SDM による固定 ISR のワイヤレス認証種別の設
定例
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概要
このドキュメントでは、Security Device Manager（SDM）を使用してワイヤレス接続用のシスコ
ワイヤレス統合型固定構成ルータのさまざまなレイヤ 2 認証タイプを設定する方法について説明
する設定例を示します。

前提条件

要件
この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。
●

●

シスコ サービス統合型ルータ（ISR）の基本パラメータを設定する方法についての知識。
（SDM を使用）
Aironet Desktop Utility（ADU）を使用して 802.11a/b/g 無線クライアント アダプタを設定す
る方法についての知識。

使用するコンポーネント
このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。
Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.3(8)YI1 が稼働する Cisco 877W ISR
ISR にインストールされた Cisco SDM バージョン 2.4.1
Aironet Desktop Utility バージョン 3.6 がインストールされているラップトップ PC
ファームウェア バージョン 3.6 が稼働する 802.11 a/b/g クライアント アダプタ
本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。
●

●

●

●

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

背景説明
Cisco SDM は、直感的な Web ベースのデバイス管理ツールで、Cisco IOS ソフトウェア ベース
のルータ向けです。 Cisco SDM は、スマート ウィザードによって、ルータとセキュリティの設
定を簡略化します。これにより、お客様はコマンドライン インターフェイス（CLI）の知識を必
要とせずに、Cisco Systems® のルータをすばやく簡単に導入、設定、監視することができます
。
SDM は、Cisco.com の Software Center から無料でダウンロードできます。
SDM は、個々のルータ上の別個のコピーとして別々にインストールすることも、1 台の PC 上に
インストールすることもできます。 PC にインストールされた Cisco SDM を使用して、ネットワ
ークの適切な IOS イメージを実行している他のルータを管理することができます。 ただし、PC
上の SDM では、ルータ設定を工場出荷時のデフォルトにリセットすることはできません。
このドキュメントでは、ワイヤレス認証用にルータを設定するため、ワイヤレス ルータにインス
トールされた SDM が使用されます。
Cisco SDM は、次の 2 つの目的でルータと通信します。
PC にダウンロードするための Cisco SDM アプリケーション ファイルへのアクセス
ルータ設定とステータスの読み取りおよび書き込み
Cisco SDM は、HTTP/HTTPS を使用してアプリケーション ファイル（sdm.tar、home.tar）を
●

●

PC にダウンロードします。 HTTP/HTTPS と Telnet/SSH を組み合わせて使用し、ルータ設定の
読み取り/書き込みを行います。
SDM をサポートするルータおよび IOS ソフトウェア リリースに関する最新情報については、「
Cisco Router and Security Device Manager に関する Q&A」を参照してください。
ルータでの Cisco SDM の使用方法の詳細については、「SDM をサポートするルータの設定」を
参照してください。
ルータまたは PC に SDM ファイルをダウンロードおよびインストールする手順については、「
SDM ファイルのインストール」を参照してください。

設定
このドキュメントでは、SDM を使用する以下の認証タイプの設定方法について説明します。
WEP 暗号化を使用したオープン認証
MAC を使用したオープン認証
共有認証
802.1x/拡張認証プロトコル（EAP）認証
Wi-Fi Protected Access（WPA）事前共有キー（PSK）認証
WPA 認証
この項では、このドキュメントで説明する機能の設定に必要な情報を提供します。
●

●

●

●

●

●

注: このセクションで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool（登
録ユーザ専用）を使用してください。

ネットワーク図
このドキュメントでは、次のネットワーク構成を使用しています。

この設定では、802.1x 認証を使用してワイヤレス クライアントを認証するためにワイヤレス ISR
でローカル RADIUS サーバを使用します。

SSH アクセス用のルータの設定
SDM を使用してルータにアクセスできるようにするには、次の手順に従います。
1. 「SDM をサポートするルータの設定」で説明されている手順に従って、http/https アクセス
についてルータを設定します。
2. 次の手順に従って、ルータに IP アドレスを割り当てます。
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fastEthernet 0
Router(config-if)#ip address10.77.244.197 255.255.255.224
% IP addresses cannot be configured on L2 links.

871W ルータで、このようなエラー メッセージが表示される可能性があります。 このエラ
ー メッセージは、ファスト イーサネット 0 が、IP アドレスを設定できないレイヤ 2 リンク
であることを示します。
3. この問題を解決するには、レイヤ 3（VLAN）インターフェイスを作成し、次の手順で同じ
ルータに IP アドレスを割り当てます。
Router(config)#interface Vlan1
Router(config-if)#ip address 10.77.244.197 255.255.255.224

4. 次の手順でレイヤ 2 のファスト イーサネット 0 インターフェイスでこの VLAN を許可しま
す。 このドキュメントでは、VLAN1 を許可するために、トランク インターフェイスとして
ファスト イーサネット インターフェイスを設定します。 また、アクセス インターフェイス

として設定し、ネットワーク設定ごとにインターフェイス上に VLAN1 を許可することもで
きます。
Router(config)#interface fastEthernet 0
Router(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Router(config-if)#switchport trunk allowed vlan add vlan1
!--- This command allows VLAN1 through the fast ethernet interface. !--- In order to allow
all VLANs through this interface, issue the !--- switchport trunk allowed vlan add all
command on this interface.

