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無線ゲストアクセス
ワイヤレスゲストアクセス機能は、安全かつ信頼できる方法でゲストにインターネットアク

セスを提供するニーズに対処します。ワイヤレスゲストネットワークの実装では、企業の既

存のワイヤレスおよび有線インフラストラクチャが最大限に使用されます。これにより、物理

オーバーレイネットワークを構築する際のコストと複雑さが軽減されます。ワイヤレスゲス

トアクセスソリューションは、ゲストフォーリンとゲストアンカーの 2台のコントローラで
構成されます。管理者は帯域幅を制限してゲストトラフィックをシェーピングし、内部ネット

ワークのパフォーマンスに影響しないようにすることができます。

ワイヤレスゲストアクセス機能は、次の機能で構成されています。

•ゲストアンカーコントローラは、クライアントの Point of Presenceです。
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•ゲストアンカーコントローラは、ゲストクライアントからのトラフィックをアンカーコ
ントローラを介して Demilitarized Zone（DMZ）ネットワーク内のシスコワイヤレスコン
トローラに転送することで、内部セキュリティを確保します。

•ゲストフォーリンコントローラは、クライアントの接続ポイントです。

•ゲストフォーリンコントローラでは、ゲストアクセスを必要とするあらゆる場所にキャ
ンパスワイヤレスネットワークを介して専用のゲストWLANまたは SSIDが実装されま
す。モビリティアンカー（ゲストコントローラ）が設定されたWLANでゲストWLAN
が識別されます。

•ゲストトラフィックの分離により、キャンパスネットワーク全体にレイヤ 2またはレイ
ヤ 3手法が実装され、ゲストがアクセスできる場所が制限されます。

•ゲストユーザレベルの QoSは、レート制限およびシェーピングに使用されますが、ゲス
トユーザの帯域幅の使用を制限するために広く実装されています。

•アクセス制御では、キャンパスネットワーク内に組み込まれたアクセス制御機能が使用さ
れるか、企業ネットワークからインターネットへのゲストアクセスを制御する外部プラッ

トフォームが実装されます。

•日付、期間、帯域幅などの変数に基づく、ゲストの認証および承認。

•ネットワークを使用中または使用したことのあるユーザをトラックする監査メカニズム。

•ロビーや共有施設など、有線によるネットワーク接続もなかったエリアを含めて、より広
範なカバレッジを提供します。

•ゲストアクセス用のエリアや部屋を特別に用意する必要がなくなります。

ネットワーク内で AireOSで IRCMを使用するには、Cisco TACに連絡してサポートを受けて
ください。

（注）

表 1 :サポートされるコントローラ

ゲストフォーリンとしてのサ

ポート

ゲストアンカーとしてのサ

ポート

Controller Name

対応対応Cisco Catalyst 9800-40ワイヤレ
スコントローラ

対応対応Cisco Catalyst 9800-80ワイヤレ
スコントローラ

対応対応Cisco Catalyst 9800-CLワイヤ
レスコントローラ
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ゲストフォーリンとしてのサ

ポート

ゲストアンカーとしてのサ

ポート

Controller Name

なしなしスイッチ用 Cisco Catalyst 9800
組み込みワイヤレスコント

ローラ

Ciscoゲストアクセスでサポートされている機能のリストを次に示します。

Supported Features

•スリープ状態のクライアント

• FQDN

• AVC（APアップストリームおよびダウンストリーム）

•ネイティブプロファイリング

•オープン認証

• OpenDNS

•サポートされているセキュリティ方式：

• MAB CWA

• LWA（ローカルWeb認証）

• Dot1x + CWA（中央Web認証）

• MABエラー時の LWA

• SSID QoSアップストリームおよびダウンストリーム（外部）

• AP/クライアント SSO

•スタティック IPローミング

•クライアント IPv6

•コントローラ間でのローミング

• RADIUS Accounting

ゲストアクセスのシナリオでは、すべての認証方式を対象にアカ

ウンティングは常にフォーリンコントローラで実行されます。

（注）

• QoS：クライアントレベルのレート制限

•ゲストアンカーロードバランシング

•ワークグループブリッジ（WGB）
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WLCがWGBからの複数の VLANをサポートできるようにするには、wgb vlanコマンドを使
用します。

