルを使用するためのデバイスの設定

Kerberosレルムの定義

デバイスが、Kerberosデータベースに定義されているユーザを認証するには、KDCを実行す
るホストのホスト名または IPアドレスとKerberosレルムの名前を知っている必要があります。
また、オプションで、ホスト名またはドメインネームシステム（DNS）ドメインを Kerberos
レルムにマッピングする機能がルータに必要です。

特定の Kerberosレルムで、指定した KDCに対して認証するようにデバイスを設定するには、
グローバルコンフィギュレーションモードで次のコマンドを使用します。DNSドメイン名の
先頭にはドット（.）を付ける必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

デバイスのデフォルトレルムを定義し

ます。

Device(config)# kerberos
local-realmkerberos-realm

ステップ 1

特定の Kerberosレルムで使用する
KDC、およびオプションでKDCが監視

Device(config)# kerberos
serverkerberos-realm {hostname |
ip-address } [port-number ]

ステップ 2

するポート番号をデバイスに指定します

（デフォルト値は 88です）。

（任意）ホスト名または DNSドメイン
をKerberosレルムにマッピングします。

Device(config)# kerberos realm
{dns-domain | host } kerberos-realm

ステップ 3

次のタスク

KDCを実行するマシンおよびすべての Kerberos化ホストは 5分の期限内で通信する必要があ
り、通信できない場合、認証は失敗します。そのため、すべての Kerberos化マシン（特に
KDC）は、ネットワークタイムプロトコル（NTP）を実行する必要があります。

（注）
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kerberos local-realm、kerberos realm、および kerberos serverコマンドは、UNIX krb.confファ
イルに相当します。下記の表は、Cisco IOSコンフィギュレーションコマンドから Kerberos 5
コンフィギュレーションファイル（krb5.conf）への対応一覧です。

表 2 : Kerberos 5のコンフィギュレーションファイルおよびコマンド

Cisco IOSコンフィギュレーションコマンドkrb5.confファイル

（コンフィギュレーションモードで）

kerberos local-realm
DOMAIN.COM

[libdefaults]

default_realm = DOMAIN.COM

（コンフィギュレーションモードで）

kerberos realm
.domain.com
DOMAIN.COM
kerberos realm
domain.com DOMAIN.COM

[domain_realm]

.domain.com = DOMAIN.COM

domain.com = DOMAIN.COM

（コンフィギュレーションモードで）

kerberos server
DOMAIN.COM 172.65.44.2
(172.65.44.2
is the example IP address for DOMAIN.PIL.COM
)

[realms]

kdc = DOMAIN.PIL.COM:750

admin_server = DOMAIN.PIL.COM

default_domain = DOMAIN.COM

SRVTABファイルのコピー

リモートユーザが Kerberos認定証を使用してデバイスに対して認証できるようにするには、
デバイスがKDC秘密キーを共有する必要があります。そのためには、KDCで抽出したSRVTAB
をデバイスにコピーする必要があります。

Kerberosレルム内のホストに SRVTABファイルをコピーする方法としては、ファイルを物理
メディアにコピーして、各ホストを回り、手動でシステムにファイルをコピーするのが最も安

全です。SRVTABファイルを物理メディアドライブがないデバイスにコピーするには、TFTP
を使用し、ネットワークを介して転送する必要があります。

KDCからデバイスにSRVTABファイルをリモートからコピーするには、kerberos srvtab remote
コマンドをグローバルコンフィギュレーションモードで使用します。

Device(config)# kerberos srvtab remote {hostname | ip-address } {filename }

デバイスから KDCに SRVTABファイルをコピーすると、kerberos srvtab remoteコマンドは
このファイル内の情報を解析し、その情報をデバイスの実行コンフィギュレーションにkerberos
srvtab entry形式で格納します。デバイスをリブートしたときに SRVTABが使用できるように
するには（KDCから取得する必要はありません）、write memoryコンフィギュレーションコ
マンドを使用し、実行コンフィギュレーション（解析した SRVTABファイルを含みます）を
NVRAMに書き込みます。
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Kerberos認証の指定

デバイス上で aaa authenticationコマンドを使用して認証方式に Kerberosを指定する方法の詳
細については、「Configuring Authentication」機能モジュールを参照してください。

