
C H A P T E R

3-1
Cisco Aironet 802. 11a/b/g ワイヤレス LAN クライアント アダプタ（CB21AG および PI21AG）Windows Vista 用インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16534-01-J

3
EAP タイプの設定

この章では、無線ネットワークに対する認証に使用される EAP タイプについて説明します。

次の項目について説明します。

• EAP-FAST の概要（3-2 ページ）

• EAP-FAST の機能（3-3 ページ）

• EAP-FAST の設定（3-5 ページ）

• LEAP の概要（3-19 ページ）

• LEAP の機能（3-20 ページ）

• LEAP の設定（3-21 ページ）

• PEAP-GTC の概要（3-24 ページ）

• PEAP-GTC の機能（3-25 ページ）

• PEAP-GTC の設定（3-25 ページ）
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EAP-FAST の概要

（注） EAP-FAST の詳細は、RFC4851 を参照してください。

EAP-FAST は、Transport Layer Security（TLS）によりクライアントと認証サーバ間でセキュリティ

保護された通信を可能にし、相互認証されたトンネルを確立する EAP（拡張認証プロトコル）方式

です。トンネル内では、クライアントと認証サーバ間でさらなる認証関連データを送信するために、

Type-Length-Value（TLV; タイプ、長さ、値）形式のデータが使用されます。

EAP-FAST は RFC 4507 で定義されている TLS 拡張をサポートしているため、サーバ上でセッショ

ンごとの状態を保持しなくても、セキュリティ保護されたトンネルをすばやく再確立することがで

きます。EAP-FAST ベースのメカニズムは、TLS 拡張のクレデンシャルをプロビジョニングするよ

うに定義されています。これらのクレデンシャルは Protected Access Credential（PAC）と呼ばれます。

EAP-FAST には、以下のような特徴があります。

• 相互認証

EAP サーバ側でクライアントの ID と信頼性を検証でき、クライアント側で EAP サーバの信頼

性を検証できる必要があります。

• 消極的辞書攻撃に対する耐性 

多くの認証プロトコルでは、パスワードが要求され、そのパスワードはクライアントによって

EAP サーバに（クリアテキストまたはハッシュ値として）明示的に提供されます。通信におい

て、パスワードなどの脆弱なクレデンシャルは傍受されないようにする必要があります。

• MITM（中間者）攻撃に対する耐性

相互認証済みの保護されたトンネルを確立する際に、攻撃者がクライアントと EAP サーバ間の

通信に割り込んで情報を差し替えるのをプロトコルによって回避する必要があります。

• ほとんどのパスワード認証インターフェイスに対応できる柔軟性 

クライアントを認証するためのパスワード インターフェイスには、マイクロソフト チャレン

ジ ハンドシェイク認証プロトコル（MS-CHAP）、Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）、
One-Time Password（OTP）など、さまざまなものがあります。EAP-FAST では、これらの多様

なパスワード タイプをサポートしています。

• コンピュータ リソースおよび電力消費の効率性

特にワイヤレス メディアを使用している場合は、クライアントが使用できるコンピュータ リ
ソースおよび電力は限られています。EAP-FAST により、より効率的な方法でネットワークに

アクセスすることが可能になります。

• トンネル内で通信を拡張できる柔軟性 

ネットワーク インフラストラクチャの複雑化に伴って、認証、許可、アカウンティングも、ま

すます複雑になってきています。たとえば、相互認証を行うために複数の既存の認証プロトコ

ルが必要な場合があります。また、クライアントの認証成功時に、適切な許可を行うために、

タイプの異なる保護されたカンバセーションが必要となる場合もあります。

• ユーザごとの認証における認証サーバの要件を 小限に抑える

大規模な導入では、通常、複数のクライアントの認証サーバとして機能する複数のサーバが存

在します。クライアントは、ユーザ名とパスワードを使用してネットワークにアクセスするの

と同じような方法で、共有秘密キーを使用してトンネルをセキュリティ保護します。EAP-FAST
により、クライアントによる単一の強固な共有秘密キーの使用が促進されると同時に、認証

