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このデザイン ガイドでは、企業がゲストおよびパートナーに、インターネットおよび限定された企業

ネットワークへのアクセスを提供するための設計上の指針を提示します。ゲストおよびパートナーのア

クセスに関する課題の解決方法をアーキテクチャ レベルおよび機能レベルでいくつか提案し、分析し

ます。関連情報については、次のドキュメントを参照してください。

 • 『Network Virtualization - Guest and Partner Access Deployment Guide』：
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Network_Virtualization/GuestAcc.html

 • 『Network Virtualization - Network Admission Control Deployment Guide』：
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Network_Virtualization/NACDepl.html

 • 『Network Virtualization - Path Isolation Design Guide』： 
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Network_Virtualization/PathIsol.html

 • 『Network Virtualization - Services Edge Design Guide』：
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Network_Virtualization/ServEdge.html

目次
概要     3

テクノロジーのスコープ     6

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意

（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。

米国サイト掲載ドキュメントとの差異が生じる場合があるため、

正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。 

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、 

弊社担当者にご確認ください。
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 
© Copyright 2009, シスコシステムズ合同会社．All rights reserved.

www.cisco.com/jp/go/safety_warning/
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Network_Virtualization/GuestAcc.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Network_Virtualization/GuestAcc.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Network_Virtualization/NACDepl.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Network_Virtualization/NACDepl.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Network_Virtualization/PathIsol.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Network_Virtualization/ServEdge.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Network_Virtualization/ServEdge.html


 
  目次
製品のスコープ     7

クライアントベースの認証     7

802.1x フレームワーク     7

無線ゲスト アクセス     8

Cisco WLAN Controller を使用した Lightweight アクセス ポイントの展開     8

802.1x Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN）（有線）     12

Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） の動作概要     14

Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） の設定     15

Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） の検証     15

Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） のまとめと推奨事項     28

クライアントレスベースの認証     29

静的 VLAN の設定     30

802.1x ゲスト VLAN     30

802.1x ゲスト VLAN 機能     30

802.1x ゲスト VLAN の設定     31

Wake-on-LAN 入門     34

ゲスト VLAN と WoL の相互作用     36

VoIP 展開との相互作用     37

ゲスト VLAN のまとめ     44

MAC 認証入門     44

MAC 認証バイパスの動作概要     46

802.1x の復習     46

ゲスト VLAN の復習     47

MAB の動作     48

機能の詳細     50

MAC 認証バイパスの設定および検証     52

設定     52

802.1x タイムアウト     53

検証     56

MAC 認証バイパス機能の相互作用     58

MAB と EAPOL の相互作用     58

MAB とゲスト VLAN     58

MAB と WoL の相互作用     59

MAC 認証バイパスの可能性と利点     61

ロケーション ベースの認識     61

ネットワーク アクセス プロファイルの照合と潜在的価値     62

WZCSVC による新規またはイメージ再作成されたマシンのフォールバック技

法     64

MAC 認証バイパスの制約と課題     66

イメージ再作成されたマシンの CSSC によるフォールバック技法     66
2
ネットワーク バーチャライゼーション — アクセス コントロール デザイン ガイド

OL-13880-01-J



 
  概要  
Network Admission Control（NAC）     67

ACS 上の MAB EAP オプション     72

ACS 4.1     72

プロビジョニング     74

既存のアイデンティティ ストアの欠如     75

音声サポートの欠如     75

MAC の移動     76

MAC 認証バイパス ポリシーの割り当て     77

MAC 認証バイパスのまとめ     78

全体のまとめ     79

概要
ネットワーク バーチャライゼーションという言葉は、共通の物理インフラストラクチャの上位に位置

付けられる、論理的な分離したネットワーク パーティションを構築することを意味します（図 1 を参

照）。各パーティションは、他のパーティションから論理的に分離されており、専用ネットワークのよ

うに動作し、表示されて、プライバシ、セキュリティ、および独立したポリシーのセット、サービス 
レベル、ルーティング決定を提供する必要があります。

図 1 ネットワーク バーチャライゼーション

ネットワーク バーチャライゼーションは、単純なものから複雑なものまで幅広い業務上の問題や要件

に対する多数のソリューションを用意しています。簡単なシナリオとしては、ビジターにインターネッ

ト アクセス（ゲスト アクセス）を提供しようとする企業が考えられます。この場合に厳しく求められ

るのは、ビジターに外部インターネット アクセスを許可しながらも、同時に企業の内部リソースおよ

びサービスへの不正接続は禁止することです。これを実現するには、ゲストの通信パス全体を処理する

ための専用の論理「仮想ネットワーク」を用意する必要があります。パートナー アクセス展開の場合

と同様に、インターネット アクセスを、企業内部リソースのサブセットへの接続と結合することもで

きます。
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  概要
ネットワーク バーチャライゼーションが求められるもうひとつの例は、Network Admission Control
（NAC）のポスチャ検証によって検疫されたマシンに専用の論理パーティションを作成するような場合

です。この場合、ネットワークへの修復のためのセグメント内でこれらの装置を確実に分離し、マシン

のクリーニングとパッチ適用が正常に終了するまで修復サーバへのアクセス以外は禁止する必要があり

ます。

複雑なシナリオとしては、それぞれの間で論理的な分離を必要する“カスタマー”に企業ネットワーク

のアクセスを提供するサービス プロバイダーとして振舞う企業 IT 部門が考えられます。将来的には、

同じ論理パーティションに属するユーザは、互いに通信し、専用のネットワーク リソースを共有でき

るようになるでしょう。しかし、グループ間の直接な相互通信の一部は、禁止されるかもしれません。

通常、このカテゴリの展開シナリオとしては、キオスクにネットワークアクセスを提供するリテール

ショップ（たとえば Best Buy、アルバートソンズや Wal-Mart など）やホットスポット プロバイダー

が考えられます。

このような要件を満たすためのエンドツーエンドのネットワーク バーチャライゼーション ソリュー

ションのアーキテクチャは、次の 3 つの論理機能エリアに分類できます。

 • アクセス コントロール

 • パス分離 

 • サービス エッジ

エンドツーエンドのソリューションを提供するためにそれぞれのエリアには複数の機能をもち、他の機

能エリアと連携します（図 2を参照）。このデザイン ガイドでは、ゲストやパートナーにオプションの

アクセスを提供しながら、内部ネットワーク システムへのアクセス権を安全に付与および制御するア

クセス コントロール機能エリアに焦点を置いて説明します。

図 2 ネットワーク バーチャライゼーション：3 つの機能エリア
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  概要  
アクセス コントロール機能エリアでは、ネットワークにログインしているユーザまたはデバイスを識

別して、対応するグループに割り当てます。アイデンティティは、信頼済みドメイン内のクライアント

を示すインジケータです。このアーキテクチャでは、権限やアクセス権のセットへのポインタとしてア

イデンティティを使用して、クライアントを区別します。このドキュメントで説明されているモデル

は、セキュリティ メカニズムとしてアイデンティティを使用する方法だけでなく、アイデンティティ

を使用してドメイン内のサービスへのアクセス権を提供する方法も示します。ネットワーク サービス

は任意ですが、これは全体的な形式でさまざまなタイプのクライアントを区別するパス分離方法との連

係を示します。アクセス コントロールは、認証（Authentication）、つまりサービスを要求するクライ

アントのアイデンティティを確立し、確認するプロセスも促進します。認証は、ネットワークベースの

セキュリティ、および対応する許可の設定にも不可欠です。

識別時には、エンドポイントがネットワーク上で許可される必要があります。そのために、エンドポイ

ントが接続されているエンタープライズ LAN のエッジ ポートをイネーブルにして特定の特性およびポ

リシーで設定します。許可の例には、認証プロセスの結果に基づいたポートの VLAN メンバーシップ

の設定や、認証に基づいたポート ACL の動的な設定などがあります。

（注） 無線アクセスの場合、ポートという概念は、クライアントとアクセス ポイント（AP）のアソシエー

ションに置き換えられます。無線デバイスを許可する場合は、このアソシエーションをカスタマイズし

てユーザまたはデバイスのポリシーを反映させます。このカスタマイゼーションは、使用される無線テ

クノロジーに応じた、異なる無線 LAN（WLAN）、VLAN、またはモビリティ グループからの選択と

いう形を取ります。

エンドポイントがネットワーク上で許可されると、通常は個々のパーティションまたはドメインに対応

する特定のグループに関連付けることができます。そのため、許可方法は 終的にエンドツーエンド仮

想ネットワークへのエンドポイントのマッピングを決定します。たとえば、VLAN が仮想ネットワー

クの一部である場合、その VLAN で許可されているユーザは、その仮想ネットワークでも許可されま

す。

企業の主な認証シナリオは次のとおりです。

 • クライアント ソフトウェアがインストールされているエンドポイントのクライアントベース認証 

 • クライアント ソフトウェアがインストールされていないエンドポイントのクライアントレス認証

現在のテクノロジーでは、許可の代替手段としての VLAN 割り当てが広範にサポートされています。

認証に基づくポリシー変更が必要で、VLAN 割り当てによる許可だけが使用可能な場合、ポリシーを 
VLAN に静的に割り当てると、ユーザ許可と必要なポリシーが関連付けられます。実際には、ユーザ

は VLAN で許可されるとポリシーに従うため、ポリシーは VLAN に適用されます。VLAN 割り当て

を主に使用することで区別が簡単に行えます。また、これはパス分離方法への連係に不可欠です。基本

的に VLAN は異なるポリシー ドメインにマッピングされ、パス分離アーキテクチャの代替手段への適

切なエントランス基準を定義します。

このドキュメントでは、802.1x、ゲスト VLAN、Auth-fail VLAN（認証失敗VLAN）、MAC 
Authentication Bypass（MAB; MAC 認証バイパス）など、さまざまなアクセス コントロール テクノ

ロジーについて説明します。次の 2 つの重要な点に注意してください。

 • さまざまなアクセス コントロール テクノロジーについて、ネットワーク バーチャライゼーション

との関連から説明します。たとえば、このドキュメントには 802.1x の展開に関するすべてが網羅

されているわけではなく、ネットワーク バーチャライゼーション プロジェクトの一環として実証、

および位置付けられているこのテクノロジーの一部分を限定して取り上げて、これまでに挙げられ

ている業務上の問題への解決策を示します。

 • このデザイン ガイドのすべてのテクノロジーが、業務上の各問題に適合するわけではありません。

たとえば、ゲスト VLAN 機能およびAuth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） 機能の使用が、ゲストお

よびパートナーのアクセス シナリオに適していても、別のビジネス要件（NAC 検疫など）を満た

すための配置目的には適さないことがあります。したがって、ここで説明するテクノロジーと、そ

れぞれの固有の業務上の問題の関連については、次のデプロイメントガイドを参照してください。
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  概要
 – 『Network Virtualization - Guest and Partner Access Deployment Guide』（OL-13635-01）

 – 『Network Virtualization - Network Admission Control Deployment Guide』（OL-13636-01）

 – 『Network Virtualization - Network Hosted Access Deployment Guide』（OL-13634-01）

テクノロジーのスコープ

クライアントベース フレームワークでは、クライアントのネットワークへのアクセスを全体的にコン

トロールするアクセス コントロール方法としてだけ、802.1x を使用します。802.1x では、常にエッジ

にサプリカントがあることを想定しています。802.1x は、場所を問わないポートベースのアクセス コ
ントロールを実現し、有線および無線の統合目的で複数のレベルでアクセス コントロールを管理する

機能を提供します。また、ネットワーク バーチャライゼーションに対応して、802.1x では、詳細なポ

リシー コントロールで、認証されたアイデンティティの概念を活用できます。このドキュメントでは

取り上げませんが、802.1x ではネットワークの可視性に対して監査 /アカウンティング手段を提供で

き 、エンド ステーションの暗号化を自動化できます（現在は無線に限る）。

802.1x の評価後、ゲスト VLAN の相互運用性を考慮する必要があります。このデザイン ガイドでは、

このエリアにおける 近の変更について説明します。また、Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） につ

いても取り上げます。Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） は、不正なためそれ以外の方法ではネット

ワーク接続されているシステムへの接続試行が失敗する場合に、ネットワーク アクセスをクライアン

トに提供する方法を有線トポロジに提供します。ここでは、Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） は 
802.1x 対応パートナーまたはゲストのアクセスを提供する方法として位置付けられます。ただし、実

際に推奨される 802.1x の展開としては位置付けられていません。このデザイン ガイドでは、その他の

クライアントレスのアクセス コントロール方法によるアクセスの提供についても説明します。この形

式のアクセス コントロールはその性質上デバイス固有で、ここでは有線の場合に限定して説明します。

この機能が MAC 認証バイパスです。すべての場合において、検証済みディレクトリ インフラストラ

クチャである Windows Active Directory をバックエンド アイデンティティ ストアとして使用しまし

た。

このドキュメントでは、次のテクノロジーエリアは取り上げません。

 • Web 認証

 • IPsec 認証 /リモート アクセス

 • アイデンティティ管理とシングル サインオンに関する詳細な概念

 • プライバシの問題：パケットの機密保持と整合性

 • トポロジに依存しないアクセス コントロール

 • 詳細なポリシー管理

 • 詳細な許可方法 

 • 特定の EAP 方法 

 • X.509 証明書と PKI 

 • EAP over UDP（EAPoUDP）

 • NAC ポスチャ評価 /修復
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  クライアントベースの認証  
製品のスコープ 
有線および無線の場合で説明されている 802.1x サプリカントは、Cisco Secure Services Client

（CSSC）バージョン 4.0.5 および Windows XP SP2 で使用できる組み込みサプリカントです。実証済み

のアーキテクチャの一部として動作確認済みのスイッチおよび対応する Cisco IOS のリビジョンは次の

とおりです。

 • Cisco Catalyst 3750 ：12.2(25)SEE

 • Cisco Catalyst 4500 ：12.2(31)SG

 • Cisco Catalyst 6500 ：8.5(4)

無線についてもアクセス コントロールに関して動作確認済みです。そのために、Cisco Wireless LAN 
Controller（WLC） 4402 バージョン 3.2.150.6 を Cisco 1240 アクセス ポイントで動作確認しました。

バックエンド認証サーバとして、CiscoSecure ACS Appliance 1112 バージョン 4.0 を動作確認済みで

す。

その他のサプリカントやネットワーク インフラストラクチャ デバイス、認証サーバ、またはディレク

トリ インフラストラクチャは、このアーキテクチャの一部として動作確認されておらず、この時点に

おいてソリューションの動作コンポーネントとしては検証できません。

クライアントベースの認証
802.1x は、ユーザ トラフィックを認証し、管理するために、保護されたネットワークに効率的なフ

レームワークを提供します。テクノロジーの拡張および補足的な認証方法を利用して、802.1x はアク

セス コントロールに基づく、LAN への物理および論理アクセスのセキュリティを高めるテクノロジー 
ソリューションを確立します。

802.1x フレームワーク

公共および半公共の場での 802.1x LAN の使用が激増しています。今日では、アイデンティティと 
LAN へのアクセス ポートを関連付けて、許可されたアクセスを確立するメカニズムを提供ことが望ま

れています。802.1x では、Extensible Authentication Protocol（EAP; 拡張認証プロトコル）を有線 
LAN および無線 LAN のメディアに関連付けて、複数の認証方法をサポートします。802.1x は、バッ

クエンド認証インフラストラクチャおよびクライアント デバイスの外側で、認証メカニズムを実装せ

ずに、さまざまな認証メカニズムを使用できる汎用フレームワークを定義します。802.1x は、LAN へ
のアクセスを要求するデバイス（サプリカント）とLAN へのアクセスを提供するデバイス（オーセン

ティケータ：Authenticator）との間のプロトコル フレームワークを指定します。トークン カード、

Kerberos、ワンタイム パスワード、証明書、パブリック キー認証など、さまざまな資格情報が 802.1x 
で使用できます。本来、802.1x は IEEE 802 メディアで動作する EAP のカプセル化された定義です。

これは、EAP over LAN（EAPOL）として知られています。EAPOL は、サプリカント（ユーザ /PC）

とオーセンティケータ（スイッチまたはアクセス ポイント）との間で認証メッセージ（EAP）を転送

します。802.1x では常にセキュア接続を前提とし、実際には MAC ベースのフィルタリングとポート 
ステートのモニタリングを使用します。

802.1x は企業環境でアクセス コントロールを展開するための推奨方法ですが、このドキュメントでは

取り上げません。ネットワーク バーチャライゼーションによってこのフェーズでの解決を目的とする

業務上の問題には、次のものがあります。

 • ゲストのアクセス

 • パートナーのアクセス

 • NAC 修復
7
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 • ホストされるアクセス

現在のところ、ホストされるアクセスおよび NAC 修復の環境は、一般的には 802.1x に対応していま

せん。ゲストまたはパートナーが管理対象外の 802.1x サプリカントを備えている場合、ゲストまたは

パートナーにアクセスを提供する何らかの方法に対する必要性が残ります。ゲストまたはパートナーの 
802.1x サプリカントは、実際は管理されている場合がありますが、接続するネットワークを所有して

いる IT スタッフには管理されません。そのため、このデザイン ガイドでは、ゲストまたはパートナー

がデバイス上に 802.1x サプリカントを備えている場合に、ゲストまたはパートナーに仮想化環境での

オンライン アクセスを許可するための要件に限定して説明します。

無線ゲスト アクセス

無線ユーザは通常、有線ユーザとは異なる方法でネットワークにアクセスします。パブリック アクセ

スのパラダイムは企業にも広がっています。モビリティにはネットワーク接続が必要です。現在では、

エンタープライズ ゲスト アクセス サービスは企業環境に不可欠です。そのソリューションは、アクセ

ス ポイント、コントローラ、管理システムなど、多くのコンポーネントで構成されます。

さまざまな無線展開オプションの説明および比較は、このドキュメントの対象範囲外です。ネットワー

ク アクセス コントロールに限定して、各シナリオについての簡単なハイレベルの説明が以降の項にあ

ります。Cisco Integrated Wireless Networks の詳細については、

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns340/ns394/ns348/ns337/networking_solutions_package.html を
参照してください。

一般的な企業のセキュリティ ポリシーには、さまざまなタイプのユーザに対してさまざまなタイプの

認証および暗号化が必要になる場合がほとんどです。たとえば、ゲスト アクセスを提供する場合は一

般的にオープン認証と暗号化なしを選択しますが、通常社内従業員に対しては 802.1x 認証および強力

な暗号化が採用されます。それには、各アクセス ポイントで複数の Service Set Identifier（SSID; サー

ビス セット ID）を定義します。各 SSID は独自のセキュリティ ポリシーで区別されます。

エンド ユーザは、特定の SSID を選択してエンタープライズ ネットワークにアクセスすることで、

も近いアクセス ポイントに関連付けられます。この時点以降、WLAN コントローラでは、トラフィッ

クを異なるグループに属するユーザのトラフィックから論理的に分離できます。詳細については、次の

項で説明します。

Cisco WLAN Controller を使用した Lightweight アクセス ポイントの展
開 

WLAN コントローラ システムを使用して、ポリシーを作成し、このアーキテクチャ内のさまざまな 
Lightweight アクセス ポイントで適用します（図 3 を参照）。WLAN の運用に不可欠なセキュリティ、

モビリティ、Quality Of Service（QoS）、およびその他の機能は、コントローラ システム内のインテリ

ジェンスを一元化することで、無線エンタープライズ ネットワーク全体で効率的に管理できます。さ

らに、アクセス ポイントとコントローラで機能を分割することにより、IT スタッフが容易に大規模な

無線ネットワークを管理し、パフォーマンスを向上させ、セキュリティを高めることができます。
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図 3 Cisco Wireless LAN Controller

Lightweight Access Point Protocol（LWAPP; Lightweight アクセス ポイント プロトコル）は、WLAN 
展開の管理方法をスプリット MAC という概念で一新しました。スプリット MAC は、802.11 プロトコ

ルのリアルタイムな面と管理面の大部分を切り離す機能です。具体的には、リアルタイムのフレーム交

換と MAC 管理の特定のリアルタイムな部分はアクセス ポイントで実行し、認証、セキュリティ管理、

およびモビリティは WLAN コントローラで処理します。LWAPP を使用するシスコの Centralized 
WLAN Solutionは、スプリット MAC を使用した 初の集中型 WLAN システムです。

トラフィック処理の観点から見ると、分散 Lightweight アクセス ポイントに関連付けられた無線クラ

イアントからのすべてのデータ トラフィックは、アクセス ポイント自体でカプセル化され、中央集中

型無線 LAN コントローラに伝送されます。このコントローラは、トラフィックを集約し、有線ネット

ワークとの間の IP トラフィックの入力および出力の単一ポイントになります。トラフィックは、

LWAPP を使用してアクセス ポイントから中央集中型コントローラにトンネリングされます。LWAPP 
トンネルは、コントロール トラフィックとデータ トラフィックを伝送するレイヤ 2 トンネルです（元

のイーサネット フレームは LWAPP カプセル化されます）。データ トラフィックは UDP ポート 12222 
を使用し、コントロール トラフィックは UDP ポート 12223 でカプセル化されます。Radio Resource 
Manager はポート 16666/16667 を使用します。また、コントロール トラフィックは AES 暗号化され

ますが、データ トラフィックはクリア テキストです。

定義された各 SSID のための別々の論理トンネルはありません。単一の論理トンネルだけが各アクセス 
ポイントと中央集中型 WLAN コントローラの間に構築されます。この LWAPP トンネルを使用して、