注: この例では、基本的なルータ設定とワイヤレス設定がルータ上ですでに実行されている
と仮定しています。 そのため、次の手順では、認証パラメータを設定するため、すぐにル
ータでワイヤレス アプリケーションを起動しています。

ルータ上の SDM ワイヤレス アプリケーションの起動
次の手順を実行して、ワイヤレス アプリケーションを起動します。
1. ブラウザを開き、ルータの IP アドレスを入力して SDM を起動します。同意するか拒否す
るか尋ねる次のような Web ブラウザの [Security Alert] ウィンドウが表示されます。

2. [Yes] をクリックして次に進みます。
3. 表示されるウィンドウで、特権 level_15 のユーザ名とパスワードを入力して、ルータにアク
セスします。この例では、ユーザ名とパスワードに admin を使用しています。

4. [OK] をクリックして、次に進みます。 要求される場合は常に、同じ情報を入力します。
5. 結果として表示されるページで [OK] と [Yes] を適宜クリックして、SDM アプリケーション
を起動します。SDM アプリケーションが開くと、署名付きセキュリティ証明書を受け入れ
るか確認するセキュリティ アラート ウィンドウが表示されます。
6. [Yes] をクリックして署名付き証明書を受け入れます。

成果として表示される Cisco Router and Security Device Manager のメイン ページは次のよ

うになります。

7. このページの上部にある [Configure] をクリックして、ルータのモード設定ウィンドウを起
動します。
8. モードの設定ウィンドウで、このページの左側に表示される [Tasks] 列から [Interfaces and
Connections] を選択します。
9. [Interfaces and Connections] ウィンドウで、[Create Contact] タブをクリックします。この
タブには、ルータで設定できるすべてのインターフェイスが表示されます。
10. ワイヤレス アプリケーションを起動するには、インターフェイスのリストから [Wireless]
を選択します。 次に、[Launch Wireless Application] をクリックします。次のスクリーンシ
ョットは、ステップ 8、9、10 を示しています。

この操作により、さまざまな認証タイプを設定できる SDM ワイヤレス アプリケーション
が別ウィンドウとして起動します。SDM ワイヤレス アプリケーションのホーム ページは
次のようになります。

[Software Status] が [Disabled] になっていること、無線（ワイヤレス）インターフェイス
の [Hardware Status] が [Down] になっていることに注目してください。これは、インター
フェイスで設定されている SSID がないためです。 次に、この無線インターフェイス上に
SSID と認証タイプを設定し、ワイヤレス クライアントがこのインターフェイス経由で通
信できるようにします。

WEP 暗号化を使用したオープン認証の設定
オープン認証は、ヌル認証アルゴリズムです。 アクセス ポイント（AP）は、あらゆる認証の要
求を認可します。 オープン認証は、あらゆるデバイスのネットワーク アクセスを可能にします。
ネットワークで暗号化が有効にされていない場合、AP の SSID を知っているあらゆるデバイスが
、このネットワークにアクセスできます。 AP で WEP 暗号化が有効になっている場合、WEP キ
ー自体がアクセス コントロールの手段となります。 デバイスが正しい WEP キーを持っていない
場合、認証が成功した場合でもデバイスは AP 経由でデータを送信できません。 また、AP から
送信されるデータの復号化もできません。
詳細については、「アクセス ポイントに対するオープン認証」を参照してください。
この例では、WEP 暗号化を使用したオープン認証に次の設定パラメータを使用しています。
SSID 名： openwep
[VLAN ID]： 1
VLAN IP アドレス： 10.1.1.1/16
この VLAN/SSID のワイヤレス クライアントの DHCP アドレス範囲： 10.1.1.5/16 ～
10.1.1.10/16
次の手順を実行して、WEP を使用したオープン認証を設定します。
●

●

●

●

1. ワイヤレス アプリケーションのホーム ページで [Wireless Services] > [VLAN] の順にクリッ
クし、VLAN を設定します。

2. [Services: VLAN] ページから [Routing] を選択します。

3. [Services: VLAN Routing] ページで、VLAN を作成し、無線インターフェイスに割り当てま
す。次は、無線インターフェイスの VLAN1 の設定ウィンドウです。 ここで、VLAN1 はネ
イティブ VLAN です。

4. ワイヤレス アプリケーションのホーム ページで [Wireless Security] > [SSID Manager] の順
に選択し、SSID と認証タイプを設定します。
5. [Security: SSID Manager] ページで、SSID を設定し、無線インターフェイスで SSID を有効
にするため、ステップ 1 で作成した VLAN にその SSID を割り当てます。
6. このページの [Authentication Settings] セクションで、[Open Authentication] を選択します。
これらの手順を説明した設定ウィンドウを次に示します。

7. [Apply] をクリックします。注: [Open Authentication] チェックボックスに対応するドロップ
ダウン ボックスは、オープン認証に加えて EAP や MAC 認証などいくつかの認証タイプを
設定できることを意味します。 このセクションでは、[NO ADDITION]（その他の認証タイ
プを指定しない）を指定したオープン認証のみを説明します。
8. この SSID/VLAN に対して WEP 暗号化を設定します。 ワイヤレスのホーム ページで
[Wireless Security] > [Encryption Manager] の順に選択し、暗号化設定を設定します。
[Security: Encryption Manager] ページで、VLAN1 の暗号化モードとキーを設定します。
[Encryption Mode] で、[WEP Encryption] と [Mandatory] を選択します。この VLAN の暗号
キーを設定します。このセクションでは、次の暗号キーの設定を使用します。暗号キー ス
ロット 1： [Transmit Key] として使用暗号キーのサイズ： 40 ビット16 進数値の暗号キー：
1234567890注: ワイヤレス クライアントの送信キーとして、同じ暗号キー スロット（この
場合「1」）を使用する必要があります。 また、ワイヤレス クライアントがこの WLAN ネ
ットワークと通信できるようにするため、ワイヤレス クライアントを同じキー値（この場
合「1234567890」）で設定する必要があります。次の設定ウィンドウは、これまでの手順
を示しています。