サーバによるユーザごとのデバイス状態のキャッシュおよび管理を 小限に抑えることが可

能になります。
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EAP-FAST の機能
以下の項では、EAP-FAST の機能について説明します。

• 2 つのフェーズから成るトンネルされた認証（3-3 ページ）

• Protected Access Credential（3-3 ページ）

• サーバの証明書評価（3-4 ページ）

2 つのフェーズから成るトンネルされた認証

EAP-FAST では、2 つのフェーズから成るトンネルされた認証プロセスが使用されます。

認証の第 1 フェーズでは、TLS ハンドシェイクを使用して、認証キーの交換を行い、クライアント

と認証サーバ間の保護されたトンネルを確立します。トンネルでは、クライアント ID 情報がトン

ネル外に開示されないように保護されます。このフェーズでは、クライアントとサーバは、確実に

互換性のあるバージョンのプロトコルを使用するようにするために、EAP-FAST バージョンのネゴ

シエーションを実行します。

トンネルが確立されると、認証の第 2 フェーズが始まります。必要な認証および許可ポリシーを確

立するために、クライアントとサーバ間でさらに通信が行われます。このフェーズでは、TLV オブ

ジェクトにカプセル化された状態で一連の要求と応答がやり取りされます。この TLV 交換では、保

護されたトンネル内で EAP 方式が使用されます。TLV オブジェクトおよび TLV の形式の詳細は、

RFC 4851 の 4.2 項を参照してください。

EAP-FAST モジュールには、トンネルを確立するために自動と手動のどちらの PAC プロビジョニン

グを使用するか、トンネルを確立するためにサーバ証明書を使用するかどうか、認証とプロビジョ

ニングにどのタイプのユーザ クレデンシャルを使用するか、確立されたトンネルでどのタイプの認

証方式を使用するか、など、さまざまな EAP-FAST 設定オプションが用意されています。

Protected Access Credential

Protected Access Credential（PAC）は、 適なネットワーク認証を実現するためにクライアントに配

布されるクレデンシャルです。PAC を使用することで、クライアントと認証サーバ間で認証トンネ

ルを確立することができます（「2 つのフェーズから成るトンネルされた認証」（3-3 ページ）で説明

されている、認証の第 1 フェーズ）。PAC は、共有秘密キー、不透明要素、その他の情報という、

大 3 つのコンポーネントで構成されます。

共有秘密キー コンポーネントには、クライアントと認証サーバ間の事前共有キーが含まれます。

PAC-Key と呼ばれる、この事前共有キーにより、認証の第 1 フェーズでトンネルが確立されます。

クライアントがネットワーク リソースへのアクセスを要求した場合には、不透明コンポーネントが

クライアントとサーバに提供されます。PAC-Opaque と呼ばれる、このコンポーネントは可変長

フィールドで、トンネル確立時に認証サーバに送信されます。EAP サーバは、PAC-Opaque を解釈

して必要な情報を取得し、クライアントの ID および認証を検証します。PAC-Opaque には、PAC-Key

が含まれており、PAC のクライアント ID が含まれる場合もあります。

PAC には、その他の情報も含まれる場合があります。PAC-Info と呼ばれる、このコンポーネント

は可変長フィールドで、少なくとも PAC 発行元（PAC を作成したサーバ）の機関 ID を提供するた

めに使用されます。その他の、有用であるが必須ではない情報（PAC-Key の有効期限など）も、

PAC のプロビジョニングまたは更新時に、PAC 発行元サーバからクライアントに伝えることがで

きます。

PAC は、Cisco Secure ACS などの PAC 認証機関によって作成および発行され、ID で識別されます。

ユーザはサーバから自分の PAC のコピーを取得し、その ID で PAC とプロファイルがリンクされ

ます。
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マシン PAC などの永続 PAC は、EAP-FAST レジストリに保存され、暗号化されます。これらの