アクセス ポイントに関連付けられたすべての無線クライアントのデータ トラフィックが、この関連付

けに使用されている SSID に関係なく、伝送されます。

図 4 は、企業キャンパス ネットワーク内の Lightweight アーキテクチャの展開を示します。例として 2 
つのカテゴリのユーザ（従業員とゲスト）が定義されています。

Wireless LAN
Controller

Lightweight
 

RF 
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35
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LAN 
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図 4 Lightweight アーキテクチャの展開

トラフィック分離の観点から見ると、このシナリオは従来のキャンパス設計の有線展開に非常によく似

ています。その理由は、ユーザ独自の SSID に関連付けられているさまざまなカテゴリのユーザからの

トラフィックがメインの WLAN コントローラに集約された後で、対応する VLAN にブリッジされ、

初のレイヤ 3 ホップ デバイスに伝送されるためです。

図 5 は、従来のキャンパス展開の有線シナリオ（アクセスのレイヤ 2）とよく似た方法で、VLAN を
使用してレイヤ 2 ドメインのゲスト トラフィックと企業内部のトラフィックの分離を維持する方法を

示します。

VLAN

15
35

57

 

 3

= L2 

= SSID

airespace

Airespace
Controller

LWAPP LWAPP
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図 5 有線展開と無線展開の類似点

キャンパス ネットワークに WLAN コントローラを配置する場合、いくつかの代替設計を展開できま

す。シスコでは、中央のロケーション（データ センターなど）に WLAN コントローラを配置して、こ

の環境のハイ アベイラビリティで継続的な監視特性を利用することを推奨しています（図 6 を参照）。
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図 6 キャンパス ネットワーク内の Cisco Wireless LAN Controller の配置

LWAPP を使用した製品の運用を含む、統合的な無線アーキテクチャをベースにした Cisco Unified 
Wireless Network の設計と実装の詳細については、『Enterprise Mobility 3.0 Design Guide』

（http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Mobility/emob30dg/emob30dg-Book.html）
を参照してください。

802.1x Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN）（有線）

従来の 802.1x 有線ポートでは、認証サーバでアイデンティティ情報を確認して、ポートに接続されて

いるサプリカントが認証されるまで、スイッチはネットワークへのアクセスを提供しません。現在、有

線トポロジには SSID の概念はありません。有線および無線両方のメディア タイプで、認証失敗はネッ

トワークへの不正アクセス防止に非常に効果的です。これが、一部の企業がLAN エッジで広範囲に 
802.1x をイネーブルにすることを求める主な理由です。このデフォルトの動作を図 7 に示します。

15
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図 7  一般的な 802.1x 認証失敗

ただし、有線トポロジの場合、802.1x 対応ゲストまたはパートナーが有線ポートを経由してエンター

プライズ LAN へ接続できるという事実に対処する方法が必要です。

Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） は、802.1x ポートがクライアントに限定されたサービスを提供す

るように設定できます。これらのクライアントは 802.1x 準拠で、認証プロセスに失敗するため別の 
VLAN にはアクセスできません。制限された VLAN では、認証サーバで有効な資格情報を持たない

ユーザ（通常は企業へのビジター）が限定されたサービスのセットにアクセスできます。管理者は、制

限された VLAN で利用できるサービスを制御できます。

（注） ゲスト VLAN とAuth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） の両タイプのユーザに同じサービスを提供する場

合、同じ VLAN をゲスト VLAN とAuth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） の両方として設定できます。

ゲスト VLAN については、クライアントレスベースの認証（P.29） を参照してください。

Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） 機能を使用すると、ポート単位で、802.1x 認証試行を 3 回行った

後でイネーブルになるように（デフォルト） VLAN を設定できます。次にポートをイネーブルにし、サ

プリカントがネットワークにアクセスできる VLAN でポート フォワーディングを許可します。

Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） では、802.1x に準拠し、認証プロセスに失敗するため別の VLAN 
にアクセスできないクライアントに、802.1x ポートで限定されたサービスを提供するように設定でき

ます。

ユーザが 802.1x 認証に失敗する理由はいくつかあります。また、Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） 
の展開を評価するには、包括的なセキュリティ ポリシーを参照する必要があります。Auth-fail VLAN

（認証失敗 VLAN） は、認証に失敗するデバイスまたはエンド ユーザに 終的にアクセスを付与しま

す。この認証失敗イベントは許可されたデバイスとは区別できますが、何らかの形でネットワーク ア
クセスが必要な 802.1x 対応ゲストまたはパートナーと、ハッカーや不正ユーザは区別できません。同
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じ原則が無線トポロジにも当てはまります。802.11 がイネーブルで、別の SSID による認証が提供され

ない場合、ネットワークから不正ユーザを排除する方法はありません。無線の場合は、SSID を使用し

てセッション全体を区別します。有線の場合は、同様のタスクに実際の認証失敗しか使用できません。

Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） の動作概要 
オーセンティケータ（アクセス スイッチ）は、クライアントの失敗した認証試行をカウントします。

このカウント数が、設定されている認証試行の 大数を超えると（デフォルトは 3）、ポートは

Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） に配置されます。ポートがAuth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） に
移動されると、図 8 に示されているように EAP success メッセージがクライアントに送信されます。

図 8 Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） の動作

この時点からのクライアントの動作は、3 つの変数の影響を受けます。この 3 つの変数とは、使用され

る 802.1x サプリカント（Microsoft または CSSC）、EAP プロトコル、およびオーセンティケータとし

て動作する特定のスイッチ プラットフォームです。こうした相互依存については、このドキュメント

の以降の項で説明します。

アクティブな VLAN をAuth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） として設定できますが、RSPAN VLAN ま
たは ボイス VLAN（VVID）は例外です。また、Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） 機能は内部 
VLAN（ルーティングされたポート）またはトランク ポートではサポートされていません。アクセス 
ポートだけでサポートされます。

（注） このプロセスが遂行されるには、実際に認証が失敗する必要があります。あらゆるタイプのタイムアウ

ト状態（サプリカント /オーセンティケータまたはオーセンティケータ /オーセンティケータ サーバ）

には、Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） 機能は対応しません。
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Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） の設定

IOS および CatOS オーセンティケータのAuth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） 機能をイネーブルにする

設定例を次に示します。

 • IOS ：
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 2
switchport mode access
dot1x pae authenticator
dot1x port-control auto
dot1x auth-fail vlan 5
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable

 • CatOS ：
set vlan 2 2/1
set port dot1x 2/1 port-control auto
set port dot1x 2/1 auth-fail-vlan 5
set spantree portfast 2/1 enable
set spantree bpdu-guard 2/1 enable

（注） ソリューションの一部としては検証されていませんが、ポートがAuth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） 
に設置されるための試行失敗数は dot1x auth-fail max-attempts コマンドを使用して IOS で設定でき

ます。このパラメータのデフォルト値は 3 で、CatOS では 3 はハードコードされたパラメータです。

Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） の検証

ユーザが 802.1x 認証に失敗して、スイッチ ポートがAuth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） に配置され

る理由には次のものがあります。

 • トンネリングされた EAP 方法（PEAP または EAP-FAST）を認証に使用し、サプリカントがサー

バ証明書を検証するよう設定されている場合。この場合、次の 2 つのシナリオがあります。

 – ほとんどのサプリカントは、Certificate Trust List（CTL; 証明書信頼リスト）を使用して、ト

ンネリングされた方法でサーバ証明書を検証するように設定されています。この場合、

Remote Authentication Dial In User Service（RADIUS）サーバから送信される証明書がサプ

リカントに信頼されていなければ認証は失敗します。つまり、サプリカントは、サーバ証明書

に署名し、発行する仲介者を信頼します。あらかじめ設定されている CTLの例を図 9 に示し

ます。これは、Microsoft サプリカントで使用できる信頼されたルート証明機関リストです。
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図 9 Microsoft サプリカントの CTL 例

ゲスト アクセスのシナリオを含む多くの場合、RADIUS サーバから送信される証明書を提供

した認証局（CA）がクライアント CTL に含まれていない可能性があります（特にプライベー

ト CA が使用される展開の場合）。そのため、トンネル確立フェーズで試行された TLS ハンド

シェイクは失敗します。クライアントとサーバ間の Secure Sockets Layer（SSL） トンネルを

確立するためのバックエンド サーバ検証ができないため、クライアントは認証試行を拒否し

ます。Asynchronous Communications Server（ACS）では、メッセージは図 10 に示されてい

るように表示されます。

図 10  クライアントからの認証失敗

デフォルトでは、Microsoft サプリカント（WZCSVC）および Cisco Secure Services Client
（CSSC）は、トンネリングされた方法が設定されている場合にサーバ証明書を検証します。

Meetinghouse AEGIS の旧バージョンのクライアントは、デフォルトでサーバ証明書を信頼し

ませんでした。

 – Windows XP SP2 の WZSVC のデフォルト以外の設定では、サプリカントはサーバ証明書を

条件付きで検証できます。このように、エンド ユーザには証明書を受け入れるように通知す

るポップアップ ウィンドウが表示されます（HTTPS トランザクションの場合と同様です）。

WZCSVC によって提供されるこの機能の例を図 11 に示します。
16
ネットワーク バーチャライゼーション — アクセス コントロール デザイン ガイド

OL-13880-01-J



 
  クライアントベースの認証  
図 11 サーバ証明書の条件付き信頼

（注） この条件付き信頼の機能は CSSC では使用できません。

ポップアップが表示されると、エンド ユーザは認証サーバから送信された証明書を手動で受

け入れて、SSL ハンドシェイクにより認証が失敗するのを回避できます。この時点での認証

は、次の 2 番目および 3 番目の項目で説明する 2 つの理由のいずれかによって失敗することが

あります。

 • クライアントが、RADIUS サーバ（またはバックエンド認証サーバ、Active Directory など）に

誤った資格情報を送信する場合。通常、Windows に使用されるのと同じ資格情報が 802.1x 認証に

も使用されます。これは、WCZSVC のデフォルトの動作です。CSSC では、図 12 に示すように、

クライアントが Windows の資格情報で動作するかどうかを設定できます。

図 12 CSSC の認証オプション

サプリカントはRADIUS サーバによってサポートされていない EAP タイプを試行するように設定

されています。
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CSSC の動作 

WZCSVC は PEAPv0 を使用し、CSSC クライアントは PEAPv1（「Cisco PEAP」）を使用します。こ

のわずかな違いによって、次に示すように動作全体が異なることはありません。CSSC によって認証失

敗が検証される動作は、WZCSVC とは大きく異なっています。CSSC は、バージョン 4.0(5) では

Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） に対応していません。CSSC は、認証失敗イベントの結果として 
EAPOL-Logoff フレームを送信します。CSSC 4.0(5) の標準的な展開の 2 つのデフォルト値がこれに関

連しています（図 12 に示す [Interactive Authentication Retries] および [Non-Interactive 
Authentication Retries]）。

図 13 CSSC の展開パッケージ

図 13 に示す画面は、CSSC の展開パッケージの画面です。これらの値を変更するには、展開パッケー

ジを作成して、デフォルトの動作モードを変更する方法しかありません。「Interactive」とは、サプリ

カントがキャッシュされた資格情報を使用しておらず、エンド ユーザに要求する場合を言います。

「Non-Interactive」とは、サプリカントがSingle Sign On（SSO; シングルサインオン）用のキャッシュ

された資格情報、またはマシン認証用のキャッシュされた資格情報（802.1x 認証用に同じ Windows の
資格情報が RADIUS サーバにも送信される）を使用している場合を言います。

上の図に表示される値は、EAPOL-Logoff が送信される場合のものです。これらのタイマーの値は、

サプリカントがスイッチに EAPOL-Logoff メッセージを送信するまでに受信可能な EAP Failure メッ

セージの数を表します。Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） を検討する場合は、（dot1x auth-fail 
max-attempts コマンドを使用して）各スイッチ ポートで設定される Auth-Fail-Max-attempts パラ

メータの値を相互に関連付けることが重要です。このパラメータは、スイッチがサプリカントにEAP 
Success メッセージを送信するまでに RADIUS サーバから受信する RADIUS Reject メッセージの数を

指定します。デフォルト値は 3 で、これによってスイッチは図 8 に示されているように動作します。
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AAA サーバから 3 つめの RADIUS Rejectメッセージを受信すると、EAP Success がクライアントに送

信されます。その結果、サプリカントはオーセンティケータから 2 つを超える EAP Failure メッセージ

を受信しません。これによって、次の 2 つのシナリオになります。

 • インタラクティブなリトライ：クライアントは 2 つを超える EAP Failure メッセージを受信せず、

EAPOL-Logoff を送信しないため、スイッチ ポートがAuth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） に配置

されます。

 • ノンインタラクティブなリトライ：クライアントは 初の EAP Failure を受信した後に、

EAPOL-Logoffを送信します。そのため、スイッチはそのポート上のそのクライアントのセッショ

ン ステート をクリアします。これによって、図 14 に示されているように、サプリカントが認証に

失敗し、その結果 EAPOL-Logoff を送信するエンドレス ループが作成されます。

図 14 失敗後の EAPOL-Logoff

（注） 上記の動作は、CatOS ソフトウェアを実行している Catalyst 6500 プラットフォームでみられます。

Catalyst 3750 および 4500 の動作確認済みの Cisco IOS リリースは、Logoff メッセージに関係なくス

イッチ ポートがAuth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） に配置される不具合（CSCsg75620）の影響を受

けています。IOS では、スイッチは EAPOL-Logoff の受信後に Auth-Fail-Max-attempts パラメータを

リセットしません。Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） の展開では、上記の展開パッケージでデフォ

ルト値を再設定し、これらの値を両方とも 4 以上に設定して正常に展開できるようにすることを推奨し

ます。インタラクティブ値およびノンインタラクティブ値の推奨値は、4 以上です。

デフォルトでは、Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） がなく認証に失敗した場合、スイッチには 60 秒
のデフォルトの保持タイマーがあるため、EAPOL-Logoff の送信は重要ではありません。ただし、

Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） シナリオの場合にEAPOL-Logoff フレームの伝送が問題になるの

は、1 回めの失敗後、実際には保持タイマーがなく、スイッチがただちにセッションを再認証しようと

することです。さらに、サプリカントから送信された EAPOL-Logoff フレームは、スイッチによって

通常の処理が行われています。IOS では、これによってAuth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） の展開に

対する認証失敗数もゼロにリセットされ、このプロセスがただちに再度繰り返されます。これは、

RADIUS 上での潜在的な DoS 攻撃です。イベントの発生を防止または遅延させるための保持ステート

なしに、1つのマシンがアイドル状態になり、認証に繰り返し失敗する可能性があります。ただし、前
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述のようにデフォルトの展開パッケージを変更し、上記の両方のパラメータのデフォルトのリトライ数

を 3 より大きく設定すると、Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） が動作します。また、CSSC コード

の 4.1 リリースでは、これらのデフォルト値は 3 より大きい数値に変更されています。

CSSC と Catalyst 6500

クライアントが RADIUS サーバで 802.1x 認証に失敗したときのイベント シーケンスを図 15 のスニ

ファー トレースに示します。

図 15 Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） の展開

クライアントは 2 つの EAP Failures を受信しますが（フレーム 9 と 17）、3 回めの認証失敗後にスイッ

チは実際には EAP Success を送信します（フレーム 25）。

この時点で、スイッチ ポートが開き、Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） に配置されるため、クライ

アントは Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サーバから IP アドレスをプルし（フレーム 
56 ～ 59）、ネットワークに接続できます。

ユーザの側では、図 16 に示すように、サプリカントがまだ接続を試みているかのように表示されま

す。
20
ネットワーク バーチャライゼーション — アクセス コントロール デザイン ガイド

OL-13880-01-J



 
  クライアントベースの認証  
図 16  Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） 導入時のサプリカントの GUI

この動作が行われるのは、スイッチがトンネル外部に EAP Success を送信したにもかかわらず、サプ

リカントが（SSL トンネル内で）内部認証に失敗したと認識しているためです。

初の EAP-Success を受信してから 30 秒後に、サプリカントは新しい EAPOL-Start を送信し（フ

レーム 316）、再度認証しようとします。オーセンティケータは、このフレームを受け付けず、単に破

棄するだけです（ポートがAuth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） にあるため）。図 17 に示されているよ

うに、この時点でサプリカントは「中止」され、接続および認証のステートになります。
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図 17 再認証試行のタイムアウト後のサプリカントの GUI 

（注） 前述の考慮事項は表面的な問題です。接続性の観点からは、スイッチポートがAuth-fail VLAN（認証

失敗 VLAN） に配置されるとすぐに、クライアントがネットワークに通信できます。これは、サプリカ

ントが制御ポートの概念を示さないためです。

CSSC と Catalyst 3750 および Catalyst 4500

サプリカントが AAA サーバで 802.1x 認証に失敗したときのイベント シーケンスを図 18 のスニ

ファー トレースに示します。
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図 18 サプリカントの混乱後のスイッチによる EAPOL-Starts の受け付け

クライアントは 2 つの EAP Failureを受信しますが（フレーム 17 と 30）、3 回めの認証失敗後にスイッ

チは実際には EAP Success を送信します（フレーム 42）。

この時点で、スイッチ ポートが開き、Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） に配置されるため、クライ

アントは DHCP サーバから IP アドレスをプルし（フレーム 44 ～ 47）、ネットワークに接続できます。

ユーザの側では、図 19 に示すように、サプリカントがまだ接続を試みているかのように表示されま

す。
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図 19  Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） 導入時のサプリカントの GUI

この動作が行われるのは、スイッチがトンネル外部に EAP Success を送信したにもかかわらず、サプ

リカントが（SSL トンネル内で）内部認証に失敗したと認識しているためです。

初の EAP-Success を受信してから 30 秒後に、サプリカントは新しい EAPOL-Start を送信し（フ

レーム 162）、再度認証しようとします。Catalyst 6500 プラットフォームでみられるものとは異なり、

Catalyst 3750 および 4500 は実際に EAPOL Start メッセージを受け付けて、RADIUS サーバとの 
RADIUS 通信を開始します（フレーム 165 ～ 307）。認証は失敗し続けるため、オーセンティケータは

クライアントに送信される EAP-Success を無期限に作成し続けます（フレーム 308）。この動作は 2 つ
の結果を招きます。

 • クライアントは図 20 に示されているように 30 秒ごとに再認証交換を強制し、RADIUS サーバに

対して一種の DoS 攻撃を実行します。

 • 実際にはクライアントはネットワークに接続されていますが、サプリカントの GUI は無期限に

「接続中」のステートのままになります。
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図 20 Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） による RADIUS上の DoS 攻撃

これは不具合のある動作です（CSCsd42505）。リリース 12.2(35)SE および 12.2(31)SGA ではこの点

を開発して、3750 および 4500 でスイッチ ポートがAuth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） に配置される

と、6500 のように動作して、クライアントから受信した EAPOL Start メッセージを確認なしで破棄で

きるようにする予定です。

多数のステーションをAuth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） に配置した場合のこの動作の影響を検討す

る必要があります。

WZCSVC の動作

Windows XP プラットフォームの WZCSVC サプリカントの動作は、CSSC サプリカントとほぼ同じで

す（図 21 を参照）。動作も、CatOS で CSSC クライアント が使用されている場合にみられる動作と同

じです。唯一の違いは、スイッチ ポートがAuth-fail VLAN（認証失敗 VLAN）（次のフレーム 135、
234、317）に配置された後でサプリカントが 60 秒（30 秒ではなく）ごとに EAPOL-Start を送信する

ことです。またCSSC では EAPOL-Start が 1 つしか送信されなかったのに対して、中止するまでに

EAPOL-Start メッセージ（スイッチによって破棄される）が 3 つ送信されます。
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図 21 混乱した WZCSVC サプリカントでのAuth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） の展開

オーセンティケータから応答を受信せずに 3 つめの EAPOL-start を送信した後、サプリカントは認証

試行を中止して、「オープン」ステートになります（図 22 を参照）。WZCSVC は IP スタックを制御し

ません。

サプリカントが 3 つめの EAPOL-Start を送信した後、実際に認証試行を中止していることを、エンド 
ユーザに対して直接示すものは何もありません。これは、ネットワーク インターフェイスが「認証中」

を示し続けるか、または 終的な「接続済み」を示すためです。
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図 22 混乱した WZSCVC サプリカント

ただし、クライアントは、Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） に対応するプールからネットワーク ア
ドレスをプルし、ネットワークに接続できます。

また、WZCSVC サプリカントで Active Directory（AD）がバックエンド データベースとして使用さ

れ、ユーザが AD で見つからないか、送信されたパスワードが誤っている場合、RADIUS サーバとの

通信中にサプリカントが動作しなくなることがあります。その結果、認証試行は失敗せず、スイッチ 
ポートはAuth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） に配置されません。これは、このシナリオではネット

ワーク アクセスを提供できないことを示しています。

このサプリカントは、サーバの失敗メッセージへの失敗応答を返しません。ACS では、これにより、

EAP ステート マシンが 後の EAP-MSCHAP 失敗コードおよび RADIUS-Reject を送信する次の段階

に移行しません。そのため、ACS はすぐには RADIUS-Reject をスイッチに送信しません。それでも

なお、結果的には失敗になります。動作上は、各対話の 初の 2 つの認証失敗は、RADIUS の拒否で

はなくチャレンジになります。次に、3 つめの失敗した試行で拒否が送信されます。Auth-fail VLAN
（認証失敗 VLAN） に関しては、RADIUS-Rejects 受信後にイネーブルになるため、エンド ユーザは実

