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概要

このドキュメントでは、Catalyst 9800 WLCおよびISEでCWAワイヤレスLAN(WLAN)を設定する
方法について説明します。

前提条件

要件

9800ワイヤレスLANコントローラ(WLC)の設定に関する知識があることが推奨されます。



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いています。

9800 WLC Cisco IOS® XE Gibraltar v17.3.x●

Identity Service Engine(ISE)v2.4●

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。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
。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してく
ださい。

背景説明

CWAプロセスを次に示します。ここでは、AppleデバイスのCWAプロセスの例を示します。

設定

ネットワーク図



9800 WLCでのAAA設定

ステップ1:ISEサーバを9800 WLC設定に追加し、認証方式リストを作成します。

[Configuration] > [Security] > [AAA] > [Servers/Groups] > [RADIUS] > [Servers] > [+ Add]に移動し
、図に示すようにRADIUSサーバの情報を入力します。

今後、セントラルWeb認証（またはCoAを必要とするセキュリティ）を使用する予定の場合は、
CoAのサポートが有効になっていることを確認します。 



ステップ2：許可方式リストを作成します。

図に示すように、[Configuration] > [Security] > [AAA] > [AAA Method List] > [Authorization] > [+
Add]に移動します。



ステップ 4（任意）： 図に示すように、アカウンティング方式リストを作成します。



注：Cisco Bug ID CSCvh03827により、radiusサーバのロードバランシング(Cisco IOS® XE
CLI設定から)を決定した場合、CWAは機能しません。外部ロードバランサの使用に問題は
ありません。

ステップ 5（オプション）：

AAAポリシーを定義して、SSID名をCalled-station-id属性として送信できます。これは、後でプロ
セスでISEでこの条件を活用する場合に便利です。

[Configuration] > [Security] > [Wireless AAA Policy]に移動し、デフォルトのaaaポリシーを編集す
るか、新しいポリシーを作成します。

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvh03827


SSIDをオプション1として選択できます。SSIDのみを選択した場合でも、図に示すように、着信
側ステーションIDはSSID名にAP MACアドレスを追加することに注意してください。

WLAN 設定

ステップ1:WLANの作成

GUI

[Configuration] > [Tags & Profiles] > [WLANs] > [+ Add]に移動し、必要に応じてネットワークを設
定します。



ステップ2:WLAN情報を入力します。

ステップ3:[Security]タブに移動し、必要なセキュリティ方法を選択します。この場合は、「
MACフィルタリング」と、「AAA Configuration」セクションのステップ2.で作成したリストのみ
です。

CLI：

# config t

(config)#wlan cwa-ssid 2 cwa-ssid

(config-wlan)#mac-filtering CWAauthz



(config-wlan)#no security wpa

(config-wlan)#no security wpa wpa2 ciphers aes

(config-wlan)#no security wpa akm dot1x

(config-wlan)#no shutdown

ポリシープロファイルの設定

ポリシープロファイル内では、アクセスコントロールリスト(ACL)、Quality of Service(QoS)、モ
ビリティアンカー、タイマーなど、クライアントを割り当てるVLANを設定できます。

デフォルトのポリシープロファイルを使用することも、新しいポリシープロファイルを作成する
こともできます。

GUI：

ステップ1：新しいポリシープロファイルを作成します。

[Configuration] > [Tags & Profiles] > [Policy]に移動して、default-policy-profileを設定するか、新し
いプロファイルを作成します。

プロファイルが有効になっていることを確認します。



ステップ2:VLANを選択します。

[Access Policies]タブに移動し、ドロップダウンからVLAN名を選択するか、VLAN-IDを手動で入
力します。ポリシープロファイルでACLを設定しないでください。



ステップ3:ISEオーバーライドを受け入れる(Allow AAA Override)および認可変更(CoA)(NAC
State)ポリシープロファイルを設定します。 オプションで会計方法も指定できます。

CLI：

# config

# wireless profile policy <policy-profile-name>

# aaa-override

# nac

# vlan <vlan-id_or_vlan-name>

# accounting-list <acct-list>

# no shutdown

ポリシータグの設定

[Policy Tag]内では、SSIDをポリシープロファイルにリンクします。新しいポリスタグを作成する
か、default-policyタグを使用します。



注：  default-policy-tagは、1 ～ 16のWLAN IDを持つすべてのSSIDをdefault-policy-profileに
自動的にマッピングします。変更や削除はできません。  IDが17以上のWLANがある場合は
、default-policy-tagを使用できません。

