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はじめに

この資料は Wi-Fi プロテクテッド アクセス（WPA）に設定 例を、Wi-Fi アライアンス メンバー
が使用する暫時セキュリティ規格提供したものです。

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。

ワイヤレス ネットワークとワイヤレスのセキュリティ問題に関する全般的な知識●

Extensible Authentication Protocol（EAP） セキュリティ メソッドのナレッジ●

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® ソフトウェアベースのアクセス ポイント（AP）●

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(15)JA か以降注: できれば WPA が Cisco IOS ソフト
ウェア リリース 12.2(11)JA および以降でサポートされるのに、Cisco IOS ソフトウェア リ
リースを使用して下さい。 Cisco IOS ソフトウェア リリースを入手するために、ダウンロー

●
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ド（登録ユーザのみ）を参照して下さい。
WPA 対応 Network Interface Cards （NIC）および WPA 対応クライアントソフトウェア●

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。

背景理論

無線ネットワークのセキュリティ機能は、WEP のような、弱いです。 Wi-Fi 同盟（か
WECA）業界団体は無線ネットワークのための次世代の、暫時セキュリティ規格を案出しました
。 規格は IEEE 組織が 802.11i 規格を批准するまで弱さに対する防御を提供します。

この現在の EAP/802.1x 認証およびダイナミック キー管理の新しい方式ビルドは、およびより強
い暗号暗号化を追加します。 クライアントデバイスおよび認証サーバの後で EAP/802.1x アソシ
エーションを作って下さい、WPA 鍵 管理は AP と WPA 対応クライアントデバイスの間でネゴシ
エートされます。

Cisco AP 製品はまたレガシー WEP ベースの EAP クライアントが両方とも WPA クライアント
と共に（レガシーか No 鍵 管理と）はたらくハイブリッド設定を提供します。 この設定は移行
モードと言われます。 WPA に移行する段階的に行なわれたアプローチを移行 モード可能に。 こ
の資料は移行 モードを取り扱っていません。 この資料は純粋な WPA 保護されたネットワークに
輪郭を提供したものです。

企業または企業レベルの セキュリティ上の問題に加えて、WPA はまた small office， home office
（SOHO）またはホーム 無線ネットワークの使用のために意図されている事前共有キー バージョ
ン（WPA-PSK）を提供します。 Cisco Aironet クライアントユーティリティ（ACU）は WPA-
PSK をサポートしません。 Microsoft Windows からのワイヤレス ゼロ コンフィギュレーション
ユーティリティはこれらのユーティリティがように、ほとんどの無線カードのための WPA-PSK
をサポートします:

Meetinghouse 通信からの保護クライアント注: Meetinghouse 保護製品ラインのための EOS
および EOL 発表を参照して下さい。

●

Funk ソフトウェアからのオデュッセイア クライアント注: Juniper Networks Customer
Support Center を参照して下さい 。

●

いくつかの製造業者からの Original Equipment Manufacturer （OEM）クライアントユーティ
リティ

●

次の場合には WPA-PSK を設定できます:

Encryption Manager タブの暗号 Temporal Key Integrity Protocol（TKIP）と暗号化モードを
定義します。

●

認証されたキー管理の認証種別、使用、および GUI のサービス セット ID（SSID）マネージ
ャ タブの事前共有キーを定義します。

●

Server Manager タブで設定が必要となりません。●

WPA-PSK を Command Line Interface （CLI）によって有効に するために、これらのコマンドを
入力して下さい。 設定 モードから開始して下さい:

AP(config)#interface dot11Radio 0

AP(config-if)#encryption mode ciphers tkip

AP(config-if)#ssid ssid_name
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AP(config-if-ssid)#authentication open

AP(config-if-ssid)#authentication key-management wpa

AP(config-if-ssid)#wpa-psk ascii pre-shared_key

注: このセクションは設定だけ提供します WPA-PSK に関連している。 このセクションの設定は
WPA-PSK を有効に する方法の知識を与えることで、この資料のフォーカスではないです。 この
資料に WPA を設定する方法を説明されています。

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。

設定

現在の EAP/802.1x メソッドの WPA ビルド。 この資料は光 EAP （LEAP）、EAP が、WPA を
実行するために設定を追加する前にはたらくまたは Protected EAP （PEAP） 設定あると仮定し
ます。