（注）

関連トピック

スリープ状態にあるクライアントの認証について

Application Visibility and Controlについて
ネイティブプロファイリングについて

ローカルWeb認証の概要
中央Web認証について
ワイヤレス QoSの概要
ハイアベイラビリティについて

スタティック IPクライアントモビリティについて
IPv6クライアントアドレスラーニングについて
モビリティの概要

複数のゲストコントローラ間のロードバランシング（4ページ）
Ciscoワークグループブリッジについて

複数のゲストコントローラ間のロードバランシング
大量のゲストクライアントボリュームをロードバランシングするようにエクスポートアン

カーを設定できます。1つのエクスポートフォーリンゲストWLAN設定で、最大 72のコント
ローラが許可されます。モビリティゲストコントローラを設定するには、mobility anchor ip
addressを使用します。

プライマリアンカーにプライオリティ（1、3）を指定し、障害が発生した場合のバックアップ
として別のアンカーを選択できます。

関連トピック

無線ゲストアクセス（1ページ）

ワイヤレスゲストアクセスに関する制限事項
•この機能は、Cisco AireOS 8.8.111.0以降でサポートされています。

•ゲストフォーリンとゲストアンカーの両方でWLANのセキュリティプロファイルを一致
させてください。

•ゲストフォーリンとゲストアンカーの両方のコントローラで、NACや AAAオーバーラ
イドなどのポリシープロファイル属性を一致させてください。
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•エクスポートアンカーでは、クライアントが実行時に接続する際にWLANプロファイル
名とポリシープロファイル名が選択されます。これらはゲストフォーリンコントローラ

で使用されているものと同じである必要があります。

IPv6の制約事項
ゲストエクスポートクライアントが、SLAACを介してルーティング可能な IPv6アドレスを
取得できない場合、または IPv6アドレスが学習されたときに DHCPv6を介してトラフィック
を渡せない場合は、次の回避策を使用できます。

• IPv6ルータでの回避策：IPv6ゲートウェイ上の動作を変更して、RAマルチキャストから
ユニキャストへの変換を回避できます。製品によって、これがデフォルトの動作である場

合と、設定が必要な場合があります。

• Cisco IPv6ルータでの回避策

• Nexusプラットフォーム：ワイヤレス展開に役立つ送信要求ユニキャスト RAが
デフォルトで有効になっています。

• IOS-XEプラットフォーム：次の設定ノブを使用して、ワイヤレス展開に役立つ
ユニキャスト RAをオンにします。

ipv6 nd ra solicited unicast

• Cisco IPv6ルータ以外での回避策：シスコ以外のネットワークデバイスが送信要求ユ
ニキャスト RAを有効にする設定ノブをサポートしていない場合、回避策はありませ
ん。

ゲストアクセス用モビリティトンネルの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Configure] > [Tags and Profiles] > [WLANs]をクリックします。

ステップ 2 [Wireless Networks]領域で関連するWLANまたは RLANをクリックし、[Mobility Anchor]をク
リックします。

ステップ 3 [Wireless Network Details]セクションで、[Switch IP Address]ドロップダウンリストからデバイ
スを選択します。

ステップ 4 [Apply]をクリックします。

無線ゲストアクセス

5

無線ゲストアクセス

IPv6の制約事項



ゲストアクセス用モビリティトンネルの設定
Cisco Catalyst 9800シリーズワイヤレスコントローラでモビリティトンネルを設定するには、
次の手順に従います。

手順

目的コマンドまたはアクション

独自のグループを設定します。wireless mobility group name group nameステップ 1

独自のMACアドレスを設定します。wireless mobility mac mac addressステップ 2

ピアを設定します。wireless mobility group member macmac
address ip ip address group group name

