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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。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォーム

およびソフトウェアリリースの Bug Search Toolおよび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、このモジュー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。

RADIUS over DTLSの前提条件
RADIUS over DTLSの前提条件は次のとおりです。

•デバイスが Cisco IOS crypto K9イメージを実行していること。

• crypto PKIがデバイス上に設定されていること。

• RADIUS over DTLSが Cisco ISE 2.2以降でサポートされている。
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RADIUS over DTLSに関する情報
DTLSはRADIUS上の暗号化サービスを有効にして、セキュアなトンネル経由によるトランス
ポートを可能にします。RADIUSoverDTLSは、クライアントとサーバの両方で実装されます。
クライアント側は RADIUSの認証、承認、およびアカウンティング（AAA）を制御し、サー
バ側は認可変更（CoA）を制御します。

次のパラメータを設定できます。

•クライアントごとの固有な idle_timeout、client trustpoint、および server trustpoint。
•グローバル CoA固有の DTLSリスニングポートとソースインターフェイスのリスト。

特定のサーバに対して DTLSを無効にするには、RADIUSサーバの構成モードで no dtlsコマ
ンドを使用します。

RADIUS over DTLSを設定する方法

DTLSサーバを設定する方法

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

Device> enable

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。

configureterminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

RADIUSサーバコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

radius server radius-server-name

例：

ステップ 3

Device(config)# radius server R1

DTLSパラメータを設定します。次のパ
ラメータを設定できます。

dtls [connectiontimeout
connection-timeout-value] [idletimeout
idle-timeout-value] [ip {radius

ステップ 4

• connectiontimeout—source-interface interface-name |vrf
forwarding forwarding-table-name} ] [port DTLS接続タイムアウト値を設定し

ます。
port-number] [retries
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目的コマンドまたはアクション

number-of-connection-retries] [trustpoint [
client | server] ]

• idletimeout—

DTLSアイドルタイムアウト値を設
定します。例：

• ip—Device(config-radius-server)# dtls
connectiontimeout 10

IP送信元パラメータを設定します。
Device(config-radius-server)# dtls
idletimeout 5 • port—

DTLSポート番号を設定します。Device(config-radius-server)# dtls
retries 15 • retries—
Device(config-radius-server)# dtls ip
radius source-interface Ethernet 0/0 DTLS接続再試行の回数を設定しま

す。Device(config-radius-server)# dtls ip
vrf forwarding table-1 • trustpoint—
Device(config-radius-server)# dtls port
10

クライアントとサーバにDTLSトラ
ストポイントを設定します。

Device(config-radius-server)# dtls
trustpoint

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config-radius-server)# end

DTLS CoA用にダイナミック認証を設定する方法

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

Device> enable

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。

configureterminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

ダイナミック許可ローカルサーバコン

フィギュレーションモードを開始し、

aaa server radius dynamic-author

例：

ステップ 3

デバイスが認可変更（CoA）を受け入
Device(config)# aaa server radius
dynamic-author れ、要求を取り外す RADIUSクライア

ントを指定します。デバイスを AAA
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目的コマンドまたはアクション

サーバとして設定し、外部ポリシーサー

バとの連携を可能にする。

AAAサーバクライアントの IPアドレ
スまたはホスト名を設定します。次のオ

プションのパラメータを設定できます。

client {ip-addr | hostname} [dtls [client-tp
client-tp-name] [ idletimeout
idletimeout-interval ] [server-tp
server-tp-name] | server-key { 0 string | 6
string | 7 string | string } | vrf vrf-id ]

ステップ 4

• dtls—

例： クライアントのDTLSを有効にしま
す。Device(config-locsvr-da-radius)# client

10.104.49.14 dtls idletimeout 100 • client-tp—client-tp dtls_ise server-tp
dtls_client

クライアントトラストポイン

トを設定します。

• idletimeout—

DTLSアイドルタイムアウト値
を設定します。

• server-tp—

サーバトラストポイントを設

定します。

• server-key—

RADIUSキーをデバイスとRADIUS
クライアントとの間で共有されるよ

うに設定します。

• 0 string —

暗号化されていないキーが続く

ことを示します。

• string —

非暗号化（クリアテキス

ト）共有キー。

• 6 string —

暗号キーが続くことを示しま

す。

• string —

高度な暗号化方式 [AES]に
よる暗号化キー。

• 7 string —

非公開のキーが続くことを示し

ます。
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目的コマンドまたはアクション

• string —

非公開の共有キー。

• string —

非暗号化（クリアテキスト）

共有キー。

• vrf—

クライアントの Virtual Routing and
Forwarding（VRF）ID。

RADIUS CoAサーバを設定します。次
のパラメータを設定できます。

dtls {ip radius source-interface
interface-name | port
radius-dtls-server-port-number}

ステップ 5

• ip radius
source-interfaceinterface-name—例：

Device(config-locsvr-da-radius)# dtls
ip radius source-interface
GigabitEthernet 1/0/24

RADIUS CoAサーバに発信元アド
レスのインターフェイスを指定しま

す。

• port radius-dtls-server-port-number—

ローカルのDTLSRADIUSサーバが
リッスンするポートを指定します。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 6

Device(config-radius-server)# end

RADIUS over DTLSのモニタリング
次のコマンドを使用して DTLSサーバの統計情報をモニタできます。

RADIUS over DTLSの設定
5

RADIUS over DTLSの設定

RADIUS over DTLSのモニタリング



表 1 : DTLSサーバの統計情報をモニタするコマンド

目的コマンド

DTLSサーバに関連する情報を表示します。

以下の統計情報は、show aaa serversコマンド
を使用して表示します。

• pkt_cnt_since_idle_tiemout
• send_hs_start_cnt
• hs_success_cnt
• total_tx_pkt_cnt
• total_rx_pkt_cnt
• total_conn_reset_cnt
• conn_reset_cnt_idle_timeout
• conn_reset_cnt_no_resp
• conn_reset_cnt_malformed_pkt
• conn_reset_cnt_error_case

show aaa servers

RADIUS DTLS固有の統計情報をクリアしま
す。

clear aaa counters servers radius{ server id|all}

RADIUS DTLS固有のデバッグを有効にしま
す。

debug radius dtls

RADIUS over DTLSの設定例
次に、DTLS接続ごとの統計情報の出力例を示します。
Device# show aaa servers
DTLS: Packet count since last idletimeout 1,
Send handshake count 3,
Handshake Success 1,
Total Packets Transmitted 1,
Total Packets Received 1,
Total Connection Resets 2,
Connection Reset due to idle timeout 0,
Connection Reset due to No Response 2,
Connection Reset due to Malformed packet 0
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