WLC と ISE での中央 Web 認証の設定例
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概要
このドキュメントでは、ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）で中央 Web 認証（CWA）を実
行するために使用する設定例を示します。
それは利用可能 なより完全なゲスト配置ガイドによってここに置き換えられます:
https://communities.cisco.com/docs/DOC-77590

前提条件
要件
このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

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 Identity Services Engine ソフトウェア リリース 2.0

●

Cisco WLC ソフトウェア リリース 8.2.141.0

設定

Web 認証の最初の方法は、ローカル Web 認証です。 この場合、WLC は HTTP トラフィックを
内部サーバまたは外部サーバにリダイレクトし、ここでユーザに認証を求めるプロンプトが表示
されます。 次に、WLC はクレデンシャルを取得し（外部サーバの場合は HTTP GET リクエスト
で返信）し、RADIUS 認証を行います。 ゲスト ユーザの場合は、外部サーバ（Identity Services
Engine（ISE）や NAC ゲスト サーバ（NGS）） が必要です。これは、デバイス登録やセルフプ
ロビジョニングなどの機能がポータルで提供されているためです。 フローには、次の手順が含ま
れます。
1. ユーザは、Web 認証 Service Set Identifier（SSID）に関連付けられています。
2. ユーザはブラウザを開きます。
3. URL を入力するとすぐに、WLC によってゲストのポータル（ISE または NGS など）にリ
ダイレクトされます。
4. ポータルで認証します。
5. 入力されたクレデンシャルを持つ WLC にゲストのポータルによってリダイレクトして戻さ
れます。
6. WLC は RADIUS を介してゲストのユーザを認証します。
7. WLC は元の URL にリダイレクトして戻します。
このフローには、複数のリダイレクションが含まれています。 新しいアプローチは、CWA を使
用することです。 この方法は、ISE（バージョン 1.1 以降）と WLC（バージョン 7.2 以降）で動
作します。 フローには、次の手順が含まれます。
1. ユーザは Web 認証 SSID に関連付けられています。これは、実際には open+macfiltering と
レイヤ 3 セキュリティなしの SSID です。
2. ユーザはブラウザを開きます。
3. WLC はゲストのポータルにリダイレクトします。
4. ポータルで認証します。
5. ISE はコントローラにユーザが有効であることを示すために RADIUS の認可変更（CoA UDP ポート 1700）を送信し、最後にアクセス コントロール リスト（ACL）などの
RADIUS の属性をプッシュします。
6. ユーザは元の URL の再試行を促されます。
使用する設定は、次のとおりです。

WLC の設定
WLC の設定は比較的簡単です。 ISE からダイナミックな認証 URL を取得するために、テクニッ
ク（スイッチと同様）を使用します（これは、認可変更（CoA）を使用するためセッションを作
成する必要があり、セッション ID が URL の一部になるためです）。 MAC フィルタリングを使
用するために SSID を設定します。 MAC アドレスが見つからない場合も access-accept を返し
、すべてのユーザにリダイレクション URL を送信するように ISE を設定します。
これに加えて、ISE ネットワーク アドミッション コントロール（NAC）および認証、許可、アカ
ウンティング（AAA） 上書きするは有効に する必要があります。 ISE NAC はユーザは今認証さ
れる示し、ネットワークにアクセスできることを ISE が CoA 要求を送信 するようにします。 ま
た、ISE がポスチャ結果に基づいてユーザ プロファイルを変更するようにするポスチャ割り当て
にも使用されます。
RADIUSサーバに「有効に なるデフォルトである CoA のためのサポート」があることを確認して
下さい。

最後に、リダイレクト ACL を作成します。 この ACL は ISE の access-accept で参照され、どの

トラフィックをリダイレクトする必要があるか（ACL によって拒否）、どのトラフィックをリダ
イレクトする必要がないか（ACL によって許可）を定義します。 ここでは、ISE に対するリダイ
レクション トラフィックを回避するだけです。 より具体的には、ポート 8443（ゲスト ポータル
）で ISE が送受信するトラフィックのみを回避しますが、ユーザがポート 80/443 で ISE へのア
クセスを試みた場合はリダイレクトされます。
注: 7.2 か 7.3 のような WLC ソフトウェアの以前のバージョンはドメイン ネーム システム
（DNS）を規定 するように要求しませんでしたが新しいコードバージョンはそのリダイレ
クト ACL の割り当て DNS トラフィックに必要とします。

