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概要

このドキュメントでは、外部 RADIUS サーバで使用する拡張認証プロトコル（EAP）Flexible
Authentication via Secure Tunneling（FAST）認証のためにワイヤレス LAN コントローラ
（WLC）を設定する方法について説明します。 この設定例は外部のRADIUSサーバとして
Identity Services Engine （ISE）を無線クライアントを認証するのに使用します。

この資料は方法に無線クライアントに提供する匿名のおよび認証されたインバンド（自動）保護
されたアクセス 資格情報（PAC）のための ISE を設定する焦点を合わせます。

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。

Lightweight アクセス ポイント（LAP）および Cisco WLC の設定に関する基礎知識●

CAPWAP プロトコルの基本的な知識●

Cisco ISE のような外部のRADIUSサーバを、設定する方法のナレッジ●

一般的な EAP フレームワークに関する実践的な知識●

MS-CHAPv2 および EAP-GTC などのセキュリティ プロトコルに関する基本的な知識、デジ
タル証明書に関する知識

●

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 5520 シリーズ ファームウェアリリース 8.8.111.0 を実行する WLCCisco 4800 シリー
ズ APAnyconnect NAM。Cisco Secure ISE バージョン 2.3.0.298Cisco 3560-CX シリーズ ス
イッチ バージョン 15.2(4)E1 を実行する

●

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

EAP-FAST な プロトコルは強いパスワード ポリシーを実施し、デジタル証明書を必要としない
802.1X EAP タイプを展開したいと思う場合がない顧客をサポートするために開発される Cisco
パブリックにアクセスできる IEEE 802.1X EAP タイプです。

EAP-FAST プロトコルは、Transport Level Security（TLS）トンネルで EAP トランザクションを
暗号化するクライアント サーバ型のセキュリティ アーキテクチャです。 EAP-FAST トンネルは
、ユーザに固有な強力なシークレットに基づいて確立されます。 これらの強いシークレットは
ISE が ISE にだけ知られているマスタ鍵の使用によって生成する PAC と呼ばれます。

EAP-FAST は 3 つのフェーズで実行されます。

フェーズ 0（自動 PAC プロビジョニング フェーズ）：EAP-FAST フェーズ 0 は、オプショ
ン フェーズで、ネットワーク アクセスを要求するユーザのために EAP-FAST エンドユーザ
クライアントに PAC を提供するトンネル セキュア方法です。 エンドユーザ クライアントに
PAC を提供することが、フェーズ 0 の唯一の目的です。注: フェーズ 0 を使用せずに PAC
をクライアントに手動でプロビジョニングできるため、フェーズ 0 はオプションです。詳細
については、このドキュメントの「PAC プロビジョニング モード」を参照してください。

●

フェーズ1 —フェーズ1 では、ISE およびエンドユーザ クライアントはユーザの PAC 資格情
報に基づいて TLS トンネルを確立します。 このフェーズでは、ネットワーク アクセスの取
得を試行するユーザ用の PAC がエンドユーザ クライアントに提供されていることと、期限
の切れていないマスター キーに PAC が基づいていることが必要です。 EAP-FAST のフェー
ズ 1 ではネットワーク サービスは有効になりません。

●

https://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/wireless/4400-series-wireless-lan-controllers/99791-eapfast-wlc-rad-config.html#PAC


フェーズ 2：フェーズ 2 では、ユーザ認証クレデンシャルが、TLS 内で EAP-FAST によりサ
ポートされる内部 EAP 方式を使用して、クライアントと RADIUS サーバ間の PAC を使用し
て作成された RADIUS に安全に渡されます。 内部 EAP 方式として EAP-GTC、TLS および
MS-CHAP がサポートされています。 その他の EAP タイプは EAP-FAST ではサポートされ
ていません。

●

詳細は、『EAP-FAST の動作の仕組み』を参照してください。

PAC

PAC は互いを認証し、EAP-FAST なフェーズ 2 に使用のための TLS トンネルを確立することを
ISE および EAP-FAST な エンドユーザ クライアントが可能にする強い共用シークレットです。
ISE はアクティブなマスタ鍵およびユーザ名の使用によって PAC を生成します。

PAC は、次のもので構成されています。

PAC-Key：クライアント（およびクライアント デバイス）とサーバの ID にバインドされて
いる共有秘密情報。

●

PAC Opaque：クライアントがキャッシュしてサーバに渡す暗号化されたフィールド。 サー
バは、PAC-Key およびクライアント ID を復号化して、クライアントとの相互認証を行いま
す。