認定証転送の有効化

これまでの手順でKerberosを設定すると、Kerberos化デバイスに対して認証されているユーザ
は TGTを持ち、その TGTを使用してネットワーク上のホストに対して認証できます。ただ
し、ユーザがホストの認証後に認定証のリストを表示しようとすると、出力にはKerberos認定
証が表示されません。

Kerberos化された Telnet、rcp、rsh、および rlogin（適切なフラグ付き）を使用するときに、デ
バイスからネットワーク上の Kerberos化リモートホストに対して認証する場合、オプション
で、ユーザの TGTを転送するようにデバイスを設定できます。

Kerberosレルムで他のホストに接続するときにユーザの認定証を転送するように、すべてのク
ライアントに強制するには、グローバルコンフィギュレーションモードで次のコマンドを使

用します。

目的コマンド

Kerberos認証に成功したときに、すべてのクライアン
トがユーザの認定証を転送するように強制します。

Device(config)# kerberos
credentials forward

認定証の転送を有効にすると、ユーザの TGTは、認証を受ける次のホストへ自動的に転送さ
れます。この方法で、ユーザはKerberosレルム内の複数のホストに接続できます。新しいTGT
を取得するたびに KINITプログラムを実行する必要はありません。

デバイスに対する Telnetセッションの開始

ネットワーク内からデバイスに対してTelnetセッションを開始するユーザを認証するために、
Kerberosを使用するには、グローバルコンフィギュレーションモードで次のコマンドを使用
します。

目的コマンド

Telnetを使用してデバイスに接続する場合、ログイ
ン認証を設定してKerberos 5 Telnet認証プロトコル
を使用します。

Device(config)# aaa authentication
login {default | list-name

} krb5_telnet

デバイスに対するTelnetセッションは認証されますが、有効モードを開始するには、ユーザが
クリアテキストパスワードを入力する必要があります。後述する kerberos instance mapコマ
ンドを使用すると、事前に定義した特権レベルでデバイスに対して認証できます。

暗号化された Kerberos対応 Telnetセッションの確立

ユーザがセキュア Telnetセッションを開始するもう 1つの方法は、Encrypted Kerberized Telnet
を使用することです。Encrypted Kerberized Telnetを使用すると、Telnetセッションを確立する
前に、ユーザは Kerberos認定証によって認証されます。Telnetセッションは、64-bit Cipher
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Feedback（CFB）による 56-bitデータ暗号規格（DES）暗号を使用して暗号化されます。送受
信データは暗号化され、クリアテキストではないため、着信したデバイスまたはアクセスサー

バの整合性は制御しやすくなります。

この機能を使用できるのは、56-bit暗号化イメージを持っている場合だけです。56ビットDES
暗号化は、米国政府の輸出管理規制の対象となります。

（注）

デバイスからリモートホストに対して、Encrypted Kerberized Telnetセッションを確立するに
は、EXECコンフィギュレーションモードで次のコマンドのいずれかを使用します。

目的コマンド

暗号化されたTelnetセッションを確立します。
Device(config)# connect host

[port
] /encrypt kerberos

または

Device(config)# telnet host
[port
] /encrypt kerberos

ユーザがデバイスからリモートホストに対する Telnetセッションを開始すると、デバイスと
リモートホストは、Kerberos認定証を使用してユーザを認証するためにネゴシエートします。
この認証に成功すると、デバイスとリモートホストは、暗号化を使用するかどうかをネゴシ

エートします。このネゴシエーションに成功すると、着信および発信トラフィックは、64-bit
CFBによる 56-bit DESを使用して暗号化されます。

ユーザが、リモートホストから Kerberos認証用に設定されたデバイスに対してダイヤルイン
すると、Telnetセッションに暗号化を使用するかどうかについて、ホストとデバイスでネゴシ
エーションが試行されます。このネゴシエーションに成功すると、デバイスはTelnetセッショ
ン中のすべての発信データを暗号化します。

暗号化のネゴシエーションに成功しなかった場合、セッションは終了し、ユーザは、暗号化さ

れた Telnetセッションの確立に失敗したというメッセージを受信します。

必須の Kerberos認証の有効化

セキュリティの追加レイヤとして、リモートユーザがデバイスに対して認証した後に、ユーザ

は Kerberos対応 Telnet、rlogin、rsh、および rcpだけを使用してネットワーク上の他のサービ
スに対して認証できます。Kerberos認証を必須にしていない状態で Kerberos認証に失敗する
と、アプリケーションは、そのネットワークサービスのデフォルト認証方式を使用して、ユー