WLC の設定は以上で完了です。

ISE 設定
許可プロファイルの作成
ISE で許可プロファイルを作成する必要があります。 次に、認証および認可ポリシーを設定しま
す。 WLC はネットワーク デバイスとして設定済みである必要があります。
許可プロファイルに WLC で以前に作成された ACL の名前を入力します。
1. [Policy] をクリックし、次に [Policy Elements] をクリックします。
2. [Results] をクリックします。
3. [Authorization] を展開して、[Authorization profile] をクリックします。
4. [Add] ボタンをクリックして、中央 webauth の新しい許可プロファイルを作成します。
5. [Name] フィールドに、プロファイルの名前を入力します。 この例では、WLC_CWA を使用
します。
6. [Access Type] ドロップダウン リストから [ACCESS_ACCEPT] を選択します。
7. [Web Redirection] チェックボックスをオンにし、ドロップダウン リストから [Centralized
Web Auth] を選択します。

8. [ACL] フィールドに、リダイレクトされるトラフィックを定義するスイッチ上の ACL の名
前を入力します。 この例では、cwa_redirect を使用します。
9. Value フィールドでは、1 つはドロップダウン リストから後援されたゲスト門脈か自己登録
済みのゲスト ポータルを選択できます。 後援されたゲスト ポータルでは、スポンサーはゲ
スト アカウントを作成し、ゲストは自己登録ゲスト ポータルで割り当てられた ユーザ名お
よびパスワードを使用してネットワークに間、アクセスします、ゲストは自身のアカウント
を作成し、割り当てられた ユーザ名およびパスワードを使用してネットワークにアクセス
することができます。 この例は後援されたゲスト ポータルを使用します。

認証ルールの作成
ISE が WLC からのすべての MAC 認証を受け入れることを確認し、ユーザが見つからない場合で
も認証を続行することを確認します。
[Policy] メニューで [Authentication] をクリックします。
次の図は、認証ポリシー ルールを設定する方法の例を示します。 この例では、MAB の検出時に
ルールがトリガーされるように設定されています。
1. 認証ルールの名前を入力します。 この例では、ISE のバージョン 1.2 ではデフォルトで存在
する MAB を使用します。
2. [If] 条件フィールドで、プラス（[+]）アイコンをクリックします。
3. [Compound condition] を選択し、次に [Wired_MAB OR Wireless_MAB] を選択します。
4. ルールをさらに展開するには [and ...] の横にある矢印をクリックします。

5. [Identity Source] フィールドの [+] アイコンをクリックし、[Internal endpoints] を選択します
。
6. [If user not found] ドロップダウン リストから [Continue] を選択します。
注: この場合 ISE でデフォルトで作成される MAB 認証ルールがあります。

許可ポリシーの作成
許可ポリシーを設定します。 2 つの認証と認可が存在することを理解することが重要です。
●

●

第 1 は SSID （「CWA」へのユーザ関連この場合）時ありますおよび CWA プロファイルは
戻ります。
この Airespace Wlan ID 例で状態として使用されます。 クライアントが SSID に接続すると
き、ISE への RADIUSアクセス 要求は Airespace WLAN ID アトリビュートが含まれています
。 このアトリビュートが ISE の政策決定を作るのに利用しています。 従って未知クライア
ントが SSID CWA に接続するとき、ISE はリダイレクト URL （ウェブ ポータル）および
ACL の acceess 受諾を送信 します。 Airespace Wlan ID ルールの使用は門脈ページが CWA
SSID にだけ接続するユーザに示されるようにします。
2 つ目はユーザは Web ポータルで認証を行う認証と認可です。 これは、この設定（ユーザ
の要件を満たすように設定可能）のデフォルト ルール（内部ユーザ）に一致します。 許可部
品が CWA プロファイルを再度一致することは重要です。 それ以外の場合は、リダイレクシ
ョンのループが発生します。 Network Access: UseCase Equals Guest Flow 属性は、この 2
つ目の認証を照合するために使用できます。 結果は、次のようになります。