際にはAuth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） が起動するまでに 9 回失敗しなければならないことになり

ます。また、WZCSVC サプリカントには 「アカウントが失効しました」、「ログオン時間が不適切で

す」などの意味のあるメッセージは表示されません。このサプリカントに適合する失敗のシナリオは、

誤ったパスワード（誤っていなければユーザが認識される）または失効したパスワードだけです。この

動作が発生するのは、ACS からのサーバ証明書を完全に信頼するか、条件付きで信頼するマシンおよ

びユーザの PEAP の場合で、資格情報が実際にドメインから削除されている場合だけです。
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Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） のまとめと推奨事項

802.1x の有線メディアでは、認証に失敗するデバイスへのアクセスを提供する必要があります。これ

がAuth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） です。これは、ネットワーク バーチャライゼーション アーキテ

クチャにおいて 802.1x に対応したゲストおよびパートナーのネットワーク アクセスを提供する方法と

しても使用できます。

国や地域別環境、無線メディアの二次的性質、および 802.11 ステーション認証から、これは無線の問

題ではありません。802.11 がイネーブルで、認証が行われず、ブロードキャスト SSID が使用されてい

る場合、ゲストまたはパートナーの問題は簡単に解決できます。実際に 802.1x 認証に失敗するデバイ

スにアクセスを提供しようとする必要はありません。通常は、IPsec、PPP、またはダイヤルアップ環

境の問題でもありません。エンタープライズ LAN エッジの有線メディアにおいてこれが問題となりま

す。Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） は、ホスティングする企業が未知の 802.1x 対応有線エンティ

ティを処理する方法として使用できます。

ただし、上記で検証されたように、Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） に関してアーキテクチャ上の

問題がいくつかあります。802.1x フレームワークでは、EAP は サプリカントと EAP サーバの間にあ

ります。現在のCisco スイッチは、EAP アーキテクチャから除外されることはありませんが、EAP 
サーバではなく、オーセンティケータとして動作します。これは、主としてこれらのスイッチが 
802.1x および RADIUS を介した EAP 転送として機能し、EAP サーバとなる認証サーバに依存するこ

とを意味します。スイッチは EAP のパススルー モードで動作するため、オーセンティケータだけから

の認証対話の結果を変更しようとすると問題が発生することがあります。特に、EAP-Success を送信

するオーセンティケータの動作（その他の場合は EAPOL-Failure を送信）でこれが起こります。 初

の問題は、スイッチは実際に起こっていることを認識していないし、認識してはならないことです。本

質的にスイッチは EAP に中間者攻撃を加えます。

相互認証をサポートする EAP 方法の場合、サプリカントはネットワークを認証し、ネットワークはサ

プリカントを認証します。こうした方法では、認証が失敗した場合、サプリカントはトラフィックを許

可するポートを許可しないし、許可してはならないと想定することが妥当です。テストによって、

CSSC および WZCSVC のサプリカントは制御ポートの概念を示さないことが実証されていますが、今

後変わる可能性があります。トンネリングされた EAP 方法の場合、前述のように、サプリカントがト

ンネル内部の失敗（スイッチは何も行わない）と明確なチャネル成功を受信すると、これは矛盾する

メッセージになります。今後、信頼または許可してはならない無効な認証試行としてこの動作を処理す

るようにサプリカントを設定できるようになると考えられます。検証テストでは、これらの制限を考慮

しても、現在の動作はほとんどの EAP 方法で機能することが実証されています。ただし、上記で示さ

れているように、これは PEAP や EAP-FAST などのトンネリングされた方法ではまったくに機能しま

せん。検証では、このシナリオではサプリカントが混乱して、認証を繰り返し開始しようとするため、

タイムアウト状態になることが示されています。

システム検証の際に見つかった一連の問題から、スイッチ上で動作確認されているコード リビジョン

はネットワーク バーチャライゼーション ソリューションとしては推奨されません。ただし、スイッチ

はすでにほとんどのアーキテクチャ上の問題に対応しており、CSCse71105 および CSCse58950 に
よって動作確認されています。これによって、Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） の構造は変更され

ています。EAP-Successは伝送されなくなります。スイッチは、通常どおり失敗を処理します。新し

い動作を図 23 に示します（新しい動作は連続 2 回の失敗の 後に開始されます）。
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図 23 Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） ：新しい動作

連続して 3 回失敗すると、ポートが確認なしでイネーブルになります。この機能変更のために新しく追

加された Command Language Interpreter（CLI; コマンド ランゲージ インタプリタ）はありません。

ポートがイネーブルになるこの時点で、サプリカントはネットワークにアクセスするかどうかを選択で

きます（これは 終的にスイッチに制御されません）。これにより、サプリカントの動作を予測でき、

任意の EAP 方法を使用でき、サプリカントにとらわれないソリューションが提供されます。体系的な

レベルでのギャップは残りますが（エンドツーエンド セッション ステートの一致など）、前述の DDTS 
の 修正に基づいて展開可能になるはずです。またこれは、すべてのお客様が ACS または CSSC を実行

しているとは限らないため、Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） を稼動させようとする内部の展開だ

けに影響を与えます。CSSC では、外部ネットワークに移動していることがわかっている場合に、シス

テム トレイからサプリカントを一時的に停止する機能もエンド ユーザが使用できます。これにより、

サプリカントの 802.1x が無効になり、クライアントレス セッションとして処理できます。

クライアントレスベースの認証
現在、802.1x は企業ネットワークのアクセス レイヤ上での推奨されるポートベースの認証方法です。

802.1x には次の 3 つの主要コンポーネントがあります。

 • サプリカント

 • オーセンティケータ

 • 認証サーバ

通常オーセンティケータは、サプリカント ソフトウェアを実行するホスト デバイスを認証サーバに対

して認証しようとします。一部のオペレーティング システムでは、デフォルトで 802.1x サプリカント

機能がイネーブルですが（Windows XP など）、すべてのデバイスにオペレーティング システムに組み
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込まれたサプリカント機能があるわけではありません。たとえば、ほとんどのプリンタ、IP 電話機、

ファックス機などにはこの機能はありませんが、802.1x 認証なしでもネットワーク内で許可される必

要があります。802.1x の非応答ホスト問題のベースとして、補足的な認証方法を採用する必要があり

ます。このソリューションベースの機能セットが MAC Authentication Bypass（MAB; MAC 認証バイ

パス）です。また、大企業ではルータやスイッチの例外リストはスケーラブルではありません。そのた

め、これらのホストをサポートするための手段が必要です。

ネットワーク バーチャライゼーションでは、アクセス コントロールが 802.1x 機能のないクライアント

や 802.1x 機能が一時的に停止されているクライアントも対象にして、エンド ユーザ /クライアントが

事前に認証インフラストラクチャに認識されない可能性がある環境で、モビリティをサポートする必要

があります。802.1x がそのような環境で実装されている場合、お客様は通常、プリンタ、テレビ会議

ユニット、衛星受信機、ファックスなどの非応答デバイスのネットワーク認証用に個々の MAC アドレ

スを（サービスの可用性に影響を及ぼすことなく）動的にプロビジョニングする機能を必要とします。

MAB は、MAC アドレスに基づいてネットワーク アクセスをコントロールするためのものです。

MAB の目的は、MAC アドレスに基づいてポート ベースのネットワーク アクセス コントロールを提供

し、MAC アドレスに基づいてクライアント セッションにポリシーを動的に適用することです。

ゲスト VLAN を使用して、802.1x 機能がないクライアントのアクセス、およびクライアントの MAC 
アドレスが事前に認識されていない場合のアクセスを提供することもできます。ゲスト LAN は本来エ

ンド ユーザの 802.1x サプリカント機能に対応した展開として設計されていますが、モバイル ゲスト 
ユーザ用のオプションも提供します。

また、このドキュメントでは、Cisco Catalyst スイッチング製品ラインの 近の機能変更に応じた更新

が反映されています。この更新は、ネットワーク バーチャライゼーションをサポートする関連アーキ

テクチャに影響を及ぼすことがあります。

静的 VLAN の設定

このアプローチでは、キャンパス内のアクセス レイヤ スイッチの各スイッチ ポートを手動で VLAN 
に割り当てる必要があります。このアプローチには多くの欠点があります。たとえば、企業ネットワー

ク全体のモビリティ機能がないこと、ネットワークへの接続を許可する前にユーザを識別するメカニズ

ムがないことなどです。互いに分離されている複数のユーザ グループをサポートする設計では、各ス

イッチ ポートが 大限まで使用されていない場合でも特定のユーザ グループ用に予約されるため、コ

スト増加という欠点もあります。

802.1x ゲスト VLAN
ネットワークに 802.1x を導入し始めている企業では、ゲスト VLAN 機能の利用は 802.1x サプリカン

トが備えられていないクライアントにネットワーク アクセスを提供するための重要な要素になります。

802.1x のゲスト VLAN 機能は、当初は企業がネットワーク接続を提供しながら、802.1x に対応するク

ライアント デバイスに簡単に移行するための 移行ツールとして導入されました。

VLAN は、ゲスト VLAN、ボイス VLAN（VVID）、およびリモート SPAN（RSPAN）に使用する 
VLAN として設定できます。ゲスト VLAN 機能は、現在すべての Cisco Catalyst プラットフォーム

（Cisco IOS を実行する 4500、3750、3560、2950、およびCatOS を実行する 6500）でサポートされて

います。近い将来、Catalyst 6500 プラットフォームの Cisco IOS ソフトウェア リリースに統合される

予定です。

802.1x ゲスト VLAN 機能

図 24 は、802.1x ゲスト VLAN 機能を示しています。
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図 24 ゲスト VLAN 機能

現在、スイッチ ポートが 初にリンクを受信すると、EAP-Identity-Request メッセージが送信されて、

802.1x サプリカントがアクティブに検索されます。これは、ポートに接続されているデバイスにサプ

リカントがあるかどうかどうかに関係ありません。

ユーザのマシンに 802.1x 機能がない場合は、スイッチからの要求に応答はありません。タイマー

（tx-period）の期限が切れると、スイッチは新しい EAP-Identity-Request を送信します。この動作は、

802.1x 仕様によって決定されます。このプロセスは、スイッチからの 3 回目の要求に無応答になるま

で続行されます。リトライ数は、max-reauth-req パラメータの値によって決まります。 大リトライ

数を超えると、スイッチ ポートに 802.1x ゲスト VLAN 機能が設定されている場合は、ポートはゲス

ト VLAN に移動し、スイッチはクライアントに EAP-Success メッセージを送信します。このメッセー

ジは、クライアントから無視され、破棄されます。

802.1x プロセスから見ると、ポートが許可され、802.1x ステート マシンが認証ステートになり、これ

以上セキュリティまたは認証メカニズムが適用されなくなります（802.1x ステート マシンは停止しま

す）。これは基本的には、管理者が 802.1x を無効にし、ポートを特定の VLAN にハード設定した場合

と同様の動作です。

802.1x ゲスト VLAN の設定

図 24 に示す動作は、ゲスト VLAN 機能に影響を与える 802.1x パラメータ max-reauth-req と 
tx-period のデフォルト値を使用するときに当てはまります。

max-reauth-req パラメータは、スイッチが接続されているクライアントから応答を受信するまでに、

ネットワーク上で EAP-Identity-Request フレームを再送信する 大回数を設定します。この値は、デ

フォルトで 2 に設定されています。図 24 に、リンクアップ時に 初の EAP-Identity-Request フレーム

が送信された後で、リトライが 2 回（ステップ 2 と 3）表示されているのはそのためです。（CatOS お
よび IOS で）このパラメータの変更に使用するコマンドは次のとおりです。

 • CatOS
cat6500> (enable) set dot1x max-reauth-req ?
   <max-reauth-req>     maximum number of retries to supplicant (1..10)

 • Cisco IOS
cat3750(config-if)#dot1x max-reauth-req ?
  <1-10>  Enter a value between 1 and 10
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tx-period パラメータは、スイッチが EAP アイデンティティ要求フレームを送信するまでに、クライ

アントからのこの要求への応答を待機する秒数を設定します。デフォルト値は 30 秒で、次のように設

定できます。

 • CatOS
cat6503> (enable) set dot1x tx-period ?
  <tx-period>                tx period (1..65535 seconds)

 • Cisco IOS
cat3750(config-if)#dot1x timeout tx-period ?
     <1-65535>  Enter value between 1 and 65535

max-req パラメータは Cisco IOS の設定可能な 802.1x パラメータの一部です。max-req パラメータは 
max-reauth-req パラメータと異なり、スイッチが EAP-Identity-Request 以外のタイプの 
EAP-Request フレームに対して実行する 大リトライ数を表します。基本的に、このパラメータは 
EAP データ フレームを示しています。これは、サプリカントが初期 EAP-Identity-Request フレームに

応答した後に交換される EAP フレームです。このため、max-req パラメータは、有効な 802.1x サプ

リカントが接続されている場合に限り有効で、ゲスト VLAN サービスには適用されません。

次以降の Cisco IOS ソフトウェア リリースを実行する場合、前述の設定例に示されているパラメータ

の設定値は、各種 Catalyst スイッチ プラットフォームで一致しています（これ以前のリリースでは、

設定値はプラットフォーム固有です）。

 • Catalyst 3560：12.2(25)SEE

 • Catalyst 3750：12.2(25)SEE

 • Catalyst 4500：12.2.(31)SG

CatOS ソフトウェアを実行する Catalyst 6500 の場合は状況が異なります。主な違いは、8.5 よりも前

の CatOS リリースでは max-reauth-req パラメータがないことです。つまり、前述の同じパラメータ

（max-req）を使用して EAP-Identity-Request と EAP-Data フレームの両方の再試行数を調整します。

また、設定可能な値は、Cisco IOS で設定されている値と一致することにも注意してください。

max-reauth-req（および max-req）は 1 ～ 10、tx-period は 1 ～ 65535 です。

802.1x ゲスト VLAN の設定全体は比較的単純ですが、次のように IOS ソフトウェア リリースと 
CatOS ソフトウェア リリースを実行するスイッチで異なります。

 • Cisco IOS 
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 2
switchport mode access
dot1x pae authenticator
dot1x port-control auto
dot1x guest-vlan 10
dot1x max-reauth-req 2
dot1x timeout tx-period 30
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable

 • CatOS 
set vlan 2 2/1
set port dot1x 2/1 port-control auto
set port dot1x 2/1 guest-vlan 10
set spantree portfast 2/1 enable
set dot1x max-reauth-req 1
set dot1x tx-period 30
set spantree portfast 2/1 enable
set spantree bpdu-guard 2/1 enable
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（注） CatOS システムの場合、max-reauth-req および tx-period の値は、Cisco IOS ソフトウェアの値である

ため、ポート単位でなくグローバルレベルで設定します。

次の式は、ゲスト VLAN がイネーブルになるまでの時間間隔を計算します。

[(max-reauth-req + 1) × tx-period]

エンド ステーションは、ネットワークにトラフィックを送信しようとするため、エンド デバイスを

終的に認証する時間はさまざまです。上記に従って 802.1x をすぐにタイムアウトするように調整した

タイマーの動作を、図 25 に示します。

図 25 調整したタイマーが設定されているゲスト VLAN

この設定は、802.1x の標準的な機能で設定した場合の結果を考慮してから試行する必要があります。

起動時の 802.1x と DHCP の統合の問題を分析すると、理解しやすくなります。

ユーザが 802.1x サプリカントがインストールされているマシンを起動すると、ゲスト VLAN 用に設定

されたスイッチ ポートへの接続後の 802.1x マシン認証の使用に関して 2 つのシナリオが考えられま

す。マシン認証の詳細については、このドキュメントの対象範囲外なので触れません。

次の 2 つのシナリオが可能です。

 • 802.1x サプリカントに対してマシン認証をイネーブルにし、max-reauth-req を 0 に、tx-period を 
1 に設定してスイッチ ポートを設定します。システムが起動し、ポートが接続されると、スイッチ

はオンラインでサプリカントを見つけようとして、ただちにEAP-Identity-Request フレームを送

信します。ここで定義されている 802.1x パラメータ設定の結果、2 秒後にスイッチ ポートがゲス

ト VLAN に配置され、サプリカントが認証するまで 802.1x ステート マシンは停止します。起動

プロセス中のある時点で、クライアントのサプリカントは初期化を行い、マシン認証がイネーブル

であるため EAPOL-Start フレームを送信して認証プロセスを開始できます。このメッセージは、

デフォルトで CSSC では送信されますが、ネイティブ Windows XP 802.1x サプリカントでは送信

されません。Windows レジストリの設定が必要です。詳細については、次のURLを参照してくだ

さい。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/windows/dd148515.aspx

ただし、802.1x サプリカントが EAPOL-Start フレームを送信できる場合でも、DHCP および 
802.1x のプロセスはまったく非同期です。そのため、EAPOL-Start フレームを送信する前でも、

マシンはゲスト VLAN に関連付けられている DHCP プールから IP アドレスを取得できます。こ

の場合、ポートをゲスト VLAN から別の VLAN に配置できるため、マシン認証プロセスが正常に

完了した後で、IP アドレスを解放して、更新する必要があります。この場合、マシンで実行され

ているサプリカントがこのDHCP 更新をトリガーできないと、不具合が発生することがあります。

マシンは、適切なサブネットで IP アドレスを取得できません。
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さまざまなサプリカントで行われたテストでは、マシン認証プロセスの完了後、すべてのサプリカ

ントが IP アドレスを更新できることが示されています。ただし、これはデフォルトで CSSC の場

合だけで、Microsoft クライアントでは行うことができません。Windows XP では、前述したよう

にレジストリ設定が必要です。設定しないと、マシンが EAPOL-Start を送信しないのでゲスト 
VLAN で動作しなくなります。ユーザが（対話型ログオンのゲートウェイとして機能する） 
Graphical Identification and Authentication（GINA）インターフェイスを介してログインするとき

に同じ状況になります。

 • 802.1x サプリカントはマシン認証に対応していません。この場合は、起動プロセス中にスイッチ 
ポートをゲスト VLAN に配置でき、マシンはゲスト VLAN プールから IP アドレスを取得できま

す。これは、max-auth-req および tx-period パラメータが設定可能な 小値に設定されている場合

だけでなく、起動プロセスが (max-reauth-req + 1) × tx-period の秒数より長くなるたびに発生しま

す。一般的なゲスト VLAN セキュリティ ポリシーでは、社内リソースへの通信は制限されます。

これにより、Windows クライアントが Windows Active Directory（AD）ネットワーク環境に参加

する必要があるすべてのシナリオで、起動プロセスが中断される可能性があります。AD ドメイン 
コントローラとの接続が不要な場合でも、ユーザがログインし、正しく認証されると、前述のよう

に同様に IP アドレスを更新する必要があります。さまざまなサプリカントで行われた検証テスト

では、デフォルトで CSSC クライアントは IP アドレスを更新できる一方で、Microsoft サプリカン

トではレジストリ設定を変更してユーザのログイン後に EAP 認証プロセスを開始する必要がある

ことが示されています。

つまり、tx-period および max-reauth-req パラメータを設定可能な 小値に設定すれば、スイッチ ポー

トをゲスト VLAN に配置するために必要な時間間隔を短縮できます。Microsoft XP サプリカントを使

用している場合、802.1x 機能の中断を回避するために、シスコではデフォルトの Windows レジストリ

値を変更して Microsoft サプリカントがEAPOL-Start フレームを送信できるようにすることを推奨し

ています。これは、CSSC クライアントではデフォルトの動作です。

Wake-on-LAN 入門

Wake-On-LAN（WoL）は、Intel と IBM の Advanced Manageability Alliance の成果である業界標準

です。WoL は、電源管理のウェイクアップ イベントを作成します。これは、今日の多くのNetwork 
Interface Cards（NIC; ネットワーク インターフェイス カード）の高度な電源管理機能です。WoL をサ

ポートしている NIC には、マザーボードに接続するための追加コネクタおよびケーブルが付いていま

す。マシンがサスペンド モードになった後、NIC がネットワークからデータを受信すると、マシンを

自動的に再有効化できます。この機能を使用してメール サーバをウェイクアップさせてメールを配信

したり、ソフトウェア管理のために夜間にパッチを導入したりできます。図 26 に示されているよう

に、802.1x のアーキテクチャによって、デフォルトでは 802.1x と WoL のいずれか一方を選択する必

要があります。

図 26 標準的な 802.1x の動作
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  クライアントレスベースの認証  
上記のように、スイッチは両方向の仮想ポートをコントロールします。これは、双方向制御ポートとし

て知られています。つまり、認証されるまでは EAPOL だけがスイッチ ポートに出入りする必要があ

ります。ただし、制御ポートの動作方向は IEEE 802.1x 仕様のセクション 6.4(b) に従って変更できま

す。したがって、WoL 環境と相互運用するために、ほとんどの Cisco Catalyst スイッチには、オプ

ション設定として単方向制御ポートが用意されています。WoL はポート単位の機能です。動作上は、

制御ポートは一方向にだけ動作する必要があります。このとき、WoL の 「マジック パケット」によっ

てネットワークを終了し、必要に応じてマシンをウェイク アップできます。マシンは、ネットワーク

にトラフィックを送信する前に、802.1x 認証を実行する必要があります。対応する設定は次のとおり

です。

 • Cisco IOS 
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 2
 switchport mode access
 dot1x pae authenticator
 dot1x port-control auto
 dot1x control-direction in
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable

 • CatOS 
set vlan 2 2/1
set port dot1x 2/1 port-control auto
set port dot1x 2/2 port-control-direction in
set spantree portfast 2/1 enable
set spantree bpdu-guard 2/1 enable

ポート上の発信トラフィックが 802.1x によってセキュリティ保護される前に許可され、認証されてい

ないポート上の着信トラフィックがすべてドロップされるため、上記の設定はこのテクノロジーの弱い

展開を表します。ただし、スパニング ツリーが、許可されていないポートのフォワーディング ステー

トに置かれるというわずかな変更があります。

（注） 802.1x での WoL 機能 は、必要なポートに限りイネーブルにすることがベスト プラクティスとなりま

す。

Catalyst スイッチでこのポート ベースの機能をサポートするには、次のリリース以降が必要です。

 • Catalyst 6500：CatOS 8.3(1)

 • Catalyst 4500：12.2(31)SG

 • Catalyst 3750：2970：12.2(25)SEC

 • Catalyst 2960：12.2(25)FX

 • Catalyst 2940：2950：12.1(22)EA5

802.1x、MAB、ゲスト VLAN、および WoL の展開に推奨されるベスト プラクティスは、事前に計画

を立てることです。エンド デバイス上に常駐する特定の Network Driver Interface Specification
（NDIS; ネットワーク ドライブ インターフェイス）の機能または設定が、リンク変更にどのように影響

するかをテストしてください。
35
ネットワーク バーチャライゼーション — アクセス コントロール デザイン ガイド      

OL-13880-01-J
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ゲスト VLAN と WoL の相互作用

オーセンティケータによってリンクダウン イベントが処理された後にマシンがスリープ状態になると、

スイッチ ポートが条件付きでダウンします。リンクはその後ただちにそのポートでアップに戻ります。

その際には、リンクアップ イベントがポートで同様に処理されます。ゲスト VLAN を設定している場

合、元の「スリープ状態になる」イベント後しばらくしてからゲスト VLAN がポートでイネーブルに

なります。このプロセスを図 27 に示します。

図 27 ゲスト VLAN で省電力モードになるマシン 

上の図に示すように、ゲスト VLAN もイネーブルの状態で省電力モードになるマシンは、リンク テー

トをバウンスして、ゲスト VLAN に展開されます。エンド ステーションの「休止」設定と「スタンバ

イ」設定には違いがあるため、特定の機能を詳細に検証して、802.1x が環境に及ぼす影響を評価する

必要があります。さらに、スリープ状態になる際に特定の実装の 802.1x サプリカントが

EAPOL-Logoff を送信するかどうか、または送信する必要があるかどうかを理解しておくことが重要

です。

上記の動作は、次の設定でポート上で行われます。

 • Cisco IOS 
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 2
 switchport mode access
 dot1x pae authenticator
 dot1x port-control auto
 dot1x guest-vlan 22
 dot1x control-direction in
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable

 • CatOS 
id1-6503-1> (enable) set port dot1x 2/2 guest-vlan 605
Port Control Direction set to IN on 2/2. Guest-VLAN can not be enabled.

id1-6503-1> (enable) set port dot1x 2/2 port-control-direction in 
Port 2/2 is guest-vlan enabled, Port Control Direction can not be set to IN.
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  クライアントレスベースの認証  
（注） 上記の CatOS 設定の例は、WoL 機能がすでにイネーブルなポートでゲスト VLAN をイネーブルにす

る（またはその逆の）試みを表しています。CatOS スイッチの場合、この組み合わせでは設定できま

せん。

IOS ベースのスイッチの場合、どの組み合わせで WoL とゲスト VLAN を展開しても、WoL 固有の機

能が不要になります。操作上では、ポートですでにゲスト VLAN がイネーブルの場合は、単方向制御

ポート自体を許容するための特定のポート設定は必要ありません。

2 つを組み合わせた環境のベスト プラクティスは、単方向制御ポート機能の設定に煩わされず、ゲスト 
VLAN 自体から WoL 機能をサポートすることです。ただし、第三者の未認証アクセスを提供する手段

としてゲスト VLAN を使用している場合、ネットワークの他の場所のWoL サーバがゲスト VLAN に
到達できる必要があります。ポートですでに設定されているアクセス VLAN から独立した VLAN とし

てゲスト VLAN を設定している場合、エッジに配置されたゲスト VLAN に関連付けられているサブ

ネットに到達するためには、WoL の実装を再設定して 802.1x を展開する必要があることを意味しま

す。

ネットワーク バーチャライゼーションは、PC の WoL 機能の動作に影響を及ぼす場合もあります。た

とえば、スイッチのゲスト VLAN が別のゲスト アクセス用の VRF または VPN へのエントランス基準

として機能する場合、このゲスト パーティションはエンタープライズ ネットワークの他の部分には意

図的に到達できません。ただし、WoL サーバは非公開で所有して企業の IT スタッフが操作することを

前提とすると安全であるため、ゲスト VLAN へ到達するための WoL サーバの要件とは矛盾する場合が

あります。したがって、これはネットワーク バーチャライゼーション アーキテクチャのサービス エッ

ジの設計の一部として計画する必要があります。詳細については、『Services Edge Design Guide』を参

照してください。

VoIP 展開との相互作用

802.1x と IP フォンの統合は、マルチ VLAN アクセス ポートのスイッチ設定に基づきます。マルチ 
VLAN ポートは、ネイティブ VLAN（PVID）と Auxiliary VLAN（VVID）の 2 つのVLAN に属して

います。これにより、音声とデータのトラフィックを分離して、PVID に限り 802.1x 認証をイネーブ

ルにすることができます。図 28 は、この 2 つの VLAN で発生する通信の種類を示しています。

図 28 マルチ VLAN ポート

802.1x がマルチ VLAN アクセス ポートでイネーブルの場合、サプリカントは認証プロセスを完了しな

ければ、データ用の（ネイティブ /PVID）VLAN にアクセスできません。IP フォンは、ポートの 
dot1x ステートにかかわらず、適切な Cisco Discovery Protocol（CDP）パケットの送信後に音声用の

（Auxiliary/VVID）VLAN にアクセスできます。組み込みの 802.1x サプリカントに対する広範囲なサ

ポートがないため、通常は Cisco IP フォンでは CDP を使用する必要があります。ただし、新しい IP 
フォン モデルではサプリカント機能を実現しています。さらに、スイッチ上での Multi-Domain 
Authentication（MDA; マルチドメイン認証）によって、802.1x および /または MAB を使用してネッ

トワーク上で電話機クライアントやデータ クライアントを認証する手段を提供します。
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  クライアントレスベースの認証
（注） IP フォンの MDA および 802.1x サプリカント機能は、このドキュメントの対象範囲外です。

802.1x やゲスト VLAN の機能と共にマルチ VLAN 機能をイネーブルにするために必要な Cisco IOS 
および CatOS のコンフィギュレーション コマンドは、次のとおりです。

 • Cisco IOS 
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 2
 switchport mode access
 switchport voice vlan 2
 dot1x pae authenticator
 dot1x port-control auto
 dot1x guest-vlan 10
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable

 • CatOS 
set vlan 2 2/1
set port dot1x 2/1 port-control auto
set port dot1x 2/1 guest-vlan 10
set port auxiliaryvlan 2/1 2
set spantree portfast 2/1 enable
set spantree bpdu-guard 2/1 enable

マルチ VLAN 機能およびゲスト VLAN 機能は、ネイティブの Cisco IOS イメージを実行する Catalyst 
6500 プラットフォームでは現在サポートされていません。Catalyst 6500 では、CatOS または Hybrid

（CatOS および Cisco IOS）が必要です。これらの機能は、他のすべての Catalyst プラットフォームに

ついて、次のソフトウェア リリース以降でサポートされています。

 • Catalyst 2950：12.1(12)EA1

 • Catalyst 3560：12.1(19)EA1

 • Catalyst 3750：12.1(14)EA1

 • Catalyst 4500：12.2(20)EWA 

 • Catalyst 6500：7.6(1)SG 

この項では、802.1x サプリカントを使用するユーザとサプリカントを使用しないユーザ間で IP フォン

のイーサネット ポートを共有するための環境について説明します。

IP フォンのポートに接続することでネットワークにアクセスする場合、後で PC を切断してもスイッチ 
ポートでリンクダウン イベントは発生しません。そのため、スイッチはこのイベントを認識せず、セ

キュリティの脆弱性を引き起こします。

（注） エンド ユーザとアクセス レイヤ スイッチ間にハブが配置されている場合にも同じ考慮事項が当てはま

ります。シスコでは、802.1x と組み合わせたハブの配置を正式にサポートしていないため、このト

ピックでは IP フォンの使用に限定して説明します。

同じ IP フォンの PC ポートを複数カテゴリのユーザ（802.1x サプリカントを使用するユーザと使用し

ないユーザ）が連続して使用するための条件を判断するには、主に次の 2 つの側面を考慮する必要があ

ります。

 • PC ポート上でリンクダウン イベントを検出後、クライアントの代わりに EAPOL-Logoff メッ

セージ を送信する IP フォンの機能（この機能をプロキシ EAPOL-Logoff と呼びます）。
38
ネットワーク バーチャライゼーション — アクセス コントロール デザイン ガイド

OL-13880-01-J



 
  クライアントレスベースの認証  
（注） プロキシ EAPOL-Logoff は、ファームウェア 7.2(2) の Cisco IPフォン 7940 および 7960 と、

ファームウェア ファームウェア 7.0(1) の Cisco IPフォン 7911、7941、7961、7970、および 
7971 で導入されています。両イメージは、2005 年 6 月にリリースされました。詳細について

は、次の URL を参照してください。 

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cuipph/7962g_7961g_7961g-ge_7942g_79
41g_7941g-ge/7_1/english/administration/guide/62614241ovr.html#wp1052619

 • EAPOL-Logoff メッセージ受信後のCatalyst スイッチ ポート上の 802.1x プロセスの動作モード。

これは、スイッチ プラットフォームや各ソフトウェア イメージによって異なります。上記に基づ

いて、次のサブセクションで説明する 2 つのシナリオを区別できます。

シナリオ 1

このシナリオでの考慮事項は、次のソフトウェア バージョン以前の Cisco IOS を実行している Cisco 
Catalyst スイッチ プラットフォームに当てはまります。

 • Catalyst 2950（IOS）：12.1(22)EA2

 • Catalyst 3560（IOS）：12.2(25)SE

 • Catalyst 3750（IOS）：12.2(25)SE

 • Catalyst 4500（IOS）：12.2(25)EWA 

次のリリース（以降）の CatOS を実行している Catalyst 6500 にも同じ考慮事項が当てはまります。

 • Catalyst 6500 (CatOS)：8.4(4)EWA

前述のように、Cisco IPフォンのイーサネット ポートに接続する場合、後から切断してもスイッチ 
ポートが検出できません。スイッチ ポートを認証済みステートから未許可のステートに変更できるよ

うに、Cisco IP フォンにはプロキシ EAPOL-Logoff 機能が搭載されていて、（すでに認証されている可

能性のある）ユーザがポートから切断したことを 802.1x プロセス に通知できます。

ゲスト VLAN と IP フォンの相互作用の説明では、Cisco IPフォンが EAPOL-Logoff をサポートする

次の 2 つのケースを区別することが不可欠です。

EAPOL-Logoff をサポートする IPフォン 
前述の設定例に示されているとおりに IP フォンがスイッチ ポートに接続されている場合、そのポート

はゲスト VLAN に割り当てられます（図 29 を参照）。

Cisco IPフォンは、802.1x サプリカントがないため、スイッチから発信された EAP メッセージには応

答できないことに注意してください。
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  クライアントレスベースの認証
図 29 IPフォンとゲスト VLAN

スイッチ ポートで実行されている 802.1x ステート マシンは、ここでは認証済みステートになっていま

す。この時点で、どのような状況が発生するかは IP フォンのイーサネット ポートに接続しているユー

ザによって異なります。次の 2 つの状況のいずれかが発生した場合、ポートはゲスト VLAN に設定さ

れたままになります。

 • ゲストが 802.1x サプリカントのないマシンを使用して接続する。

 • 内部の従業員（またはゲスト）が EAPOL-Start を送信できない 802.1x サプリカントを備えたマシ

ンを使用して接続する（Microsoft Windows XP サプリカントは、デフォルトでは EAPOL-Start を
送信しないことに注意してください）。この特別なケースでは、スイッチ ポートに接続すると 
802.1x 認証は正常に完了するのに、IP フォンのイーサネット ポートに接続すると正常に完了しな

いことをユーザが疑問に思う場合があります。

この 2 つの状況のどちらでも、802.1x ステート マシンは認証ステートのままになっています（実際に

は実行を停止します）。これは、ユーザが IP フォンを切断する場合も同様です。

EAPOL-Start を送信できるサプリカントを備えたマシンに従業員が接続する場合は、別の状況が発生

します。このパケットの受信によってスイッチ ポートの 802.1x ステート マシンが再起動され、認証に

成功した場合は、ポートが適切なデータ VLAN に配置されます。

ただし、12.2(31)SG を実行している Catalyst 4500の場合、上記のシナリオで電話機に接続した 
802.1x サプリカントが EAP-Success を受信しない場合があります。エラーの場合には、IP フォンに

よって EAP-Success に 802.1Q タグが付けられ、ドロップされます。CSCse49193 がこれに相当しま

す。さらに、4500では、802.1x 認証に成功しても、ユーザがゲスト VLAN 許可済みのままの場合が

あります。CSCsh47641 がこれに相当します。この 2 つのバグは 12.2(31)SGA で修正されるため、一

般公開時にこのリリースにアップグレードすることを強くお勧めします。

従業員が切断する場合、IP フォンが EAPOL-Logoff メッセージをスイッチに送信して、このイベント

を 802.1x プロセスに通知します。そのため、スイッチ ポートの 802.1x ステート マシンが未許可のス

テートになり、802.1x はアクティブなままです。サプリカントを探すいくつかの 
EAPOL-Identity-Request フレーム（この数は max-reauth-req パラメータの値で決まります）を送信

後、 終的にスイッチ ポートがゲスト VLAN に配置されます。このイベント シーケンスを図 30 に示

します。
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  クライアントレスベースの認証  
図 30 以前のソフトウェア リリースでのEAPOL-Logoff 機能

要約すると、ユーザ クライアントの機能に応じてユーザをゲスト VLAN またはデータ VLAN に配置

して、IP フォンに接続した後にスイッチとの 802.1x の対話を開始するため、このケースは 良のシナ

リオを表しています。さらに、IPフォンの EAPOL-Logoff 機能により、以前に IP フォンに接続してい

た従業員が切断すると、スイッチ ポートが必ずゲスト VLAN に配置され、そのポートをゲストが再利

用できるようになります。

EAPOL-Logoff をサポートしない IPフォン

前述の図 30 までは状況は同じです。この時点で、IPフォンが EAPOL-Logoff フレームをスイッチに

送信できないため、ポートは 802.1x 認証済みステートのままになります。認証済みのMAC アドレス

をスプーフィングし、802.1x 認証のフェーズを完全にバイパスすることによって、不正ユーザがポー

トにアクセスできるため、明らかにセキュリティ ホールが開いています。スイッチ ポートが認証済み

ステートの場合、正規のユーザが IP フォンに接続してもプロセスが中断するため、状況はさらに悪く

なります。実際に、新しいユーザの MAC アドレスがすでに認証されているいずれかのユーザと異なる

場合、スイッチがイベントをセキュリティ違反として処理する可能性があります。結果として、スイッ

チ ポートがエラー ディセーブル ステートで配置される可能性があります。この場合には、新しいユー

ザが接続できないだけでなく、IP フォンが切断されます。この場合にスイッチ ポートがゲスト VLAN 
に配置される唯一のシナリオは、802.1x 再認証がそのポートでイネーブルであり、ユーザが IP フォン

に接続する前に開始される場合です。これは、回避策として行う場合に限って推奨され、基本的には、

再認証だけをイネーブルにすることはお勧めできません。
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シナリオ 2

シナリオ 2 での考慮事項は、次の Cisco IOS ソフトウェア バージョン（以降）を実行している Cisco 
Catalyst スイッチ プラットフォームに当てはまります。

 • Catalyst 2950（IOS）：12.1(22)EA2

 • Catalyst 3560（IOS）：12.2(25)SE

 • Catalyst 3750（IOS）：12.2(25)SE

 • Catalyst 4500（IOS）：12.2(25)EWA 

このシナリオでも、次のリリース（以前）の CatOS を必要とする Catalyst 6500 プラットフォームでは

状況が異なります。

 • Catalyst 6500 (CatOS)：8.4(3)EWA

シナリオ 1 で説明しているとおり、IPフォンが EAPOL-Logoff フレームを送信できるかどうかによっ

てケースを区別する必要があります。

EAPOL-Logoff をサポートする IPフォン 
IP フォンがスイッチ ポートに接続され、前述の設定例で示されているとおりに設定されている場合、

ポートはゲスト VLAN に配置されます。（図 31 を参照）。

図 31 IPフォンとゲスト VLAN

この状況は、前述の シナリオ 1 の 初の状況と同様です。ただし、シナリオで示されている 初の状

況から、従業員が EAPOL-Starts を送信できるサプリカントを備えたマシンを接続すると、別の状況が

発生します。このパケットの受信によってスイッチ ポートの 802.1x ステート マシンが再起動され、認

証に成功した場合は、ポートが適切なデータ VLAN に配置されます。従業員が切断する場合、IP フォ

ンが EAPOL-Logoff メッセージをスイッチに送信して、このイベントの 802.1x プロセスを通知しま

す。そのため、スイッチ ポートの 802.1x ステート マシンが未許可のステートになり、実行を停止しま

す。このイベント シーケンスを図 32 に示します。
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図 32 EAPOL-Logoff 機能

ステート マシンを未許可のステートで停止するため、サプリカントを備えていない IPフォンにケーブ

ルを接続しようとするゲストは、ゲスト VLAN に配置されません。この状況に関係しないイベントは、

EAPOL-Start メッセージを送信できるサプリカントを備えたマシンを IP フォンに接続する場合だけで

す。

要約すると、EAPOL-Logoff を送信する IP フォンの機能は、次の項で説明しているセキュリティ ホー

ルを塞ぎますが、同時に、スイッチ ポートのゲスト VLAN への配置の安全性を脅かします。

前述のように、シナリオ 2 のイベントの説明は、新しいバージョンの Cisco IOS コードを実行している 
Catalyst スイッチに当てはまります。下位互換性を維持するために、新しいグローバル コマンドの

dot1x guest-vlan supplicant が Cisco IOS ソフトウェア リリースに追加されました。これにより、シ

ナリオ 1 で説明しているとおりに動作するよう、スイッチを手動で設定できます。このグローバル コ
マンドは、すべての Catalyst プラットフォームの Cisco IOS で使用できますが、Catalyst 6500 の Cisco 
IOS では使用できないため、8.4(4) 以前のソフトウェア リリースを実行している場合、これらのデバ

イスはこのシナリオで説明しているとおりにしか動作しません。さらに、dot1x guest-vlan supplicant 
コマンドは、Catalyst 4500 のリリース 12.2(31)SG 以降および Catalyst 3750 の リリース 12.2(25)SEE 
以降は非表示になっています。12.2(35)SE については、このコマンドはまだ機能していますが、同様

に非表示のままです。

EAPOL-Logoff をサポートしない IPフォン

この状況は、前述のシナリオの 1 ～ 4 までは状況は同じです。この時点で、ここで説明する IPフォン

が EAPOL-Logoff フレームをスイッチに送信できないため、ポートは 802.1x 認証済みステートのまま

になります。認証済みのMAC アドレスをスプーフィングし、802.1x 認証のフェーズを完全にバイパ

スすることによって、不正ユーザがポートにアクセスできるため、明らかにセキュリティ ホールが開

いています。スイッチ ポートが認証済みステートの場合、正規のユーザが IP フォンに接続してもプロ

セスが中断するため、状況はさらに悪くなります。実際に、新しいユーザの MAC アドレスがすでに認

証されているいずれかのユーザと異なる場合、スイッチがイベントをセキュリティ違反として処理する

可能性があります。結果として、スイッチ ポートがエラー ディセーブル ステートで配置される可能性

があります。この場合には、新しいユーザが接続できないだけでなく、IP フォンも切断されます。こ

の場合、再認証がそのポートでイネーブルであり、ユーザが IP フォンに接続する前に開始されても、

スイッチ ポートをゲスト VLAN に配置できないという点において、シナリオ 1 とは異なります。
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ゲスト VLAN のまとめ

まとめると、802.1x ゲスト VLAN と IP テレフォニーの統合に関して、推奨される設計は次のとおり

です。

 • 認証済みのユーザが IP フォンのイーサネット ポートから切断する際にEAPOL-Logoff フレームの

送信が可能なファームウェア バージョンを実行している IP フォンを使用します。

 • 以前の IOS ソフトウェア バージョンか、dot1x guest-vlan supplicant コマンドで設定されている 
IOS ソフトウェア バージョンを実行している Catalyst スイッチにゲスト VLAN 機能を実装しま