ザの認証を試行します。たとえば、Telnetおよび rloginはパスワードの入力を求め、rshはロー
カル rhostファイルを使用して認証を試行します。

Kerberos認証を必須にするには、グローバルコンフィギュレーションモードで次のコマンド
を使用します。
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目的コマンド

リモートホストとの間で Kerberosプロトコルをネゴシ
エートできない場合、Telnet、rlogin、rsh、および rcpを
失敗に設定します。

Device(config)# kerberos
clients mandatory

Kerberosインスタンスマッピングの有効化

KDCデータベースにユーザの管理インスタンスを作成できます。kerberos instance mapコマ
ンドを使用して、それらのインスタンスを Cisco IOS権限レベルにマッピングできます。それ
によって、ユーザは事前定義された権限レベルでデバイスへの安全なTelnetセッションを開く
ことができ、イネーブルモードに切り替えるためにクリアテキストパスワードを入力する必要

はなくなります。

Kerberosインスタンスを Cisco IOS特権レベルにマッピングするには、グローバルコンフィ
ギュレーションモードで次のコマンドを使用します。

目的コマンド

Kerberosインスタンスを Cisco IOS特権レベル
にマッピングします。

Device(config)# kerberos instance map
instance
privilege-level

KDCデータベースにユーザ loki（たとえば、loki/admin）のKerberosインスタンスがある場合、
ユーザ lokiは、loki/adminとしてデバイスに対して Telnetセッションを開始し、特権レベル 15
で自動的に認証します。インスタンス「admin」は特権レベル15にマッピングされるという前
提です。

Cisco IOSコマンドは、 privilege levelコマンドを使用して、さまざまな権限レベルに設定でき
ます。

Kerberosインスタンスを Cisco IOS権限レベルにマッピングした後、ユーザがログインするた
びにKerberosインスタンスをチェックするようにデバイスを設定する必要があります。マッピ
ングされた Kerberosインスタンスに基づいて、ユーザに EXECシェルの実行を許可するかど
うかを決定するための承認を実行するには、krb5-instanceキーワードを指定して aaa
authorizationコマンドを使用します。詳細については、「認可の設定」の章を参照してくださ
い。

Kerberos設定の監視

Kerberos設定を表示するには、次のコマンドを使用します。

• show running-config
• show kerberos creds：現在のユーザの認定証キャッシュに含まれる認定証を一覧表示しま
す。

• clear kerberos creds：転送済みの認定証を含め、現在のユーザの認定証キャッシュに含ま
れるすべての認定証を破棄します。
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Kerberosの設定例

例：Kerberosレルムの定義
デフォルトの Kerberosレルムとして CISCO.COMを定義するには、次のコマンドを使用しま
す。

kerberos local-realm CISCO.COM

CISCO.COM KDCが、ホスト 10.2.3.4でポート番号 170を使用して実行されていることをデバ
イスに示すには、次の Kerberosコマンドを使用します。

kerberos server CISCO.COM 10.2.3.4 170

DNSドメイン cisco.comを Kerberosレルム CISCO.COMにマッピングするには、次のコマンド
を使用します。

kerberos realm.cisco.com CISCO.COM

例：SRVTABファイルのコピー
host123.cisco.comというホスト上の SRVTABファイルを、device1.cisco.comというデバイスに
コピーするには、次のようなコマンドを使用します。

kerberos srvtab remote host123.cisco.com device1.cisco.com-new-srvtab

例：Kerberosの設定
ここでは、一般的な非Kerberosデバイス設定について説明し、write termコマンドでのこの設
定に関する出力を示します。また、オプションのKerberos機能を追加することでこの設定を構
築します。各設定の出力は、前の設定との比較のために示します。