次のステップを実行し、前の図に示すように認可ルールを作成します。
1. 新しいルールを作成し、名前を入力します。 この例では Guest Redirection を使用します。
2. 条件フィールドでプラス（[+]）アイコンをクリックして、新しい条件を作成します。
3. [expression] ドロップダウン リストを展開します。
4. Airespace を選択し、拡張して下さい。
5. Airespace Wlan ID[1] をクリックし、等号オペレータを選択して下さい。
6. この例 1.の右フィールドで WLAN ID を、入力して下さい。
7. [General Authorization] ページの [then] という単語の右側のフィールドで [WLC_CWA]（「
許可プロファイル」）を選択します。
このステップは CWA SSID に接続されたとき示す知られないし、ログオン ポータルとそれ
らをユーザ（か MAC アドレス）のに ISE が続くようにします。
8. Guest Redirection ルールの最後にある [Actions] ボタンをクリックし、このルールの前に新
しいルールを挿入することを選択します。
注: この新しいルールが Guest Redirection ルールの前に位置することは非常に重要です。
9. 新しいルールの名前を入力します この例では Guest Portal Auth を使用します。
10. 条件フィールドで、プラス（[+]）アイコンをクリックし、新しい条件の作成を選択します
。
11. [Network Access] を選択し、[UseCase] をクリックします。
12. 演算子として [Equals] を選択します。
13. 右のオペランドとして [GuestFlow] を選択します。
14. 認可ページでプラス（+）アイコン（[then] の横にある）をクリックし、ルールの結果を選
択します。

[Permit Access] オプションを選択するか、カスタム プロファイルを作成し、VLAN または
任意の属性に戻ることができます。 [If GuestFlow] の上では、ユーザ グループに基づいて
さまざまな認可プロファイルを返すようにさらに条件を追加できます。 ステップ 7 で説明
したように、この Guest Portal Auth ルールはポータルのログインに成功した後、およびク
ライアントを再認証するために ISE が CoA を送信した後に 2 つ目の MAC アドレスと照合
されます。 この 2 つ目の認証の違いは、単に ISE の MAC アドレスが ISE に渡されるので
はなく、ISE がポータルで提供されたユーザ名を記憶していることです。 この認可ルール
に、ゲスト ポータルで数ミリ秒前に入力されたクレデンシャルを考慮させることができま
す。
注: マルチ コントローラ 環境で WLAN-ID は WLCs を渡って同じであるはずです。 1 つが
条件として Airespace Wlan ID アトリビュートを利用したいと思わない場合 Wireless_MAB
（組み込み条件）要求を一致するより適切です。

有効に して下さい IP 更新（推奨されないオプションの-）を
VLAN を割り当てる場合、最後のステップとして、クライアント PC 用の IP アドレスを更新しま
す。 このステップは、Windows クライアント用のゲスト ポータルによって実行できます。 前の
手順で 2 つ目の認証ルールのために VLAN を設定していない場合は、この手順をスキップするこ
とができます。 これはクライアント VLAN の変更として既に IP アドレスを破壊する接続を得た
後お勧めの 設計ではないです、何人かのクライアントはそれに不正確に反応するかもしれないし
、うまく働く高い Windows 特権を必要とします。
VLAN を割り当てた場合は、次の手順を実行し、IP 更新を有効にします。
1. アクセスを『guest』 をクリック し、次に『Configure』 をクリック して下さい。
2. ポータルを『guest』 をクリック して下さい。
3. 後援されたゲスト ポータルを（この例で使用される）クリックし、次に VLAN DHCP
Release ページ設定を拡張して下さい。
4. [VLAN DHCP Release] チェックボックスをクリックします。
注: このオプションは Windows クライアントでのみ機能します。

Anchor-Foreign のシナリオ
この設定は、WLC の自動アンカーの機能でも使用できます。 唯一の問題点は、この Web 認証方
式はレイヤ 2 であるため、すべての RADIUS 作業が外部 WLC で実行されることに注意する必要
があります。 外部 WLC のみが ISE と通信し、リダイレクション ACL も外部 WLC 上にある必要
があります。 外部 ACL 名前を存在 してもらうちょうど必要（ACL エントリを必要としません
）。 外部 WLC は固定に ACL 名前を送り、それはリダイレクションを適用する固定であり、（従
って権限 ALC コンテンツを必要とします）。