PAC は、アクセス コントロール リスト（ACL）でも保護されているため、アクセスできるのは、

指定されたユーザ（PAC の所有者）と特権ユーザ グループ（管理者など）だけです。マシン PAC

は、そのマシンのすべてのユーザが使用できるように、グローバルに保存されます。

すべての PAC は、Microsoft Crypto API（CryptoProtectData）で暗号化され、ホスト マシンに関連付

けられます。PAC は、他のマシンにコピーしたり、他のマシンで使用したりできません。

ユーザ認証 PAC など、すべての非永続 PAC は、揮発性メモリに保存されるため、リブート後や

ユーザがログオフした後に削除されます。

サーバの証明書評価

EAP-FAST 認証の第 1 フェーズの TLS ネゴシエーションでは、認証サーバがクライアントに証明書

を付与します。クライアントは、EAP サーバ証明書の有効性を検証し、また、与えられた EAP サー

バ名を確認して、そのサーバを信頼できるかどうかを判断する必要があります。
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EAP-FAST の設定
ここでは、接続設定、ユーザ クレデンシャル、認証方式など、EAP-FAST モジュールの設定を行う

方法について説明します。次の項目について説明します。

• EAP-FAST のプロパティの設定（3-5 ページ）

• Connection タブの EAP-FAST 設定（3-7 ページ）

• User Credentials タブの EAP-FAST 設定（3-12 ページ）

• Authentication タブの EAP-FAST 設定（3-15 ページ）

• EAP-FAST モジュールのバージョンの確認（3-17 ページ）

EAP-FAST のプロパティの設定

EAP-FAST Properties ウィンドウにアクセスするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 デスクトップの左下にある Start ボタンをクリックします。

ステップ 2 右側のペインで Network を右クリックします。

ステップ 3 Properties を選択します。

ステップ 4 左側のペインで Manage wireless networks を選択します。

ステップ 5 対象のワイヤレス ネットワークをダブルクリックします。

ステップ 6 Wireless Network properties ウィンドウで、Security を選択します（図 3-1 を参照）。



第 3 章      EAP タイプの設定

EAP-FAST の設定

3-6
Cisco Aironet 802. 11a/b/g ワイヤレス LAN クライアント アダプタ（CB21AG および PI21AG）Windows Vista 用インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16534-01-J

図 3-1 Wireless Network Properties ウィンドウ

ステップ 7 Choose a network authentication method ドロップダウン リストから Cisco EAP-FAST を選択します。

ステップ 8 Settings ボタンをクリックします。

ステップ 9 Connection タブ、User Credentials タブ、Authentication タブ、または About タブをクリックしま

す。これらのタブの設定方法については、「Connection タブの EAP-FAST 設定」（3-7 ページ）、「User

Credentials タブの EAP-FAST 設定」（3-12 ページ）、および「Authentication タブの EAP-FAST 設定」

（3-15 ページ）を参照してください。デバイスでモジュールのバージョンを確認する方法について

は、「EAP-FAST モジュールのバージョンの確認」（3-17 ページ）を参照してください。

（注） EAP-FAST プロファイルを使用し、認証方法として EAP-GTC を選択したときに、シングル サイン

オン機能を有効にするには、Cache user information for subsequent connections to this network
チェック ボックスをオンにする必要があります。第 1 認証では、クレデンシャルのポップアップ

ダイアログ ボックスが表示されます。
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Connection タブの EAP-FAST 設定

EAP-FAST の Connection タブには、外部 Transport Layer Security（TLS）トンネルを確立するための

設定が表示されます。設定には、ID の保護、Protected Access Credential（PAC）の使用方法、PAC

のプロビジョニング、認証されたサーバ証明書をトンネルの確立に使用する方法、信頼済みルート

CA（認証局）証明書のリストにある信頼済みルート CA の使用方法が含まれます。

Connection タブで接続設定を行うことができます（図 3-2 を参照）。

図 3-2 EAP-FAST Properties ウィンドウの Connection タブ
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表 3-1 に、すべての接続設定とその説明を示します。