ステップ 3

ゲストアクセスポリシーの設定
ゲストアクセスプロファイルポリシーを作成して設定するには、次の手順に従います。また

は、モビリティアンカーを設定した既存のデフォルトポリシープロファイルを使用すること

もできます。

ピアになっているアンカーのみを設定できます。使用されている IPアドレスがモビリティピ
アであり、モビリティグループに含まれていることを確認します。他の IPアドレスが使用さ
れている場合は、無効なアンカー IPアドレスのエラーメッセージが表示されます。

モビリティグループを削除するには、モビリティアンカーでもあるモビリティピアがポリシー

プロファイルから削除されていることを確認します。

• VLANを表示するために、ゲストフォーリンにペイロードが送信されることはありませ
ん。

• VLANが原因でクライアント除外が発生しないように、9800シリーズコントローラでは、
ISEからプッシュされる関連名とともに VLANを定義する必要があります。

（注）

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

無線ゲストアクセス
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目的コマンドまたはアクション

ポリシープロファイルを設定し、ワイ

ヤレスプロファイルコンフィギュレー

ションモードを開始します。

wireless profile policywlan_policy_profile

例：

Device (config)# wireless profile
policy guest-test-policy

ステップ 2

• default-policy-profileを使
用してプロファイルポリ

シーを設定できます。

•プロファイルポリシーで
は、デフォルトのポリ

シータグを使用できま

す。

（注）

ポリシーが存在する場合は、アンカー

を設定する前にシャットダウンしま

す。

shutdown

例：

Device (config-wireless-policy)#
shutdown

ステップ 3

（任意）中央スイッチングを設定しま

す。

central switching

例：

ステップ 4

Device (config-wireless-policy)#
central switching

ゲストフォーリンまたはゲストアン

カーを設定します。

最初のオプションを使用してゲスト

フォーリンを設定するか、2番目のオ
プションを使用してゲストアンカーを

設定します。

ステップ 5

• mobility anchor anchor-ip-address
• mobility anchor

例：

ゲストフォーリンの場合：

Device (config-wireless-policy)#
mobility anchor 19.0.2.1

ゲストアンカーの場合：

Device (config-wireless-policy)#
mobility anchor

（任意）アイドルタイムアウト時間を

秒単位で設定します。

idle-timeout timeout

例：

ステップ 6

Device (config-wireless-policy)#
idle-timeout 1000

無線ゲストアクセス
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目的コマンドまたはアクション

VLAN名または VLAN IDを設定しま
す。

vlan vlan-id

例：

ステップ 7

ゲストフォーリンコント

ローラでは VLANは任意で
す。

（注）Device (config-wireless-policy)# vlan
2

ポリシープロファイルを有効にしま

す。

no shutdown

例：

ステップ 8

Device (config-wireless-policy)# no
shutdown

コンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 9

Device (config-wireless-policy)# end

（任意）設定されたプロファイルを表

示します。

show wireless profile policy summary

例：

ステップ 10

Device# show wireless profile policy
summary

（任意）ポリシープロファイルの詳細

情報を表示します。

show wireless profile policy detailed
policy-profile-name

例：

ステップ 11

Device# show wireless profile policy
detailed guest-test-policy

ゲストアクセスのデバッグ情報の表示（CLI）
•このコマンドは、モビリティの状態に関するクライアントレベルの詳細情報とアンカー
IPアドレスを表示します。

show wireless client mac-add mac-addressdetail

•このコマンドはクライアントモビリティの統計情報を表示します。

show wireless client mac-address mac-addressmobility statistics

•このコマンドは、サブドメイン内のアクティブなクライアントに関するクライアントレベ
ルのローミング履歴を表示します。

show wireless client mac-address mac-addressmobility history

•このコマンドは、特定のプロファイルポリシーの詳細なパラメータを表示します。

show wireless profile policy detailed policy-name

無線ゲストアクセス
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•このコマンドは、すべてのモビリティメッセージに関するグローバルレベルのサマリー
を表示します。