他のシナリオと同様、外部 WLC ではクライアントが短時間で RUN 状態になったと表示されます
が、これは必ずしも正しくはありません。 これは、単にトラフィックが外部 WLC からアンカー
に送信されたことを意味しています。 実際のクライアントの状態は、アンカーで確認できます。
そこには、CENTRAL_WEBAUTH_REQD と表示されるはずです。
固定外部 セットアップのフローはここにあります:
1. クライアントは外部 WLC の SSID に接続します。 外部 WLC は MAB に関しては ISE サー
バを接続します。 ISE は外部にリダイレクト URL およびリダイレクト ACL の accessaccept を送信 します。
2. この場合クライアントは IP アドレスを得る固定し、CENTRAL_WEBAUTH_REQD に置か
れます固定 WLC に。
3. クライアントが Webサイトにアクセスすることを試みるとき固定 WLC は ISE ポータル ペ
ージにクライアントをリダイレクトします。 クライアントはログイン ページと示されます
。
4. 正常なログインの後で、ISE は外部 WLC に CoA を送ります。
5. 外部 WLC によってはそれに知らせるように固定 WLC が走行状態にクライアントを置くた
めに接触します。
6. すべてのクライアント トラフィックは外部から固定するために転送され固定 WLC の出かけ
ます。
WLC と ISE 間の通信を可能にするために必要となるファイアウォール ポートは次のとおりです:
●

●

●

●

UDP:1645、1812 （RADIUS認証）
UDP:1646、1813 （RADIUS 会計）
UDP:1700 （RADIUS CoA）
ポーズをとることがある場合門脈 TCP:8443 ゲストか 8905。
注: 中央 Web 認証（CWA）を使用するアンカーと外部のセットアップは、リリース 7.3 以
降でのみ動作します。
注: によりプロファイルを IP-to-MAC 結合の潜在的な欠如が不正確な原因になる引き起こす
ので Cisco バグ ID CSCul83594 が原因で、外部固定の会計を実行。 また、アカウンティン
グではゲスト ポータルのセッション ID に関する問題も多数発生します。 アカウンティン
グを設定したい場合は、外部コントローラでアカウンティングを設定します。 これがもう
セッションID が固定共有されるおよび外部 コントローラおよび会計の間でそれから両方で
有効に なること可能性のあるでであって下さい 8.6 WLC ソフトウェアを開始するケースで
はないはずであることに注目して下さい。

確認
このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。
1. ユーザが SSID に関連付けられれば、WLC によっては（MAC フィルタリングが設定される
と同時に） ISE が接触します。 ISE はリダイレクト URL および ACL とアクセスを戻すた
めに受け入れます設定されました。 これは最初の認証です。 WLC のクライアントの詳細に
、リダイレクション URL と ACL が適用されたことが表示されます。

WLC クライアントおよび AAA ではすべてのデバッグ、アクセスが ISE から送信 される リ
ダイレクト URL および ACL と受け入れるのを表示できます。
*radiusTransportThread: 5c:c5:d4:b1:09:95 Access-Accept received from RADIUS server
10.48.39.161
*radiusTransportThread: AVP[04] Cisco / Url-Redirect-Acl.................cwa_redirect (12
bytes)
*radiusTransportThread: AVP[05] Cisco / Url-Redirect.....................DATA (177 bytes)
*apfReceiveTask: 5c:c5:d4:b1:09:95 Redirect URL received for client from RADIUS.
Client will be moved to WebAuth_Reqd state to facilitate redirection. Skip web-auth Flag =
0
*apfReceiveTask: 5c:c5:d4:b1:09:95 AAA Override Url-Redirect-Acl 'cwa_redirect'

同じ事柄はまた ISE で確認することができます。 オペレーション > Radius livelogs を選択
して下さい。 その MAC のための詳細をクリックして下さい。認証ルール MAB および
authz ポリシー ゲスト リダイレクションを見つけると同時に最初の認証（MAC フィルタリ
ング）のために ISE が AuthZ プロファイル WLC_CWA を戻すことがわかります。

2. この時点でクライアントは IP アドレスを得ます。 クライアントは CENTRAL_WEB_AUTH
状態にこの場合あります。 このクライアントでいずれかのアドレスが開くと、ブラウザは
ISE にリダイレクトされます。 DNS が正しく設定されるようにして下さい。