GUI：

図に示すように、[Configuration] > [Tags & Profiles] > [Tags] > [Policy]に移動し、必要に応じて新
しいタグを追加します。

WLANプロファイルを目的のポリシープロファイルにリンクします。



CLI：

# config t

# wireless tag policy <policy-tag-name>

# wlan <profile-name> policy <policy-profile-name>

ポリスタグの割り当て

必要なAPにポリスタグを割り当てます。

GUI：

タグを1つのAPに割り当てるには、[Configuration] > [Wireless] > [Access Points] > [AP Name] >



[General Tags]に移動し、必要な割り当てを行い、[Update & Apply to Device]をクリックします。

注：APでポリシータグを変更すると、9800 WLCへの関連付けが失われ、約1分以内に再び
参加することに注意してください。

複数のAPに同じポリシータグを割り当てるには、[Configuration] > [Wireless] > [Wireless Setup]
> [Start Now] > [Apply]に移動します。



タグを割り当てるAPを選択し、図に示すように[+ Tag APs]をクリックします。



白いタグを選択し、図に示すように[Save & Apply to Device]をクリックします。

CLI：

# config t

# ap <ethernet-mac-addr>

# policy-tag <policy-tag-name>

# end

リダイレクト ACL 設定

ステップ1：新しいACLを作成するには、[Configuration] > [Security] > [ACL] > [+ Add]に移動しま
す。 

ACLの名前を選択し、[IPv4 Extended type]に設定し、図に示すように、すべてのルールをシーケ
ンスとして追加します。



ISE PSNsノードへのトラフィックを拒否し、DNSを拒否して、その他すべてを許可する必要があ
ります。このリダイレクトACLはセキュリティACLではなく、パントACLで、CPUに送信される
トラフィック（許可されるトラフィック）を定義し（リダイレクションなど）、データプレーン
に留まるトラフィック（拒否されるトラフィック）を定義し、リダイレクションを回避します。

ACLは次のようになります(10.48.39.28をISEのIPアドレスで置き換えます)。

注：  リダイレクションACLでは、denyアクションをdeny redirection (deny trafficではない
)と考え、permitアクションをpermit redirectionと考えます。WLCは、リダイレクト可能なト
ラフィック（デフォルトではポート80と443）のみを調べます。

CLI：

ip access-list extended REDIRECT

deny ip any host 10.48.39.28

deny ip host 10.48.39.28 any

deny udp any any eq domain

deny udp any eq domain any

permit tcp any any eq 80

注：ポート80に焦点を当てた許可ではなくpermit ip any anyを使用してACLを終了すると、
WLCはHTTPSもリダイレクトします。HTTPSは独自の証明書を提供する必要があり、常に



証明書違反を作成する必要があります。

ACLを改善するには、ISEサーバに対するゲストポート8443だけを拒否するアクションを実行し
ます。

HTTPまたはHTTPのリダイレクションの有効化

Web管理ポータルの構成はWeb認証ポータルの構成に関連付けられており、リダイレクトするに
はポート80でリッスンする必要があります。HTTPでのリダイレクトに対してコマンド「ip http
server」を使用していることを確認してください。

HTTPのURLにアクセスしようとしたときにリダイレクトする場合は、パラメータマップの下に
コマンド「intercept-https-enable」を追加します。

parameter-map type webauth global

type webauth

intercept-https-enable

trustpoint xxxxx

また、GUIで[Parameter Map:  

ISE の設定

ISEへの9800 WLCの追加

ステップ1：図に示すように、[Administration] > [Network Resources] > [Network Devices]に移動
します。



 ステップ2:[+Add]をクリックし、図に示すように9800 WLCの設定を入力します。

オプションで、モデル名、ソフトウェアバージョン、説明を指定し、デバイスタイプ、ロケーシ
ョン、またはWLCに基づいてネットワークデバイスグループを割り当てることができます。

a.b.c.dは、要求された認証を送信するWLCのインターフェイスに対応します。  



ネットワークデバイスグループの詳細については、ISE管理ガイドの「ISE – ネットワークデバイ
スグループ」を参照してください

ISE での新しいユーザの作成

ステップ 1： 図のように、[管理（Administration）] > [IDの管理（Identity Management）] >
[ID（Identities）] > [ユーザ（Users）] > [追加（Add）] に移動します。

ステップ 2：情報を入力します。

http://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/security/ise/2-0/admin_guide/b_ise_admin_guide_20/b_ise_admin_guide_20_chapter_01000.html#reference_2424A156765D42E98207B93A0E0F0CB3
http://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/security/ise/2-0/admin_guide/b_ise_admin_guide_20/b_ise_admin_guide_20_chapter_01000.html#reference_2424A156765D42E98207B93A0E0F0CB3