次の [Wireless Security] ページは、設定全体を表しています。

VLAN のワイヤレス クライアントの内部 DHCP サーバの設定
ルータ上で内部 DHCP サーバを設定するには、次の手順を実行します。 これは、ワイヤレス ク
ライアントに IP アドレスを割り当てる方法で、オプションですが、推奨されています。
1. SDM のモード設定ウィンドウで、このウィンドウの左側に表示される [Tasks] 列の下で
[Additional Tasks] を選択します。

2. 次の例に示されているように、[Additional Tasks] ページで [DHCP] ツリーを展開し、[DHCP
Pools] を選択します。 このページの右側にある [DHCP Pools] 列で [Add] をクリックし、新
しい DHCP プールを作成します。

3. [Add DHCP Pool] ページで、[DHCP Pool Name]、[DHCP Pool Network]、[Subnet mask]、
[Starting IP]、[Ending IP]、および [Default Router] のパラメータを次の例に示すように指定
します。

4. [OK] をクリックします。内部 DHCP サーバは、ルータで設定されます。

MAC を使用したオープン認証の設定
このタイプの認証では、ワイヤレス クライアントの MAC アドレスが認証サーバの許可された
MAC アドレスのリストの下にある場合のみ、そのクライアントで WLAN ネットワークへのアク
セスが許可されます。 AP は、ワイヤレス クライアント デバイスの MAC アドレスをネットワー
ク上の RADIUS 認証サーバに中継します。サーバはそのアドレスを、許可される MAC アドレス
のリストと照合します。 EAP 機能を持たないクライアント デバイスにとって、MAC ベースの認
証は 1 つの代替認証方式となります。
詳細については、「ネットワークに対する MAC アドレス認証」を参照してください。
注: このドキュメント全体で、MAC 認証、802.1x/EAP、および WPA 認証にローカル RADIUS サ
ーバを使用します。
この例では、MAC を使用したオープン認証に次の設定パラメータを使用しています。
●

SSID 名： openmac

[VLAN ID]： 2
VLAN IP アドレス： 10.2.1.1/16
この VLAN/SSID のワイヤレス クライアントの DHCP アドレス範囲： 10.2.1.5/16 ～
10.2.1.10/16
次の手順を実行して、MAC を使用したオープン認証を設定します。
●

●

●

1. ワイヤレス アプリケーションのホーム ページで [Wireless Services] > [VLAN] の順にクリッ
クし、VLAN を設定します。
2. [Services: VLAN] ページから [Routing] を選択します。 [Services: VLAN Routing] ページで、
VLAN を作成し、無線インターフェイスに割り当てます。次は、無線インターフェイスの
VLAN 2 の設定ウィンドウです。

3. MAC 認証のためのローカル RADIUS サーバを設定します。 このローカル RADIUS サーバ
は、そのデータベース内にワイヤレス クライアントの MAC アドレスを保持し、認証の結果
に応じてクライアントを WLAN ネットワークに許可するか、拒否します。ワイヤレスのホ
ーム ページで [Wireless Security] > [Server Manager] の順に選択し、ローカル RADIUS サ
ーバを設定します。

[Server Manager] ページで、RADIUS サーバの IP アドレス、共有秘密、および認証ポート
とアカウンティング ポートを設定します。これはローカル RADIUS サーバであるため、指
定された IP アドレスは、このワイヤレス インターフェイスのアドレスになります。 使用す
る共有秘密キーは、AAA クライアントに設定されているものと同じである必要があります
。この例では、共有秘密は「cisco」です。

[Apply] をクリックします。[Default Server Priorities] セクションが見えるまでページをスク
ロールします。 このセクションで、次の例のように MAC 認証用のデフォルト プライオリ
ティ サーバとしてこの RADIUS サーバ（10.2.1.1）を選択します。

AAA クライアントとユーザ クレデンシャルを設定するには、ワイヤレスのホーム ページか
ら [Wireless Security] > [Local RADIUS Server] を選択します。[Local Radius Server] ページ
で、[GENERAL SET-UP] をクリックします。

[GENERAL SET-UP] ページで、次に示すように、AAA クライアントと共有秘密キーを設定
します。ローカル RADIUS サーバでは、サーバと AAA クライアントの IP アドレスは、同
じになります。

[Individual Users] 設定セクションが見えるまで [GENERAL SET-UP] ページをスクロールし
ます。 [Individual Users] セクションで、ユーザ名としてワイヤレス クライアントの MAC
アドレスを設定し、パスワードを設定します。[MAC Authentication Only] チェックボックス
を有効にし、[Apply] をクリックします。

クライアントで認証エラーが発生しないようにするため、次の例に示されているように分割
せずに続けてクライアントの MAC アドレスを指定します。
4. ワイヤレス アプリケーションのホーム ページで [Wireless Security] > [SSID Manager] の順
に選択し、SSID と認証タイプを設定します。[Security: SSID Manager] ページで、SSID を
設定し、無線インターフェイスで SSID を有効にするため、ステップ 1 で作成した VLAN に
その SSID を割り当てます。このページの [Authentication Settings] セクションで、[Open
Authentication] を選択し、対応するドロップダウン ボックスから [with MAC Authentication]
を選択します。サーバの優先度を設定するには、[MAC Authenticate Servers] の下の
[Customize] を選択し、ローカル RADIUS サーバの IP アドレス [10.2.1.1] を選択します。こ
の手順を説明する例を次に示します。