3. 正しい資格情報が入れば、ネットワーク アクセスは認められます。 これは第 2 認証です。

資格情報が入るとき、ISE はクライアントを認証し、CoA を送信 します。

WLC でこれは AAA ですべてのデバッグ見られる場合があります。
*radiusCoASupportTransportThread: audit session ID recieved in CoA =
0a30279c0000003b58887c51
*radiusCoASupportTransportThread: Received a 'CoA-Request' from 10.48.39.161
*radiusCoASupportTransportThread:
*radiusCoASupportTransportThread:
5c:c5:d4:b1:09:95
*radiusCoASupportTransportThread:
5c:c5:d4:b1:09:95
*radiusCoASupportTransportThread:
5c:c5:d4:b1:09:95
*radiusCoASupportTransportThread:

CoA - Received IP Address : 10.48.39.156
5c:c5:d4:b1:09:95 Calling-Station-Id --->
Handling a valid 'CoA-Request' regarding station
5c:c5:d4:b1:09:95 Reauthenticating station
Sent a 'CoA-Ack' to 10.48.39.161

4. これの後でクライアントはネットワークへの認められたアクセス再認証され。

5. コントローラ、CENTRAL_WEB_AUTH からの RAN への Policy Manager 状態および
RADIUS NAC ステートの変化。 注: リリース 7.2 またはそれ以前では、状態
CENTRAL_WEB_AUTH は POSTURE_REQD と呼ばれました。
CoA の種類がバージョンを渡って展開した ISE によって戻ったことに注目して下さい。 ISE 2.0
は WLC をよりもむしろ明らかに切りますクライアントを認証を再実行するように要求します。
ISE 2.0 CoA 要求の例:

WLC はクライアントにそれから関連付け解除フレームを送信 しないし、ために RADIUS認証を
再度実行し、クライアントに新しい結果を透過的に適用して下さい。
ただし、事柄は PSK が使用中である場合まだ異なっています。 8.3 以来、WLC は CWA SSID の
WPA 事前共有キーを設定 することをサポートします。 上でと ISE からの同じ CoA を受け取り
次第状況の、親切なそれでは WLC は新しい WPA 鍵交換を再度引き起こさなければなりません
。 従って PSK の場合には、WLC は再接続しなければならないクライアントに引き離フレームを
送信 しなければなりません。 古典的な非PSK シナリオでは、WLC はクライアントに引き離フレ
ームを送信 しないし、ために新しい許可結果を単に適用して下さい。 「Association 要求」が好
奇心が強いようであるかもしれないクライアントから届かなかったが「アソシエーション応答」
がまだ送信 された ot クライアントどんなにでも、スニファートレースを分析した場合。

トラブルシューティング
CWA の問題のトラブルシューティングまたは分離を行うには、次の手順を実行します。
1. コントローラで debug client <mac address of client> コマンドを入力し、クライアントが
CENTRAL_WEBAUTH_REQD 状態に達するかどうかを判断するためにモニタします。 ISE
から WLC に存在しない（または正しく入力されていない）リダイレクト ACL が返される
場合、一般的な問題が検出されます。 この場合は、CENTRAL_WEBAUTH_REQD 状態に達
するとクライアントは認証解除され、これによってプロセスが再度開始されます
2. 正しいクライアントの状態に達することができた場合、WLC の Web GUI で [monitor] >
[clients] に移動し、正しいリダイレクト ACL と URL がクライアントに適用されていること
を確認します。
3. 正しい DNS が使用されていることを確認します。 クライアントは、インターネットの
Web サイトと ISE のホスト名を解決できる必要があります。 これは、nslookup で確認でき
ます。
4. すべての認証ステップが ISE で行われることを確認して下さい:
CWA 属性が返される MAC 認証が最初に実行されている必要がある。
ポータルのログイン認証が実行されている。
ダイナミック認可が実行されている。

最後の認証が ISE 上のポータルのユーザ名を示す MAC 認証である。この認証に対して最終
的な認可結果が返される（最後の VLAN と ACL など）。

アンカーのシナリオに関する特別な考慮事項
モビリティ シナリオでの CWA プロセスの効率を制限する、次の Cisco Bug ID を考慮してくださ
い（特にアカウンティングが設定されている場合）。
●

●

CSCuo56780：ISE RADIUS サービスの Denial of Service の脆弱性
CSCul83594：ネットワークが開いている場合に、セッション ID がモビリティ全体で同期さ
れない

