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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ

れているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォーム

とソフトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。このモジュールに

記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリストを確認す

る場合は、このマニュアルの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorには、
http://www.cisco.com/go/cfnからアクセスします。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

レイヤ 2セキュリティの前提条件
同じSSIDを持つWLANは、ビーコン応答とプローブ応答でアドバタイズされる情報に基づい
てクライアントがWLANを選択できるように、一意のレイヤ 2セキュリティポリシーを使用
している必要があります。使用可能なレイヤ 2セキュリティポリシーは、次のとおりです。

•なし（オープンWLAN）

• Static WEPまたは 802.1X
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• StaticWEPと 802.1Xは両方とも、ビーコン応答とプローブ応
答で同じビットによってアドバタイズされるので、クライア

ントはこれらを区別できません。したがって、同じ SSIDを
持つ複数のWLANでは、Static WEPと 802.1Xの両方を使用
できません。

• WLAN WEPは、1810wアクセスポイントではサポートされ
ません。

（注）

• WPA/WPA2

•同じ SSIDを持つ複数のWLANでWPAとWPA2を使用する
ことはできませんが、同じ SSIDを持つ 2つのWLANは、
PSKを使用するWPA/TKIPと 802.1Xを使用するWi-Fi
Protected Access（WPA）/Temporal Key Integrity Protocol
（WPA）で設定するか、802.1Xを使用するWPA/TKIPまた
は 802.1Xを使用するWPA/AESで設定することができます。

• TKIPサポートが設定されたWLANはRM3000ACモジュール
で有効にされません。

（注）

関連トピック

静的WEPおよび 802.1Xレイヤ 2セキュリティパラメータの設定（CLI）（3ページ）
静的WEPレイヤ 2セキュリティパラメータの設定（CLI）（4ページ）
WPA + WPA2レイヤ 2セキュリティパラメータの設定（CLI）（5ページ）
802.1Xレイヤ 2セキュリティパラメータの設定（CLI）（6ページ）
高度なWLANプロパティの設定（CLI）
AAA Overrideについて（2ページ）

AAA Overrideについて
WLANの AAA Overrideオプションを使用すると、WLANで Identityネットワーキングを設定
できます。これにより、AAAサーバから返される RADIUS属性に基づいて、個々のクライア
ントに VLANタギング、Quality Of Service (QoS)、およびアクセスコントロールリスト (ACL)
を適用することができます。

関連トピック

高度なWLANプロパティの設定（CLI）
レイヤ 2セキュリティの前提条件（1ページ）
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WLANセキュリティの設定方法

静的WEPおよび802.1Xレイヤ2セキュリティパラメータの設定（CLI）

始める前に

管理者特権が必要です。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

WLANコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。profile-nameは設

wlan profile-name

例：

ステップ 2

定されているWLANのプロファイル名
です。

Device# wlan test4

WLANの静的WEPセキュリティを設定
します。次のキーワードと引数がありま

す。

security static-wep-key {authentication
{open | sharedkey} | encryption {104 |
40} [ascii | hex] {0|8}} wep-key
wep-key-index1-4

ステップ 3

• authentication：802.11認証を設定
します。

例：

Device(config-wlan)# security
static-wep-key encryption 40 hex 0 test
2

• encryption：静的WEPキーとイン
デックスを設定します。

• open：オープンシステム認証を設
定します。

• sharedkey：共有キー認証を設定し
ます。

• 104, 40：WEPキーのサイズを指定
します。

• hex, ascii：キーの入力形式を指定し
ます。

• wep-key-index、wep-key-index1-4指
定するパスワードのタイプです。値

が0である場合は、暗号化されない
パスワードを指定することを示しま
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目的コマンドまたはアクション

す。値が 8である場合は、AES暗
号化を指定することを示します。

特権 EXECモードに戻ります。また、
Ctrl+Zキーを押しても、グローバルコ

end

例：

ステップ 4

ンフィギュレーションモードを終了で

きます。
Device(config)# end

関連トピック

レイヤ 2セキュリティの前提条件（1ページ）

静的WEPレイヤ 2セキュリティパラメータの設定（CLI）

始める前に

管理者特権が必要です。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

WLANコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。profile-nameは設

wlan profile-name

例：

ステップ 2

定されているWLANのプロファイル名
です。

Device# wlan test4

キーワードは次のとおりです。security static-wep-key [authentication
{open | shared} | encryption {104 | 40}
{ascii | hex} [0 | 8]]