5. この VLAN のワイヤレス クライアントの内部 DHCP サーバを設定するには、以下の設定パ
ラメータを使用して、このドキュメントの「VLAN のワイヤレス クライアントの内部
DHCP サーバの設定」セクションで説明されているのと同じ手順を実行します。DHCP プー
ル名： VLAN2DHCP プール ネットワーク： 10.2.0.0Subnet Mask： 255.255.0.0開始 IP：
10.2.1.5終了 IP： 10.2.1.10デフォルト ルータ： 10.2.1.1

802.1x/EAP 認証の設定
この認証タイプは、無線ネットワークに最高レベルのセキュリティを提供します。 EAP を使用し
て EAP 互換の RADIUS サーバと対話することにより、AP は、無線クライアント デバイスと
RADIUS サーバが相互認証を行って動的なユニキャスト WEP キーを引き出す補助をします。
RADIUS サーバは AP に WEP キーを送ります。AP はこのキーを、クライアントに対して送受信
するすべてのユニキャスト データ信号に使用します。
詳細については、「ネットワークに対する EAP アドレス認証」を参照してください。
注: 使用可能な EAP の認証方法は複数あります。 このドキュメント全体で、EAP 認証として
Lightweight Extensible Authentication Protocol（LEAP）を設定する方法を説明します。 LEAP は
ユーザ名とパスワードを認証のユーザ クレデンシャルとして使用します。
注: EAP 認証のタイプとして EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling（EAP-FAST）を
設定するには、手順について「EAP-FAST バージョン 1.02 コンフィギュレーション ガイド」を
参照してください。
この例では、EAP 認証に次の設定パラメータを使用しています。

SSID 名： leap
[VLAN ID]： 3
VLAN IP アドレス： 10.3.1.1/16
この VLAN/SSID のワイヤレス クライアントの DHCP アドレス範囲： 10.3.1.5/16 ～
10.3.1.10/16
次の手順を実行して EAP 認証を設定します。
●

●

●

●

1. VLAN を作成および設定するため、以下の設定パラメータを使用して「MAC を使用したオ
ープン認証の設定」のステップ 1 および 2 を繰り返します。[VLAN ID]： 3無線インターフ
ェイスの IP アドレス： 10.3.1.1サブネット マスク： 255.255.0.0
2. クライアント認証のためのローカル RADIUS サーバを設定します。 これを実行するには、
以下の設定パラメータを使用して「MAC を使用したオープン認証の設定」のステップ 3a ～
3c を繰り返します。RADIUS サーバの IP アドレス： 10.3.1.1[Shared Secret]： cisco次は
、EAP 認証のステップ 2 を説明する設定画面です。

3. [Default Server Priorities] セクションが見えるまでページをスクロールします。 このセクシ
ョンで、次の例のように EAP 認証用のデフォルト プライオリティ サーバとしてこの
RADIUS サーバ（10.3.1.1）を選択します。

4. 「MAC を使用したオープン認証の設定」のステップ 3e と 3f を繰り返します。
5. EAP 認証用の以下の設定パラメータを使用して「MAC を使用したオープン認証の設定」の
ステップ 3g と 3h を繰り返します。AAA クライアント IP アドレス： 10.3.1.1共有秘密：
cisco[Individual Users] セクションの下で、「user1」としてユーザ名とパスワードを設定し
ます。
6. ワイヤレス アプリケーションのホーム ページで [Wireless Security] > [SSID Manager] の順
に選択し、SSID と認証タイプを設定します。[Security: SSID Manager] ページで、SSID を
設定し、無線インターフェイスで SSID を有効にするため、ステップ 1 で作成した VLAN に
その SSID を割り当てます。このページの [Authentication Settings] セクションで、[Open
Authentication] を選択し、対応するドロップダウン ボックスから [EAP Authentication] を選
択します。 [Network EAP] 認証タイプも選択します。サーバの優先度を設定するには、
[EAP Authenticate Servers] の下の [Customize] を選択し、ローカル RADIUS サーバの IP ア
ドレス [10.3.1.1] を選択します。上記の手順を説明する例を次に示します。

7. この VLAN のワイヤレス クライアントの内部 DHCP サーバを設定するには、以下の設定パ
ラメータを使用して、このドキュメントの「VLAN のワイヤレス クライアントの内部
DHCP サーバの設定」セクションで説明されているのと同じ手順を実行します。DHCP プー
ル名： VLAN3DHCP プール ネットワーク： 10.3.0.0Subnet Mask： 255.255.0.0開始 IP：
10.3.1.5終了 IP： 10.3.1.10デフォルト ルータ： 10.3.1.1
8. ワイヤレス クライアントの認証が成功したときに、動的キー管理に使用する暗号を設定し
ます。ワイヤレスのホーム ページで [Wireless Security] > [Encryption Manager] の順に選択
し、暗号化設定を設定します。[Wireless Security] > [Encryption Manager] 画面の [Security:
Encryption Manager] ページで、[Set Encryption Mode and Keys for VLAN] に「3」を入力し
ます。[Encryption Mode] として [Cipher] を選択し、ドロップダウン ボックスから暗号化ア
ルゴリズムを選択します。この例では、暗号アルゴリズムとして [TKIP] を使用しています
。

注: ワイヤレス ルータで複数の認証タイプを SDM を使用して設定していると、同じルータ
で [Cipher] 暗号化モードを使用して 2 つの認証タイプを設定することができない場合があり
ます。 このような状況では、SDM を使用して設定した暗号化設定がルータに適用されてい
ない可能性があります。 これを解決するには、CLI を使用してこれらの認証タイプを設定し
ます。