このセクションはこの資料に説明がある機能を設定するための情報を提供します。

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 EAP か EAP の開いた認証

あらゆる EAP/802.1x ベースの認証方式では、違いがネットワーク EAP の間にあり、EAP の認
証を開くものに質問することができます。 これらの項目は管理およびアソシエーション パケット
のヘッダの認証アルゴリズム フィールドの値を示します。 無線クライアント セットのほとんど
の製造業者は値 0 （開いた認証）のこのフィールド、それから提携プロセスの EAP 認証以降を
する欲求に信号を送り。 Cisco はネットワーク Eap フラグを持つアソシエーションの値を、初め
から別様に設定 します。

ネットワークに次のとおりであるクライアントがある場合このリストが示す認証方式を使用して
下さい:

Cisco クライアント—ネットワーク EAP を使用して下さい。●

（Cisco Compatible Extensions [CCX] -対応製品が）含まれているサード パーティ クライア
ント— EAP の使用開いた認証。

●

Cisco およびサード パーティ クライアント両方の組み合せ—ネットワーク EAP を選択し、
EAP の認証を開いて下さい。

●

CLI 設定

このドキュメントでは、次の設定を使用します。

LEAP 設定その存在および作業●

Cisco IOS ソフトウェアベースの AP のための Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(15)JA●

AP

ap1#show running-config

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
//tools.cisco.com/Support/CLILookup/cltSearchAction.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


 Building configuration...

 .

 .

 .

aaa new-model

!

aaa group server radius rad_eap

 server 192.168.2.100 auth-port 1645 acct-port 1646

.

.

aaa authentication login eap_methods group rad_eap

.

.

.

!

bridge irb

!

interface Dot11Radio0

 no ip address

 no ip route-cache

 !

 encryption mode ciphers tkip

!--- This defines the cipher method that WPA uses. The

TKIP !--- method is the most secure, with use of the Wi-

Fi-defined version of TKIP. ! ssid WPAlabap1200

authentication open eap eap_methods

!--- This defines the method for the underlying EAP when

third-party clients !--- are in use.     authentication

network-eap eap_methods

!--- This defines the method for the underlying EAP when

Cisco clients are in use.     authentication key-

management wpa

!--- This engages WPA key management. ! speed basic-1.0

basic-2.0 basic-5.5 basic-11.0 rts threshold 2312

channel 2437 station-role root bridge-group 1 bridge-

group 1 subscriber-loop-control bridge-group 1 block-

unknown-source no bridge-group 1 source-learning no

bridge-group 1 unicast-flooding bridge-group 1 spanning-

disabled . . . interface FastEthernet0 no ip address no

ip route-cache duplex auto speed auto bridge-group 1 no

bridge-group 1 source-learning bridge-group 1 spanning-

disabled ! interface BVI1 ip address 192.168.2.108

255.255.255.0 !--- This is the address of this unit. no

ip route-cache ! ip default-gateway 192.168.2.1 ip http

server ip http help-path

http://www.cisco.com/warp/public/779/smbiz/prodconfig/he

lp/eag/ivory/1100 ip radius source-interface BVI1 snmp-

server community cable RO snmp-server enable traps tty

radius-server host 192.168.2.100 auth-port 1645 acct-

port 1646 key shared_secret !--- This defines where the

RADIUS server is and the key between the AP and server.

radius-server retransmit 3 radius-server attribute 32

include-in-access-req format %h radius-server

authorization permit missing Service-Type radius-server

vsa send accounting bridge 1 route ip ! ! line con 0

line vty 5 15 ! end ! end

GUI 設定

WPA のための AP を設定するためにこれらのステップを完了して下さい:

暗号化マネージャを設定するためにこれらのステップを完了して下さい:TKIP の暗号化をイ1.



ネーブルにします。暗号化キー 1.の値をクリアして下さい。送信キーとして暗号化キー 2 を
設定 して下さい。『Apply-Radio -』 をクリック して下さい。

SSID マネージャを設定するためにこれらのステップを完了して下さい:現在の SSID リスト
から望ましい SSID を選択して下さい。適切な認証方式を選択して下さい。使用するクライ
アントカードの種類のこのデシジョンを基づかせて下さい。 詳細についてはネットワーク
EAP かこの資料の EAP セクションの開いた認証を参照して下さい。 EAP が WPA の付加の
前にはたらいた場合、変更はおそらく必要ではないです。これらのステップ Enable 鍵 管理
を完了して下さい:キー管理ドロップダウン メニューから『Mandatory』 を選択 して下さい
。WPA チェックボックスをチェックして下さい。『Apply-Radio -』 をクリック して下さい
。

2.