す。改善点は、グローバルではなく、スイッチ ポート レベルでこのコマンドが提供されることで

す。これにより、個々のポートの動作を設定でき、（ゲスト アクセスを提供する必要のある）企業

のパブリック エリアからアクセスできるスイッチ ポートだけでこの機能をイネーブルにすること

により、操作の柔軟性が向上します。企業のその他のロケーションでは使用されません（社内に設

置されている IP フォンなどに接続する場合、ゲストがネットワーク接続できる必要はありませ

ん）。Catalyst 6500 プラットフォームを使用している場合、ソフトウェア リリース 8.4(4) 以降を使

用することをお勧めします。

MAC 認証入門

MAC アドレス認証自体は新しい発想ではありません。この認証のクラシックな手法はポート セキュリ

ティです。もう 1 つのタイプは、Cisco VLAN Management Policy Server（VMPS; VLAN マネジメン

ト ポリシー サーバ）アーキテクチャです。VMPS を使用すると、MAC アドレスと それらが属する

VLAN が記載されたテキスト ファイルが得られます。そのファイルは、Trivial File Transfer Protocol
（TFTP）を介して VMPS サーバ スイッチにロードされます。次に、他のすべてのスイッチは、VMPS 
サーバ スイッチでチェックして、アクセス スイッチによる学習後にそれらの MAC アドレスが属する 
VLAN を確認します。また、MAC アドレスが MAC アドレスのテキスト ファイルに存在しない場合

にスイッチが行うアクションを定義することもできます。他に強制されるセキュリティはありません。

VMPS に似たもう 1 つのタイプは、VLAN Query Protocol（VQP）を使用して VMPS と同様に動作す

る User-Registration Tool（URT）です。また、ワイヤレスにもほとんどのアクセス ポイント（AP）ま

たはコントローラのいずれか、あるいは両方でこれをサポート可能なバージョンがあります。MAC ア
ドレス チェック用のこの基本機能は、すでに搭載されています。たとえば、無線アクセス ポイントは、

クライアント MAC アドレスをユーザ名 /パスワードとして使用して、RADIUS サーバで Password 
Authentication Protocol（PAP; パスワード認証プロトコル）の認証を開始できます。AP は、初期アソ

シエーションがすでに作成されている（および、ワイヤレス NIC へ、またはワイヤレス NIC からのア

ソシエーション トラフィックを AP がブロックしている）という事実に基づいてこれを実行できます。

このようなアソシエーションは、現在有線では存在しません。このドキュメントで説明している MAB 
は、802.1x と統合されているこの機能と同等の機能を有線で作成する試みを示しています。ここで検

証される動作同様、無線での MAB 自体にも、同様のセキュリティに関する懸念事項、特に MAC アド

レスでのネットワーク アクセスの付与があります。これは、使用する認証方式の性質上、多くの企業

にとって、特に無線の場合には、潜在的なセキュリティ リスクとなります。MAC アドレスは容易にミ

ラーリングまたはスプーフィングできます。

無線の場合、802.1x の前に MAC アドレス チェックを行えるため、MAC アドレス認証に失敗しても、

802.1x 認証に成功すれば、ユーザはネットワークに接続できます。Cisco Clean Access（CCA） も、

MAC アドレスに基づいてユーザを許可する方法を提供します。MAB では、すでに他の認証スキーム

または認証メカニズム（802.1x または EAP）に適用されている同様の方法をできる限り利用していま

す。これにより、展開が容易で理解しやすいものとなります。また、MABには、アイデンティティ、

認証、セキュリティへの現在の取り組みが統合されています。MAB がネットワーク バーチャライゼー

ションに適している理由はいくつかあります。

アクセス コントロールに MAB をサポートする理由には他に次のようなものがあります。

 • EAP 標準を使用した補助的な認証技法を提供するため。
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 • 802.1x と統合するための補助的な認証技法を提供するため。

 • 802.1x の「All or Nothing」（全か無か）の不安への対処。

 • 802.1x とゲスト VLAN だけでは、設計上ニーズに対応できない。

 • 802.1x をサポートしていない有線デバイスが常に存在する。

 • ポート セキュリティからの移行パスを提供するため。

 • URT および /または VMPS から移行できるようにするため。

このドキュメントで説明しているとおり、MAB ではこのようなデバイスに、MAC アドレスに基づい

て制御されたアクセスを提供することを目的としています。MAB では、事前入力されたデータベース

技法を使用する透過的な方法で、制御されたネットワーク アクセスよって 802.1x 非準拠のエンド デバ

イスを管理できるようにします。802.1x サプリカント機能をサポートしていないクライアントに対し

てアクセスを有効にするための要件も、Network Admission Control（NAC）プログラムに適用できま

す。この場合、引き続きポスチャ評価を実行する可能性があるすべてのクライアントに対してネット

ワーク アクセスを有効にする必要があります。MAB のネットワーク バーチャライゼーションには、

動的ポリシー割り当てを利用することも不可欠です。MAB の概要を、図 33 に示します。

図 33 MAB 概要 

図 33 は、トラフィックを生成するデバイス（DHCP、ARPなどのトラフィック）を示しています。ス

イッチは MAC アドレスを取得し、これをユーザ名およびパスワードとしてACS に送信します。MAB 
は、（提供される資格情報なしに）エンド ユーザに認証を許可します。このドキュメントで以降に説明

するように、MAB は、MAC アドレス ラーニング メカニズムを直接提供することを目的とはしておら

ず、認証や強制の手段として提供するだけです。MAB は、ある種のプロビジョニング プロセスを必要

としますが、ここで説明する機能は既存のプロセスには依存しません。このプロセス単独で、MAC ア
ドレスがすでに既知のものとします。ここにおいてMAB は、ネットワーク バーチャライゼーション

の現在のアクセス コントロール ストラテジに統合するために必要な、802.1x 機能をサポートできな

い、またはサポートしないクライアントを許可するものとします。802.1x と同様、MAB はアクセス 
レイヤ用に設計されており、次のCisco CatOS または IOS リビジョン以降の Cisco Catalyst スイッチで

サポートされています。

 • Catalyst 6500：CatOS 8.5(1)

 • Cisco Catalyst 4500/4948：12.2(31)SG

 • Cisco Catalyst 3750–2960：12.2(25)SEE

 • Cisco Catalyst 2940 ：12.1(22)EA9
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（注） ワイヤレス LAN 機能は、クライアントレス コンテキストでは検証されません。その主な理由は、全無

線範囲にわたる広範囲なクライアント機能の性質にあります。無線メディアによるセキュリティ脅威モ

デルの性質上、MAC 認証は推奨されなくなります。ただし、Wired Equivalent Privacy（WEP）しか

サポートしていない Symbol 社製の携帯端末など、これを無線で扱う一部のケースが残っています。無

線機能 および MAC 認証機能の詳細については、次の URL の『LEAP/MAC Authentication 
Configuration Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps2086/products_configuration_example09186a008
05e7a13.shtml.

（注） ブランチ ルータ機能は、クライアント コンテキストでは検証されません。その主な理由は、リソース

の検証やテストにあります。シスコは従来、802.1x および そのL3 ポートでの L3 許可機能のセット

（一般に Spouse & Kids（S&K）ソリューションと呼ばれる）を提供してきました。S&K は、802.1x 
認証、ホストモードのサポート（シングルホスト、マルチホスト、およびマルチ認証）、Cisco IPフォ

ンのサポート、スプリット トンネリングによるゲストまたは認証に失敗したユーザの処理、および 
MAB の暗黙的なデフォルト動作で構成されます。この動作は、このドキュメントで検証されている 
Catalyst スイッチの動作とは異なります。ブランチ ルータでは、MAC アドレスに基づいてローカルに

設定されたブラック リストとホワイト リストを同様に設定することができます。詳細については、次

の URL の『Configuring Cisco IOS Easy VPN Remote with 802.1x Authentication』を参照してくださ

い。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk583/tk372/technologies_white_paper09186a00801fdef9.shtml#wp
1002262

MAB は、IEEE 802.1x フレームワークで提供される機能に類似する性質と利点を持つネットワーク 
エッジでの認証という市場のニーズに対応するように設計されており、クライアントサイド コードは

必要ありません。また、URT/VMPS 環境向けの代替テクノロジーへの対応を目的としています。対象

となるソリューション スペースは、キャンパスとエンタープライズのスイッチングです。この機能

セットの目的は、接続されたネットワーク クライアントの認証を通じてセキュリティ向上や半自動プ

ロビジョニングを提供することによって、このスペースにおけるリーダーとしてのシスコの地位を強化

することです。

MAC 認証バイパスの動作概要

MAB の動作をさまざまな観点から詳細に考慮する必要があります。MAB を検証する前に、802.1x 対
応ポートの復習をコンテキストに沿って示します。

802.1x の復習

802.1x がポートでイネーブルの場合、マシンの MAC アドレスは通常、ポートが許可されるまで（少

なくとも、サプリカントが EAPOL フレームを送信するまで）認識されません。図 34 に示すように、

これは 802.1x のデフォルト動作によるものです。
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図 34 標準的な 802.1x の動作

図 34 では、802.1x が動作ステートやアクティブ ステートの間に、通常はEAPOL トラフィックだけが

スイッチ ポートで処理されています。そのため、エッジ デバイスからの MAC アドレスは、EAPOL 
フレームがエッジ デバイスから処理されるまで認識されません。これらは 802.1x のセキュリティ上の

利点であり、MAB の実装に関していかなる変更も行いません。スパニング ツリーは 802.1x を使用し

て許可されるまで、ポート上でフォワーディング ステートにさえならないことに注意してください。

ゲスト VLAN の復習

MAB 以前は、ゲスト VLAN だけが EAPOL に応答しないクライアントにネットワーク アクセスを提

供する代替手段でした。このプロセスを図 35 に示します。

図 35 ゲスト VLAN 機能 

ゲスト VLAN には区別機能はありません。ネットワーク上のクライアントが 802.1x に応答しない場

合、ゲスト VLAN がイネーブルになります。ゲスト VLAN に配置されるデバイスは、管理者をゲスト 
VLAN に配置する必要がない、または配置しないネットワーク上のマシンになります。そのため、

MAC アドレスだけに基づくディファレンシエーテッド サービスを採用できれば、識別目的には有利で

す。アップストリームでは、ゲスト VLAN でもネットワーク管理者が定義したリソースにしかアクセ

スできません。MAB を使用しなければ、ポートをイネーブルして、ゲスト VLAN に配置した後にし

か、スイッチ ポートでMAC アドレスが認識されません。さらに、ポートをイネーブルにしてゲスト 
VLAN に配置した後は、ポートでは認証が直接行われず（サプリカントによる EAPOL 開始を除く）、

システムはデフォルトで任意の数のポートの MAC アドレスの学習が可能になります（本質的にセキュ
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リティは提供されません）。そのため、ネットワーク バーチャライゼーションのコンテキストで、

802.1x 非対応デバイスにアクセスを提供するソリューションとしてゲスト VLAN の概念を使用するこ

とには限界があります。これは、MAB 機能を使用して対処することができます。

したがって必要なのは、ポートベースの 802.1x ソリューションによって加えられる価値を損なわずに、

（単一の）MAC アドレスでスイッチの CAM テーブルを更新する方法です。

MAB の動作

ゲスト VLAN と同様に MAB は、802.1x のタイムアウト条件に基づいて動作します。スイッチ ポート

は、ポートに 802.1x サプリカントが存在しないことを確認すると、（よりセキュリティ レベルの低い

認証技法の）MAC アドレスのチェックにフォールバックします。ポートで 802.1x がタイム アウトす

ると、スイッチは一般的な MAC ラーニング技法を使用して MAC アドレスを学習できます。スイッチ

が MAC アドレスを学習すると、RADIUS 開始によって MAC アドレスが認証されます。RADIUS 
コールは、AAA に対する RADIUS 要求の一部として 表 1 に示すアトリビュートを送信します。

表 1 RADIUS アトリビュート

番号 アトリビュート名 要求 承認 拒否 説明

1 User-Name 1 0 0 メタ文字または空白スペースを使用しない、すべて小

文字の「hhhhhhhhhhhh」形式で送信された MAC アド

レス。

2 Password 1 0 0 User-Name と同じですが、PAP または MD5 によって

暗号化されます。

4 NAS-IP-Address 1 0 0 スイッチの IP アドレス。

5 NAS-Port 1 0 0 オーセンティケータとして機能するデバイスの物理

ポート。

6 Service-Type 1 0 0 フレーム アクセスに使用するフレミングを示します。

このアトリビュートは、ユーザが要求したサービスの

タイプ、または提供されるサービスのタイプを示して

います。RADIUS-Access-Request パケットと 
RADIUS-Access-Accept パケットの両方で使用される
場合があります。以前はRADIUS exec 許可をイネー

ブルにして、ユーザをイネーブル モードにするために

スイッチ上で使用されていました。現在は、

Access-Request で Call-Check「10」として設定され、

ACSの RADIUS Accounting ログでトラッキングされ

ます。

12 Framed-MTU 1 0 0 ユーザが使用する MTU を示します。「1500」に設定し

ます。

30 Called-Station-ID 1 0 0 ピアから見てオーセンティケータとして機能するデバ

イスの MAC アドレス。

31 Calling-Station-ID 1 0 0 クライアントの MAC アドレス。

61 NAS-Port-Type 1 0 0 オーセンティケータの物理ポートのタイプを示します。

イーサネットの場合は「15」に設定します。

80 Message Authenticator 1 1 0 パケットの完全性を確保する HMAC-MD5。
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（注） 上記のアトリビュート [61] に対して CSCsh74068 が報告されています。現在のところ、すべての IOS 
ベースのスイッチは、これを誤って仮想ポート用の「5」に設定します。また、CatOS は、MAB 要求

の一部として Framed-MTU アトリビュートを送信しません。

MAB の詳細な動作フローを図 36 に示します。

図 36 MAB の動作

MAB は、802.1x のタイムアウト後にしか開始されません。次にMAB は、スイッチでMAC を学習す

るために、エンド ステーションがネットワークにトラフィックの送信を試みるための可変の時間を要

求します。このイベントの発生後、バックエンドで RADIUS が開始されて、MAC にネットワーク ア
クセスを許可するかどうかが確認されます。

図 36 に示すように、ホスト /デバイスが 802.1x 認証資格情報の提供に失敗すると、ネットワーク アク

セス デバイスが 学習したMAC アドレスを取得して、ユーザ名とパスワードの両方として認証サーバ

に渡します。ホスト /デバイスがこのレベルでの認証に失敗した場合、オプションでユーザを事前に設

定済みのゲスト VLAN に配置できます。またゲスト VLAN は、MAC アドレスのプロビジョニング プ
ロセスをサポートするための手段として、スキャンやキャプティブ ポータルの技法を介して使用でき

ます（エンド ユーザが認証を受けようとするデバイスにこれらを適用できる場合）。その一例は、この

ドキュメントで後述します。

終的に、ホスト /デバイスが MAB の資格情報を使用して通過すると、ユーザが設定済みの VLAN に
配置され、IP アドレスを取得して目的の機能を開始できます。オプションで、802.1x の場合と同様に、

動的ポリシーを VLAN 割り当ての形式で RADIUS からダウンロードできます。これにより、認証機能

の処理と適用方法の一貫性が保たれます。また、MAB が失敗した場合は、802.1x と同様に処理が無限

に続行されます。ただし、ゲスト VLAN も配置している場合は、これが MAB の直接の障害基準とし

て機能します。これにより、該当する場合は既存の技法に対する下位互換性がサポートされ、802.1x 
がない場合にゲスト VLAN だけにネットワーク アクセスが提供されます。
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認証サーバからダウンロードされる動的ポリシーには、当該のアクセス スイッチで 802.1x に現在使用

できる機能（ユーザごとの ACL、VLAN 割り当てなど）が含まれています。さらに、802.1x の場合と

ほぼ同様に、許可済みセッションの有効性がスイッチ上で強制されます。この強制は、認証済みのポー

トからのトラフィックが、許可された MAC アドレスからしか送信されないように制限することで実現

します。MAB の場合、デフォルトでは 1 つのホストだけが認証され、ポートごとにロックダウンされ

ます。ポート上でトラフィックを通過させようとしているように見える新しい MAC アドレスは、セ

キュリティ違反として処理されます。

機能の詳細

前述のように、MAB を認証インフラストラクチャで使用する場合、MAB 要求で送信される MAC ア
ドレスの形式を理解することが重要です。Cisco Catalyst スイッチを使用して MAB で送信される 
RADIUS 要求には、次の 2 つの RADIUS アトリビュートが含まれています。

 • アトリビュート [30]（Called-Station-ID）：スイッチまたはオーセンティケータの入力インター

フェイスの MAC アドレス

 • アトリビュート [31]（Called-Station-ID）：802.1x サプリカントまたはエンドステーションの 
MAC アドレス

これらのアトリビュートはどちらも、すべてのスイッチに対して「XX-XX-XX-XX-XX-XX」の形式

で送信されます。これは 近、レガシー スイッチ コードおよびRFC 3580 の両方への互換性を確保す

るために、スイッチ コード ベースで更新されています。802.1x 要求は、同じ方法で動作します。ただ

し前述のように、両方のアトリビュートが必ずしも MAB で提供される認証サービスを実際に提供する

予定とは限りません。認証と許可は、RADIUS アトリビュート [1]（ユーザ名）と RADIUS アトリ

ビュート [2]（パスワード）から提供されます。IOS ベースのスイッチ、および 近のバージョンの 
CatOS の場合、ユーザ名とパスワードのアトリビュートの形式は、単純に「hhhhhhhhhhhh」（すべて

小文字の「hhhh.hhhh.hhhh」から句読記号を削除したもの）です。そのため、MAB をサポートするた

めにアイデンティティ インフラストラクチャを構築する場合は、この形式に従う必要があります。

図 37 は、MAB を実行している IOS ベースのスイッチと CatOS スイッチからの認証がACS でパスし

た場合を示しています。

図 37 IOS 12.2(31)SG および CatOS 8.5(5) からの MAB 
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（注） ここでは検証しませんが、WLC は上記を反映した同じ方法で、ISO ベースのスイッチに対してユーザ

名アトリビュートを使用します。

ただし、8.5(5) 以前の CatOS は、このプラクティスには従っていませんでした。CatOS は、

「hh-hh-hh-h-hh-hh」形式で MAC アドレス情報を ACS に送信していました。ユーザ アカウントが 
IOS に対して上記のように定義されている場合、ACS はこれを処理できませんでした。図 38 は、この

状態を示す、8.5(4) の CatOS からの認証がACS でパスした場合です。

図 38 8.5(4) 以前の CatOS からの MAB

結果として、同じ ACS サーバを使用して、これら種類の異なるスイッチから MAB 認証を行う場合、

MAC アドレスをデータベースに 2 回入力する必要があります。これはまったく管理できない状態を招

くため、8.5(5) の推奨事項が異機種環境では必須です。複数のオーセンティケータが同じ形式でこの 
MAC を使用できる一方で、1 つのMAC を 1 箇所だけで定義すればよいので、この利点が現在では十

分に認識されています。

（注） ACS は現在、大文字と小文字を区別しない方法で定義されたデバイスには対応できません。入力する

ユーザ アカウントでもこの点を考慮する必要があり、そうしなければ、ACS 処理が完全に失敗しま

す。詳細については、CSCsd45762 を参照してください。

MAB にはタイマーも同様に重要です。IOS ベースのスイッチの場合、802.1x 用の標準的なタイマーは 
MAB 用のタイマーと同じです。たとえば、ポートをイネーブルにしてゲスト VLAN に配置するのに

かかる時間を短縮するためのタイマーは、tx-period と max-reauth-req です。デフォルトでは、ゲスト 
VLAN でポートをイネーブルにするのに 90 秒かかります。MAB の場合、これと同じタイミングがス

イッチ プラットフォームへの信号として使用され、エンド ステーションの MAC アドレスを学習して 
MAB 認証プロセスを開始するためにポートが開かれます。タイミングの詳細については、このドキュ

メントで後述しています。

MAB の再認証は、802.1x による IOS ベースのスイッチのサポートと同様にサポートされます。現在

スイッチにある再認証設定は、MAB クライアントに影響します。ただし、デフォルトでは、ポート設

定により特定のセッション タイムアウトでMAB 再認証イネーブルになっている場合は、802.1x が再

びタイムアウトする必要があります。802.1x がタイムアウトするとMAB は、スイッチによって現在

ネットワークのキャッシュにあると見なされる MAC アドレスだけを使用して、そのMAC アドレスに

対するバックエンド ポリシーがディセーブルにされているか、または変更されているかどうかを

チェックします。ただし、この期間中はネットワーク アクセスがデフォルトで継続されます。802.1x 
同様、MAB にも RADIUS アトリビュート [27] と [29] のサポートが組み込まれています。これらのア

トリビュートでは、再認証イベント中はスイッチがアクセスを拒否するように設定したり、単にキャッ

シュの MAC を使用するのではなく、MAC を再学習するようにスイッチを設定できます。

ステート マシンの観点から見ると、IOS ベースのスイッチの 802.1x ステート マシンも、MAB によっ

て MAC アドレスとして正常に許可された後に認証ステートとなり、それに応じて更新されます。
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デフォルトでは、MAB も 802.1x と同様、シングル認証モードで動作します。これは、ポートでは 1 
つの MAC しか認証できず、ポートに表示されるその他の MAC はセキュリティ違反として処理される

ことを意味します。さらに、802.1x に設定したホスト モード自体も、MAB に影響します。つまり、

802.1x をマルチホスト モードで動作するように設定した場合、ポートが認証されるとそのポート上で

何台でもマシンを許可できます。これは MAB で同じ設定にした場合も同様です。

MAC 認証バイパスの設定および検証

次のネットワーク インフラストラクチャ デバイスは、全体的なアクセス コントロール用のソリュー

ションやエンドツーエンドのネットワーク バーチャライゼーション ソリューションの一部として検証

済みです。

 • Catalyst 6503：CatOS 8.5(4)