show wireless mobility summary

•このコマンドはモビリティマネージャの統計情報を表示します。

show wireless stats mobility

サイトタグの設定
サイトタグを設定するには、次の手順に従います。

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

サイトタグを設定し、サイトタグプロ

ファイルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

wireless tag site site-tag-name

例：

Device (config)# wireless tag site
site-tag-name

ステップ 2

APプロファイルをサイトにマッピング
します。

ap profile ap-profile

例：

ステップ 3

Device (config-site-tag)# ap profile
temp-ap-profile

サイトタグに説明を追加します。description site-tag-name

例：

ステップ 4

Device (config-site-tag)# description
"description-of-site-tag"

コンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 5

Device (config-site-tag)# end

サイトタグの数を表示します。show wireless tag site summary

例：

ステップ 6

Device# show wireless tag site summary

サイトタグの詳細情報を表示します。show wireless tag site detailed
site-tag-name

ステップ 7

例：

無線ゲストアクセス
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目的コマンドまたはアクション

Device# show wireless tag site detailed
site-tag-name

ポリシータグの設定
ポリシータグを設定するには、次の手順に従います。

AVCとともに使用されていない場合は、アンカーにポリシータグを設定する必要はありませ
ん。

（注）

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

ポリシータグを設定し、ポリシータグ

プロファイルコンフィギュレーション

モードを開始します。

wireless tag policy policy-tag-name

例：

Device (config)# wireless tag policy
guest-tag-policy

ステップ 2

ポリシープロファイルをWLANプロ
ファイルにマッピングします。

wlanwlan-name policy profile-policy-name

例：

ステップ 3

Device (config-policy-tag)# wlan
test-wlan policy guest-test-policy

コンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 4

Device (config-policy-tag)# end

設定されたポリシータグを表示します。show wireless tag policy summary

例：

ステップ 5

Device# show wireless tag policy
summary

ポリシータグの詳細情報を表示します。show wireless tag policy detailed
policy-profile-name

ステップ 6

例：

Device# show wireless tag policy
detailed guest-test-policy

無線ゲストアクセス
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APへのポリシータグの関連付け

デフォルトのポリシープロファイルにモビリティアンカーを含めることもできます。（注）

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

APフィルタを設定します。ap filter name filter-name

例：

ステップ 2

Device(config)# ap filter name
guest-ap-filter

Device(config-ap-filter)# ap name-regex
ap-name

フィルタのポリシータグを設定します。tag policy policy-tag-name

例：

ステップ 3

Device(config-ap-filter)# tag policy
policy-tag-name

ポリシープロファイルをWLANプロ
ファイルにマッピングします。

wlanwlan-name policy profile-policy-name

例：

ステップ 4

Device (config-policy-tag)# wlan
test-wlan policy guest-test-policy

コンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 5

Device (config-policy-tag)# end

設定されたポリシータグを表示します。show wireless tag policy summary

例：

ステップ 6

Device# show wireless tag policy
summary

ポリシータグの詳細情報を表示します。show wireless tag policy detailed
policy-profile-name

ステップ 7

例：

Device# show wireless tag policy
detailed guest-test-policy
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APへのサイトタグとポリシータグの付加

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

APを設定し、APタグコンフィギュレー
ションモードを開始します。

ap mac-address

例：

ステップ 2

イーサネットMACアドレス
を使用します。

（注）Device (config)# ap e2:d0:f3:d3:c0:8e

ポリシータグを APにマッピングしま
す。

policy-tag policy-tag-name

例：

ステップ 3

Device (config-ap-tag)# policy-tag
guest-tag-policy

サイトタグをAPにマッピングします。site-tag site-tag-name

例：

ステップ 4

Device (config-ap-tag)# site-tag
site-tag-name

コンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 5

Device (config-ap-tag)# end

APの詳細と APに関連付けられている
タグを表示します。

show ap tag summary

例：

ステップ 6

Device# show wireless tag policy
summary

無線ゲストアクセス
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さまざまなセキュリティ方式を使用したゲストアクセス