次に、kdb5_editプログラムを使用して、次の設定タスクを実行する例を示します。

• Kerberosデータベースにユーザ chetを追加します

•ユーザ chet（chet/admin）の特権 Kerberosインスタンスを Kerberosデータベースに追加し
ます

• chetの制限付きインスタンス（chet/restricted）を Kerberosデータベースに追加します

•ワークステーション chet-ss20.cisco.comを追加します

• device chet-2500.cisco.comを Kerberosデータベースに追加します

•ワークステーション chet-ss20.cisco.comを Kerberosデータベースに追加します

•デバイスとワークステーションの SRVTABを抽出します

Kerberosの設定
15

Kerberosの設定

Kerberosの設定例



•（ldbコマンドを使用して）KDCデータベースの内容を一覧表示します

この設定例では、ホスト chet-ss20は KDCでもあります。（注）

chet-ss20# sbin/kdb5_edit
kdb5_edit: ank chet
Enter password:
Re-enter password for verification:
kdb5_edit: ank chet/admin
Enter password:
Re-enter password for verification:
kdb5_edit: ank chet/restricted
Enter password:
Re-enter password for verification:
kdb5_edit: ark host/chet-ss20.cisco.com
kdb5_edit: ark host/chet-2500.cisco.com
kdb5_edit: xst chet-ss20.cisco.com host
'host/chet-ss20.cisco.com@CISCO.COM' added to keytab
'WRFILE:chet-ss20.cisco.com-new-srvtab'
kdb5_edit: xst chet-2500.cisco.com host
'host/chet-2500.cisco.com@CISCO.COM' added to keytab
'WRFILE:chet-2500.cisco.com-new-srvtab'
kdb5_edit: ldb
entry: host/chet-2500.cisco.com@CISCO.COM
entry: chet/restricted@CISCO.COM
entry: chet@CISCO.COM
entry: K/M@CISCO.COM
entry: host/chet-ss20.cisco.com@CISCO.COM
entry: krbtgt/CISCO.COM@CISCO.COM
entry: chet/admin@CISCO.COM
kdb5_edit: q
chet-ss20#

次に、write termコマンドの出力例を示します。これには、デバイス chet-2500の設定が表示
されます。これは、Kerberos認証を使用しない場合の一般的な設定です。

chet-2500# write term
Building configuration...
Current configuration:
!
! Last configuration
change at 14:03:55 PDT Mon May 13 1996
!
version 11.2
service udp-small-servers
service tcp-small-servers
!
hostname chet-2500
!
clock timezone PST -8
clock summer-time PDT recurring
aaa new-model
aaa authentication login console none
aaa authentication ppp local local
enable password sMudgKin
!
username chet-2500 password 7 sMudgkin
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username chet-3000 password 7 sMudgkin
username chetin password 7 sMudgkin
!
interface Ethernet0
ip address 172.16.0.0 255.255.255.0
!
interface Serial0
no ip address
shutdown
no fair-queue
!
interface Serial1
no ip address
shutdown
no fair-queue
!
interface Async2
ip unnumbered Ethernet0
encapsulation ppp
shutdown
async dynamic routing
async mode dedicated
no cdp enable
ppp authentication pap local
no tarp propagate
!
interface Async3
ip unnumbered Ethernet0
encapsulation ppp
shutdown
async dynamic address
async dynamic routing
async mode dedicated
no cdp enable
ppp authentication pap local
no tarp propagate
!
router eigrp 109
network 172.17.0.0
no auto-summary
!
ip default-gateway 172.30.55.64
ip domain-name cisco.com
ip name-server 192.168.0.0
ip classless
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
login authentication console
line 1 16
transport input all
line aux 0
transport input all
line vty 0 4
password sMudgKin
!
ntp clock-period 17179703
ntp peer 172.19.10.0
ntp peer 172.19.0.0
end

次に、Kerberosデータベースを介してデバイス上でユーザ認証を有効にする例を示します。
Kerberosデータベースを介してユーザ認証を有効にするには、次のタスクを実行します。
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•コンフィギュレーションモードを開始します

• Kerberosローカルレルムを定義します

• KDCをホストするマシンを指定します

•認定証のフォワーディングを有効にします

•ログインの認証方式として Kerberosを指定します

•コンフィギュレーションモードを終了します（CTL-Zキー）

•新しいコンフィギュレーションを端末に書き込みます

chet-2500# configure term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
chet-2500(config)# kerberos local-realm CISCO.COM
chet-2500(config)# kerberos server CISCO.COM chet-ss20
Translating "chet-ss20"...domain server (192.168.0.0) [OK]
chet-2500(config)# kerberos credentials forward

chet-2500(config)# aaa authentication login default krb5
chet-2500(config)#
chet-2500#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
chet-2500# write term