 • Cisco Catalyst 4503：12.2(31)SG

 • Cisco Catalyst 3750：12.2(25)SEE2

 • Cisco Catalyst 2940 ：12.1(22)EA9

次のネットワーク インフラストラクチャ装置は、全体的なソリューションの一部としてのテストでは

検証されていません。

 • その他の 12.1E SKU（2950、3550）

 • その他の 12.2S SKU（3560、2970、2960、4948）

 • IPフォンの SKU

 • 6500 IOS（必要な機能セットはサポートされません）

 • その他の IP 通信アプリケーション

 • ブランチ ルータ、テレワーカ ルータ、ISR

設定

MAB はポート ベースの機能で、ポートで直接イネーブルにする必要があります。MAB が追加された

特定のポート設定を次に示します。

 • Cisco IOS 
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 2
 switchport mode access
 dot1x mac-auth-bypass
 dot1x pae authenticator
 dot1x port-control auto
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable

 • CatOS 
set vlan 2 2/1
set port dot1x 2/1 port-control auto
set port mac-auth-bypass 2/1 enable 
set spantree portfast 2/1 enable
set spantree bpdu-guard 2/1 enable
52
ネットワーク バーチャライゼーション — アクセス コントロール デザイン ガイド

OL-13880-01-J



 
  クライアントレスベースの認証  
（注） 上記の dot1x pae authenticator コマンドは一般的なものではなく、2940 には適用されません。適用さ

れる場合は、このコマンドは 802.1x をイネーブルにして、ポートが実行する特定タイプの動作のため

に使用します。dot1x port-control auto コマンドは、イネーブルにされている場合は現在 802.1x 自体

の動作モードを設定する手段として使用します。

これは、すでに展開されている既存の 802.1x 設定以外にスイッチで必要とされる唯一の追加設定です。

802.1x タイムアウト

MAB に対して現在イネーブルになっているポートも、MAB の実行を開始するには、802.1x でタイム

アウトする必要があります。Active Directory 環境では、MAB のデフォルト動作によって、標準的な 
PC の起動プロセスが明らかに中断されます。これはマシンを 初に起動する際にポート上で引き起こ

されるネットワーク遅延のためです。デフォルトでは、この時間（マシンがネットワーク上でトラ

フィックのフォワーディングを正常に開始できるまでの時間）が 90 秒を超えています。また、MAB 
は現在、ポートに設定する唯一の認証として単独で動作させることができないため、802.1x のタイム

アウトを IOS ベースのスイッチに使用する必要があります。ただし、CatOS の場合、MAB を唯一のア

クセス コントロールとしてポートに設定できます。これはオプション設定です。

これに関する企業へのベストプラクティスの推奨事項は、発生頻度の少ないケースだけに MAB を使用

し、大部分の制御下での LAN アクセスは 802.1x で処理できるように試みることです。

ただし、プリンタなどの起動またはログインによる遅延がそれほど問題にならないクライアントにとっ

ては、MAB は理想的な選択肢です。802.1x による強制タイムアウトの代替手段は、タイムアウト時間

を短縮することです。前述のように、MAB でも同じタイマーおよび値を使用して、ポートをイネーブ

ルにしてゲスト VLAN に配置できます。これにより、802.1x によって強制される遅延を短縮でき、必

要に応じて、より迅速に MAB を実行できます。全体的なタイムアウト処理と MAB については、

図 39 で詳しく説明しています。

図 39 MAB の動作
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max-reauth-req パラメータは、スイッチが接続されているクライアントから応答を受信するまでに、

ネットワーク上で EAP-Identity-Request フレームを再送信する 大回数を設定します。この値は、デ

フォルトで 2 に設定されています。リンクアップ時に 初の EAP-Identity-Request フレームが送信さ

れた後で、リトライが 2 回（ステップ 2 と 3）表示されているのはそのためです。（CatOS および IOS 
で）このパラメータの変更に使用するコマンドは次のとおりです。

 • CatOS
cat6500> (enable) set dot1x max-reauth-req ?
<max-reauth-req> maximum number of retries to supplicant (1..10)

 • Cisco IOS
cat3750(config-if)#dot1x max-reauth-req ?
<1-10>  Enter a value between 1 and 10

tx-period パラメータは、スイッチが EAP アイデンティティ要求フレームを送信するまでに、クライア

ントからのこの要求への応答を待機する秒数を設定します。応答が受け付けられたときに未処理の要求

を再送信するのは、802.1x の範囲内の認証だけです。tx-period のデフォルト値は 30 秒で、次のよう

に設定できます。

 • CatOS
cat6503> (enable) set dot1x tx-period ?
<tx-period> tx period (1..65535 seconds)

 • Cisco IOS
cat3750(config-if)#dot1x timeout tx-period ?
      <1-65535>  Enter value between 1 and 65535

max-req パラメータも、Cisco IOS で設定可能な 802.1x パラメータの一部です。max-req パラメータ

は、max-reauth-re パラメータとは異なります。max-req パラメータは、スイッチが 
EAP-Identity-Request 以外のタイプの EAP-Request フレームに対して実行する 大リトライ数を表し

ます。基本的に、このパラメータは EAP データ フレームを示しています。これは、サプリカントが初

期 EAP-Identity-Request フレームに応答した後に交換される EAP フレームです。そのため、max-req 
パラメータは、有効な 802.1x サプリカントが接続されている場合に限り効果的であり、ポート上で 
802.1x 自体のタイムアウトを処理する方法には適用されません。

次以降の Cisco IOS ソフトウェア リリースを実行する場合、前述の設定例に示されているパラメータ

の設定値は、各種 Catalyst スイッチ プラットフォームで一致しています（これ以前のリリースでは、

設定値はプラットフォーム固有です）。

 • Catalyst 3750：12.2(25)SEE

 • Catalyst 4500：12.2(31)SG

CatOS ソフトウェアを実行している Catalyst 6500 の場合は、状況が異なります。リリース 8.5 よりも

前の CatOS には、max-reauth-req パラメータがありません。つまり、前述の同じパラメータ

（max-req）を使用して EAP-Identity-Request と EAP-Data フレームの両方の再試行数を調整します。

また、設定可能な値は、Cisco IOS で設定されている値と一致することにも注意してください。

max-reauth-req（および max-req）は 1 ～ 10、tx-period は 1 ～ 65535 です。

MAB の設定全体は比較的単純ですが、IOS ソフトウェア リリースと CatOS ソフトウェア リリースを

実行するスイッチで異なります。タイムアウトを調整した設定全体は次のとおりです。

 • Cisco IOS 
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 2
 switchport mode access
 dot1x mac-auth-bypass
 dot1x pae authenticator
 dot1x port-control auto
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 dot1x timeout tx-period 1
 dot1x max-reauth-req 1
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable

 • CatOS 
set vlan 2 2/1
set port dot1x 2/1 port-control auto
set port mac-auth-bypass 2/1 enable 
set dot1x max-reauth-req 1
set dot1x tx-period 1
set spantree portfast 2/1 enable
set spantree bpdu-guard 2/1 enable

（注） CatOS システムの場合、max-req および tx-period の値は、Cisco IOS ソフトウェアの値であるため、

ポート単位でなくグローバルレベルで設定します。

上記のように、802.1x のタイムアウトと MAB の開始は 2 秒という低い値に設定できます。次の公式

では、MAB が開始されるまでの時間間隔を計算します。

[(max-reauth-req + 1) × tx-period]

前述のように、MAB はこれまでは開始されません。エンド ステーションは、ネットワークにトラ

フィックを送信しようとするため、エンド デバイスを 終的に認証する時間は通常はさまざまです。

上記に従って 802.1x をすぐにタイムアウトするように調整したタイマーの動作を、図 40 に示します。

図 40 調整したタイマーが設定されている MAB

この設定は、802.1x の標準的な機能で設定した場合の結果を考慮してから試行する必要があります。

起動時の 802.1x と DHCP の統合の問題を分析すると、理解しやすくなります。MAB は、デフォルト

のタイマーと Windows マシンを使用してテスト済みです。示されているように、これが起動時やリン

クアップ時に完全に DHCP がタイムアウトする原因となります。このプロセスを図 41 に示します。
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図 41 DHCP に影響を及ぼす MAB

上記の例に示すように、802.1x がタイムアウトして MAB が成功するのは、リンクアップ イベント後 
90 秒以内です。ただし、DHCP は約 1 分後に完全にタイムアウトします。ただし、Windows が 
169.254.x.x の内部アドレスに戻る際、このアドレスからの IGMP レポートによって L2 トラフィック

がスイッチで学習され、MAB が開始できるようになります。そのため、変動はしますが、この例では

DHCP がタイムアウトしてから 40 秒未満で MAB が 完了します。この場合、Windows が標準のタイ

ムアウト手順に戻り、さらに 5 分間はアドレスの更新が試行されません。これは、エンド ユーザ エク

スペリエンスには許容されことが考えられるため、このプロセスをイネーブルしてこのタイムアウト条

件の影響を受けるマシンに対して適切に動作するようにするため、ここでタイマー調整が必要になる場

合があります。

（注） セキュリティ機能の相互作用についてはこのドキュメントの対象範囲ですが、パケットが DHCP フ
レームの場合は、MAB はアドレスを学習しないことがわかっています。これは、DHCP スヌーピング

もイネーブルの場合があり、さらに長い遅延が発生することが考えられるからです。これに関して 
CSCsg03626 が報告されています。

ただし、タイマー調整に関しては注意が必要です。タイマーがあまりに低い値に調整されていると、エ

ンド ステーションに 802.1x が正しく設定されていても、802.1x の前に MAB（または、設定されてい

る場合はゲスト VLAN）がデバイス上で実行されてしまう場合があります。たとえば、Windows マシ

ンの起動時がそうです。802.1x は、マシンがトラフィックの送信試行を開始してから 2 秒間は、マシ

ン上で実行されません。ほとんどの 802.1x サプリカントはアプリケーション自体であるため、それら

をロードする時間も必要です。この動作状態は技術的には不適切ではありませんが、好ましくない影響

が生じる場合があります。セキュリティ ポリシーでも同様に、この指示が必要な場合があります。メ

リットは要件によって異なるため、結果として、この点において 適なタイマーの推奨事項がない場合

があります。

検証

次に、CatOS スイッチのポートで機能している MAB の例を示します。

id1-6503-1> (enable) sho port mac-auth-bypass 2/2 
Port  Mac-Auth-Bypass State MAC Address       Auth-State         Vlan
----- --------------------- ----------------- -----------------  -----
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 2/2  Enabled               00-14-5e-42-65-09 authenticated      601

Port  Termination action Session Timeout Shutdown/Time-Left
----- ------------------ --------------- ------------------
 2/2  initialize         3600            NO       -

Port  PolicyGroups
----- -----------------------------------------------------
 2/2   -

次に、IOS ベースのスイッチのポートで機能している MAB の例を示します。

id1-3750-2#sho dot1x interface g1/0/2 details 
Dot1x Info for GigabitEthernet1/0/2
-----------------------------------
PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = AUTO
ControlDirection          = Both 
HostMode                  = SINGLE_HOST
ReAuthentication          = Disabled
QuietPeriod               = 60
ServerTimeout             = 30
SuppTimeout               = 30
ReAuthPeriod              = 3600 (Locally configured)
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 30
RateLimitPeriod           = 0
Mac-Auth-Bypass           = Enabled

Dot1x Authenticator Client List
-------------------------------
Supplicant                = 0014.5e42.671b
        Auth SM State     = AUTHENTICATED
        Auth BEND SM Stat = IDLE
Port Status               = AUTHORIZED
Authentication Method     = MAB
Authorized By             = Authentication Server
Vlan Policy               = N/A

2940 の実装では、検証結果が上記の IOS の例の出力とは次のように異なります。

id1-2940-1#sho dot1x interface f0/2
Supplicant MAC 0014.5e42.6523
AuthSM State          = AUTHENTICATED
BendSM State          = IDLE
Posture               = N/A
PortStatus            = AUTHORIZED
MaxReq                = 2 
MaxAuthReq            = 2 
HostMode              = Single 
Port Control          = Auto
ControlDirection      = Both
QuietPeriod           = 60 Seconds 
Re-authentication     = Disabled 
ReAuthPeriod          = 3600 Seconds
ServerTimeout         = 30 Seconds 
SuppTimeout           = 30 Seconds 
TxPeriod              = 30 Seconds 
Guest-Vlan            = 0 
AuthFail-Vlan         = 0 
AuthFail-Max-Attempts = 3 
Mac-Auth-Bypass       = Enabled
57
ネットワーク バーチャライゼーション — アクセス コントロール デザイン ガイド      

OL-13880-01-J



 
  クライアントレスベースの認証
MAC 認証バイパス機能の相互作用 

MAB と EAPOL の相互作用

上記のように、802.1x が ネットワーク上で EAPOL パケットを待機中にタイムアウトすると、MAB 
がアクティブになります。このタイムアウトが発生した時点で、802.1x ステート マシンは待機ステー

トになり、制御を MAB に渡してデバイス許可を開始します。MAB は受動的に実行され、デバイスを

検出するパケットは送信しません。この場合も、トラフィックを送信するのは接続されているデバイス

側です。デバイスがトラフィックを送信しない場合、技術的には、MAB がアクティブになった後に

ポートがパケットを永続的にリッスンすることになります。MAB がアクティブなポートにパケットが

到着すると、スイッチが CPU にパケットを転送します。ソース MAC アドレスは、パケット外で収集

され、MAB プロセスに許可のため転送されます。「トリガー」パケット自体は、通常ドロップされま

す。MAB がアクティブになる前に、EAPOL パケットがネットワーク上で検出された場合（802.1x サ
プリカントからの EAPOL-Start など）、802.1x が 制御を MAB に渡すことはありません。ネットワー

ク上に表示される EAPOL パケットの履歴は、ポートが物理的に接続されている限りは維持されます。

この「履歴」は、物理リンクを変更すると削除されます。

MAB がアクティブになるとき、ポートは通常、未許可ステートです（802.1x がタイムアウトするた

め）。そのため、MAC アドレスを収集するためにパケットを待っているときに、EAPOL パケットが検

出された場合は、MAB が非アクティブになり、すべての制御を完全に放棄して 802.1x に返します。

その後 802.1x がポートの認証を試行します。これ以降、ポートでリンクが失われない限り、MAB は
アクティブにはなりません。

状況によっては、MAB がすでにポートを許可済みの場合があり、その場合は、802.1x がネットワーク

上に表示されます。たとえば、802.1x がクライアントで開始される前に MAB の試行が成功している

か、802.1x サプリカント ソフトウェアをダウンロード中にエンド ステーションをアシストするために 
MAB が実行されている可能性があります。この状態では通常、両方のイベントの MAC アドレスは一

致しています。ただし、ポートが MAC アドレス Aで許可され、EAPOL パケットがソース MAC アド

レス Bに到着した場合、スイッチでセキュリティ違反がトリガーされます。

IOS ベースのスイッチでは現在、802.1x を使用せずに MAB をイネーブルにはできません。これは、

再認証の可能性があるどのシナリオにも影響します。技術的には、MAB の再認証は IOS では行われま

せん。そのため、スイッチ ポートが MAB を使用して認証される際に再認証が（802.1x に対して）イ

ネーブルである場合、再認証タイマーが切れるとスイッチが EAP 要求を送信し、応答が受信されない

場合に限り、802.1x が 終的には許可の制御を放棄して MAB に返します。802.1x は、MAB 再認証

が発生した場合に再びタイムアウトする必要があるため、MAB 再認証は推奨されません。さらに、

802.1x 再認証を伴うポート設定も推奨されません。MAB が必要となる可能性のある 802.1x 再認証の

使用例では、RADIUS が提供するセッション タイムアウトを 802.1x デバイスに限り動作の制御に使用

し、MAB によって認証されたデバイスには使用しないことをお勧めします。

MAB とゲスト VLAN 
ゲスト VLAN は、同じポートで MAB として設定されている場合に MAB の障害状態として機能しま

す。これがない場合は、MAB の障害プロセスが、ポートの 802.1x 認証を継続的に再試行します。現

在 IOS ベースのスイッチの場合、これは主にMAB エラーによって実際にポートが HELD ステートに

なるためであり、同様に 802.1x サプリカントは認証に失敗したかのようになります。このため、

HELD ステートの完了後、802.1x が認証を再試行し、再びタイムアウトして、MAB が認証を再試行

します。ただし、ゲスト VLAN が MAB と共に設定されている場合は MAB の障害基準として動作す

るため、体系的な価値が提供されます。たとえば、MAB とゲスト VLAN によって、企業に事前に認

識されていない MAC アドレスに対して、アイデンティティ ストアの資格情報をプロビジョニングす

る手段が間接的に提供されます。図 42 を参照してください。
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図 42 802.1x、MAB、およびゲスト VLAN

図 42 に示されている機能の相互作用は、本質的には、802.1x に応答できず、すでにゲスト VLAN に
配置されているデバイスに対して、MAB の一部として下位互換性をサポートするように設計されてい

ます。

（注） ゲスト VLAN を使用した 802.1x 用にポートが初期設定されていて、そのポートがゲスト VLANでア

クティブになる場合、ネットワーク管理者が MAB をイネーブルにしても、ポートはゲスト VLANに

残ります。ポート リンク ステータスをフラップして、802.1x ステート マシンを初期化する必要があり

ます。

MAB と WoL の相互作用

MAB が設定されている場合、ポートは元の「スリープ状態になる」イベント後しばらくすると「開始

済み」の MAB ステートに固定されます。このプロセスを図 43 に示します。
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図 43 MAB で省電力モードになるマシン 

図 43 に示すように、MAB もイネーブルの状態で省電力モードになるマシンは、リンク ステートをバ

ウンスして、認証を可能にするためにMAC アドレスを学習する必要がある MAB のステートに固定さ

れます。エンド ステーションの「休止」設定と「スタンバイ」設定には違いがあるため、特定の機能

を詳細に検証して、802.1x が環境に及ぼす影響を評価する必要があります。さらに、スリープ状態に

なる際に特定の実装の 802.1x サプリカントがEAPOL-Logoff を送信するかどうか、または送信する必

要があるかどうかを理解しておくことが重要です。

上記の動作は、次の設定でポート上で行われます。

 • Cisco IOS 
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 2
 switchport mode access
 dot1x mac-auth-bypass
 dot1x pae authenticator
 dot1x port-control auto
 dot1x control-direction in
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable

 • CatOS 
set vlan 2 2/1
set port dot1x 2/1 port-control auto
set port mac-auth-bypass 2/1 enable 
set port dot1x 2/2 port-control-direction in
set spantree portfast 2/1 enable
set spantree bpdu-guard 2/1 enable
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Catalyst スイッチの場合、どの組み合わせで WoL 機能と MAB を展開しても、リモート管理ロケー

ションからマシンを再起動する基本的な必要性には影響しません。操作上、（マシンがスリープ状態の

間に）802.1x がすでにタイムアウトしているため、マシンがウェイク アップした際に MAC 認証を行

う必要があります。ただし、EAPOL と MAB の相互作用で説明されているように、マシンがウェイク

アップした際に 802.1x 認証も行われる場合があります。これにより、MAB のコンテキストのすべて

のセッション ステートが無効になり、802.1x アクセスが許可されます。

2 つを組み合わせた環境のベスト プラクティスは、802.1x が展開される前に行われていたのと同じ方

法で、静的に設定されたアクセス VLAN から WoL 機能をサポートすることです。

ネットワーク バーチャライゼーションは、PC の WoL 機能の動作に影響を及ぼす場合があります。た

とえば、スイッチのアクセス VLAN が、グローバル テーブルから独立した VRF または VPN に対する

エントランス基準として機能する場合などがそうであり、通常は WoL サーバが配置されています。そ

の場合、WoL サーバが存在するセグメントからこのパーティションに到達できることを確認する必要

があります。したがって、ネットワーク バーチャライゼーション アーキテクチャのサービス エッジの

設計の一部として、これを必ず計画する必要があります。このトポロジでは、デバイスを許可してネッ

トワーク システムに展開した後、大部分の形式の個別のネットワーク パーティションを維持しながら、

WoL が機能できるようにする必要があります。

MAC 認証バイパスの可能性と利点

ロケーション ベースの認識

MAB は、MAC ベースのセキュリティの提供に役立ち、認識された MAC アドレスしかネットワーク

へのアクセスが許可されていない場合でも、中央 RADIUS サーバ（またはアイデンティティ ストア）

を使用して MAC アドレスのリストを保存します。これにより、ローカル スイッチの MAC アドレス管

理の負担が軽減され、この点においてはポート セキュリティよりも技術的に優れています。ネット

ワーク バーチャライゼーションのサポートにおいても同様に、詳細なポリシーに関して VLAN を割り

当てることができます。これらの利点は、MAB が必要となったモチベーションを表しています。ただ

し現在では、スイッチがデバイスを認証すると同時に、MAC を特定のロケーション /スイッチに制限

するための容易な方法はありません。この機能は現在、どのターンキー ソリューションでも提供され

ていませんが、同様の機能はダイヤルアップ モデルやWLAN モデルには存在します。完全なロケー

ション ベースのシステムは、許可目的では 802.1x や MAB 自体にはまだ統合されていません。ただ

し、一部のお客様のロケーションによる問題点を解決することは可能です。たとえば、生産工場のマシ

ン フロアにしかないデバイス（ロボット アーム デバイスなど）を所有している場合、このデバイスが

単一スイッチにしか接続されていないことを認証システムが認識しておく必要がある場合があります。

このようにすると、デバイスが別のスイッチまたはロケーションで使用される場合、認証システムはこ

のイベントを認識し、スイッチまたはロケーションに基づいて認証試行を拒否することができます。技

術的にこれを実現する方法の 1 つは、Network Device Group（NDG; ネットワーク デバイス グループ）

に ACS を設定することです。次に、Network Access Profile（NAP; ネットワーク アクセス プロファ

イル）の一部として、NDG に基づいて Network Access Filter（NAF; ネットワーク アクセス フィル

タ）を設定できます。図 44 に示すように、要求が誤ったスイッチから発信されると、これによって 
MAB 要求が NAP と一致しなくなる場合があります。
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図 44 事前決定したロケーションに基づく MAB 要求の拒否 

