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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。

ローカル AAAサーバの前提条件
•この機能を使用する前に、aaanew-modelコマンドを有効にします。
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ローカル AAAサーバに関する情報

ローカル認可属性の概要

AAA（認証、許可、アカウンティング）サブシステムは、Cisco IOSソフトウェア内のさまざ
まなサービスが使用できる、サポートされているすべての属性を管理します。そのため、サ

ポートされているすべての属性の独自のローカル辞書を保持しています。

ローカル AAA属性のサポート
AAAサーバで現在利用できる AAA認証属性と認可属性が既存の Cisco IOSデバイスで使用で
きるようにデバイスを設定できます。属性は、ローカルユーザデータベースや加入者プロファ

イルなど、既存のフレームワークに追加できます。たとえば、属性リストを既存のユーザ名に

追加できるようになり、ローカルユーザデータベースがローカルAAAサーバとして機能でき
るようになりました。ローカルユーザ名リストが比較的小さい状況では、この柔軟性により、

AAAサーバがなくても、完全なユーザの認証と認可をCisco IOSソフトウェアの中で実行でき
ます。この機能を使用すると、ユーザデータベースをローカルに保持したり、ローカルユー

ザを定義するときにポリシーオプションを犠牲にすることなく、フェールオーバーローカル

メカニズムを提供できます。

加入者プロファイルを使用すると、ドメインベースのクライアントが、エンドユーザサービス

レベルでポリシーを適用できます。この柔軟性により、1つの場所のドメイン配下のすべての
ユーザに対して共通のポリシーを設定し、ユーザの認可をローカルに行うかどうかにかかわら

ず適用できます。属性リストを加入者プロファイルに追加できるので、プロファイルを使用す

ると、AAAサーバを使用してサービスに適用できるすべての属性を適用できます。AAA属性
リストの下で設定された属性は、既存の加入者プロファイルで生成された既存の属性とマージ

され、Subscriber Server Switch（SSS）フレームワークに渡されて適用されます。

アカウンティングは、引き続き AAAサーバで行われ、この機能ではサポートされません。（注）

AAA属性リスト
AAA属性リストは、ルータにローカルなユーザプロファイルを定義します。AAAサブシステ
ムが認識しているすべての属性を設定できます。

AAA属性リストで定義されているAAA属性は、RADIUSまたは TACACS+の標準的な属性で
す。ただし、属性は Cisco IOSの内部形式になっています。属性は、RADIUS形式（RADIUS
の場合）から Cisco IOS AAAインターフェイス形式に変換する必要があります。TACACS+属
性は一般に Cisco IOS AAAインターフェイス形式と同じです。

ローカル AAAサーバ
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RADIUS形式から Cisco IOS AAA形式への変換

showaaa attributes protocol radiusコマンドを使用して、Cisco IOSAAA形式の Internet Engineering
Task Force（IETF）RADIUS属性を取得できます。showコマンドの出力では、サポートされて
いるすべての AAA属性の完全な一覧が表示されます。

RADIUSから内部AAAへの変換は、AAAフレームワークの中で内部的に行われます。RADIUS
ベンダー固有属性（VSA）は、一般に変換時に正確に反映されます。TACACS+属性も、通常
はローカル属性と同じであり、変換処理を必要としません。しかし、IETFの番号付き属性と
一部の特別な VSAでは、多くの場合変換処理が必要です。

（注）

属性の検証

属性は設定時に検証されません。AAAサブシステムは、サービスが特定の属性を定義ファイ
ルの内部で定義するときに、サービスが予測している形式だけを「認識」しています。しか

し、属性情報自体は検証できません。この検証は、サービスが属性を初めて使用するときに

サービスによって行われます。この検証は、AAAサーバが RADIUSでも TACACS+でも適用
されます。そのため、AAAサーバの設定に慣れていない場合は、属性リストを、実稼働環境
で設定して使用する前に、リストを使用するサービスがあるテストデバイスでテストすること

を推奨します。

ローカル AAAサーバの設定方法

AAA属性リストの定義
AAA属性リストを定義するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. aaaattributelist list-name
4. attributetype {name} {value} [service service] [protocol protocol]
5. attributetype {name} {value} [service service] [protocol protocol]
6. attributetype {name} {value} [service service] [protocol protocol]
7. attributetype {name} {value}
8. attributetype {name} {value}
9. attributetype {name} {value}
10. end