確認

ここでは、設定が正常に動作していることを確認します。

Output Interpreter Tool（OIT）（登録ユーザ専用）では、特定の show コマンドがサポートされ
ています。 OIT を使用して、show コマンド出力の解析を表示できます。

示して下さい dot11 アソシエーション mac_address —このコマンドはとりわけ特定された関
連するクライアントについての情報を表示したものです。 クライアントが WPA としてキー
管理および TKIP として暗号化をネゴシエートすることを確認して下さい。

●
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特定のクライアントのためのアソシエイション テーブルエントリはまた WPA としてキー管
理および TKIP として暗号化を示す必要があります。 アソシエーションテーブルで、そのク
ライアントについてはアソシエーションの詳細を参照するためにクライアントのための特定
の MAC アドレスをクリックして下さい。

●



トラブルシューティング

ここでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報について説明します。

トラブルシューティングの手順

この情報はこの設定に関連しています。 設定をトラブルシューティングするには、次の手順を実
行します。

この LEAP、EAP、または PEAP 設定が WPA 実装の前に徹底的にテストされなかったら、
これらのステップを完了して下さい:一時的に WPA 暗号化モードを無効に して下さい。適
切な EAP を再び有効にして下さい。認証がはたらくことを確認して下さい。

1.

クライアントの設定が AP のそれと一致することを確認して下さい。たとえば AP が WPA
および TKIP のために設定されるとき、設定がクライアントで行われる設定を一致すること
を確認して下さい。

2.

トラブルシューティングのためのコマンド

注: debug コマンドを使用する前に、『debug コマンドの重要な情報』を参照してください。

WPA 鍵 管理は EAP 認証が正常に完了した後四方ハンドシェイクを含みます。 デバッグのこの 4
つのメッセージが表示されることができます。 EAP がクライアントの認証に成功しないか、また
はメッセージが表示されなかったら、これらのステップを完了して下さい:

一時的に WPA を無効に して下さい。1.
適切な EAP を再び有効にして下さい。2.
認証がはたらくことを確認して下さい。3.

このリストはデバッグを記述します:

デバッグ dot11 AAA マネージャ キー—このデバッグはハンドシェイクとグループ一時キー
（GTK）がネゴシエートする一対に一時キー（PTK）として AP 起こると WPA クライアン
トの間で示します。 このデバッグは Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(15)JA で導入さ
れました。デバッグ 出力が現われない場合、これらの項目を確認して下さい:terminal
monitor term mon は（Telnetセッションを利用すれば）有効に なります。デバッグは有効に
なります。クライアントは WPA のために適切に設定されます。PTK や GTK ハンドシェイク
は構築されるが、確認されないことをデバッグが示したら、正しい設定および最新バージョ
ンがあるように WPA サプリカント ソフトウェアを確認して下さい。

●

debug dot11 aaa authenticator state-machine —このデバッグは関連付け、認証すると同時に
クライアントによってが行くネゴシエーションのさまざまな状態を示します。 状態名は、そ
れぞれの状態を示します。 このデバッグは Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(15)JA で
導入されました。 デバッグは Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(15)JA および以降の
debug dot11 aaa dot1x state-machine コマンドを廃止 します。

●

debug dot11 aaa dot1x state-machine —このデバッグは関連付け、認証すると同時にクライ
アントによってが行くネゴシエーションのさまざまな状態を示します。 状態名は、それぞれ
の状態を示します。 Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(15)JA より早い Cisco IOS ソフ
トウェア リリースでは、このデバッグはまた WPA 鍵 管理 ネゴシエーションを示します。

●

debug dot11 aaa authenticator process —このデバッグはネゴシエートされた通信における問
題を診断して有用です。 このコマンドによって表示された詳細情報には、ネゴシエーション

●

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk379/technologies_tech_note09186a008017874c.shtml


   

のそれぞれの側が送信した内容と、もう一方が応答した内容が表示されます。 この debug コ
マンドは、debug radius authentication コマンドと併用することもできます。 このデバッグ
は Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(15)JA で導入されました。 デバッグは Cisco IOS
ソフトウェア リリース 12.2(15)JA および以降の debug dot11 aaa dot1x process コマンドを
廃止 します。
debug dot11 aaa dot1x process —このデバッグはネゴシエートされた通信における問題を診
断して有用です。 このコマンドによって表示された詳細情報には、ネゴシエーションのそれ
ぞれの側が送信した内容と、もう一方が応答した内容が表示されます。 この debug コマンド
は、debug radius authentication コマンドと併用することもできます。 Cisco IOS ソフトウェ
ア リリース 12.2(15)JA より早い Cisco IOS ソフトウェア リリースでは、このデバッグは
WPA 鍵 管理 ネゴシエーションを示します。

●

関連情報

暗号スイートと WEP の設定●

設定●

WPA2 - Wi-Fi Protected Access 2●

Wi-Fi Protected Access（WPA） 2 （2） WPA 設定●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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