共有認証の設定
シスコでは、IEEE 802.11b 規格に準拠するために、Shared Key 認証も採用しています。
共有キー認証中に、AP は、AP との通信を試みるすべてのデバイスに対して、暗号化されていな
いチャレンジ テキストのストリングを送信します。 認証を要求するデバイスは、チャレンジ テ
キストを暗号化して、AP に返送します。 チャレンジ テキストが正しく暗号化されている場合、
AP は要求側のデバイスの認証を許可します。 暗号化されていないチャレンジと暗号化されたチ
ャレンジはどちらも監視できます。 しかし、AP は、暗号化されていないテキストと暗号化され
たテキストの文字列を比較して WEP キーを計算する不正侵入者の攻撃に対し、無防備な状態に
なります。
詳細については、「アクセス ポイントに対する共有キー認証」を参照してください。
この例では、共有認証に次の設定パラメータを使用しています。
●

●

●

●

SSID 名： shared
[VLAN ID]： 4
VLAN IP アドレス： 10.4.1.1/16
この VLAN/SSID のワイヤレス クライアントの DHCP アドレス範囲： 10.4.1.5/16 ～

10.4.1.10/16
次の手順を実行して共有認証を設定します。
1. VLAN を作成および設定するため、以下の設定パラメータを使用して「MAC を使用したオ
ープン認証の設定」のステップ 1 および 2 を繰り返します。[VLAN ID]： 4無線インターフ
ェイスの IP アドレス： 10.4.1.1サブネット マスク： 255.255.0.0
2. ワイヤレス アプリケーションのホーム ページで [Wireless Security] > [SSID Manager] の順
に選択し、SSID と認証タイプを設定します。[Security: SSID Manager] ページで、SSID を
設定し、無線インターフェイスで SSID を有効にするため、ステップ 1 で作成した VLAN に
その SSID を割り当てます。このページの [Authentication Settings] セクションで、[Shared
Authentication] を選択します。これらの手順を説明した設定画面を次に示します。

[Apply] をクリックします。
3. この SSID/VLAN に対して WEP 暗号化を設定します。 これは共有キー認証であるため、認
証に同じキーが使用されます。 ワイヤレスのホーム ページで [Wireless Security] >
[Encryption Manager] の順に選択し、暗号化設定を設定します。[Security: Encryption
Manager] ページで、[Set Encryption Mode and Keys for VLAN] に「4」を入力します。
[Encryption Mode] で、[WEP Encryption] と [Mandatory] を選択します。この VLAN の暗号
キーを設定します。このセクションでは、次の暗号キーの設定を使用します。暗号キー ス
ロット 1： [Transmit Key] として使用暗号キーのサイズ： 40 ビット16 進数値の暗号キー：
1234567890注: ワイヤレス クライアントの送信キーとして、同じ暗号キー スロット（この
場合「1」）を使用する必要があります。 また、ワイヤレス クライアントがこの WLAN ネ
ットワークと通信できるようにするため、ワイヤレス クライアントを同じキー値（この場
合「1234567890」）で設定する必要があります。次の設定画面は、これまでの手順を示し
ています。

4. この VLAN のワイヤレス クライアントの内部 DHCP サーバを設定するには、以下の設定パ
ラメータを使用して、このドキュメントの「VLAN のワイヤレス クライアントの内部
DHCP サーバの設定」セクションで説明されているのと同じ手順を実行します。DHCP プー
ル名： VLAN 4DHCP プール ネットワーク： 10.4.0.0Subnet Mask： 255.255.0.0開始 IP：
10.4.1.5終了 IP： 10.4.1.10デフォルト ルータ： 10.4.1.1

WPA 認証の設定
WPA は、既存および将来のワイヤレス LAN システムのデータ保護とアクセス制御の水準を大幅
に向上させる、標準規格に基づく相互運用性のあるセキュリティ拡張です。 WPA キーの管理は
、次の 2 つの相互排他的な管理タイプをサポートしています。 WPA と WPA-PSK.
詳細については、「WPA キー管理の使用」を参照してください。
クライアントと認証サーバは、WPA を使用してキーを管理し、EAP 認証方式で相互認証を行い
、Pairwise Master Key（PMK）を生成します。 サーバは WPA を使用し、PMK を動的に生成し
て AP に渡します。
この例では、WPA 認証に次の設定パラメータを使用しています。
●

●

●

●

SSID 名： wpa
[VLAN ID]： 5
VLAN IP アドレス： 10.5.1.1/16
この VLAN/SSID のワイヤレス クライアントの DHCP アドレス範囲： 10.5.1.5/16 ～
10.5.1.10/16

次の手順を実行して WPA 認証を設定します。
1. VLAN を作成および設定するため、以下の設定パラメータを使用して「MAC を使用したオ
ープン認証の設定」のステップ 1 および 2 を繰り返します。[VLAN ID]： 5無線インターフ
ェイスの IP アドレス： 10.5.1.1サブネット マスク： 255.255.0.0
2. WPA はキー管理の標準であるため、WPA キー管理に暗号を使用するように設定します。ワ
イヤレスのホーム ページで [Wireless Security] > [Encryption Manager] の順に選択し、暗号
化設定を設定します。[Wireless Security] > [Encryption Manager] 画面の [Security:
Encryption Manager] ページで、[Set Encryption Mode and Keys for VLAN] に「5」を入力し
ます。[Encryption Mode] として [Cipher] を選択し、ドロップダウン ボックスから暗号化ア
ルゴリズムを選択します。この例では、暗号アルゴリズムとして [TKIP] を使用しています
。