次のコンフィギュレーションを前のコンフィギュレーションと比較します。特に、この新しい

コンフィギュレーションで「aaa」、「username」、および「kerberos」という単語で始まる行
に注目します（行 10～ 20）。

Building configuration...
Current configuration:
!
! Last configuration change at 14:05:54 PDT Mon May 13 1996
!
version 11.2
service udp-small-servers
service tcp-small-servers
!
hostname chet-2500
!
clock timezone PST -8
clock summer-time PDT recurring
aaa new-model
aaa authentication login default krb5
aaa authentication login console none
aaa authentication ppp local local
enable password sMudgKin
!
username chet-2500 password 7 sMudgkin
username chet-3000 password 7 sMudgkin
username chetin password 7 sMudgkin
kerberos local-realm CISCO.COM
kerberos server CISCO.COM 172.71.54.14
kerberos credentials forward
!
interface Ethernet0
ip address 172.16.0.0 255.255.255.0
!
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interface Serial0
no ip address
shutdown
no fair-queue
!
interface Serial1
no ip address
shutdown
no fair-queue
!
interface Async2
ip unnumbered Ethernet0
encapsulation ppp
shutdown
async dynamic routing
async mode dedicated
no cdp enable
ppp authentication pap local
no tarp propagate
!
interface Async3
ip unnumbered Ethernet0
encapsulation ppp
shutdown
async dynamic address
async dynamic routing
async mode dedicated
no cdp enable
ppp authentication pap local
no tarp propagate
!
router eigrp 109
network 172.17.0.0
no auto-summary
!
ip default-gateway 172.30.55.64
ip domain-name cisco.com
ip name-server 192.168.0.0
ip classless
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
login authentication console
line 1 16
transport input all
line aux 0
transport input all
line vty 0 4
password sMudgKin
!
ntp clock-period 17179703
ntp peer 172.19.10.0
ntp peer 172.19.0.0
end

これまでの手順でデバイスを設定すると、ユーザchetはユーザ名とパスワードを使用してデバ
イスにログインでき、自動的に TGTを取得できます。次に例を示します。ユーザ chetは認定
証を所有しているため、ホスト chet-ss20に対する認証に成功します。ユーザ名/パスワードを
入力する必要はありません。

chet-ss20% telnet chet-2500
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Trying 172.16.0.0 ...
Connected to chet-2500.cisco.com.
Escape character is '^]'.
User Access Verification
Username: chet
Password:
chet-2500> show kerberos creds

Default Principal: chet@CISCO.COM
Valid Starting Expires Service Principal
13-May-1996 14:05:39 13-May-1996 22:06:40 krbtgt/CISCO.COM@CISCO.COM
chet-2500> telnet chet-ss20
Trying chet-ss20.cisco.com (172.71.54.14)... Open
Kerberos: Successfully forwarded credentials
SunOS UNIX (chet-ss20) (pts/7)
Last login: Mon May 13 13:47:35 from chet-ss20.cisco.c
Sun Microsystems Inc. SunOS 5.4 Generic July 1994
unknown mode: new
chet-ss20%

次に、Kerberos認定証を使用して、デバイスに対して認証する例を示します。Kerberos認定証
を使用して認証するには、次のタスクを実行します。

•コンフィギュレーションモードを開始します

• KDCから SRVTABファイルをリモートコピーします

• Telnetを使用してデバイスに接続する場合、ログイン時認証を設定して Kerberos 5 Telnet
認証プロトコルを使用します

•コンフィギュレーションを端末に書き込みます

新しいコンフィギュレーションには、kerberos srvtabentryという行が含まれます。この行は、
kerberos srvtab remoteコマンドで作成されます。