の設定

オープン認証を使用したゲストアクセスの設定

ポリシープロファイルの設定

オープン認証を使用するゲストアンカーを設定するには、次の手順に従います。

AVCが有効になっていない場合は、タグは必要ありません。（注）

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ポリシープロファイルを設定
し、ワイヤレスポリシーコンフィギュ

レーションモードを開始します。

wireless profile policy wlan-policy-profile

例：

Device(config)# wireless profile policy
open_it

ステップ 2

ゲストフォーリンまたはゲストアン

カーを設定します。

最初のオプションを使用してゲスト

フォーリンを設定するか、2番目のオプ
ションを使用してゲストアンカーを設

定します。

ステップ 3

• mobility anchor anchor-ip-address
• mobility anchor

例：

ゲストフォーリンの場合：

Device (config-wireless-policy)#
mobility anchor 19.0.2.1

ゲストアンカーの場合：

Device (config-wireless-policy)#
mobility anchor

中央スイッチングを有効にします。central switchingを使用して無効にする
ことができます。

ステップ 4

無線ゲストアクセス
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目的コマンドまたはアクション

例：

Device(config-wireless-policy)# central
switching

VLAN名または VLAN IDを設定しま
す。

vlan id

例：

ステップ 5

ゲストフォーリンコントロー

ラでは VLANは任意です。
（注）Device(config-wireless-policy)# vlan

16

ポリシープロファイルを有効にします。no shutdown

例：

ステップ 6

Device(config-wireless-policy)# no
shutdown

WLANプロファイルの設定

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と SSIDを設定します。wlan profile-name wlan-id ssid-name.

例：

ステップ 2

Device(config)# wlan mywlan 34
mywlan-ssid

WPAセキュリティを無効にします。no security wpa

例：

ステップ 3

Device(config-wlan)# no security wpa

dot1xに対するセキュリティの AKMを
ディセーブルにします。

no security wpa akm dot1x

例：

ステップ 4

Device(config-wlan)# no security wpa
akm dot1x

WPA2セキュリティを無効にします。no security wpa wpa2

例：

ステップ 5

Device(config-wlan)# no security wpa
wpa2

AESのWPA2暗号化をディセーブルに
します。

no security wpa wpa2 ciphers aes

例：

ステップ 6

無線ゲストアクセス
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目的コマンドまたはアクション

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

設定を保存します。no shutdown

例：

ステップ 7

Device(config-wlan)# no shutdown

ローカルWeb認証を使用したゲストアクセスの設定

パラメータマップの設定

ローカルWeb認証を使用するゲストアンカーを設定するには、次の手順に従います。

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

パラメータマップを作成し、

parameter-mapwebauthコンフィギュレー
ションモードを開始します。

parameter-map type webauth global

例：

Device(config)# parameter-map type
webauth global

ステップ 2

webauthタイプパラメータを設定しま
す。

type webauth

例：

ステップ 3

Device(config-params-parameter-map)#type
webauth

WEBAUTHのタイムアウトを秒単位で
設定します。

timeout init-state sec timeout-seconds

例：

ステップ 4

タイムアウト（秒単位）パラメータの有

効な範囲は 60～ 3932100秒です。
Device(config-params-parameter-map)#
timeout inti-state sec 3600