注: ワイヤレス ルータで複数の認証タイプを SDM を使用して設定していると、同じルータ
で [Cipher] 暗号化モードを使用して 2 つの認証タイプを設定することができない場合があり
ます。 このような状況では、SDM を使用して設定した暗号化設定がルータに適用されてい
ない可能性があります。 これを解決するには、CLI を使用してこれらの認証タイプを設定し
ます。
3. 次の手順では、クライアント認証用にローカル RADIUS サーバを設定します。 これを実行
するには、以下の設定パラメータを使用して「MAC を使用したオープン認証の設定」のス
テップ 3a ～ 3c を繰り返します。RADIUS サーバの IP アドレス： 10.5.1.1[Shared
Secret]： cisco[Default Server Priorities] セクションが見えるまで [Server Manager] ページ
をスクロールします。 このセクションで、次の例のように EAP 認証用のデフォルト プライ
オリティ サーバとしてこの RADIUS サーバ（10.5.1.1）を選択します。

「MAC を使用したオープン認証の設定」のステップ 3e と 3f を繰り返します。EAP 認証用
の以下の設定パラメータを使用して「MAC を使用したオープン認証の設定」のステップ 3g
と 3h を繰り返します。AAA クライアント IP アドレス： 10.5.1.1[Shared Secret]：
cisco[Individual Users] セクションの下で、「user2」としてユーザ名とパスワードを設定し
ます。
4. SSID に対して WPA を有効にするには、SSID で EAP を使用したオープン認証か Network
EAP 認証を有効にする必要があります。 Network EAP 認証を有効にするには、ワイヤレス
アプリケーションのホーム ページで [Wireless Security] > [SSID Manager] の順に選択し、
SSID と認証タイプを設定します。[Security: SSID Manager] ページで、SSID を設定し、無
線インターフェイスで SSID を有効にするため、ステップ 1 で作成した VLAN にその SSID
を割り当てます。このページの [Authentication Settings] セクションで、[Open
Authentication] を選択し、対応するドロップダウン ボックスから [EAP Authentication] を選
択します。 [Network EAP] 認証タイプも選択します。サーバの優先度を設定するには、
[EAP Authenticate Servers] の下の [Customize] を選択し、ローカル RADIUS サーバの IP ア
ドレス [10.5.1.1] を選択します。上記の手順を説明する例を次に示します。

5. [Authenticated Key Management] セクションが見えるまで [SSID Manager] ページをスクロ
ールします。
6. このセクションでは、[Key Management] ドロップダウン ボックスから [Mandatory] を選択
し、[WPA] チェックボックスを有効にします。これらの手順を説明した設定ウィンドウを次
に示します。

7. [Apply] をクリックします。
8. この VLAN のワイヤレス クライアントの内部 DHCP サーバを設定するには、以下の設定パ
ラメータを使用して、このドキュメントの「VLAN のワイヤレス クライアントの内部
DHCP サーバの設定」セクションで説明されているのと同じ手順を実行します。DHCP プー
ル名： VLAN 5DHCP プール ネットワーク： 10.5.0.0Subnet Mask： 255.255.0.0開始 IP：
10.5.1.5終了 IP： 10.5.1.10デフォルト ルータ： 10.5.1.1

WPA-PSK 認証の設定
別の WPA キー管理のタイプは WPA-PSK と呼ばれます。 WPA-PSK は、802.1x ベース認証を使
用できないワイヤレス LAN の WPA をサポートするために使用されます。 このタイプでは、AP
の事前共有キーを設定する必要があります。 事前共有キーを ASCII 文字または 16 進数として入
力できます。 キーを ASCII 文字として入力する場合は、8 ～ 63 文字を入力します。AP はこのキ
ーを、『Password-based Cryptography Standard（RFC2898）』に記載されているプロセスを使
用して展開します。 キーを 16 進数として入力する場合は、64 桁の 16 進数を入力する必要があ
ります。
この例では、WPA-PSK 認証に次の設定パラメータを使用しています。
SSID 名： wpa-psk
[VLAN ID]： 6
VLAN IP アドレス： 10.6.1.1/16
この VLAN/SSID のワイヤレス クライアントの HCP アドレス範囲： 10.6.1.5/16 ～
10.6.1.10/16
次の手順を実行して WPA-PSK 認証を設定します。
●

●

●

●

1. VLAN を作成および設定するため、以下の設定パラメータを使用して「MAC を使用したオ
ープン認証の設定」のステップ 1 および 2 を繰り返します。[VLAN ID]： 6無線インターフ
ェイスの IP アドレス： 10.6.1.1サブネット マスク： 255.255.0.0
2. WPA-PSK はキー管理の標準であるため、WPA キー管理に暗号を使用するように設定しま
す。ワイヤレスのホーム ページで [Wireless Security] > [Encryption Manager] の順に選択し
、暗号化設定を設定します。[Wireless Security] > [Encryption Manager] ウィンドウの
[Security: Encryption Manager] ページで、[Set Encryption Mode and Keys for VLAN] に「
6」を入力します。[Encryption Mode] として [Cipher] を選択し、ドロップダウン ボックスか
ら暗号化アルゴリズムを選択します。この例では、暗号アルゴリズムとして [TKIP+WEP
128bit] を使用しています。

注: ワイヤレス ルータで複数の認証タイプを SDM を使用して設定していると、同じルータ
で [Cipher] 暗号化モードを使用して 2 つの認証タイプを設定することができない場合があり
ます。 このような状況では、SDM を使用して設定した暗号化設定がルータに適用されてい
ない可能性があります。 これを解決するには、CLI を使用してこれらの認証タイプを設定し
ます。
3. SSID に対して WPA-PSK を有効にするには、SSID でオープン認証を有効にする必要があ
ります。 オープン認証を有効にするには、「WEP 暗号化を使用したオープン認証の設定」
のステップ 6 を繰り返します。WPA-PSK の設定ウィンドウを次に示します。