ローカル AAAサーバ
3

ローカル AAAサーバ

RADIUS形式から Cisco IOS AAA形式への変換



手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

AAA属性リストを定義し、属性リストコンフィ
ギュレーションモードを開始します。

aaaattributelist list-name

例：

ステップ 3

Device(config)# aaa attribute list TEST

使用する IPアドレスプールを定義します。attributetype {name} {value} [service service] [protocol
protocol]

ステップ 4

例：

Device(config-attr-list)# attribute type
addr-pool poolname service ppp protocol ip

使用するループバックインターフェイスを定義し

ます。

attributetype {name} {value} [service service] [protocol
protocol]

例：

ステップ 5

Device(config-attr-list)# attribute type
ip-unnumbered loopbacknumber service ppp protocol
ip

使用する Virtual Route Forwarding（VRF）を定義し
ます。

attributetype {name} {value} [service service] [protocol
protocol]

例：

ステップ 6

Device(config-attr-list)# attribute type vrf-id
vrfname service ppp protocol ip

使用する AAA認証リストを定義します。attributetype {name} {value}

例：

ステップ 7

Device(config-attr-list)# attribute type
ppp-authen-list aaalistname

使用する AAA認可リストを定義します。attributetype {name} {value}

例：

ステップ 8

ローカル AAAサーバ
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-attr-list)# attribute type
ppp-author-list aaalistname

使用するAAAアカウンティングリストを定義しま
す。

attributetype {name} {value}

例：

ステップ 9

Device(config-attr-list)# attribute type
ppp-acct-list “aaa list name”

属性リストコンフィギュレーションモードを終了

して、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 10

Device(config-attr-list)# end

加入者プロファイルの定義

加入者プロファイルを定義するには、次の手順を実行します。

RADIUSユーザは、showaaaattributesコマンドを使用して、特定の属性の RADIUSバージョ
ンを、文字列属性のCisco IOSAAAバージョンにマッピングする必要があります。「特定の属
性の RADIUSバージョンから Cisco IOS AAAバージョンへのマッピング例」を参照してくだ
さい。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. subscriberauthorizationenable
4. policy-maptypeservice domain-name
5. servicelocal
6. exit
7. aaaattributelist list-name
8. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ローカル AAAサーバ
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

加入者認可をイネーブルにします。subscriberauthorizationenable

例：

ステップ 3

Device(config)# subscriber authorization enable

一致する必要があるユーザ名ドメインを指定し、加

入者プロファイルコンフィギュレーションモード

を開始します。

policy-maptypeservice domain-name

例：

Device(config)# policy-map type example.com

ステップ 4

ローカル加入者認可を実行することを指定します。servicelocal

例：

ステップ 5

Device(subscriber-profile)# service local

加入者プロファイルコンフィギュレーションモー

ドを終了します。

exit

例：

ステップ 6

Device(subscriber-profile)# exit

RADIUS属性の取得元の AAA属性リストを定義し
ます。

aaaattributelist list-name

例：

ステップ 7

Device(config)# aaa attribute list TEST

グローバルコンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 8

Device(config)# end

ローカル AAAサーバのモニタリングおよびトラブルシューティング
次のデバッグコマンドは、モニタとトラブルシューティングに役立ちます。特に、ドメイン

ベースのサービス認可が起動され、サービスを起動する、場所の認可がローカル AAAサーバ
で呼び出されることを確認するために役立ちます。

手順の概要

1. enable
2. debugaaaauthentication

ローカル AAAサーバ
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3. debugaaaauthorization
4. debugaaaper-user
5. debugpppauthentication
6. debugppperror
7. debugpppforward
8. debugpppnegotiation
9. debugradius
10. debugssserror

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

使用する認証方式とこれらの方式の結果を表示しま

す。

debugaaaauthentication

例：

ステップ 2

Device# debug aaa authentication

使用する認可方式とこれらの方式の結果を表示しま

す。

debugaaaauthorization

例：

ステップ 3

Device# debug aaa authorization

PPPセッションのユーザごとのアクティビティに関
する情報を表示します。

debugaaaper-user

例：

ステップ 4

Device# debug aaa per-user

クライアントが認証に成功したかどうかを示しま

す。

debugpppauthentication

例：

ステップ 5

Device# debug ppp authentication

PPP接続のネゴシエーションと操作に関するプロト
コルエラーとエラー統計情報を表示します。

debugppperror

例：

ステップ 6

Device (config)# debug ppp error

誰がセッションの制御権を持っているかを表示しま

す。

debugpppforward

例：

ステップ 7

Device# debug ppp forward
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目的コマンドまたはアクション