●

PAC-Info：クライアントがさまざまな PAC をキャッシュできるように、少なくともサーバの
ID が含まれています。 PAC の有効期限などの情報が含まれていることもあります。

●

PAC プロビジョニング モード

前述のように、フェーズ 0 はオプション フェーズです。

EAP-FAST は、PAC でクライアントをプロビジョニングする 2 つのオプションを提供します。

自動 PAC プロビジョニング（EAP-FAST フェーズ 0 またはインバンド PAC プロビジョニン
グ）

●

手動（アウトオブバンド）PAC プロビジョニング●

インバンド/自動 PAC プロビジョニングは、セキュア ネットワーク接続を介して新規 PAC をエ
ンドユーザ クライアントに送信します。 自動 PAC プロビジョニングは ISE およびエンドユーザ
クライアントを自動プロビジョニングをサポートするために設定すれば、ネットワーク ユーザま
たは ISE 管理者の介入を必要としません。

最新の EAP-FAST バージョンは、次に示す 2 種類のインバンド PAC プロビジョニング設定オプ
ションをサポートします。

匿名インバンド PAC プロビジョニング●

認証付きインバンド PAC プロビジョニング●

注: このドキュメントでは、これらのインバンド PAC プロビジョニング方式およびこれらの設定
方法について説明します。

アウトオブバンド/手動 PAC プロビジョニングは ISE 管理者が適当なネットワーク ユーザに配る
必要がある PAC ファイルを生成するように要求します。 ユーザは PAC ファイルでエンドユーザ
クライアントを設定する必要があります。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/wireless-mobility/eap-fast/200322-Understanding-EAP-FAST-and-Chaining-imp.html#anc4


設定

ネットワーク図

設定

EAP-FAST 認証用の WLC の設定



WLC の EAP-FAST 認証を設定するには、次の手順を実行します。

外部 RADIUS サーバによる RADIUS 認証用の WLC の設定1.
EAP-FAST 認証用の WLAN を設定する2.

外部 RADIUS サーバによる RADIUS 認証用の WLC の設定

ユーザ クレデンシャルを外部 RADIUS サーバに転送するには、WLC を設定する必要があります
。 そうすると、外部 RADIUS サーバは、EAP-FAST を使用してユーザのクレデンシャルを検証
し、ワイヤレス クライアントにアクセス権を付与します。

外部 RADIUS サーバ用に WLC を設定するには、次の手順を実行します。

コントローラの GUI から [Security]、[RADIUS]、[Authentication] を選択して、[RADIUS
Authentication Servers] ページを表示します。 次に、[New] をクリックして、RADIUS サー
バを定義します。

1.

[RADIUS Authentication Servers] > [New] ページで RADIUS サーバのパラメータを定義しま
す。 次のパラメータがあります。RADIUS サーバの IP アドレス共有秘密ポート番号サーバ
ステータスこの資料は 10.48.39.128 の IP アドレスと ISE サーバを使用します。

2.

[Apply] をクリックします。3.

EAP-FAST 認証用の WLAN を設定する

次に、EAP-FAST 認証のためにワイヤレス ネットワークに接続するときにクライアントが使用す
る WLAN を設定し、ダイナミック インターフェイスに割り当てます。 この例で設定される
WLAN 名は eap fast です。 この例では、この WLAN を管理インターフェイスに割り当てます。

eap fast WLAN およびその関連パラメータを設定するには、次の手順を実行します。



コントローラの GUI で [WLANs] をクリックして、[WLANs] ページを表示します。このペー
ジには、コントローラに存在する WLAN の一覧が表示されます。

1.

[New] をクリックして新規の WLAN を作成します。2.

の eap_fast WLAN SSID 名前、Profile Name および WLAN ID を WLAN > New ページ設定
して下さい。 次に、[Apply] をクリックします。

3.

新しい WLAN を作成すると、新しい WLAN に対する [WLAN] > [Edit] ページが表示されま
す。 このページでは、その WLAN に固有のさまざまなパラメータを定義できます。 このペ
ージには、[General Policies]、[RADIUS Servers]、[Security Policies]、[802.1x] パラメータ
があります。

4.