表 3-1 接続設定

接続設定 説明

Use anonymous outer identity ID のプライバシー保護を有効にするには、このチェックボックス

をオンにします。

デフォルト：オン

外部 ID フィールド Use anonymous outer identity チェックボックスがオンの場合、外部

ID を入力します。外部 ID フィールドに入力する値については、

管理者の指示または RFC 4282 に従ってください。

デフォルト：anonymous

（注） このフィールドに入力できる 大文字数は 256 文字です。

Use Protected Access Credential 

(PAC)
PAC の使用を有効にしてトンネルを確立するには、このチェック

ボックスをオンにします。このチェックボックスがオンの場合、

PAC のプロビジョニングが要求されます。このチェックボックス

がオフの場合は、EAP-FAST が PEAP として動作し、毎回トンネ

ルを確立する際に、認証されたサーバ証明書のみが使用されます。

PAC は、クライアントとサーバの相互認証に使用される一意の共

有クレデンシャルです。特定のクライアントのユーザ名とサーバ

の機関 ID に関連付けられます。PAC を使用すれば、Public Key

Infrastructure（PKI; 公開キー インフラストラクチャ）とデジタル

証明は必要なくなります。PAC は、自動あるいは手動で、クライ

アントに配布またはインポートされます。

手動 PAC プロビジョニングの場合、PAC ファイルが AAA サーバ

または EAP-FAST サーバでローカルに生成されます。手動プロビ

ジョニングでは、ユーザ クレデンシャルがサーバに提供され、そ

のユーザに対する PAC ファイルが生成されます。この後、この

PAC をクライアント デバイスに手動でインストールする必要が

あります。

デフォルト：オン

Allow automatic PAC 

provisioning
EAP-FAST 認証で PAC の自動取得を有効にするには、このチェッ

クボックスをオンにします。

自動 PAC プロビジョニングを有効にすると、EAP-FAST 認証で

PAC を自動的に取得できます。自動 PAC プロビジョニングでは、

TLS と Diffie-Hellman Key Agreement プロトコルを使用して、安全

なトンネルを確立します。また、MSCHAPv2 を使用して、クライ

アントの認証と MITM（中間者）攻撃の早期検出が行われます。

デフォルト：オン
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PAC Authority ドロップダウン リストから PAC 認証機関を選択します。

デフォルト：None

（注） ドロップダウン リストには、以前にトンネル PAC をプロ
ビジョニングしたすべての PAC 認証機関の名前が含まれ
ています。PAC をプロビジョニングしたことがない場合
は、None のみが表示されます。None を選択して、強制的
にホストに PAC のプロビジョニングを要求させることも
できます。

Import 手動で PAC ファイルをインポートするには、Import ボタンをク

リックします。このボタンをクリックすると、Import Protected

Access Credentials (PAC) File ウィンドウが表示されます。選択した

PAC ファイルのパスワードを入力する必要がある場合は、パス

ワード ウィンドウが表示されます。

有効な PAC ファイルを選択し、インポートすると、その PAC 認

証機関が PAC 認証機関ドロップダウン リストに追加されます。

デフォルト：オン

Validate server certificate トンネルの確立で、認証されたサーバ証明書を使用するには、こ

のチェックボックスをオンにします。Use Protected Access

Credentials (PAC) チェックボックスと Validate Server Certificate

チェックボックスは両方ともオンにすることができます。両方と

もオンになっている場合は、ホスト システムにインストールされ

ている信頼済み CA 証明書のリストから、1 つまたは複数の信頼

済み CA 証明書を選択できます。

両方のチェックボックスがオンになっている場合、EAP-FAST モ

ジュールは必ず PAC を 初に使用しようとします。PAC がない

か、サーバに拒否された場合、EAP-FAST モジュールはサーバ証

明書を使用します。

両方のチェックボックスがオフになっている場合、EAP-FAST は

サーバ証明書を検証せずに PEAP と同様に機能します。基本的な

信頼性の検証が行われないため、両方のチェックボックスをオフ

にすることはお勧めしません。

デフォルト：オフ

表 3-1 接続設定（続き）

接続設定 説明
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User Credentials タブの概要