ネットワーク アクセス プロファイルの詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/net_mgmt/cisco_secure_access_control_server_for_windows/4.0/us
er/guide/sp.html

上記の例は、一般的な使用例としては十分ではありません。また、実際のロケーション認識ベース 
サービスとして機能することを目的としていません。ただし、ロケーション認識サービスは有線ネット

ワークの認証トポロジではまだ普及していないため、先行してこれをサービスに補足できます。つま

り、特殊なニーズのためには、上記のように技術的にこれを実現することは可能です。

ネットワーク アクセス プロファイルの照合と潜在的価値

ACS 4.0 には、NAP を照合できる機能があり、MAB 要求も認証します。

（注） ACS で NAP を定義すると、ACS は 初に NAP の処理を試みます。そのため、図 45 に示すように、

どのユーザ要求の NAP にも一致しない要求については、グローバル認証設定に従うことをお勧めしま

す。

これにより、MAC アドレスがユーザ名とパスワードとしてユーザ要求に含まれていても、パターン 
マッチングを使用して要求を照合するという制限を、MAB に組み込むように技術的にサポートされま

す。お客様によっては、すべての MAC アドレスについて既存のデータベースがない場合もあります。

このため、初期の展開プランとして、ベンダー コードに基づいた MAC アドレスのワイルドカード化

に関心が寄せられる場合もあります。NAP を利用して、実際にユーザを定義せずに MAB を ACS 上で

動作させるには、次の手順を実行します。

1. MAB を他と区別できる方法で RADIUS アトリビュートを一致させます。

これにはいくつかの方法があります。ここで鍵となるのは、ワイルドカード化することによって、

AD に渡されたり、PEAP やその他の特定の認証設定をイネーブルにすることがないよう要求を強

制できることだけです。次の NAP にこの例を示します。

a. まず、例として図 45 に示すように IBM NIC と一致するよう NAP を作成できます。
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図 45 NIC ベンダー コードと一致する NAP の例 

b. その後、NAP 自体のフィルタリングを設定します。図 46 は、ユーザ名のアトリビュートでベ

ンダー コードをワイルドカード化する例を示しています。

図 46 NIC ベンダー コードと一致する NAP の例

これは、事実上 MAB 要求自体をワイルドカード化しています。つまり、基準に一致する MAC ア
ドレスだけがさらに処理されます。そうでない場合は、MAB 要求が NAP に一致せず、暗黙的に

拒否されたり、グローバル認証設定にフォールバックする可能性があります。

2. その後、認証ルールを設定する必要があります。

MAC-Auth-Bypass のチェックボックスをイネーブルにする必要はありますが、特別な認証設定は

必要ありません。オプションで、上記の #1 の NAP に一致する MAC アドレスをすべて特定の 
CiscoSecure グループに配置するよう ACS を設定することもできます。これを 図 47 に示します。
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図 47 NAP の認証設定

3. このデモンストレーションには NAC は関係しないため、この NAP のポスチャルールは、ディ

セーブルにできます。

4. NAP の認証ルールを設定できます。上記の #2 で参照されたグループによって、すでにこのスイッ

チ上にある ゲスト VLAN に動的に割り当てる場合と同様に、その後一種の一時的なアクセスを展

開することもできます。 初からNAP に一致しない MAC アドレスは暗黙的に拒否できます。

NAP は、その後 図 45 の例のように正常に確認できます。

要するに、これはベンダー コードや特定範囲の MAC アドレスに基づいて MAC アドレスをワイルド

カード化できるということを示しています。同時に、MAC アドレスが事前に認識されていなくても、

MAB 経由でアクセスが許可されます（オプションでこのアクセスはフルアクセスと区別できます）。

この方法は、MAC アドレスの真のアイデンティティ データベースを構築するために利用できます。さ

らに、この方法はたとえば、エンドユーザが登録目的で対話するキャプティブ ポータルに組み込むこ

とができます。この例としては、エンドポイント コントロールのない場合に、識別目的でのネット

ワークへのデバイスの登録を学生に許可するために大学が使用する自家製のアプリケーションなどがあ

ります。この識別技法によって、ネットワーク バーチャライゼーションによるすみやかなネットワー

クのセグメント化が可能になります。

これは、ネットワーク バーチャライゼーションと共に MAB を使用して、エンドポイントの管理に

よって企業の Total Cost of Ownership（TCO; 総所有コスト）の問題に対処する方法を示しています。

このように、ネットワークまたはサーバ管理者は、MAC アドレスが事前に認識されなくても、すでに

配備されたプロビジョニングメカニズムに関与する必要はありません。さらに、 終的にデバイスに許

可されるネットワーク アクセスは、デバイスがネットワーク内のどの位置に接続されても、広範なパ

ス分離技法によってデバイスをトラッキングします。

WZCSVC による新規またはイメージ再作成されたマシンのフォールバック技法

802.1x がない場合、MAB とこの補助的な技法のフォールバック機能に関連して、体系的な課題があり

ます。 初の課題は Windows XP に関するものです。新規またはイメージ再作成された PC は、802.1x 
に対して通常デフォルトでイネーブルになります。さらに、マシンが Windows XP のデフォルト イ
メージを実行している場合、802.1x がイネーブルでも、802.1x サプリカントは EAPOL-Start フレーム

を送信しません。つまり、リンクが出現すると、スイッチがネットワーク上で 
EAPOL-Identity-Request パケットを転送して、802.1x 認証イベントを開始します。ただし、PC が 
802.1x 対応でも、サプリカントは EAP-TLS にも対応しているため、マシンまたはログインする可能

性のあるユーザのどちらの証明書もないことが「認識」されています。動作上は、この時点でシステム 
トレイに「Windows was unable to find a certificate to log you on to the network（次のネットワークに

ログオンするのに必要な証明書が見つかりませんでした）」というバルーン メッセージが表示されま
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す。証明書はデバイス上にはまったくないため、Windows は EAPOL をスイッチに送信しません。さ

らに、サプリカントはスイッチに EAPOL-Start を送信しないため、スイッチにはデバイスで実際に 
802.1x が使用できるかどうかを知る方法がありません。したがって、新規のマシンは 初に ゲスト 
VLAN に展開できます。または接続イベントの前に MAC アドレスが認識されている場合は、802.1x 
の展開を支援する方法として MAB を使用できます。少なくともクライアント上で 802.1x が技術的に

イネーブルであっても、フォールバックの手法でネットワーク アクセスをデバイスに提供できます。

エンド ステーションでのこの例を図 48 に示します。

図 48 クライアント レスとして処理され、デフォルトでイネーブルの 802.1x 

このイベントの前に証明書をプロビジョニングしていないクライアントは、この要求に応えず、上記の

メッセージを表示します。上記のシナリオは、イメージ自体の動作設定や特性によって、イメージ再作

成されたマシンにも有効な場合があります。

このような種類のマシンに対して推奨されるベスト プラクティスは、デバイス上で 802.1x サプリカン

トをイネーブルにして、（レジストリ設定を介して）EAPOL-Start フレームを適切な資格情報（必要な

証明書など）がロードされた後に限り送信する方法です。
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MAC 認証バイパスの制約と課題 

イメージ再作成されたマシンのCSSC によるフォールバック技法

CSSC のようなサプリカントは、標準のマシン ビルドの一部としてプロビジョニングされる場合があ

ります。その場合にサプリカントが既存の証明書や一時的な資格情報なしに EAPOL-Start フレームを

送信すると、802.1x が起動し 802.1x プロセスがタイムアウトになります。さらに、このプロセスは無

期限に継続し、MAB が実行されることはありません。これは、クライアントが 初に EAPOL-Start 
フレームをスイッチに送信し、スイッチが EAPOL を使用してデバイスでサプリカントが有効かどうか

を判断するためです（このため、802.1x は常に試行されます）。

推奨される方法は、802.1x の資格情報をイメージング プロセス自体に構築できない限り（ユーザまた

はデバイスの本来の資格情報をダウンロードするために適切なネットワーク アクセスを実行できるよ

うにする 802.1x 認証の一時的な資格情報など）、マシンの再作成されたイメージのプロビジョニング 
プロセスに統合して 802.1x を 初の起動時にディセーブルにすることです。

場合によっては、特にイメージ再作成 マシンでは、必ずしもこのようにプロビジョニング プロセスが

実行されるとは限りません。図 49 は、EAPOL-Starts を送信し、事前の認証資格情報を持たない 
802.1x 対応の Windows または Cisco Secure Services Client（CSSC）サプリカントの例を示していま

す。

図 49 資格情報なしの 802.1x および EAPOL-Starts 対応 

その他のサプリカントが EAPOL-Start を送信し、PEAP などのチャレンジ応答ベースの EAP タイプの

資格情報を入力する画面がユーザに表示されていた場合、これと同じ動作となります。ユーザが資格情

報通知に応答しない場合、802.1x はタイムアウトになり、過渡的に繰り返されます。MAB もこのよう

な場合は起動されません。また、スイッチが EAPOL を送信するデバイスを介して 802.1x サプリカン

トがネットワーク上にあると認識している場合、MAB または ゲスト VLAN は一般的に利用できませ

ん。上記のプロセスの唯一の例外は、IOS ベース スイッチで使用可能なグローバル設定です。Catalyst 
3000 シリーズ スイッチの 12.2(20)SE 以降では、コマンドは dot1x guest-vlan supplicant です。さら

に、このコマンドは Catalyst 4500 の 12.2(31)SG と Catalyst 3750 の 12.2(25)SEE のリリース以降で非

表示になっています。12.2(35)SE では、このコマンドはまだ機能しますが、非表示のままです。この

コマンドによって、EAPOL 履歴がスイッチによって維持されなくなります。このため、上記のプロセ

22
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スが少なくとも 1 回実行されると、ステート マシンが実行され続け、設定している場合は 終的に ゲ
スト VLAN または MAB をポート上でイネーブルにできます。上記のような状況に陥った場合に、こ

れを回避策として利用できます。CatOS ではこのような回避策はありません。

Network Admission Control（NAC）

MAB と NAC 展開との関係にはさまざまな認識があります。さらに、UDP を介した EAP（EOU）に 
Network Admission Control（NAC）が必要でない限り、この項で説明する設定がすべて必要であると

は限りません。MAB に関するもう 1つの体系的な課題は、NAC プログラムによるものです。MAC ア
ドレス認証の基本機能は、ACS 上にすでに配置されています。たとえば、無線 AP およびコントロー

ラは、クライアントの MAC アドレスをユーザ名 /パスワードとして使用して、RADIUS サーバで PAP 
認証を開始できます。

（注） WLAN デバイスの MAC-Auth についての詳細は、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/warp/public/779/smbiz/prodconfig/help/eag/123-04.JA/1100/h_ap_howto_5.htm

このドキュメントの第 2 パートはローカル認証用です（AAA サーバとしての AP）。認証ローカルから 
ACS サーバに変更するだけで利用できます。

図 50 に、MAC アドレス チェックの無線実装によって実現される内容を示します。

図 50 元来のMAC 認証

オープン認証環境（または個別の SSID）で、無線では少なくともエンド クライアントの MAC アドレ

スを許可基準としてチェックできます。クライアントの偏在により、これらのトポロジは一般的に推奨

されなくなりました。初期のアソシエーションがすでに確立されている（また、このアソシエーション

に基づいて、無線 NIC とのトラフィックが AP によってブロックされる）ため、AP ではこれを実現で

きます。

有線では現在このようなアソシエーションは現在存在しませんが、スイッチ上の MAB は、無線機能に

相当する有線機能として、802.1x タイムアウト後に MAC アドレスをポート上でチェックする機能を

提供します。有線スイッチ上の MAB は、前述の無線の例と同じ要件を満たすために装備されていま

す。IOS ベース スイッチ上の MAB との唯一の相違点は、MAB が補助的な認証方式として試行される

前に 802.1x がタイムアウトする必要がある点です。つまり、例外の観点に限ってデバイスを処理する

ために MAB を使用できます。言い換えると、MAB は優先される資格情報がない場合の認証技法とし

て使用されます。これは、免除基準や優先される資格情報の障害を処理する方法としては使用されませ
ん。

MAB は本来、802.1x がない場合に、補助的な認証技法を提供するために装備されました。デフォルト

では単純です。 低要件は、MAC アドレスが含まれるデータベースです。PAP または EAP-MD5 を経

由して RADIUS への認証要求をサポートするのであれば、（ACS 上のローカル CiscoSecure データ

ベースを含む）どのようなデータベースでも構いません。これらのデータベースで句読記号、空白ス

ペース、キャピタリゼーションなしの MAC アドレスをインポート /設定できます。つまり、RADIUS
（PAP または EAP-MD5）の交換からユーザ名 /パスワードの組み合わせとしてMAC を認証できること

RADIUS
 DB

/

 MAC 
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だけを意味します。これは、AP がこれまで何年も行っていたことと同様の作業をするように設計され

ました。図 51 に MAC アドレスとしてローカル CiscoSecure データベースに追加された単一のユーザ 
アカウントの例を示します。

図 51 ACS ローカル データベースに追加されたユーザ アカウント 

デフォルトの使用例を想定すると、この設定では、スイッチが MAB を介してデバイスの代わりに認証

要求を送信するため、ACS がデバイスを正常に認証できるはずです。ACS で MAB をイネーブルにす

るためには、802.1x 用にイネーブルされている設定以外に特別な設定は必要ありません。この機能は、

ACS のリビジョンACS v2.6 まで遡って機能するはずです。詳細については、次の URL を参照してく

ださい。 
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_soft/csacs4nt/csnt26/usergd26/userdb.ht
m#xtocid171961

RADIUS のサービスタイプ アトリビュートは、すべてのスイッチと無線 AP/コントローラからの 
MAB 要求で設定されます。calling-station-ID（CLID）アトリビュートも、スイッチと WLAN コント

ローラからの MAB 要求の MAC アドレスに設定されています。ただし、EOU のような NAC テクノロ

ジーは、エージェントレス処理できるよう要求を区別する手段として、また場合によっては監査機能を

生成できるように、サービスタイプ アトリビュートを使用します。

上記の考証から、ACS 上で NAC に対して NAP をイネーブルにするためにはサービスタイプ アトリ

ビュートが重要です。また、サービスタイプ処理に対しても重要です。これは、EOU 要求で有効に機

能します。さらに、EOU 要求（エージェントレスまたはそれ以外）には、すべてのスイッチとルータ

上の EOU の現在の動作に基づいたユーザ情報やアイデンティティ情報は含まれていません。ただし、
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デフォルトで、サービスタイプ アトリビュートと CLID アトリビュートの両方が、このドキュメント

で説明する認証イベントのように MAB 自体に事実上無関係である可能性があります。同様に認証イベ

ントに基づいた許可は、ユーザ名 /パスワードに基づくと予測されるため、むしろ一般的です。EOU 
の NAC エージェントレス ホストを処理する元の機能も、「MAC Authentication Bypass」とも呼ばれ

ていました（その理由は不明です）。

上記の考証を参照すると、RADIUS 要求と照合する NAP を設定する必要があります。「MAC 
Authentication Bypass」のサービス プロファイルを適切に選択できるように、新しい NAP が作成され

ることも予想されます。次の例では、NAC のコンフィギュレーション ガイドで示されているように、

「MAC-Auth-Bypass」という名前の NAP が作成されます。ただし、RADIUS を介したスイッチからの 
MAB 要求には、NAC-L2-IP のような 10 のサービスタイプ値も含まれますが、キーワード サービスを

含む Cisco Attribute Value Pair（AVP）はありません（EOU によって送信される VSA）。つまり、意

図的であるかどうかに関係なく、どの MAB 要求もこの NAP に一致します。図 52 の [Advanced 
Filtering] ボックスには、2 つのエントリがあります。Cisco AVP の [aaa:service] の一致なしと、

[Service-Type] の 10 です。

図 52 [NAP]  [Advanced Filtering] 

この高度なフィルタリングが定義されている場合、（「MAC Authentication Bypass」をイネーブルにす

るために）NAP の認証設定を変更する必要があります。その後、認証のためにグループまたは設定済

みの Network Access Restriction（NAR）を選択する必要があります。正しい NAR を持つグループの

選択に加え、NAP の認証設定で、[Allow MAC-Authentication-Bypass] の隣のチェックボックスを選

択する必要があります。図 53 の例では、グループがDefault Group になっています。
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図 53 「MAC-Authentication-Bypass」の NAP への割り当て 

「MAC Authentication Bypass」が正しく機能するために、NAP でその他の設定を変更する必要ありま

せん。ただしこの機能は、先に示したようにMAB ではありません。これは認証目的で RADIUS から

の [Calling-Station-ID] フィールドだけを参照するため、事実上まったく別の機能です。

この処理モデルの違いは、[Calling-Station-ID] フィールドが免除基準として、この方式が適用される

任意のコントロール プレーン（802.1x、PPP、など）からいつでも問い合わせられる可能性がある点

です。つまりMABは、優先される資格情報の有無に関係なく、認証技法として使用できます。

この機能は EOU の免除や EOU からのエージェントレス要求をサポートする NAC の使用例で潜在的

な価値があります。たとえば、Cisco Trust Agent（CTA）がデバイスにロードされていても、単純に

エンド ステーションの MAC アドレスを理由として、NAC ポスチャ の EOU 要求を完全にバイパスで

きます。または、NAC の CTA を検索していて EOU がポートでタイムアウトになった後、エージェン

トレス要求がユーザ情報なしで作成され、デバイス アクセスを判断したり、問題のデバイスの NAC 監
査を開始するために CLID フィールドに問い合わせが行われることが予想されます。ただし、これはこ

のドキュメントで説明したように、同じ機能セットではなく、MAB の機能の目的ではありません。

詳細については、次の URL にある NAC のコンフィギュレーション ガイドを参照してください。 
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/nac/appliance/configuration_guide/413/cam/413_cam_boo
k.html.

