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はじめに

この資料は Access Point （AP）を設定するために設定 例をに提供したものです:

無線ドメイン サービス（WDS）を提供します。●

認証、許可、アカウンティング（AAA） サーバのロールを行って下さい。●

WDS に加わるクライアントデバイスおよびがインフラストラクチャ AP を認証する外部
RADIUSサーバを備えていないときこの種類の設定を使用できます。

前提条件

要件

この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。

WDS の基本的な知識●

現在の Extensible Authentication Protocol（EAP） セキュリティ メソッドのナレッジ●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。



Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.3(7)JA1 を実行する Cisco Aironet 1200 シリーズ AP●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

WDS は Cisco Structured Wireless Aware Network （SWAN）の一部です。 WDS は Wireless
LAN （WLAN）クライアント モビリティを高め、WLAN配備および管理を簡素化する Cisco IOS
ソフトウェアの機能の収集です。

WDS は高速セキュアローミング、レイヤ3 モビリティおよび無線管理のような多くの機能のため
のベースです。

これらの機能に関する詳細については WDS、高速セキュアローミング、無線管理およびワイヤ
レス不正侵入 検出 サービスの設定を参照して下さい。

WDS の主な目的の 1 つは認証サーバによってクライアントの最初の認証でユーザーの資格情報
をキャッシュすることです。 それに続く試みで、WDS はキャッシュ情報に基づいてクライアン
トを認証します。 これを達成するため:

AP の 1 つは WDS AP で設定する必要があります。●

WDS AP と通信する他の AP はインフラストラクチャ AP で設定する必要があります。●

WDS AP は WDS ユーザ名 および パスワードとの認証によってそれとの認証サーバとの関係
を確立する必要があります。

●

これらのデバイスがはじめて認証するときこの認証サーバ インフラストラクチャ AP の資格情報
をおよびクライアントは検証します。 認証サーバは WDS AP の外部 RADIUSサーバまたはロー
カル RADIUSサーバのどれである場合もあります。

WDS とインフラストラクチャ AP は、Wireless LAN Context Control Protocol（WLCCP）という
マルチキャスト プロトコルで通信しています。 このマルチキャスト メッセージはルーティング
できません。 従って、WDS および関連するインフラストラクチャ AP は同じ IP サブネットワー
クでおよび同一LANセグメントである必要があります。

この資料に資格情報の有効性確認を行うのに WDS AP のローカル RADIUSサーバ 機能を使用す
る方法を説明されています。

設定

WDS AP を設定して下さい

この項では、このドキュメントで説明する機能の設定に必要な情報を提供します。

AP を AAAサーバ 機能性の WDS AP として動作するために設定するために最初に AP のローカル
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RADIUSサーバ 機能を有効に して下さい。

次の手順を実行します。

GUI による AP へのログイン。Summary Status ページは現われます。1.

AP の左側メニューから Security > Server Manager の順に選択 して下さい。2.
コーポレイトサーバの下で RADIUSサーバとして機能する AP の IP アドレスおよび共用シ
ークレットを入力して下さい。この場合 WDS AP が RADIUSサーバとして機能する行って
いるので WDS AP の IP アドレスを入力して下さい。 例は IP アドレス 10.0.0.1 を使用しま
す。 これがローカル RADIUSサーバであるのでこの例として認証およびアカウンティング
ポートが示すと同時に 1812 および 1813 を使用して下さい。

3.

[Apply] をクリックします。4.



EAP 認証に優先順位 1 下既定のサーバー優先順位として WDS AP IP アドレスを選択して下
さい。[Apply] をクリックします。これはローカル RADIUSサーバが認証インフラストラク
チャ AP およびクライアントのための最初の選択であるようにします。

5.



Security > Local Radius server from the left side menu の順に選択 して下さい。ローカル
RADIUSサーバ パラメータを設定するために『General Set-up』 をクリック して下さい。
ローカル RADIUSサーバ認証設定の下で『LEAP』 を選択 し、『Apply』 をクリック して下
さい。ネットワーク アクセス サーバの下で WDS AP および共用秘密パスワードの IP アド
レスを入力して下さい。 この例は test123 として共用秘密パスワードを使用します。[Apply]
をクリックします。

6.



個々のユーザの下で WDS AP と通信するクライアントおよびすべてのインフラストラクチ
ャ AP のユーザ名 および パスワードを入力して下さい。[Apply] をクリックします。この例
は WDS AP と登録するために設定するインフラストラクチャ AP のユーザ名 および パスワ
ードが含まれています。 この例は infrastructureAP1 としてユーザー名および Cisco として
パスワードを使用します。 同じ ユーザ名およびパスワードはインフラストラクチャ アクセ
ス ポイントで設定される必要があります。

7.



AP のローカル RADIUSサーバ 機能を設定した後、AP の WDS 機能性を有効に する必要があり
ます。

次の手順を実行します。

AP の左側メニューから Wireless Services > WDS の順に選択 して下さい。1.
『General Set-up』 をクリック して下さい。2.



Wireless Domain Services（WDS）として使用を General Set-up ページのこの AP チェック
して下さい。優先順位 フィールドで 254 を Wireless Domain Services（WDS）入力して下
さい。 [Apply] をクリックします。

3.

インフラストラクチャ認証を有効に して下さい。WDS ページで『Server Groups』 をクリ
ック して下さい。インフラストラクチャ AP を認証するためにサーバグループ Name フィ
ールドで名前を入力して下さい。 この例はインフラストラクチャとしてサーバグループ名
前を使用します。グループ サーバ 優先順位 ドロップダウン リストからローカル RADIUSサ
ーバの IP アドレスを選択して下さい。WDS AP はこのサーバをインフラストラクチャ AP
を認証するのに使用します。使用 グループの下でのための『Infrastructure Authentication』
を選択 して下さい。[Apply] をクリックします。

4.