この例では、このユーザはALL_ACCOUNTSというグループに属していますが、図に示すように
必要に応じて調整できます。

許可プロファイルの作成

ポリシープロファイルは、そのパラメータ（MACアドレス、クレデンシャル、使用される
WLANなど）に基づいてクライアントに割り当てられた結果です。 仮想ローカルエリアネットワ
ーク(VLAN)、アクセスコントロールリスト(ACL)、Uniform Resource Locator(URL)リダイレクト
などの特定の設定を割り当てることができます。 

次の手順では、クライアントを認証ポータルにリダイレクトするために必要な認可プロファイル
を作成する方法を示します。最近のバージョンのISEでは、Cisco_Webauth認証結果がすでに存
在することに注意してください。ここでは、WLCで設定したものと一致するようにリダイレクシ
ョンACL名を変更するように編集できます。

ステップ1:[Policy] > [Policy Elements] > [Results] > [Authorization] > [Authorization Profiles]に移動
します。[add]をクリックして、独自の結果を作成するか、Cisco_Webauthのデフォルト結果を編
集します。



ステップ2：リダイレクト情報を入力します。ACL名が9800 WLCで設定されたものと同じである
ことを確認します。

認証ルールの設定

ステップ1:[Policy] > [Policy Sets]に移動します。適切なポリシーセット（すでに複数の設定があ



る場合）または画面の右側にあるデフォルトの表示矢印を選択します。

ステップ2:[Authentication policy]を展開します。MABルール（有線または無線MABで一致）の場
合は、[Options]を展開し、[CONTINUE]オプション([If User not found])を選択します。

ステップ3:[Save]をクリックし、変更を保存します。

許可ルールの設定

認可ルールは、クライアントに適用される権限（認可プロファイル）の結果を決定するために担
当するものです。

ステップ1：同じ[Policy set]ページで、[Authentication Policy]を閉じ、図に示すように
[Authorization Policy]を展開します。

ステップ2：最近のISEバージョンは、主に当社のニーズに合うWifi_Redirect_to_Guest_Loginとい
う定義済みルールから始まります。左側のグレーの記号をオンにして有効にします。



ステップ3：このルールはWireless_MABのみに一致し、CWAリダイレクション属性を返します。
ここで、オプションで少しツイストを追加し、特定のSSIDでのみ一致させます。条件（現時点で
はWireless_MAB）を選択して、条件スタジオを表示します。右側に条件を追加し、Called-
Station-ID属性を持つRadiusディクションを選択します。SSID名と一致させてください。図に示
すように、画面下部の[Use] を選択して検証します。

ステップ4：次に、ユーザがポータルで認証された後にネットワークアクセスの詳細を返すために
、より高い優先度で定義された2つ目のルールがゲストフロー条件に一致する必要があります。
Wifiゲストアクセスルールを使用できます。このルールは、最新のISEバージョンでもデフォルト
で事前に作成されています。左側に緑色のマークが付いたルールを有効にするだけです。  デフォ
ルトのPermitAccessを返すか、より正確なアクセスリスト制限を設定できます。

ステップ5：ルールを保存します。

ルールの下部にある[Save]をクリックします。

Flexconnectローカルスイッチングアクセスポイントのみ

FlexconnectローカルスイッチングアクセスポイントとWLANがある場合はどうすればいいですか
。前のセクションは有効です。ただし、リダイレクトACLを事前にAPにプッシュするには、追加
の手順が必要です。



[Configuration] > [Tags & Profiles] > [Flex]に移動し、Flexプロファイルを選択します。[ポリシー
ACL]タブに移動します。

図に示すように[追加]をクリックします。

リダイレクトACL名を選択し、「中央Web認証」を有効にします。 このチェックボックスをオン
にすると、AP自体のACLが自動的に反転します(「deny」文はCisco IOS® XEのWLCで「do not
redirect to this IP」を意味しますが、APでは「deny」文は逆を意味するため)。これを確認するに
は、AP CLIからshow ip access listを使用します)。

注：Flexconnectローカルスイッチングシナリオでは、ACLは特にreturn文（必ずしもローカ
ルモードで必要ではない）を記述する必要があります。そのため、すべてのACLルールがト
ラフィックの両方の方法（たとえばISEとの間）をカバーするようにします。