EAP-FAST モジュールでは、認証およびプロビジョニングで、クライアント証明書とユーザ名 / パ

スワードの両方をユーザ クレデンシャルとして使用できます。

クライアント証明書

クライアント証明書が使用される場合、EAP-FAST モジュールは自動的に、現在のユーザの

Windows 証明書ストアからクライアント証明書を取得します。また、EAP-FAST モジュールは、ロ

グオンしているユーザのユーザ名と一致するユーザ証明書を検出します。この証明書が期限切れに

なることはありません。

Connect to only these servers サーバから提供されたサーバ証明書と一致する必要があるオプ

ションのサーバ名を入力するには、このチェックボックスをオン

にします。サーバ名をセミコロンで区切り、複数のサーバ名を入

力することができます。サーバ証明書のサブジェクト フィールド

（CN）が、このフィールドに入力したサーバ名と一致した場合の

み、EAP-FAST モジュールは、プロンプトを表示せずに、接続の

継続を許可します。

デフォルト：オフ

（注） サーバ名には、ワイルドカード文字としてアスタリスク
（*）を 使 用 で き ま す。た だ し、ア ス タ リ ス ク は
name.domain.com 形式の 初のピリオド（.）より前に指定
す る 必 要 が あ り ま す。た と え ば、「*.cisco.com」は
「.cisco.com」で終わるすべてのサーバ名と一致します。
サーバ名のこれ以外の場所にアスタリスクを指定すると、
ワイルドカード文字として認識されません。

Trusted Root CA システムにインストールされている証明書のリストから、1 つま

たは複数の信頼済みルート CA 証明書を選択します。ホスト シス

テムにインストールされている信頼済み CA 証明書のみが、ド

ロップダウン リストに表示されます。

選択した信頼済みルート CA 証明書の詳細を表示するには、証明

書名をダブルクリックします。証明書名をダブルクリックすると、

Windows の証明書のプロパティ画面が表示されます。この画面で、

証明書の詳細を確認できます。

デフォルト：None

Do not prompt user to authorize

new servers or trusted certificate

authorities.

サーバ名が一致しない場合、またはサーバ証明書が、選択した信

頼済みルート CA 証明書のいずれでも署名されていない場合に、

ユーザに接続の認証を求めないようにするには、このチェック

ボックスをオンにします。このような場合に、このチェックボッ

クスがオンになっていると、認証は失敗します。

デフォルト：オフ

表 3-1 接続設定（続き）

接続設定 説明
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複数のユーザ証明書がある場合、EAP-FAST モジュールは、いずれかを選択するようユーザに求め、

その選択がプロファイルに保存されます。デフォルトでは、ユーザ証明書は、保護された TLS トン

ネル内で EAP-TLS 内部方式または TLS 再ネゴシエーションにより、セキュリティ保護された状態

で送信されます。トンネルが確立された後に、EAP-FAST サーバが、クライアント証明書を要求す

るための TLS 再ネゴシエーションを開始しなかった場合は、EAP-FAST モジュールが EAP-TLS 内

部方式により証明書を送信します。

EAP-FAST モジュールの管理者は、これらのセキュリティ対策を講じなくても、ユーザ証明書を送

信できるように、EAP-FAST モジュールの XML スキーマを設定することができます。

ユーザ名とパスワード

ユーザ名とパスワードが使用される場合、ユーザは次のいずれかのタイプのユーザ名とパスワード

を指定します。

• Windows のユーザ名とパスワード — ネットワーク アクセス クレデンシャルとして Windows
のユーザ名とパスワードが使用されます。パスワードが無効な場合や、パスワードの変更が必

要な場合以外、ユーザにユーザ名とパスワードの入力を求められることはありません。

• 求められたユーザ クレデンシャル — ユーザは認証時にクレデンシャルを指定するよう求めら

れます。このクレデンシャルは、Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）クレデンシャル

など、Windows のユーザ名とパスワードとは別のクレデンシャルです。

• 保存済みユーザ クレデンシャル — EAP-FAST 設定で入力されたユーザ クレデンシャルです。

保存済みクレデンシャルが失敗した場合や期限切れになった場合以外、ユーザに認証時にクレ

デンシャルが求められることはありません。認証成功後にユーザが入力した新しいクレデン

シャルは、設定に自動的に保存されます。古い保存済みクレデンシャルを変更するために設定

画面に戻る必要はありません。

• 1 回限りのパスワード（OTP）— ユーザは OTP を手動で入力する必要があります。OTP の新規

PIN モードおよびネクスト トークン モードがサポートされています。
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User Credentials タブの EAP-FAST 設定