WLAN を有効に するために総合 政策タブの下で管理状態 チェックボックスをチェックして
下さい。 AP にビーコン フレームで SSID をブロードキャストさせる場合は、[Broadcast
SSID] にチェックボックスをオンにします。

5.

「WLAN の下- > Edit - > Security - > 層 2" タブは WPA/WPA2 パラメータを選択し、AKM
に dot1x を選択します。
この例はこの WLAN のためにレイヤ2 セキュリティとして WPA2/AES + dot1x 使用します
。 WLAN ネットワークの要件に基づいて、その他のパラメータを変更できます。

6.



「WLAN - > Edit - > Security - > AAA サーバ」タブの下 RADIUSサーバの下でプルダウン メ
ニューから適切な RADIUSサーバを選択して下さい。

7.



[Apply] をクリックします。注: コントローラで EAP 認証用に行う必要がある EAP 設定はこ
れだけです。 EAP-FAST に固有なその他すべての設定は、RADIUS サーバおよび認証が必
要なクライアントで行う必要があります。

8.

EAP-FAST 認証のための RADIUS サーバの設定

RADIUS サーバの EAP-FAST 認証を設定するには、次の手順を実行します。

EAP-FAST クライアント認証用のユーザ データベースの作成1.
AAA クライアントとしての WLC の RADIUS サーバへの追加2.
匿名インバンド PAC プロビジョニングによる RADIUS サーバへの EAP-FAST 認証の設定3.
RADIUS サーバの EAP-FAST 認証に認証付きインバンド PAC プロビジョニングを設定する4.

EAP-FAST クライアント認証用のユーザ データベースの作成

この例は <eap_fast > および <EAP-fast1> で EAP-FAST な クライアントのユーザ名 および パス
ワードを、それぞれ設定したものです。

「管理の下の ISE Web admin UI ナビゲートで- > アイデンティティ管理- > Users」は「追
加します」アイコンを押し。

1.



作成されるように要求しましたユーザ向けにフォームが一杯にして下さい- 「ログインパス
ワード」「指名し」、廃棄リストから「ユーザグループ」を選択して下さい; [optionaly ユー
ザアカウントのための他の情報を一杯にできます]
押して下さい「Sumbit」を

2.

ユーザは作成されます。3.

AAA クライアントとしての WLC の RADIUS サーバへの追加

ACS サーバでコントローラを AAA クライアントとして定義するには、次の手順を実行します。



ISE Web admin UI で- > ネットワークリソース- > ネットワークデバイス 管理」はの下で「
ナビゲート し、「追加します」アイコンを押します。

1.

デバイスがより早いセクションの WLC で-ように設定した「名前」、「IP」および設定する
「共有秘密」形式[optionaly 位置、グループ、等のようなデバイスのための他の情報を一杯
にできます]の同じ共有秘密 パスワードを追加されることができるように要求しましたりフ
ォームが一杯にして下さい。
押して下さい「Sumbit」を

2.

デバイスは ISE ネットワーク アクセス デバイス リストに追加されます。 （NAD）3.



匿名インバンド PAC プロビジョニングによる RADIUS サーバへの EAP-FAST 認
証の設定

一般に 1 つはそれらが配備の PKI インフラストラクチャを持たなければ方式のこの型を使用する
ために望みます。

この方式はピアが ISE サーバを認証する前に内部を認証された Diffie-HellmanKey 協定プロトコ
ル（ADHP）トンネル操作します。

「認証によって許可されるプロトコル」の下の ISE の""割り当て匿名インバンド PAC プロビジョ
ニングを」有効に する必要があるこの方式をサポートするため:

注: 明らかに匿名インバンド プロビジョニングと証明書を使用できないので、許可しました EAP-
FAST な内部方式のための EAP-MS-CHAPv2 のようなパスワードタイプ authetnication を、確認



して下さい。

RADIUS サーバの EAP-FAST 認証に認証付きインバンド PAC プロビジョニングを
設定する

これは最もセキュアで推奨されるオプションです。 TLS トンネルはサプリカントによって検証さ
れ、cleint が ISE （デフォルト）によって証明書検証されるサーバ証明に基づいて構築されます
。

そのオプションはサーバ側だけに limitted か、または両側でスキップされるかもしれないけれど
もクライアント および サーバのための PKI インフラストラクチャがあるために必要となります
。

ISE で認証されたインバンド プロビジョニングのための 2 つの追加オプションがあります:

「サーバ戻りアクセス後認証されたプロビジョニング」は受け入れました-普通、PAC プロ
ビジョニングの後で、Access-Reject は PAC を使用して再認証させますサプリカントを送
信 する必要があります。 ただし PAC プロビジョニングが認証された TLS トンネルでされ
るので認証時間を最小に する Access-Accept と immeditelly 応答できます。 cleint およびサ
ーバ側の信頼できる証明書があることを） （そのようなケースで確かめて下さい。

1.