（注） ACS 4.1 はこのドキュメントの対象外ですが、上記のユーザインターフェイスは 4.1 リリースで変更さ

れています。現在の GUI では、図 54 に示すように、NAP プロトコル ページに [Allow 
MAC-Authentication-Bypass] ではなく [Agentless Request Processing] と表示されます。
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図 54 ACS 4.1 GUI の変更 

GUI の変更により、少なくともこの点での混乱は軽減されます。MAB を設定するために NAP は必要

ありません。このため、NAC に対する場合のように MAC アドレス ベースの例外処理を行う場合、

ACS は RADIUS 要求のユーザ名ではなく RADIUS の Calling-Station-ID アトリビュートを参照しま

す。

この問題は、ACS v4.0 の認証要求の認証処理によってより複雑になります。まず、ACS v4.0 で NAP 
が一致しなくても、NAC の問題を紹介する前に説明したように、データベースに実際のユーザ アカウ

ントがある限り、MAB セッションを正常に認証できます。この理由は、NAP や NAP の特定の認証設

定が一致しないセッションでは ACS が旧来の動作に戻るためです。NAP がまったく定義されていない

場合も当然ながら旧来の動作が試行されますが、これは設定可能です。ただし、現在 ACS 4.0 では

NAP が実際に一致し、両方の動作が実際に機能する場合があります。この理由は 実際には ACS 処理

の不具合によるものです。CLID フィールドへの問い合わせは認証目的に限り行う必要があるためで

す。これは、図 55 に示すようなテストで確認することもできます。

図 55 NAP が一致する正常な「MAC-Authentication-Bypass」 

図 55 に示すように、スイッチは Calling-Station-Id の形式として「00-14-5E-42-65-09」を送信するた

め「レガシー方式」で機能する一方で、スイッチからのユーザ名の形式は「00145e426509」で、これ

が渡された認証ログにあります。さらに、この場合にそれ以外に ACS で設定されているのは、ユーザ 
アカウントが「00145e426509」 と等しいことだけです。ここでは、NAP が一致しても MAB の PAP 要
求を正常に行えることを示しました。これは機能するべきではないため、技術的には ACS v4.0 の不具

合です。

ベスト プラクティスとして、お客様が MAB が機能することだけを必要とし（URT 置換または 802.1x 
の補助的な認証技法など）、NAC に関心がない場合は、このための NAP をデフォルトでACS に使用

することはお勧めしません。
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ACS 上の MAB EAP オプション

有線 IOS ベースのスイッチには、MAB に使用できる EAP オプションもあります。これは、次の設定

例によって設定されます。

 • Cisco IOS 
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 2
 switchport mode access
 dot1x mac-auth-bypass eap
 dot1x pae authenticator
 dot1x port-control auto
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable

上記の設定では MAB の RADIUS 交換は PAP を使用するため、単一のデータ交換では実行されませ

ん。これは、EAP-MD5 を使用したチャレンジ応答メカニズムでは実行され、続行する前に RADIUS 
のラウンドトリップを行います。要求のユーザ名とパスワードは MAC アドレスのままです。PAP がセ

キュリティ ポリシーを満たさない場合や、PAP がバックエンド データベース サーバでディセーブルに

なっている場合は、MD5 オプションが使用される場合もあります。

ただし、ACS と NAP に対して前項で説明した同じプロセスを設定すると、機能しません。この場合、

MAB は成功も失敗もしません（CSCse12673 を参照してください）。このため、何らかの理由で MAB 
のスイッチに EAP-MD5 が必要な場合、この ACS 設定と NAC の設定に互換性はありません。

ACS 4.1 
このドキュメントで説明しているように、MAB のフォームは現在 ACS 4.1 では使用できません。これ

には、ここで説明した補助的な認証技法として MAB を実行するすべての有線スイッチ、または無線

AP/コントローラによって実行される MAC 認証が含まれます。これは、NAC 処理と監査機能の向上

のために ACS 4.1 の処理が変更されたことによるものです（図 56 を参照）。
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図 56 ACS 4.1 での ACS の処理 
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図 56 に示すように、サービスタイプ アトリビュートを設定している場合は、認証を実行できません。

特に NAC を実行していない場合は、「進行中の監査」が何を意味するのかも不明です。ACS 4.1 のこ

れらの変更に関して、このドキュメントに含まれていない考慮事項が他にもあります。ACS 4.1 はこの

ドキュメントの対象外ですが、この ACS のリビジョンには MAB を使用できません。また推奨もされ

ません。ただし、これに対応するために CSCsh62641 と CSCsh63236 が報告されています。現在、こ

れらの問題は ACS v4.1.3（2007 年 4 月末までに FCS）で解決される予定です。

プロビジョニング 
プロビジョニングも関心の高いサービスです。お客様が自分の MAC アドレスを事前に知らない場合が

あります。また、この代わりにシスコからターンキー ソリューションは提供されません。Great Bay 
Software、Altiris などの製品のように、アセット マネジメント機能を提供するサードパーティの製品

がこれに関して役立つ場合もあります。

お客様が自身のディレクトリ インフラストラクチャとラーニング技法を統合しようと試みる場合もあ

ります。たとえば、Cold Fusion フロントエンドを使用してユーザが Active Directory の資格情報で認

証するよう強制する場合があります。フロントエンドはその際に MAC アドレス、ホスト名、ユーザ /
マシンの詳細をプルし、それらを ODBC データベースに保存します。これは、潜在的な MAC プロビ

ジョニング技法であるだけでなく、セキュリティ モデルが 802.1x を要求しない場合に複雑な 802.1x 
を使用しない アイデンティティ ベースおよびマシンベースの認証の優れた妥協策でもあります。

ただし、MAB の展開自体がプロビジョニング メカニズムの顕在化に役立つ場合があります。さらに、

デバイスにネットワーク アクセスが許可される場合もあります。この例として、ゲスト VLAN と共に 
MAB を使用する場合があります。基本的にこのシナリオでは、802.1x を使用できないマシンは常にゲ

スト VLAN となります。ゲスト VLAN は MAB 自体の障害状態として機能するため、MAB によって

必ずしもこれが変更されるとは限りません。したがって 終的には、802.1x が使用できないため、

MAB がない場合と同様にデバイスがゲスト VLAN に配置される可能性があります。ただし、MAB が
「途中で」失敗すると、このイベントのエラーは AAA サーバに記録されます。ACS のこのエラーの例

を図 57 に示します。

図 57 MAB のエラー

図 57 に示すように、MAC アドレスは事実上認証インフラストラクチャに認識されています。この時

点で、この MAC はさまざまな方法でアセット マネジメント システムやプライマリ ディレクトリ イン

フラストラクチャに挿入される可能性があります。
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（注） アイデンティティ 管理の詳細な説明は、このデザイン ガイドの対象外です。

ただし、MAC アドレスの収集が信用を明示的に拡大することはありません。CiscoWorks の LMS は、

MAC アドレス収集ツールとしても役立ちます。これはまた、デバイス名、IP アドレス、ホスト名の修

正も行います。ただし、これらの技法は必ずしもエンティティが社内ネットワーク上にあることを保証

するものではありません。既存のものであるということに限り証明します。既存の識別された信頼でき

るマシンを検証するためのネットワーク MAC アドレスの検証には、さらに作業が必要です。

既存のアイデンティティ ストアの欠如 
大企業では特定の MAC アドレスは認識されないことがあります。認識される場合も、既存のディレク

トリ インフラストラクチャに直接組み込まれることはなく、これらはアセットまたはインベントリ マ
ネジメント システムだけに配置されます。この管理システムを認証に使用するには、AAA による問い

合わせが可能であるか、AAA が問い合わせ可能なシステムに MAC アドレスをエクスポートする必要

があります。MAB の場合、これは、事実上 ACS がすでにアクセスしているバックエンド データベー

スを意味します。ただし、アイデンティティ ストアを追加できます。MAC アドレスは、ユーザ アカ

ウントとして Windows Active Directory に保存できます。CiscoSecure ACS データベースも MAC ア
ドレス を保存できます。IBM Tivoli エージェントは ACS NAP で MAC アドレスを追加 /削除できま

す。MAC アドレスが ACS でユーザとして定義されている場合、ACS 4.0 でのエントリの制限は 
300,000 です。

音声サポートの欠如 
802.1x、MAB、および IP フォンの統合は、マルチ VLAN アクセス ポートのスイッチ設定に基づいて

います。マルチ VLAN ポートは、ネイティブ VLAN（PVID）と補助 VLAN（VVID）の 2 つの

VLAN に属しています。これにより、音声とデータのトラフィックを分離して、PVID に限り 802.1x 
と MAB をイネーブルにすることができます。この 2 つの VLAN で発生する通信の種類を図 58 に示し

ます。

図 58 マルチ VLAN ポート

802.1x または MAB がマルチ VLAN アクセス ポートでイネーブルの場合、サプリカントは認証プロセ

スを完了しなければ、データ用の（ネイティブ /PVID）VLAN にアクセスできません。IP フォンは、

ポートの 802.1x ステートにかかわらず、適切な Cisco Discovery Protocol（CDP）パケットの送信後

に音声用の（補助 /VVID）VLAN にアクセスできます。組み込みの 802.1x サプリカントに対する広範

囲なサポートがないため、Cisco IP フォンでは CDP の使用が必要になる場合があります。

802.1x や MAB の機能と共にマルチ VLAN 機能をイネーブルにするために必要な Cisco IOS および 
CatOS のコンフィギュレーション コマンドは、次のとおりです。

 • Cisco IOS 
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 2

22
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 802.3

 802.1q

IP
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 switchport mode access
 switchport voice vlan 2
 dot1x mac-auth-bypass
 dot1x pae authenticator
 dot1x port-control auto
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable

 • CatOS 
set vlan 2 2/1
set port dot1x 2/1 port-control auto
set port mac-auth-bypass 2/1 enable 
set port auxiliaryvlan 2/1 2
set spantree portfast 2/1 enable
set spantree bpdu-guard 2/1 enable

このため、MAB をポート上で設定し、データ デバイスの認証に使用できますが、Voice-VLAN で音声

デバイスを許可するために MAB を使用するべきではありません。MAB は、現時点ではデータ VLAN 
に限り デバイスを許可し、VLAN 割り当てをサポートするよう設計されています。電話機の MAC ア
ドレスが ACS でプロビジョニングされ、パケットが送信されると、スイッチは MAC アドレスを収集

し、データ VLAN（または RADIUS から割り当てられた VLAN）上のネットワークへの電話アクセス

を許可するよう権限付与を開始できます。ただし、スイッチはデバイスのタイプを認識したり、推測す

ることはなく、認証イベントの一部として音声 VLAN 上に配置しても認識しません。したがって、お

客様が音声 VLAN 上でパケットにタグ付けするために電話機をプロビジョニングしても、MAB の音

声 VLAN のトラフィックが明示的に無視されるため、現時点では失敗します。このため、MAB を使

用してサードパーティの電話機を認証できません。考えられる回避策は、RADIUS 経由でデータ 
VLAN を動的に割り当てることです。MAB はスイッチ ポートで設定された音声 VLAN なしの音声 
VLAN と等しくなります。ただし、電話機に接続されているクライアントなど、ネットワーク上のそ

の他の MAC をシングル認証モードが許可しないため、これは推奨されません。基本的に MAB はこの

点で 802.1x と同じルールを共有します。

上記で説明したように、MAB はデータ デバイスに対してイネーブルにでき、Cisco テレフォニー デバ

イスは CDP で無視できます。ただし、802.1x と同様に明示的にこれを認識するネットワークでなけれ

ば、MAB 認証セッションはネットワークに表示されない場合があります。IP フォンの背面からのクラ

イアントへの接続が切断されても、スイッチによってイベントとして認識されません。この動作の 初

の問題は、ホストが電話機から切断されても、ホストがスイッチ ポート上で許可され続けることです。

さらに、電話機に接続される新しいマシンに対して、ネットワーク上に認証されているのとは別の

MACが出現したと電話機が認識するため、別のセキュリティ違反が作動する場合があります。

Catalyst 3000 スイッチは 12.2(35)SE でこれに対処するために、 近 MAB のエイジング機能を提供し

ましたが、ネットワーク バーチャライゼーションのこの段階では検証できませんでした。

ネットワーク バーチャライゼーションの 新の段階では、IP Communications とのさらなる統合が計

画されています。ここでは、Multi-Domain-Auth（MDA）と MAB のエイジングが検討されます。

MDA は、どの電話機にも 802.1x または MAB 経由の認証を許可する新しいソリューションベースの

機能セットで、12.2(35)SE の Catalyst 3000 スイッチと 12.2(37)SG の 4500 スイッチ以降では、

802.1x または MAB 経由で IP フォンの背面に接続されるクライアントを認証することもできます。

MAC の移動

802.1x と同様に、デバイスの移動元のポートの許可が解除されない限り、MAB によって認証された 
MAC アドレスをスイッチ上で移動できません。この問題は、IP テレフォニーに関して前の項で説明し

た MAB のエイジングの問題によってさらに深刻になります。このため、デバイスが電話機の背面に接

続されて MAB 経由で認証され、同じスイッチ上の別のポートに移動された場合、ユーザの移動先の

ポートはエラーによってディセーブルになります。これによってこのポートの電話機も動作しなくなり

ます。CatOS では、ポートをシャット ダウンする代わりにトラフィックの MAC の提供を制限するセ

キュリティ違反動作処理を設定できます。ただし、この場合にはこれも役に立ちません。この違反動作
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処理は、元のポートに 2 つ目の MAC アドレスが出現した場合に限り有効で、MAC アドレスの移動に

は役立ちません。移動によってポート上にリンクがドロップされ、MAB へのアドレスのバインディン

グがクリアされるため、これは、一般的に IP テレフォニーのない MAB ポートでは問題になりません。

この問題は、サポートされている設計ではありませんが、ハブベースのトポロジで継続される場合があ

ります。さらに、現時点の CatOS では、このイベントが発生した場合、ポートを手動でリセットする

必要があります。間隔を設定して自動でリセットする機能はありません。

MAC 認証バイパス ポリシーの割り当て

802.1x と共に MAB が普及させた一貫したアーキテクチャに基づいて、MAB では 既存の 802.1x の 特
別なポリシー実施技法も自動的に利用できます。ネットワーク バーチャライゼーションに特に重要な

のは、RADIUS を介したダイナミック VLAN の割り当てです。ダイナミック VLAN の割り当てを実

行するために、スイッチ上で特別な設定は必要ありません。

VLAN 割り当てのある 802.1x の標準的な推奨事項が MAB にも当てはまります。サポートする VLAN 
アーキテクチャを事前に計画し、構築しておくことを強くお勧めします。VLAN の割り当ては、

802.1x と同様に MAB の名前で実行されます。これによって、個別の L2 ドメイン間の独立を可能に

し、さまざまな L2 または L3 VTP アーキテクチャに対して柔軟な VLAN 管理技法をサポートできま

す。このアーキテクチャでは、ポリシーをグループやデバイスごとのレベルに適用することもできま

す。特別なニーズに応じて、場合によってはこのように MAB がホストごとに管理される場合もありま

す。

IOS ベースのスイッチ上では必ず AAA をイネーブルにしていることを確認し、認証および許可方式を

指定してください。

aaa new-model
aaa authentication dot1x default group radius
aaa authorization network default group radius

（注） 802.1x がイネーブルならば、CatOS で受信した RADIUS アトリビュートは自動的に実装されます。た

だし、IOS の場合は自動的には実装されません。このため、スイッチがRADIUS 経由のコンフィグ

レーション コマンドを受け入れるために、上記の 後のコンフィグレーション ステートメントが必要

となります。

先に説明したように、デフォルトでは上記のどれも CatOS プラットフォームには適用されず、これら

の設定手順は必要ありません。ただし、次の設定によって VLAN の割り当てはオプションでディセー

ブルにできます。

id1-6503-1> (enable) set dot1x radius-vlan-assignment ?
  disable                    Disable dot1x Radius Vlan Assignment on the system
  enable                     Enable dot1x Radius Vlan Assignment on the system

802.1x 用にすでに配置されている以外に ACS サーバ上で必要なものはありません。RFC 2868 によっ

て定義される次の 3 つの標準 RADIUS アトリビュートが要求されます。

[64] Tunnel-Type – “VLAN” (13)
[65] Tunnel-Medium-Type – “802” (6)
[81] Tunnel-Private-Group-ID - <VLAN name>

（注） ACS 4.0 以前は、これらの機能はデフォルトで表示可能でした。グループレベルの表示を有効にするに

は、[Interface Configuration] 設定ボタンの下にある [RADIUS (IETF)] リンクで表示する必要がありま

す。各アトリビュートに対してチェックボックスがあります。ただし ACS 4.0 では、この設定手順は

必要ではなく、ユーザごとまたはグループごとの配備シナリオによってアトリビュートがデフォルトで

イネーブルになります。
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  クライアントレスベースの認証
図 59 は、「サーベイランス」VLANに配備される特定のグループのデバイスを MAB に対して設定す

る例を示しています。

図 59 ACS 上での VLAN 割り当て設定

これによって、VLAN 割り当て用に設定されたグループのどのユーザ メンバも指定された VLAN に割

り当てられます。VLAN 名がスイッチ上にあり、ACS での設定と同じ名前である必要があります。こ

れには、空白スペースと大文字と小文字の区別が含まれます。VLAN もスイッチ上に存在する必要が

あります。これらのいずれかが有効でない場合、スイッチは許可を拒否します。ユーザは VLAN 上の

ネットワークへのアクセスをユーザに許可する資格情報を提供します。ただし、スイッチが VLAN 自
体に関する情報を確認できない場合（type-o など、あらゆる種類の VLAN 名の不一致）、スイッチはこ

れを実際に有効な資格情報を提供しないユーザとして処理します。

VLAN 名は VLAN 番号にマッピングされます。開始時に、パス分離は個別の各ネットワーク パーティ

ションへのエントランス基準として個別の VLAN を使用します。無線では、 終的にセッションを正

しい VLAN にマッピングするために、正しい SSID に由来する元の要求をオプションで保証すること

もできます。

ダイナミック ポリシーの実施を利用することにより、企業がネットワーク上のクライアントレス セッ

ションの区別を実現できます。以前のネットワーク バーチャライゼーションでは、この区別機能を利

用することができませんでした。ネットワーク バーチャライゼーションは、クライアント コンテキス

トを 802.1x によって区別できましたが、802.1x がエンド デバイス上に常駐していない場合は、事実上

のレベルのアクセスを提供することしかできませんでした。MAB とポリシーの強制を可能にすること

によって、ネットワーク バーチャライゼーションは、工場のフロアのロボットアーム、病院の X 線マ

シン、IP 対応のサーベイランス デバイス、または標準の社内 PC など、包括的なディファレンシエー

テッド サービスに拡張できるようになりました。これにより、追加された詳細なアクセス コントロー

ルと共に、ネットワーク バーチャライゼーションがエンドツー エンドへ与える影響が大きくなります。

MAC 認証バイパスのまとめ 
要約すると、MAB はポートベースの機能として機能します。これは CatOS ではオプションでスタン

ドアロン認証方式として使用できますが、主にフォールバック メカニズムとして 802.1x に使用されま

す。1 つのポートで実際に複数の MAC をサポートする機能はありません。MAB は、802.1x と同様に

本来は単一のホストで、MAB のマルチ認証はありません。MAB ポートは、802.1x の場合と同様にオ

プションでマルチホスト モードに対してイネーブルにできます。MAB を失敗した 802.1x 認証を処理

するためには使用できません。MAB は、802.1x を使用しない、または使用できないが、設定済みの 
MAC アドレスでポート セキュリティを実施するお客様に、より多くのオプションを提供し、URT ま
たは VMPS テクノロジーを実行するお客様に移行パスを提供します。MAB は、任意の標準 RADIUS 
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  全体のまとめ  
サーバとも連動し、3 回の再試行で 30 秒のデフォルト タイムアウトを備えています。つまり、タイム

アウト時間の合計はデフォルトで 90 秒以上です。これは ゲスト VLAN の 短のデフォルト タイムア

ウトと同じです。802.1x のタイムアウトの後で MAC を学習するために、デバイスはスイッチにトラ

フィックを送信する必要もあります。MAB に失敗すると、ネットワーク アクセスが暗黙的に拒否され

ます。MAB に失敗し、ゲスト VLAN も設定されている場合、ゲスト VLAN が（下位互換性を目的と

して）イネーブルになります。その他のネットワーク ポリシーもダウンロードできます。これによっ

て、ダイナミック バーチャライゼーションをサポートし、802.1x が対象のスイッチに対して現在実行

できることを、 小の共通特性とします。このプロセスでは補佐としてゲスト VLAN を使用できます

が、プロビジョニング メカニズムは MAB によっては呼び出されません。

全体のまとめ
現代のネットワークに対する需要と、組織内だけでなくベンダーやお客様とも情報を共有するニーズが

高まる中、ネットワーク アクセスでのセキュリティが 優先事項となっています。ポートベース ネッ

トワーク コントロールの IEEE 802.1x 仕様は、無線だけでなく有線ポートでも、レイヤ 2 認証アクセ

スの標準的な方法になっています。802.1x は、エンドツーエンドのネットワーク バーチャライゼー

ションを促進するアクセス コントロールのサポートための、コア テクノロジー コンポーネントです。

有線トポロジでの課題の 1 つは、特に 802.1x 対応のゲストまたはパートナーに対して、失敗した認証

をサポートする方法です。Auth-fail VLAN（認証失敗 VLAN） は、内部マシンからは差別化されたア

クセスを提供しながら、802.1x 対応のゲストまたはパートナーにアクセスを許可し、ネットワーク 
バーチャライゼーションを促進する方法です。IEEE 802.1x の実装のさらなる課題は、以前は 新であ

り、今日では旧弊になってしまった技法をサポートするための要件です。プリンタ、VoIP 電話などの

も過去のデバイスと IP セキュリティ カメラなどの新しく出現したデバイスは 802.1x サプリカント

をサポートできませんが、広範な仮想化されたネットワーク アーキテクチャに含まれる必要がありま

す。MAC アドレス認証バイパス（MAB）は、802.1x に置き換わるものではありません。むしろ、ホ

ストまたはデバイスがネットワーク アクセス デバイスによる資格情報の要求に応答しない場合に代替

の認証方法を可能にするものです。

IEEE 802.1x 標準および MAB では、アクセス ポートのダイナミック設定やポート レベルでの企業の

セキュリティ ポリシーの実装が可能になります。MAB は企業ネットワーク全体への 802.1x インフラ

ストラクチャの展開の問題に対処します。ネットワーク アクセス デバイスを介した認証サーバへの認

証には、802.1x サプリカントが必要です。MAB 機能では、L2 認証の実行とネットワーク ポリシーの

ダイナミック展開への参加を許可する一方で、この 802.1x 機能のないデバイスがネットワークにアク

セスして目的の機能を実行することを許可し、仮想化されたネットワーク アーキテクチャを促進しま

す。

ゲスト VLAN も 802.1x を使用できないデバイスのオプションの 1 つです。MAB と Guest-VLAN を
組み合わせることによって、ネットワーク バーチャライゼーションの応用として、デバイス固有のア

クセス コントロールのサポートにおけるクライアントレス ステーションの区別を企業が実現できます。

さらに、このドキュメントで説明したアクセス コントロール方法では、複数レベルのユーザ アクセス

が可能で、これをネットワーク セキュリティの第 1 要素とすることができます。さらに、エンドツー

エンドのネットワーク バーチャライゼーションをサポートすることによって、これらのレベルのアク

セスを複数のマトリクス モデルで採用でき、部門と部署の役割の要求に応じたアクセスを将来的に適

用できます。

ネットワーク バーチャライゼーションは、セキュリティを強化しながら、論理ネットワークのオー

バーレイによって、全体のリスクを軽減し、価値を追加し、ビジネスの運用コストを削減できます。企

業は現在、ネットワーク アクセスをコントロールするために、企業戦略を開発する必要に迫られてい

ます。その際に、非公開ユーザ グループ、ダイナミック プロジェクト作成、さらに多くのオンデマン

ド デバイス モビリティなどの将来的な課題を、ビジネス サービスのダイレクト イネーブラとしてネッ

トワークで評価することができます。
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