User Credentials タブでユーザ クレデンシャルを設定できます（図 3-3 を参照）。

図 3-3 EAP-FAST Properties ウィンドウの User Credentials タブ

表 3-2 に、ユーザ クレデンシャルのすべてのオプションとその説明を示します。

表 3-2 ユーザ クレデンシャルのオプション

ユーザ クレデンシャル 説明

Use a certificate on this computer 現在のユーザの Windows 証明書ストアからクライアント証明書

を自動的に取得するには、このラジオ ボタンをクリックします。

デフォルト：オフ

Use one-time password 1 回限りのパスワード（OTP）を使用するには、このラジオ ボタ

ンをクリックします。OTP の詳細は、「OTP に関する PIN モード

とトークン モードの概要」（3-14 ページ）を参照してください。

デフォルト：オフ 
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Use Windows username and 

password
ネットワーク認証で、Windows のユーザ名とパスワードを

EAP-FAST のユーザ名とパスワードとして使用するには、このラ

ジオ ボタンをクリックします。

デフォルト：オン

Prompt automatically for 

username and password
認証を試行するたびに、Windows のユーザ名とパスワードに加え

て、EAP-FAST のユーザ名とパスワードを入力するようユーザに

求めるには、このラジオ ボタンをクリックします。このオプショ

ンは、LDAP など、Windows 以外のパスワードをサポートしてい

ます。

デフォルト：オフ

Use saved username and 

password
ユーザが EAP-FAST のユーザ名とパスワードを毎回入力する必要

がないようにするには、このラジオ ボタンをクリックします。認

証は、必要に応じて、保存されているユーザ名とパスワードを使

用して自動的に行われます。ユーザ名とパスワードはバックエン

ド サーバに登録されています。

デフォルト：オフ

このオプションを選択した場合、ユーザは次の情報を入力する必

要があります。

• Username — 次のいずれかの形式で、ユーザ名とドメイン名を

入力します。

－ ドメイン修飾ユーザ名 — domain¥user

－ ユーザ プリンシパル名（UPN）— user@domain.com

• Password — パスワードを入力します。この暗号化されたパス

ワードは、EAP-FAST 設定に保存されます。

• Confirm password — パスワードを正しく入力したことを確認

するために、もう一度パスワードを入力します。

（注） ユーザ名とパスワードに入力できる 大文字数は 256 文
字です。

表 3-2 ユーザ クレデンシャルのオプション（続き）

ユーザ クレデンシャル 説明
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OTP に関する PIN モードとトークン モードの概要

OTP の新規 PIN モードがサポートされています。新規 PIN が必要な場合、バックエンド サーバは、

新規 PIN が必要であることを示すために、テキスト メッセージ（「新規 PIN を入力してください」

など）を送信します。その後、EAP-FAST モジュールは、サーバからのテキスト メッセージを含む

プロンプト ウィンドウを表示します（図 3-4 を参照）。バックエンド サーバは、ユーザが入力した

新規 PIN を確認するために、PIN を 2 回入力するようユーザに求める場合があります。

図 3-4 新規 PIN の入力を求めるプロンプト ウィンドウ

OTP のネクスト トークン モードもサポートされています。ネクスト トークンが必要な場合、バッ

クエンド サーバは、ネクスト トークンが必要であることを示すために、テキスト メッセージ（「次

のパスコードを入力してください」など）を送信します。その後、EAP-FAST モジュールは、サー

バから送信されたテキスト メッセージを含むプロンプト ウィンドウを表示します（図 3-5 を参照）。

ユーザは、OTP デバイスまたはソフトウェアからネクスト トークンを取得し、そのトークンをプ

ロンプト フィールドに入力する必要があります。

図 3-5 ネクスト トークンの入力を求めるプロンプト ウィンドウ
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Authentication タブの EAP-FAST 設定