VLAN名または VLAN IDを設定しま
す。

virtual-ip ipv4 virtual_IP_address

例：

ステップ 5

Device(config-params-parameter-map)#virtual-ip
ipv4 209.165.201.1

無線ゲストアクセス
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ポリシープロファイルの設定

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

ポリシープロファイルを設定します。wireless profile policy policy-profile-name

例：

ステップ 2

Device(config)# wireless profile policy
policy1

中央スイッチングを有効にします。central switching

例：

ステップ 3

Device(config-wireless-policy)# central
switching

ゲストフォーリンまたはゲストアン

カーを設定します。

最初のオプションを使用してゲスト

フォーリンを設定するか、2番目のオプ
ションを使用してゲストアンカーを設

定します。

ステップ 4

• mobility anchor anchor-ip-address
• mobility anchor

例：

ゲストフォーリンの場合：

Device (config-wireless-policy)#
mobility anchor 19.0.2.1

ゲストアンカーの場合：

Device (config-wireless-policy)#
mobility anchor

VLAN名または VLAN IDを設定しま
す。

vlan name

例：

ステップ 5

ゲストフォーリンコントロー

ラでは VLANは任意です。
（注）Device(config-wireless-policy)# vlan

16

ポリシープロファイルを有効にします。no shutdown

例：

ステップ 6

Device(config-wireless-policy)# no
shutdown

無線ゲストアクセス
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WLANプロファイルの設定

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と SSIDを設定します。wlan wlan-id ssid-name

例：

ステップ 2

Device# Device(config)# wlan mywlan 38
mywlan-ssid1

WLANのWeb認証を有効にします。security web-auth

例：

ステップ 3

Device(config-wlan)# security web-auth

デフォルトのパラメータマップを設定

します。

security web-auth parameter-mapデフォ
ルト

ステップ 4

例： securityweb-authが有効になっ
ている場合、default
authentication-listとグローバ
ルの parameter-mapがマッピ
ングされます。これは、明示

的に記述されていない認証リ

ストとパラメータマップに適

用されます。

（注）

Device(config-wlan)# security web-auth
parameter-map default

グローバルパラメータマップを設定し

ます。

security web-auth parameter-map global

例：

ステップ 5

Device(config-wlan)# security web-auth
parameter-map global

IEEE802.1xの認証リストを設定します。security web-auth authentication-list
LWA-AUTHENTICATION

ステップ 6

例：

Device(config-wlan)# security web-auth
authentication-list LWA-AUTHENTICATION

無線ゲストアクセス
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AAAサーバ設定

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

ログイン時の認証方法を定義します。aaa authentication login
LWA-AUTHENTICATION local

ステップ 2

例：

Device(config)#aaa authentication login
lwa-authentication local

ユーザが認証済みの場合は、認証方法を

ローカルに設定します。

aaa authorization network default local
if-authenticated

例：

ステップ 3

Device(config)#aaa authorization
network default local if-authenticated

グローバルコンフィギュレーション

グローバル設定については、次の手順に従います。

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

ユーザのクリアテキストパスワードを

設定します。

username name password 0
clear-text-passowrd

例：

ステップ 2

Device(config)# #username base password
0 pass1

HTTPサーバをイネーブルにします。ip http server

例：

ステップ 3

Device(config)#ip http server

HTTPサーバの認証方式をローカルに設
定します。

ip http authentication local

例：

ステップ 4

無線ゲストアクセス
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目的コマンドまたはアクション

Device(config)#ip http authentication
local

中央Web認証を使用したゲストアクセスの設定

ポリシープロファイルの設定

中央Web認証を使用するゲストアンカーを設定するには、次の手順に従います。

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ポリシープロファイルを設定
し、ワイヤレスポリシーコンフィギュ

