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概要

この資料は AireOS ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）の 802.1X クライアント除外を記述し
たものです。 802.1X クライアント除外は WLC のような 802.1X オーセンティケータで持つべき
重要なオプションです。 この目的は、動作または機能が異常な拡張可能認証プロトコル
（EAP）クライアントによる認証サーバ インフラストラクチャの過負荷を回避することです。

前提条件 

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco AireOS WLC●

802.1X プロトコル●

Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS）●

識別サービス エンジン（ISE）●

使用するコンポーネント

この資料に記載されている情報は AireOS に基づいています。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

ユーザ例



例ユーザ例は下記のものを含んでいます: 

EAP サプリカント不正確な資格情報で設定される。 EAP サプリカントなど、ほとんどのサ
プリカントは、失敗が何回か続いたら認証の試みを中止します。 ただし、一部の EAP サプ
リカントは何回でも再認証を試みます。 このようなクライアントが RADIUS サーバを過負荷
にして、ネットワーク全体のサービス妨害（DoS）を引き起こします。

●

主要ネットワークのフェールオーバー後に、何百または何千もの EAP クライアントが同時に
認証を試みる場合もあります。 その結果、認証サーバが過負荷になり、応答が遅くなります
。 応答の遅れを処理する前にクライアントまたはオーセンティケータがタイムアウトすると
、認証の試みがタイムアウトするまで続いてから、再び応答を処理しようとして悪循環に陥
る可能性があります。

●

注: 認証の試みを成功させるには、アドミッション コントロール メカニズムが不可欠です
。

802.1X クライアント除外がどのようにはたらくか

802.1X クライアント除外はクライアントが 802.1X 余分な認証失敗の後で認証の試みをしばらく
送信 することを防ぎます。 AireOS WLC 802.1X で、クライアント除外はセキュリティの下で
globablly > ワイヤレス保護ポリシー > クライアント除外ポリシー デフォルトで有効に なり、こ
のイメージで見られる場合があります。

クライアント除外は毎 WLAN 基礎のイネーブルまたはディセーブルである場合もあります。 デ
フォルトでそれは AireOS の前の 60 秒のタイムアウトと AireOS 8.5 で開始する 8.5 のおよび
180 秒有効に なります。



過負荷から RADIUSサーバを保護する除外設定

これらの設定が有効になることを RADIUSサーバが不正確に機能する無線クライアントによる過
負荷から保護されること検証するために、確認して下さい:

802.1X 余分な認証失敗は WLC のグローバル なクライアント除外ポリシーで選択されます。●

クライアント除外は WLAN の詳細設定のイネーブルになったに設定 されます。●

クライアント除外 タイムアウト値は 60 から 300 秒に設定 されます。
注: 300 秒を超える値の方が保護は強化されますが、ユーザから苦情が出る可能性があります
。

●

AireOS EAP タイマーおよび ISE Protected Extensible Authentication Protocol （PEAP）設定
を設定して下さい

●

802.1X 除外ははたらくことを防ぐ問題

WLC と RADIUSサーバの複数のコンフィギュレーションの設定は、802.1X クライアント除外が
はたらくことを防ぐかもしれません。

WLC EAP タイマー 設定がクライアント除かれなかった原因で

デフォルトで、無線クライアントはクライアント除外が WLAN のイネーブルになったに設定 さ
れるとき除かれません。 これは除外を誘発する十分な継次的故障を見つけるために決して不品行
な振舞いをわないクライアントを引き起こす 30 秒の長いデフォルト EAP タイムアウトが原因で
す。 802.1X クライアント除外が実施されるように再送信の高められた数でより短い EAP タイム
アウトを設定して下さい。 タイムアウト例を参照して下さい。

config advanced eap identity-request-timeout 3

config advanced eap identity-request-retries 10

config advanced eap request-timeout 3



config advanced eap request-retries 10

ISE PEAP 設定がクライアント除かれなかった原因で

はたらく 802.1X クライアント除外のために RADIUSサーバは認証が失敗するとき Access-Reject
を送信 する必要があります。 RADIUSサーバが ISE なら、そして PEAP が使用中なら、除外は
起こらないかもしれないし、ISE PEAP 設定によって決まります。 ISE の中では、 > >  >  >   

0 ISE  WLC  WLC  3  Access-Reject   

注:  Change  Retriesvalue  AllowPassword  0   Retriesis  AllowPassword 

関連情報

Cisco バグ ID: CSCsq16858●

大規模なワイヤレス RADIUS ネットワークのメルトダウンを防止する●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsq16858
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/118703-technote-wlc-00.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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