EAP-FAST モジュールは、EAP-GTC、EAP-MSCHAPv2、EAP-TLS の 3 つの認証方式をサポートし

ています。

この 3 つの認証方式では、次のタイプのクレデンシャルが使用されます。

• EAP-GTC — Active Directory のパスワード、OTP、トークン、LDAP

• EAP-MSCHAPv2 — Active Directory のパスワード

• EAP-TLS — 証明書

EAP-GTC モジュールは EAP-FAST モジュールにバンドルされています。EAP-GTC モジュールは

EAPHost フレームワークに登録されておらず、他のアプリケーションでは使用できません。

EAP-MSCHAPv2 モジュールの変更バージョンも EAP-FAST モジュールにバンドルされています。

この変更バージョンは、EAP-MSCHAPv2 チャレンジの変更に対応するために、匿名 TLS プロビジョ

ニング モードで使用されます。このモジュールは、変更のない認証モードのユーザ認証もサポート

しています。

EAP-FAST モジュールは、Windows Vista に付属する標準の EAP-TLS モジュールを使用します。

ユーザ インターフェイスで、この 3 つの内部認証方式のいずれか 1 つのみを選択できます。他の

サードパーティの EAP 方式も、EAPHost フレームワークに登録されており、管理者インターフェ

イスで選択できますが、まだ正式にテストされていません。

Authentication タブで認証の設定を選択できます（図 3-6 を参照）。

図 3-6 EAP-FAST Properties ウィンドウの Authentication タブ
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表 3-3 に、認証のオプションとその説明を示します。

表 3-3 認証設定

認証設定 説明

Select an authentication method ドロップダウン リストから内部トンネルの EAP 方式を選択しま

す。EAP-GTC、EAP-MSCHAPv2、EAP-TLS、Any Method の中か

ら選択できます。

Any Method オプションを選択した場合、EAP-FAST モジュールは、

EAP サーバが要求するサポート対象方式をどれでも選択できるよ

うになります。また、この方式は、使用するユーザ クレデンシャ

ルに適したものである必要があります。

デフォルト：Any Method

（注） User Credentials タブで Use one-time password ラジオ ボタ
ンを選択した場合、選択可能なオプションは EAP-GTC の
みになります。

（注） User Credentials タブで Use a certificate on this computer ラ
ジオ ボタンを選択した場合、選択可能なオプションは
EAP-TLS のみになります。

（注） Any Method を選択してすべての方式を許可することは、

Cisco または Microsoft によってサポートされておらず、ま

たお勧めできません。この設定は「現状のまま」使用する

ことになります。Cisco は、サポートされていない方式が

使用された場合に生じたシステムの不具合について、一切

保証しません。実稼働環境では、サポートされていない方

式を使用しないでください。

（注） EAP-FAST プロファイルを使用し、認証方法として 
EAP-GTC を選択したときに、シングル サインオン機能

を有効にするには、Security タブの Cache user 
information for subsequent connections to this network

チェック ボックスをオンにする必要があります

（Security タブの表示方法については、「EAP-FAST のプロ

パティの設定」（3-5 ページ）を参照）。第 1 認証では、ク

レデンシャルのポップアップ ダイアログ ボックスが表示

されます。

Configure EAP-TLS オプションを設定するには、Configure ボタンをクリッ

クします。このオプションは、認証方式として EAP-TLS を選択し

た場合のみ、有効になります。このボタンをクリックすると、

Windows Vista 標準の EAP-TLS のプロパティ画面が表示されま

す。

デフォルト：無効
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EAP-FAST モジュールのバージョンの確認

デバイスで EAP-FAST モジュールの現在のバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 EAP-FAST Properties ウィンドウにアクセスします。このウィンドウにアクセスする手順の詳細は、