chet-2500# configure term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
chet-2500(config)# kerberos srvtab remote earth chet/chet-2500.cisco.com-new-srvtab
Translating "earth"...domain server (192.168.0.0) [OK]
Loading chet/chet-2500.cisco.com-new-srvtab from 172.68.1.123 (via Ethernet0): !
[OK - 66/1000 bytes]
chet-2500(config)# aaa authentication login default krb5-telnet krb5
chet-2500(config)#
chet-2500#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
chet-2500# write term
Building configuration...
Current configuration:
!
! Last configuration change at 14:08:32 PDT Mon May 13 1996
!
version 11.2
service udp-small-servers
service tcp-small-servers
!
hostname chet-2500
!
clock timezone PST -8
clock summer-time PDT recurring
aaa new-model
aaa authentication login default krb5-telnet krb5
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aaa authentication login console none
aaa authentication ppp local local
enable password sMudgKin
!
username chet-2500 password 7 sMudgkin
username chet-3000 password 7 sMudgkin
username chetin password 7 sMudgkin
kerberos local-realm CISCO.COM
kerberos srvtab entry host/chet-2500.cisco.com@CISCO.COM 0 832015393 1 1 8 7 sMudgkin
kerberos server CISCO.COM 172.71.54.14
kerberos credentials forward
!
interface Ethernet0
ip address 172.16.0.0 255.255.255.0
!
interface Serial0
no ip address
shutdown
no fair-queue
!
interface Serial1
no ip address
shutdown
no fair-queue
!
interface Async2
ip unnumbered Ethernet0
encapsulation ppp
shutdown
async dynamic routing
async mode dedicated
no cdp enable
ppp authentication pap local
no tarp propagate
!
interface Async3
ip unnumbered Ethernet0
encapsulation ppp
shutdown
async dynamic address
async dynamic routing
async mode dedicated
no cdp enable
ppp authentication pap local
no tarp propagate
!
router eigrp 109
network 172.17.0.0
no auto-summary
!
ip default-gateway 172.30.55.64
ip domain-name cisco.com
ip name-server 192.168.0.0
ip classless
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
login authentication console
line 1 16
transport input all
line aux 0
transport input all
line vty 0 4
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password sMudgKin
!
ntp clock-period 17179703
ntp peer 172.19.10.0
ntp peer 172.19.0.0
end
chet-2500#

このコンフィギュレーションでは、ユーザがKerberos認定証を使用してデバイスにTelnetを送
信できます。次に例を示します。

chet-ss20% bin/telnet -a -F chet-2500
Trying 172.16.0.0...
Connected to chet-2500.cisco.com.
Escape character is '^]'.
[ Kerberos V5 accepts you as "chet@CISCO.COM" ]
User Access Verification
chet-2500>[ Kerberos V5 accepted forwarded credentials ]
chet-2500> show kerberos creds
Default Principal: chet@CISCO.COM
Valid Starting Expires Service Principal
13-May-1996 15:06:25 14-May-1996 00:08:29 krbtgt/CISCO.COM@CISCO.COM
chet-2500>q
Connection closed by foreign host.
chet-ss20%

次に、Kerberosインスタンスをシスコの特権レベルにマッピングする例を示します。Kerberos
インスタンスを特権レベルにマッピングするには、次のタスクを実行します。