レーションモードを開始します。

wireless profile policy cwa

例：

Device(config)# wireless profile policy
cwa

ステップ 2

AAAサーバまたは ISEサーバから受信
したポリシーを適用するように AAA
オーバーライドを設定します。

aaa-override

例：

Device(config-wireless-policy)#
aaa-override

ステップ 3

中央スイッチングを有効にします。central switching

例：

ステップ 4

Device(config-wireless-policy)# central
switching

ゲストフォーリンまたはゲストアン

カーを設定します。

最初のオプションを使用してゲスト

フォーリンを設定するか、2番目のオプ
ションを使用してゲストアンカーを設

定します。

ステップ 5

• mobility anchor anchor-ip-address
• mobility anchor

例：

ゲストフォーリンの場合：

Device (config-wireless-policy)#
mobility anchor 19.0.2.1

ゲストアンカーの場合：

無線ゲストアクセス

19

無線ゲストアクセス

中央Web認証を使用したゲストアクセスの設定



目的コマンドまたはアクション

Device (config-wireless-policy)#
mobility anchor

ポリシープロファイルにNACを設定し
ます。

nac

例：

ステップ 6

Device(config-wireless-policy)# nac

セッションタイムアウト値を秒単位で

設定します。範囲は 20～ 86400です。
session-timeout seconds

例：

ステップ 7

Device(config-wireless-policy)#
session-timeout 300

VLAN名または VLAN IDを設定しま
す。

vlan name

例：

ステップ 8

ゲストフォーリンコントロー

ラでは VLANは任意です。
（注）Device(config-wireless-policy)# vlan

16

ポリシープロファイルを有効にします。no shutdown

例：

ステップ 9

Device(config-wireless-policy)# no
shutdown

WLANプロファイルの設定

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と SSIDを設定します。wlan wlan-id ssid-name

例：

ステップ 2

Device# Device(config)# wlan mywlan 38
mywlan-ssid1

リモートRADIUSサーバのMAB認証を
有効にします。

mac-filtering
remote_authorization_list_name

例：

ステップ 3

Device(config-wlan)# mac-filtering
auth-list

WPAセキュリティを無効にします。no security wpa

例：

ステップ 4

無線ゲストアクセス
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-wlan)# no security wpa

dot1xに対するセキュリティの AKMを
ディセーブルにします。

no security wpa akm dot1x

例：

ステップ 5

Device(config-wlan)# no security wpa
akm dot1x

WPA2セキュリティを無効にします。no security wpa wpa2

例：

ステップ 6

Device(config-wlan)# no security wpa
wpa2

AESのWPA2暗号化をディセーブルに
します。

no security wpa wpa2 ciphers aes

例：

ステップ 7

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

設定を保存します。no shutdown

例：

ステップ 8

Device(config-wlan)# no shutdown

AAAサーバ設定

ゲストフォーリン専用の AAAサーバを設定します。（注）

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

許可の方法をローカルに設定します。aaa authorization network
authorization-listlocal group
Server-group-name

ステップ 2

例：

Device(config)#aaa authorization
network cwa local group ise

RADIUSサーバグループの定義を設定
します。

aaa group server radius server-group-name

例：

ステップ 3

無線ゲストアクセス
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目的コマンドまたはアクション

Device(config)#aaa group server radius
ise

RADIUSサーバ名を設定します。server name radius-server-name

例：

ステップ 4

Device(config-sg-radius)#server name
ise1

パスワードとしてMACアドレスを設定
します。

subscriber mac-filtering security-mode
mac

例：

ステップ 5

Device(config-sg-radius)#$mac-filtering
security-mode mac

MACアドレスの区切り文字をコロンに
設定します。

mac-delimiter colon

例：

ステップ 6

Device(config-sg-radius)#mac-delimiter
colon

設定を保存し、コンフィギュレーション

モードを終了して、特権 EXECモード
に戻ります。

end

例：

Device(config-sg-radius)#end

ステップ 7

RADIUSサーバ名を設定します。radius server name

例：

ステップ 8

Device(config)#radius server ISE1

RADIUSサーバの IPアドレス、認証ポー
ト、アカウンティングポートを設定し

ます。

address ipv4 radius-server-ipaddress
auth-port port-number acct-port
port-number

例：

ステップ 9

Device(config-radius-server)#address
ipv4 209.165.201.1 auth-port 1635
acct-port 33

MAC障害時のWeb認証の設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Tags and Profiles] > [WLANs]をクリックします。

ステップ 2 [Add]をクリックして新しいWLANプロファイルを追加するか、編集するプロファイルをク
リックします。

ステップ 3 [Edit WLAN]ウィンドウで [Security] > [Layer3]をクリックします。

無線ゲストアクセス
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ステップ 4 [Show Advanced Settings]をクリックして [On MAC Filter Failure]チェックボックスをオンにし
ます。