WDS AP は AAAサーバとして今機能します。 WDS AP とそれ自身を登録するためにインフラス
トラクチャ AP の 1 つを設定して下さい。

注: このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup
Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

インフラストラクチャ AP を設定して下さい

このセクションが WDS AP とそれ自身を登録するためにインフラストラクチャ AP で必要な設定
を説明します。 クライアントはインフラストラクチャ AP に関連付けます。 インフラストラクチ
ャ AP はそれらのための認証を行うように WDS AP を要求します。

WDS のサービスを利用するインフラストラクチャ AP を追加するためにこれらのステップを完了
して下さい:

左側メニューから Wireless Services > AP の順に選択 して下さい。1.
加わります SWAN インフラストラクチャに『Enable』 を選択 して下さい。2.
WDS ディスカバリの下で『Auto Discovery』 を選択 して下さい。3.
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適切なフィールドで WDS ユーザ名 および パスワードを入力して下さい。[Apply] をクリッ
クします。ユーザ名 および パスワードはローカル RADIUSサーバにある必要があります。
WDS のメンバーであることであるすべてのデバイスのための認証サーバの WDS ユーザ名
および パスワードを定義して下さい。

4.

WDS AP の WDS AP およびインフラストラクチャ AP を設定すればインフラストラクチャ AP は
登録されているように状態との AP 情報領域に、WDS Status タブ現われます。 これはワイヤレ
ス サービス > WDS メニュー項目の下にあります。



WDS AP かインフラストラクチャ AP の不正確な認証設定によりおよび/または登録されて AP は
アクティブとして現われます場合があります。 エラーか壊れる認証の試みがあるかどうか認証サ
ーバ統計情報を点検して下さい。 認証サーバ統計情報のために Security > Local Radius Server >
Statistics の順に選択 して下さい。

また設定を確認するのに WDS AP の CLI からのコマンド show wlccp wds ap を使用できます。
WDS AP の正常な登録、この例のように WDS AP 見えを用いる正常な登録の後の出力:

WDS#show wlccp wds ap

  MAC-ADDR         IP-ADDR        STATE      LIFETIME    CDP-NEIGHBOR

  000e.d7e4.a629   10.0.0.2      REGISTERED    97         10.77.241.161

設定 クライアント認証認証方法

WDS にクライアント認証認証方法を追加して下さい。

次の手順を実行します。

WDS AP で Wireless Services > WDS > Server Groups の順に選択 して下さい。クライアン
ト（クライアントグループ）を認証するサーバグループを定義して下さい。これは設定され
たサーバ グループと以前に異なるインフラストラクチャ認証のためのはずです。 この例は
クライアントとしてサーバグループ名前を使用します。ローカル RADIUSサーバに優先順位
1 を設定 して下さい。クライアント認証のために使用するために認証（LEAP、EAP、
MAC、等）の種類を選択して下さい。この例では、LEAP 認証を使用しています。関連した

1.



SSID に設定を加えて下さい。

インフラストラクチャ AP のこれらのステップを完了して下さい:ドロップダウン・メニュー
から Security > Encryption Manager の順に選択 し、『WEP Encryption』 をクリック し、
『Mandatory』 を選択 して下さい。 暗号キーの下で、128 ビット WEP暗号化キーを入力し
て下さい。 この例は 1234567890abcdef1234567890 として暗号化キーを使用します。

2.



新しい SSID を Security > SSID Manager の順に選択 し、作成して下さい。この例は
Cisco123 として SSID を使用します。 次に、認証方式を選択して下さい。インフラストラ
クチャ AP のネットワーク EAP を選択して下さい。



クライアントが認証に成功するテストし、インフラストラクチャ AP とこと関連付けて下さい。
クライアントはインフラストラクチャ AP にはじめてアップするとき資格情報を渡します。 イン
フラストラクチャ AP は資格情報を検証する WDS AP にそれから同じを転送します。

注:  この資料にクライアントアダプタを設定する方法を説明されていません。 クライアントアダ
プタを設定する方法の情報に関しては Cisco Aironet ワイヤレス LAN クライアント アダプタを参
照して下さい。

確認

ここでは、設定が正常に動作していることを確認します。

show wlccp wds mn - WDS AP の成功したクライアント認証およびアソシエーションを確認
するのに WDS AP の CLI からのこのコマンドを使用して下さい。

●

WDS#show wlccp wds mn

  MAC-ADDR         IP-ADDR      Curr-AP          STATE

 0040.96a5.b5d4    10.0.0.15    000e.d7e4.a629  REGISTERED

次の debug コマンドはまた有用です。

デバッグ wlccp ap {mn | wds ディスカバリ | 状態} - WDS アクセス ポイント（状態）にクラ
イアントデバイス（mn）、WDS 発見のプロセスおよびアクセス ポイント認証に関するデバ
ッグ メッセージのディスプレイをつけるのにこのコマンドを使用して下さい。

●

デバッグして下さい wlccp パケット- WDS アクセス ポイントに出入してパケットのディスプ
レイをつけるのにこのコマンドを使用して下さい。

●
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debug radius ローカル サーバ-エラー メッセージのアクティブ化ディスプレイはローカル オ
ーセンティケータに壊れるクライアント認証に関連していました

●

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

無線ドメイン サービス（WDS）の設定●

Cisco Aironet クライアントアダプタ●

無線ドメイン サービスに関する FAQ●

WLAN 設定例とテクニカルノーツ●

Cisco Aironet 1200 シリーズ 設定例とテクニカルノーツ●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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