[Save]を押してから[Update]を押して、デバイスに適用することを忘れないでください。



証明書

クライアントにWeb認証証明書を信頼させるには、提示される証明書はISE証明書（クライアン
トによって信頼される必要がある）のみであるため、WLCに証明書をインストールする必要はあ
りません。

確認

次のコマンドを使用して、現在の設定を確認できます。

# show run wlan

# show run aaa

# show aaa servers

# show ap config general

# show ap name <ap-name> config general 

# show ap tag summary

# show ap name <AP-name> tag detail

# show wlan { summary | id | nme | all }

# show wireless tag policy detailed <policy-tag-name>

# show wireless profile policy detailed <policy-profile-name>

この例に対応するWLCの設定の関連部分を次に示します。

aaa new-model

!

aaa authentication dot1x CWA group radius

aaa authorization network default group radius

aaa authorization credential-download wcm_loc_serv_cert local

aaa accounting identity CWAacct start-stop group radius

!

aaa server radius dynamic-author

 client 10.48.39.28 server-key cisco123

!

aaa session-id common

!

!

radius server nicoISE

 address ipv4 10.48.39.28 auth-port 1812 acct-port 1813

 key cisco123

!

!

wireless aaa policy default-aaa-policy

wireless cts-sxp profile default-sxp-profile

wireless profile policy central-switching-NAC

 aaa-override

 no central association

 no central switching

 nac

 vlan 1468

 no shutdown

wireless tag policy flexpolicy

 wlan Nico9800flex policy central-switching-NAC

wlan cwa-ssid 2 cwa-ssid

 mac-filtering default

 no security wpa

 no security wpa wpa2 ciphers aes

 no security wpa akm dot1x



 no shutdown

ap a46c.2a75.fb80

 policy-tag flexpolicy

 site-tag FlexSite

ap f80b.cbe4.7f40

 policy-tag flexpolicy

 site-tag FlexSite

ip http server

ip http secure-server

トラブルシュート

Checklist

 – クライアントが接続し、有効なIPアドレスを取得していることを確認します。

 – リダイレクションが自動でない場合は、ブラウザを開き、ランダムなIPアドレスを試してくだ
さい。たとえば、10.0.0.1.リダイレクションが機能する場合、DNS解決の問題が発生する可能性
があります。DHCP経由で有効なDNSサーバが提供されていること、およびホスト名を解決でき
ることを確認します。 

 - HTTPでのリダイレクションが機能するようにコマンド「ip http server」が設定されていること
を確認します。Web管理ポータルの設定はWeb認証ポータルの設定と関連付けられており、リダ
イレクトするにはポート80でリッスンする必要があります。

 - HTTPのURLにアクセスするときにリダイレクトされない場合で必要な場合は、パラメータマッ
プの下に「intercept-https-enable」コマンドがあることを確認します。

parameter-map type webauth global

type webauth

intercept-https-enable

trustpoint xxxxx

GUIを使用して、パラメータマップで[Web Auth intercept HTTPs] オプションをオンにすることも
確認できます。  



デバッグの収集

WLC 9800には、ALWAYS-ONトレース機能が備わっています。これにより、すべてのクライア
ント接続関連のエラー、警告および通知レベルのメッセージが常に記録され、インシデントまた
は障害発生後の状態のログを表示できます。 

注：ログに数時間から数日かかることはできますが、生成されるログのボリュームによって
異なります。

9800 WLCがデフォルトで収集したトレースを表示するには、SSH/Telnet経由で9800 WLCに接続
し、次の手順に従います（セッションをテキストファイルにロギングしていることを確認してく
ださい）。

ステップ1：コントローラの現在の時刻を確認して、問題が発生した時刻に戻る時刻にログを追跡
します。

# show clock

 ステップ2：システム設定の指示に従って、コントローラのバッファまたは外部syslogから
syslogを収集します。これにより、システムの状態やエラーが表示されます（存在する場合）。

# show logging

ステップ3：デバッグ条件が有効になっているかどうかを確認します。

# show debugging

Cisco IOS XE Conditional Debug Configs:

Conditional Debug Global State: Stop

Cisco IOS XE Packet Tracing Configs:

Packet Infra debugs:

Ip Address                                               Port

------------------------------------------------------|----------

注：何らかの条件が表示されている場合は、有効な条件（MACアドレス、IPアドレスなど
）が発生するすべてのプロセスについて、トレースがデバッグレベルまで記録されているこ
とを意味します。 これにより、ログの量が増加します。したがって、アクティブにデバッ
グしていない場合は、すべての条件をクリアすることをお勧めします

ステップ4：テスト中のMACアドレスがステップ3の条件としてリストされていないことを前提に
、特定のMACアドレスのalways-on noticeレベルのトレースを収集します。