4. [Authenticated Key Management] セクションが見えるまで [SSID Manager] ページをスクロ
ールします。
5. このセクションでは、[Key Management] ドロップダウン ボックスから [Mandatory] を選択
し、[WPA] チェックボックスを有効にして、WPA 事前共有キーを ASCII または 16 進数表
記で入力します。この例では、ASCII 形式を使用しています。 クライアント側の設定でも同
じ形式を使用する必要があります。 ステップ 5 を説明した設定ウィンドウを次に示します
。

この設定で使用されている WPA 事前共有キーは、「1234567890」です。
6. [Apply] をクリックします。
7. この VLAN のワイヤレス クライアントの内部 DHCP サーバを設定するには、以下の設定パ
ラメータを使用して、このドキュメントの「VLAN のワイヤレス クライアントの内部
DHCP サーバの設定」セクションで説明されているのと同じ手順を実行します。DHCP プー
ル名： VLAN 6DHCP プール ネットワーク： 10.6.0.0Subnet Mask： 255.255.0.0開始 IP：
10.6.1.5終了 IP： 10.6.1.10デフォルト ルータ： 10.6.1.1

ワイヤレス クライアントの設定
SDM を使用して ISR を設定したら、ルータがこれらのワイヤレス クライアントを認証し、
WLAN ネットワークへのアクセスを提供できるように、異なる認証タイプ用にワイヤレス クライ
アントを設定する必要があります。 このドキュメントでは、クライアント側の設定に ADU を使
用します。

WEP 暗号化を使用したオープン認証のためのワイヤレス クライアントの設定
次の手順を実行します。
1. ADU の [Profile Management] ウィンドウで、 [New] をクリックして新しいプロファイルを
作成します。新しいウィンドウが表示されます。ここでオープン認証の設定を行います。
2. [General] タブで、クライアント アダプタが使用するプロファイル名と SSID を入力します
。この例では、プロファイル名と SSID は openwep です。注: この SSID は、ISR でオープ
ン認証に設定されている SSID と一致している必要があります。

3. [Security] タブをクリックします。WEP 暗号化は [Pre-Shared Key (Static WEP)] のままにし
ます。
4. [Configure] をクリックして、次の例に示すように、事前共有キーを定義します。

5. [Profile Management] ページから [Advanced] タブをクリックし、オープン認証用に [802.11
Authentication Mode] を [Open] に設定します。

6. 設定した [openwep] SSID をアクティブにして、WEP を使用したオープン認証を確認しま
す。

7. ワイヤレス クライアントがルータと正常に関連付けられていることを確認します。 これは
、show dot11 associations コマンドを使用してワイヤレス ルータから詳細を確認できます
。次に例を示します。
Router#show dot11 associations

802.11 Client Stations on Dot11Radio0:
SSID [openwep] :
MAC Address
IP address
0040.96ac.e657 10.1.1.5

Others:

Device
Name
CB21AG/PI21AG client

Parent
self

State
Assoc

(not related to any ssid)

MAC を使用したオープン認証のためのワイヤレス クライアントの設定
次の手順を実行します。
1. ADU の [Profile Management] ウィンドウで、 [New] をクリックして新しいプロファイルを
作成します。新しいウィンドウが表示されます。ここでオープン認証の設定を行います。
2. [General] タブで、クライアント アダプタが使用するプロファイル名と SSID を入力します
。この例では、プロファイル名と SSID は openmac です。注: この SSID は、ISR でオープ
ン認証に設定されている SSID と一致している必要があります。

3. [Security] タブをクリックし、MAC を使用したオープン認証のセキュリティ オプションを
[None] のままにします。 次に、[OK] をクリックします。

4. 設定した [openmac] SSID をアクティブにして、MAC を使用したオープン認証を確認しま
す。

5. ワイヤレス クライアントがルータと正常に関連付けられていることを確認します。 これは
、show dot11 associations コマンドを使用してワイヤレス ルータから詳細を確認できます
。次に例を示します。
Router#show dot11 associations
802.11 Client Stations on Dot11Radio0:

SSID [openmac] :
MAC Address
IP address
0040.96ac.e657 10.2.1.5

Device
Name
CB21AG/PI21AG client1

Parent
self

State
MAC-Assoc

SSID [openwep] :

Others:

(not related to any ssid)

802.1x/EAP 認証のためのワイヤレス クライアントの設定
次の手順を実行します。
1. ADU の [Profile Management] ウィンドウで、 [New] をクリックして新しいプロファイルを
作成します。新しいウィンドウが表示されます。ここでオープン認証の設定を行います。
2. [General] タブで、クライアント アダプタが使用するプロファイル名と SSID を入力します
。この例では、プロファイル名と SSID は leap です。注: この SSID は、ISR で
802.1x/EAP 認証に設定されている SSID と一致している必要があります。
3. [Profile Management] で [Security] タブをクリックし、セキュリティ オプションを [802.1x]
として設定し、適切な EAP のタイプを選択します。このドキュメントでは、認証の EAP の
タイプとして [LEAP] を使用しています。
4. [Configure] をクリックして、LEAP のユーザ名とパスワードを設定します。

ユーザ名とパスワードの設定で、この例では [Manually Prompt for User Name and
Password] を選択し、ネットワークへの接続を試みるときに、正しいユーザ名およびパスワ
ードの入力が求められるようにします。
5. [OK] をクリックします。