提供「のための」クライアント 認証を受け入れて下さい- 1 つが PKI インフラストラクチャ
をクライアントデバイスに提供し、ISE で信頼できる証明書を持ちただたいと思わない場合
サーバ側のクライアント 認証 検証をスキップする allowes そのオプションを有効に して下
さい。

2.

また無線ユーザ向けのシンプル認証ポリシー セットを、下記の例定義する ISE で conidtion パラ
メータ デバイスの種類および位置および authenticaiton 型として、条件が内部ユーザ データベー
スに対して検証されること一致する authenticaiton フロー使用しています。



確認

この例はそれぞれ WLC デバッグと共に PAC プロビジョニング フロー andNetwork アクセス
Manager（NAM）認証されたインバンド コンフィギュレーションの設定を示したものです。

NAM プロファイル設定

次のステップは Anyconnect NAM プロファイルを EAP-FAST を使用して ISE に対してユーザセ
ッションを認証するために設定するために実行される必要があります:

オープンネットワーク Access Manager プロファイル エディタおよびロード 現在のコンフ
ィギュレーション コンフィギュレーション・ファイル。

1.

「EAP-FAST」「許可された認証モードの下で」有効に されることを確かめて下さい2.

 新しいネットワーク プロファイルを「追加して下さい」:3.



「メディアタイプ」コンフィギュレーションセクションの下でプロファイル「名前」、ワイ
ヤレスをメディア ネットワークタイプと定義し、SSID 名前を規定 して下さい。

4.



「セキュリティレベル」Configuration タブの下で「認証ネットワーク」を選択し、WPA2
エンタープライズとしてアソシエーション モードを規定 して下さい（AES）

5.



この例では Next タブ「接続タイプ」の下で使用していますユーザ タイプ認証を、その代り
に選択します「ユーザ接続」を

6.



「ユーザ Auth」タブの下でこの例で信頼できる証明書を使用していないので、EAP-FAST
許可された認証方式として規定 し、サーバ証明 検証を無効に して下さい。

7.



注: 実質実稼働環境で ISE でインストールされる信頼できる証明書がある確認し、NAM 設定
でサーバ証明 検証 オプションを有効に してことをおいて下さい。
注： PAC を使用している場合オプションは「匿名インバンド PAC プロビジョニングの場合
にはだけ、非認証 PAC プロビジョニング」を選択されなければなりません可能にします。

定義したら資格情報を頼まれてネットワークに接続している間ほしいか、またはそのアクセ
ス タイプのための静的な資格情報をユーザに SSO とユーザーの資格情報を同じ資格情報を
ログオンのために使用されると使用するか、または「資格情報のためのプロンプト」を選択
することを決定している定義して下さい。 この例でネットワークに接続の試みで資格情報
のためのユーザをプロンプト表示しています。

8.



それぞれ NAM フォルダの下の保存によって設定されるプロファイル。9.

EAP-FAST な 認証を使用して SSID に接続をテストして下さい。

Anyconnect ネットワークリストからそれぞれプロファイルを選択して下さい1.



認証に必要なユーザ名 および パスワードを入力して下さい2.
サーバ証明を受け入れて下さい（自己署名）3.

Done4.



ISE 認証ログ

ISE 認証ログ提示は「オペレーション- > RADIUS - > ログ住み」、「ズーム」アイコンの下で
EAP-FAST なおよび PAC プロビジョニング フローを使用してより詳しく検知 することができま
す見られる場合があります:

クライアントは認証を開始し、ISE は authenticaiton 方式として EAP-TLS を提案していま
したが、方式 クライアントであり、ISE によってが一致したクライアントは EAP-FAST 代
りに拒否し、提案しました。

1.



PAC 交換のための提供された保護された環境にクライアント および サーバの間で開始した
TLS ハンドシェイクは succcesfully 完了し。

2.



内部認証は開始し、ユーザーの資格情報は MS-CHAPv2 （username/password ベースの認
証）を使用して ISE によって正常に検証されました

3.
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