ステップ 3

• static-wep-key：静的なWEPキー認
証を設定します。

例：
• authentication：設定する認証タイ
プを指定します。値は、openおよ
び sharedです。

Device(config-wlan)# security
static-wep-key authentication open

• encryption：設定する暗号化タイプ
を指定します。有効な値は 104と
40です。40ビットキーには、ASCII
テキスト文字が 5文字と 16進数文
字が 10文字必要です。104ビット
キーには、ASCIIテキスト文字が
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目的コマンドまたはアクション

13文字と 16進数文字が 26文字必
要です。

• ascii：キー形式をASCIIに指定しま
す。

• hex：キー形式を HEXに指定しま
す。

特権 EXECモードに戻ります。また、
Ctrl+Zキーを押しても、グローバルコ

end

例：

ステップ 4

ンフィギュレーションモードを終了で

きます。
Device(config)# end

関連トピック

レイヤ 2セキュリティの前提条件（1ページ）

WPA + WPA2レイヤ 2セキュリティパラメータの設定（CLI）

デフォルトセキュリティポリシーは、WPA2です。（注）

始める前に

管理者特権が必要です。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

WLANコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。profile-nameは設

wlan profile-name

例：

ステップ 2

定されているWLANのプロファイル名
です。

Device# wlan test4

WPAをイネーブルにします。security wpa

例：

ステップ 3

Device(config-wlan)# security wpa

WLANセキュリティの設定
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目的コマンドまたはアクション

WPA1をイネーブルにします。security wpa wpa1

例：

ステップ 4

Device(config-wlan)# security wpa wpa1

WPA1暗号を指定します。次のいずれか
の暗号化タイプを選択します。

security wpa wpa1 ciphers [aes | tkip]

例：

ステップ 5

• aes：WPA/AESのサポートを指定し
ます。

Device(config-wlan)# security wpa wpa1
ciphers aes

• tkip：WPA/TKIPのサポートを指示
します。

WPA 2をイネーブルにします。security wpa wpa2

例：

ステップ 6

Device(config-wlan)# security wpa

WPA2暗号化を設定します。次のいずれ
かの暗号化タイプを選択します。

security wpa wpa2 ciphers [aes | tkip]

例：

ステップ 7

• aes：WPA/AESのサポートを指定し
ます。

Device(config-wlan)# security wpa wpa2
ciphers tkip

• tkip：WPA/TKIPのサポートを指示
します。

特権 EXECモードに戻ります。また、
Ctrl+Zキーを押しても、グローバルコ

end

例：

ステップ 8

ンフィギュレーションモードを終了で

きます。
Device(config)# end

関連トピック

レイヤ 2セキュリティの前提条件（1ページ）

802.1Xレイヤ 2セキュリティパラメータの設定（CLI）

始める前に

管理者特権が必要です。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

WLANコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。profile-nameは設

wlan profile-name

例：

ステップ 2

定されているWLANのプロファイル名
です。

Device# wlan test4

802.1Xセキュリティを指定します。security dot1x

例：

ステップ 3

Device(config-wlan)# security dot1x

次のキーワードと引数があります。security [authentication-list auth-list-name
| encryption {0 | 104 | 40}

ステップ 4

• authentication-list：IEEE 802.1xの
認証リストを指定します。例：

Device(config-wlan)# security
encryption 104 • encryption：CKIP暗号化キーの長

さを指定します。有効な値は、0、
40、および 104です。ゼロ（0）で
は暗号化されません。これはデフォ

ルトです。

WLAN内のすべてのキーは、
同じサイズでなければなりま

せん。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。また、
Ctrl+Zキーを押しても、グローバルコ

end

例：

ステップ 5

ンフィギュレーションモードを終了で

きます。
Device(config)# end

関連トピック

レイヤ 2セキュリティの前提条件（1ページ）
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その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『WLANCommand Reference, Cisco IOS XERelease 3SE
(Catalyst 3850 Switches)』

WLANコマンドリファレンス

『Security Configuration Guide (Catalyst 3850
Switches)』

セキュリティコンフィギュレーション

ガイド

エラーメッセージデコーダ

リンク説明

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgiこのリリースのシステムエラーメッ

セージを調査し解決するために、エ

ラーメッセージデコーダツールを

使用します。

MIB

MIBのリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリース、およびフィー
チャセットに関するMIBを探してダウンロードするには、次
の URLにある Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

本リリースでサポートする

すべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

Link説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの製品やテクノロジー
に関するトラブルシューティングにお役立ていただけるように、

マニュアルやツールをはじめとする豊富なオンラインリソースを

提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するために、

Cisco Notification Service（Field Noticeからアクセス）、Cisco
Technical Services Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアクセスする際は、
Cisco.comのユーザ IDおよびパスワードが必要です。
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WLANレイヤ 2セキュリティに関する機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示しま

す。

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3.2SEWLANのセキュリティ機能

WLANセキュリティの設定
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