MAC障害時のWeb認証の設定
クライアントがWLANへの接続試行時にMACフィルタ（ローカルまたはRADIUS）を使用し
て認証できない場合、Web認証にフォールバックするように設定できます。この機能を有効に
するには、デバイスでMACフィルタリングとWeb認証の両方を設定します。これにより、
MACフィルタ認証の失敗のみを理由に発生するアソシエーション解除も回避できます。この
機能を設定するには、次の手順を実行します。

ポリシープロファイルの設定

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ポリシープロファイルを設定
し、ワイヤレスポリシーコンフィギュ

レーションモードを開始します。

wireless profile policy cwa

例：

Device(config)# wireless profile policy
cwa

ステップ 2

中央スイッチングを有効にします。central switching

例：

ステップ 3

Device(config-wireless-policy)# central
switching

ゲストフォーリンまたはゲストアン

カーを設定します。

最初のオプションを使用してゲスト

フォーリンを設定するか、2番目のオプ
ションを使用してゲストアンカーを設

定します。

ステップ 4

• mobility anchor anchor-ip-address
• mobility anchor

例：

ゲストフォーリンの場合：

Device (config-wireless-policy)#
mobility anchor 19.0.2.1

ゲストアンカーの場合：

無線ゲストアクセス
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目的コマンドまたはアクション

Device (config-wireless-policy)#
mobility anchor

VLAN名または VLAN IDを設定しま
す。

vlan name

例：

ステップ 5

ゲストフォーリンコントロー

ラでは VLANは任意です。
（注）Device(config-wireless-policy)# vlan
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ポリシープロファイルを有効にします。no shutdown

例：

ステップ 6

Device(config-wireless-policy)# no
shutdown

WLANプロファイルの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

ゲストWLANを設定します。wlan guest-wlan-name wlan-id ssid

例：

ステップ 1

config# wlan test-wlan-guest 10
wlan-ssid

Web認証を有効にします。security web-auth

例：

ステップ 2

config-wlan# security web-auth

MACフィルタ認証が失敗した場合に
Web認証を有効にします。

security web-auth on-macfilter-failure

例：

ステップ 3

config-wlan# security web-auth
on-macfilter-failure

外部マップの概要
ゲストアクセスは、Cisco Catalyst 9800シリーズワイヤレスコントローラのポリシープロファ
イルとWLANプロファイルの設定モデルを使用した外部マップをサポートしています。

Cisco Catalyst 9800シリーズワイヤレスコントローラで外部マップがサポートされるのは、次
のポリシープロファイルとWLANプロファイルの設定モデルを使用した場合です。

•ゲストフォーリン

• Foreign1：wlanProf1 PolicyProf1

無線ゲストアクセス
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• Foreign2：wlanProf2 PolicyProf2

•ゲストアンカー

• wlanProf1、wlanProf2

• PolicyProf1：Vlan100 - subnet1

• PolicyProf2：Vlan200 - subnet2

外部マップローミング

2つのゲストフォーリンで 2つの異なるWLANプロファイルを設定した場合、それらの間で
シームレスローミングを実行することはできません。これは予期される設定です。ただし、2
つのゲストフォーリンで同じWLANプロファイルが設定されている場合はシームレスローミ
ングが許可されますが、外部マップ機能は動作しません。

ワイヤレスゲストアクセス：使用例
この機能は、ゲストアクセス機能として実行した場合にさまざまな要件を満たすために使用で

きます。ここでは、考えられるいくつかの例を紹介します。

シナリオ 1：企業の合併時にセキュリティで保護されたネットワークアクセスを提供する

会社 Bにアクセスする会社 Aの社員が会社 Bのネットワークで会社 Aのリソースに安全にア
クセスできるように、この機能を設定できます。

シナリオ 2：既存の設定を介したサービスの共有

この機能を使用すると、既存のネットワークにピギーバッキングする複数のベンダーを使用し

て複数のサービスを提供できます。会社は、既存のコントローラにアンカーされている SSID
でサービスを提供できます。これは、既存のサービスが同じコントローラとネットワーク上で

機能している間継続されます。

無線ゲストアクセス
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