6. 設定した [leap] SSID をアクティブにして、EAP 認証を確認します。 LEAP ユーザ名とパス
ワードを入力するプロンプトが表示されます。 両方のクレデンシャルに「user1」と入力し
、[OK] をクリックします。

7. ワイヤレス クライアントが正常に認証され、IP アドレスが割り当てられていることを確認
します。 これは、ADU ステータス ウィンドウで明確に確認できます。

ルータで CLI を実行した場合の同等の出力を次に示します。
Router#show dot11 associations
802.11 Client Stations on Dot11Radio0:
SSID [leap] :
MAC Address
IP address
0040.96ac.e657 10.3.1.5

Device
Name
CB21AG/PI21AG client2

SSID [openmac] :
SSID [openwep] :

Others:

(not related to any ssid)

Parent
self

State
EAP-Assoc

共有認証のためのワイヤレス クライアントの設定
次の手順を実行します。
1. ADU の [Profile Management] ウィンドウで、 [New] をクリックして新しいプロファイルを
作成します。新しいウィンドウが表示されます。ここでオープン認証の設定を行います。
2. [General] タブで、クライアント アダプタが使用するプロファイル名と SSID を入力します
。この例では、プロファイル名と SSID は shared です。注: この SSID は、ISR でオープン
認証に設定されている SSID と一致している必要があります。
3. [Security] タブをクリックします。WEP 暗号化は [Pre-Shared Key (Static WEP)] のままにし
ます。 次に、[Configure] をクリックします。

4. 次の例に示すように、事前共有キーを定義します。

5. [OK] をクリックします。
6. [Profile Management] で [Advanced] タブをクリックし、共有認証用に [802.11
Authentication Mode] を [Shared] に設定します。
7. 設定した [shared] SSID をアクティブにして、共有認証を確認します。
8. ワイヤレス クライアントがルータと正常に関連付けられていることを確認します。 これは
、show dot11 associations コマンドを使用してワイヤレス ルータから詳細を確認できます
。次に例を示します。
Router#show dot11 associations
802.11 Client Stations on Dot11Radio0:

SSID [shared] :
MAC Address
IP address
0040.96ac.e657 10.4.1.5

Device
Name
CB21AG/PI21AG WCS

Parent
self

State
Assoc

WPA 認証のためのワイヤレス クライアントの設定
次の手順を実行します。
1. ADU の [Profile Management] ウィンドウで、 [New] をクリックして新しいプロファイルを
作成します。新しいウィンドウが表示されます。ここでオープン認証の設定を行います。
2. [General] タブで、クライアント アダプタが使用するプロファイル名と SSID を入力します
。この例では、プロファイル名と SSID は wpa です。注: この SSID は、ISR で WPA（EAP
を使用した）認証に設定されている SSID と一致している必要があります。
3. [Profile Management] で [Security] タブをクリックし、セキュリティ オプションを
[WPA/WPA2/CCKM] として設定し、適切な WPA/WPA2/CCKM EAP のタイプを選択します
。このドキュメントでは、認証の EAP のタイプとして [LEAP] を使用しています。
4. [Configure] をクリックして、LEAP のユーザ名とパスワードを設定します。

ユーザ名とパスワードの設定で、この例では [Manually Prompt for User Name and
Password] を選択し、ネットワークへの接続を試みるときに、正しいユーザ名およびパスワ
ードの入力が求められるようにします。
5. [OK] をクリックします。
6. 設定した [leap] SSID をアクティブにして、EAP 認証を確認します。 LEAP ユーザ名とパス
ワードを入力するプロンプトが表示されます。 両方のクレデンシャルに「user2」と入力し
、[OK] をクリックします。
7. ワイヤレス クライアントが正常に認証され、IP アドレスが割り当てられていることを確認
します。 これは、ADU ステータス ウィンドウで明確に確認できます。

WPA-PSK 認証のためのワイヤレス クライアントの設定

次の手順を実行します。
1. ADU の [Profile Management] ウィンドウで、 [New] をクリックして新しいプロファイルを
作成します。新しいウィンドウが表示されます。ここでオープン認証の設定を行います。
2. [General] タブで、クライアント アダプタが使用するプロファイル名と SSID を入力します
。この例では、プロファイル名と SSID は wpa-psk です。注: この SSID は、ISR で WPAPSK 認証に設定されている SSID と一致している必要があります。
3. [Profile Management] で [Security] タブをクリックし、セキュリティ オプションを
[WPA/WPA2 Passphrase] として設定します。 次に、[Configure] をクリックして、WPA パ
スフレーズを設定します。

4. WPA 事前共有キーを定義します。 キーの長さは 8 ～ 63 文字の ASCII 文字である必要があ
ります。 次に、[OK] をクリックします。

5. 設定した [wpa-psk] SSID をアクティブにして、WPA-PSK を確認します。
6. ワイヤレス クライアントがルータと正常に関連付けられていることを確認します。 これは
、show dot11 associations コマンドを使用してワイヤレス ルータから詳細を確認できます
。

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

トラブルシューティングのためのコマンド
次の debug コマンドを使用して、設定のトラブルシューティングを行うことができます。
●

●

●

●

debug dot11 aaa authenticator all：MAC および EAP 認証パケットのデバッグをアクティブ
化します。
debug radius authentication：サーバとクライアント間の RADIUS ネゴシエーションを表示し
ます。
debug radius local-server packets：送受信される RADIUS パケットの内容を表示します。
debug radius local-server client：失敗したクライアント認証に関するエラー メッセージを表
示します。

関連情報
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●

●

●

●

●

●

●
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