•コンフィギュレーションモードを開始します

• Kerberosインスタンス adminを特権レベル 15にマッピングします

• Kerberosインスタンス restrictedを特権レベル 3にマッピングします

• kerberos instance mapコマンドによって定義されるインスタンスを、AAA認可に使用す
るように指定します

•コンフィギュレーションを端末に書き込みます

chet-2500# configure term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
chet-2500(config)# kerberos instance map admin 15
chet-2500(config)# kerberos instance map restricted 3
chet-2500(config)# aaa authorization exec default krb5-instance
chet-2500(config)#
chet-2500#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
chet-2500# write term
Building configuration...
Current configuration:
!
! Last configuration change at 14:59:05 PDT Mon May 13 1996
!
version 11.2
service udp-small-servers
service tcp-small-servers
!
hostname chet-2500
!
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aaa new-model
aaa authentication login default krb5-telnet krb5
aaa authentication login console none
aaa authentication ppp default krb5 local
aaa authorization exec default krb5-instance
enable password sMudgKin
!
username chet-2500 password 7 sMudgkin
username chet-3000 password 7 sMudgkin
username chetin password 7 sMudgkin
ip domain-name cisco.com
ip name-server 192.168.0.0
kerberos local-realm CISCO.COM
kerberos srvtab entry host/chet-2500.cisco.com@CISCO.COM 0 832015393 1 1 8 7 sMudgkin
kerberos server CISCO.COM 172.71.54.14
kerberos instance map admin 15
kerberos instance map restricted 3
kerberos credentials forward
clock timezone PST -8
clock summer-time PDT recurring
!
interface Ethernet0
ip address 172.16.0.0 255.255.255.0
!
interface Serial0
no ip address
shutdown
no fair-queue
!
interface Serial1
no ip address
shutdown
no fair-queue
!
interface Async2
ip unnumbered Ethernet0
encapsulation ppp
shutdown
async dynamic routing
async mode dedicated
no cdp enable
ppp authentication pap local
no tarp propagate
!
interface Async3
ip unnumbered Ethernet0
encapsulation ppp
shutdown
async dynamic address
async dynamic routing
async mode dedicated
no cdp enable
ppp authentication pap local
no tarp propagate
!
router eigrp 109
network 172.17.0.0
no auto-summary
!
ip default-gateway 172.30.55.64
ip classless
!
!
line con 0
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exec-timeout 0 0
login authentication console
line 1 16
transport input all
line aux 0
transport input all
line vty 0 4
password sMudgKin
!
ntp clock-period 17179703
ntp peer 172.19.10.0
ntp peer 172.19.0.0
end
chet-2500#

次に、Kerberosインスタンスを有効にしたユーザ chetが使用できるようになった 3タイプの
セッションの出力例を示します。

chet-ss20% telnet chet-2500
Trying 172.16.0.0 ...
Connected to chet-2500.cisco.com.
Escape character is '^]'.
User Access Verification
Username: chet
Password:
chet-2500> show kerberos creds
Default Principal: chet@CISCO.COM
Valid Starting Expires Service Principal
13-May-1996 14:58:28 13-May-1996 22:59:29 krbtgt/CISCO.COM@CISCO.COM
chet-2500> show privilege
Current privilege level is 1
chet-2500> q
Connection closed by foreign host.
chet-ss20% telnet chet-2500
Trying 172.16.0.0 ...
Connected to chet-2500.cisco.com.
Escape character is '^]'.
User Access Verification
Username: chet/admin
Password:
chet-2500# show kerberos creds
Default Principal: chet/admin@CISCO.COM
Valid Starting Expires Service Principal
13-May-1996 14:59:44 13-May-1996 23:00:45 krbtgt/CISCO.COM@CISCO.COM
chet-2500# show privilege
Current privilege level is 15
chet-2500# q
Connection closed by foreign host.
chet-ss20% telnet chet-2500
Trying 172.16.0.0 ...
Connected to chet-2500.cisco.com.
Escape character is '^]'.
User Access Verification
Username: chet/restricted
Password:
chet-2500# show kerberos creds
Default Principal: chet/restricted@CISCO.COM
Valid Starting Expires Service Principal
13-May-1996 15:00:32 13-May-1996 23:01:33 krbtgt/CISCO.COM@CISCO.COM
chet-2500# show privilege
Current privilege level is 3
chet-2500# q
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Connection closed by foreign host.
chet-ss20%

例：Telnetセッションの暗号化
デバイスから「host1」というリモートホストに対して、暗号化された Telnetセッションを確
立する例を示します。

Device>
telnet host1 /encrypt kerberos

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Security Command Reference』Kerberosコマンド

エラーメッセージデコーダ

リンク説明

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgiこのリリースのシステムエラーメッ

セージを調査し解決するために、エ

ラーメッセージデコーダツールを

使用します。

MIB

MIBのリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリース、およびフィー
チャセットに関するMIBを探してダウンロードするには、次
の URLにある Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

本リリースでサポートするす

べてのMIB

Kerberosの設定
25

Kerberosの設定

例：Telnetセッションの暗号化

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi
http://www.cisco.com/go/mibs


シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの製品やテクノロジー
に関するトラブルシューティングにお役立ていただけるように、

マニュアルやツールをはじめとする豊富なオンラインリソースを

提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するために、

Cisco Notification Service（Field Noticeからアクセス）、Cisco
Technical Services Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアクセスする際は、
Cisco.comのユーザ IDおよびパスワードが必要です。

Kerberosの機能情報
機能情報リリース

この機能が導入されました。Cisco IOSリリース 15.0(2)EX
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