PPPの始動時に、PPPオプションをネゴシエートす
るために送信された PPPパケットを表示します。

debugpppnegotiation

例：

ステップ 8

Device# debug ppp negotiation

RADIUSサーバに関する情報を表示します。debugradius

例：

ステップ 9

Device# debug radius

SSSコール設定時に発生する可能性があるエラーに
関する診断情報を表示します。

debugssserror

例：

ステップ 10

Device# debug sss error

ローカル AAAサーバの設定例

例：ローカル AAAサーバ
次に、加入者プロファイル cisco.comに対して設定された Point to Point over Ethernet（PPPoE）
グループ「bba-group」の例を示します（そのため、ドメイン名cisco.comのすべてのユーザは、
加入者プロファイル cisco.comの認可ポリシーを実行します）。加入者プロファイル cisco.com
は、AAA属性リスト「TEST」をアタッチするように設定され、ip vrf forwardingと ip
unnumberedの両方が、リンクコントロールプロトコル（LCP）ネゴシエーションの下で PPP
サービスに対して設定されています。この設定により、名前付き属性が、bba-groupの「pppoe
grp1」配下の cisco.comドメインを持つセッションに基本的に適用されます。

aaa authentication ppp template1 local
aaa authorization network template1 local
!
aaa attribute list TEST

attribute type interface-config "ip unnumbered FastEthernet0" service ppp protocol
lcp

attribute type interface-config "ip vrf forwarding blue" service ppp protocol lcp
!
ip vrf blue
description vrf blue template1
rd 1:1
route-target export 1:1
route-target import 1:1
!
subscriber authorization enable
!
policy-map type service example.com
service local
aaa attribute list TEST
!

ローカル AAAサーバ
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bba-group pppoe grp1
virtual-template 1
service profile example.com
!
interface Virtual-Template1
no ip address
no snmp trap link-status
no peer default ip address
no keepalive
ppp authentication pap template1
ppp authorization template1
!

Cisco IOSソフトウェアのバージョンによっては、インターフェイス設定の代わりに、スケー
ラビリティが高い明示的な属性を使用することが望ましい場合があります（完全なVAccessイ
ンターフェイスは必要なく、サブインターフェイスを使用してサービスを提供できます）。こ

のような場合、attribute type ip-unnumbered interface service ppp protocol ipを attribute type
interface-config ip unnumbered interface service ppp protocol lcpの代わりに設定できます。

（注）

例：特定の属性の RADIUSバージョンから Cisco IOS AAAバージョンへ
のマッピング

次の showaaaattributesコマンドの出力例では、この機能を設定するときに使用できるRADIUS
属性の一覧が表示されています。

Device#
show aaa attributes protocol radius

IETF defined attributes:
Type=4 Name=acl Format=Ulong

Protocol:RADIUS
Unknown Type=11 Name=Filter-Id Format=Binary

Converts attribute 11 (Filter-Id) of type Binary into an internal attribute
named "acl" of type Ulong. As such, one can configure this attributes locally
by using the attribute type "acl."
Cisco VSA attributes:
Type=157 Name=interface-config Format=String

Simply expects a string for the attribute of type "interface-config."

aaaattributelistコマンドは、上の「Name」フィールドで定義されている、属性の Cisco IOS
AAAバージョンを必要とします。

（注）
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ローカル AAAサーバに関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

Ciscoセキュリティコマンド

シスコのテクニカルサポート

Link説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html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
（FieldNotice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。

ローカル AAAサーバの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ

トウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだ

ローカル AAAサーバ
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https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mcl/allreleasemcl/all-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html


けを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー

スでもサポートされます。

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にアクセスするに
は、www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 1 :ローカル AAAサーバの機能情報

機能情報リリース機能名

ローカル AAAサーバ機能を使用する
と、現在 AAAサーバ上で利用可能な
ユーザ認証属性と認可属性をデバイス

上でローカルに利用できるように、デ

バイスを設定できます。属性は、ロー

カルユーザデータベースや加入者プロ

ファイルなど、既存のフレームワーク

に追加できます。ローカルAAAサーバ
は、Cisco IOSでサポートされる属性の
完全な辞書へのアクセスを実現します。

Cisco IOS 15.2(1)Eローカル AAAサーバ
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