# show logging profile wireless filter { mac | ip } { <aaaa.bbbb.cccc> | <a.b.c.d> } to-file

always-on-<FILENAME.txt>

セッションの内容を表示することも、ファイルを外部TFTPサーバにコピーすることもできます。



# more bootflash:always-on-<FILENAME.txt>

or

# copy bootflash:always-on-<FILENAME.txt> tftp://a.b.c.d/path/always-on-<FILENAME.txt>

条件付きデバッグと無線アクティブトレース 

常にオンになるトレースで調査中の問題のトリガーを決定するのに十分な情報が得られない場合
は、条件付きデバッグを有効にし、Radio Active(RA)トレースをキャプチャします。この場合、
指定された条件（クライアントMACアドレス）と対話します。 条件付きデバッグを有効にするに
は、次の手順を実行します。

ステップ5：デバッグ条件が有効になっていないことを確認します。

# clear platform condition all

ステップ6：モニタするワイヤレスクライアントMACアドレスのデバッグ条件を有効にします。

これらのコマンドは、指定されたMACアドレスの監視を30分間（1800秒）開始します。 この時
間は、オプションで最大2085978494秒まで増やすことができます。

# debug wireless mac <aaaa.bbbb.cccc> {monitor-time <seconds>}

注：  一度に複数のクライアントをモニタするには、MACアドレスごとにdebug wireless
mac <aaaa.bbbb.cccc>コマンドを実行します。

注：  クライアントアクティビティの出力がターミナルセッションに表示されません。これ
は、すべてが内部でバッファされ、後で表示されるためです。

ステップ7：監視する問題または動作を再現します。

ステップ8：デフォルトまたは設定済みのモニタ時間がアップする前に問題が再現された場合は、
デバッグを停止します。

# no debug wireless mac <aaaa.bbbb.cccc>

モニタ時間が経過するか、デバッグワイヤレスが停止すると、9800 WLCは次の名前のローカル
ファイルを生成します。

ra_trace_MAC_aaabbbbcccc_HHMMSS.XXX_timezone_DayWeek_Month_Day_year.log

ステップ 9：  MACアドレスアクティビティのファイルを収集します。   ra trace .logを外部サー
バにコピーするか、出力を画面に直接表示できます。

RAトレースファイルの名前を確認します。

# dir bootflash: | inc ra_trace

ファイルを外部サーバにコピーします。

# copy bootflash: ra_trace_MAC_aaaabbbbcccc_HHMMSS.XXX_timezone_DayWeek_Month_Day_year.log



tftp://a.b.c.d/ra-FILENAME.txt

 コンテンツを表示します。

# more bootflash: ra_trace_MAC_aaaabbbbcccc_HHMMSS.XXX_timezone_DayWeek_Month_Day_year.log

ステップ10：根本原因がまだ明らかでない場合は、デバッグレベルのログのより詳細なビューで
ある内部ログを収集します。クライアントを再度デバッグする必要はありません。これは、すで
に収集され、内部に保存されたデバッグログを詳細に調べるためです。

# show logging profile wireless internal filter { mac | ip } { <aaaa.bbbb.cccc> | <a.b.c.d> }

to-file ra-internal-<FILENAME>.txt

注：このコマンド出力は、すべてのプロセスのすべてのロギングレベルのトレースを返し、
非常に大量です。これらのトレースの解析に役立つように、Cisco TACにご連絡ください。

ra-internal-FILENAME.txtを外部サーバにコピーするか、出力を画面に直接表示します。

ファイルを外部サーバにコピーします。

# copy bootflash:ra-internal-<FILENAME>.txt tftp://a.b.c.d/ra-internal-<FILENAME>.txt

コンテンツを表示します。

# more bootflash:ra-internal-<FILENAME>.txt

 ステップ11：デバッグ条件を削除します。

# clear platform condition all

注：トラブルシューティングセッションの後は、必ずデバッグ条件を削除してください。

例

認証結果が期待どおりでない場合は、[ISE Operations] > [Live logs]ページに移動して、認証結果
の詳細を取得することが重要です。

 障害の理由（障害が発生した場合）と、ISEが受信したすべてのRADIUS属性が表示されます。

次の例では、ISEは一致する認可ルールがないため認証を拒否しました。これは、APのMACアド
レスにSSID名として送信されたCalled-station-ID属性が付加されているのに対し、認証はSSID名
と完全に一致していたためです。このルールは、「等しい」ではなく「含む」に変更することで
修正されます。
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