「EAP-FAST のプロパティの設定」（3-5 ページ）で説明されています。

ステップ 2 About タブをクリックします（図 3-7 を参照）。このタブで、バージョン番号、著作権情報、オープ

ン ソース ソフトウェア情報を確認できます。

Enable fast reconnect セッションの再開を許可するには、このチェックボックスをオン

にします。

EAP-FAST モジュールでは、ユーザ認証 PAC を使用することで、

再接続（セッションの再開とも呼ばれる）が迅速に行われます。

Enable fast reconnect をオンにすると、クレデンシャルを再入力す

ることなく、ローミングしたり、サスペンド モードから復帰した

りすることができます。この機能は、複数のネットワーク アクセ

ス サーバにわたって使用できます。

デフォルト：オン

（注） プロファイルを切り替えた場合、ログオフした場合、また
はリブートした場合、再接続は迅速に試行されません。再
認証が必要です。

Enable posture validation ホスト マシンの状態の問い合わせを許可するには、このチェック

ボックスをオンにします。

表 3-3 認証設定（続き）

認証設定 説明
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図 3-7 EAP-FAST Properties ウィンドウの About タブ
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LEAP の概要
Cisco LEAP は、IEEE 802.11 無線ローカル エリア ネットワーク（WLAN）で使用するように設計さ

れた認証プロトコルです。LEAP には、次のような重要な機能があります。

• ネットワーク インフラストラクチャとユーザ間の相互認証

• ランダムなユーザ固有の暗号化セッション キーの安全な派生

• 広く使用されている既存のネットワーク認証メカニズム（RADIUS など）との互換性

• 計算速度

Cisco LEAP はシスコ専用のプロトコルですが、既存の IETF および IEEE 規格をベースとしていま

す。Cisco LEAP がベースとしている規格は、次のとおりです。

• Extensible Authentication Protocol（EAP; 拡張認証プロトコル）

EAP は、当初、新しい認証方法を Point-to-Point Protocol（PPP; ポイントツーポイント プロトコ

ル）に取り込むためのフレームワークとして開発されました。EAP が存在する前は、新しい認

証方式を作成するために、まったく新しい PPP 認証プロトコルを定義する必要がありました。

しかし、EAP の登場により、新しい EAP タイプを定義するだけで、新しい認証タイプを導入

できるようになりました。新しい EAP タイプは、EAP 要求および応答メッセージのセットと、

それに関連するセマンティックで構成されます。

• Extensible Authentication Protocol over LAN（EAPOL; LAN 経由の拡張認証プロトコル）

EAP は、もともと PPP の一部として機能するように開発されましたが、フレーム化されたほと

んどのタイプのリンク レイヤにマッピングできる柔軟性も備えています。無線アクセス ポイ

ントでは、このリンク レイヤは PPP ではなく無線 LAN として機能します。IEEE 802.1X EAP
over LAN（EAPOL; LAN 経由の拡張認証プロトコル）は、イーサネット パケット内の EAP パ
ケットを LAN 経由で転送できるように暗号化する方式を指定します。

• 暗号化およびキー交換

802.11 仕様を使用すると、クライアントとアクセス ポイント間のデータ トラフィックを暗号

キーで暗号化することができます。クライアントとネットワーク アクセス デバイスは、WPA、

WPA2、CCKM、または WEP 経由でキーを交換することで、同じキー ペアを取得します。キー

ペアの一方は、ネットワーク アクセス デバイスからのブロードキャストおよびマルチキャス

ト トラフィック用で、もう一方のキーは他のすべてのパケット用です。

• Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS）サーバ

ネットワーク アクセス サーバ（WLAN アクセス ポイントなど）は、多くの場合、クライアン

ト認証の実行を中央集約型の AAA サーバに依存しています。 も一般的な AAA サーバ タイ

プの 1 つが RADIUS サーバです。RADIUS プロトコルに対する拡張機能は、認証サーバとネッ

トワーク アクセス サーバ間で EAP パケットを転送できるように定義されています。この場合、

ネットワーク アクセス サーバはリレー エージェントになり、認証のカンバセーションがクラ

イアントと RADIUS サーバ間で行われます。RADIUS サーバは、アクセス ポイントに、認証の

結果と、クライアントにネットワークへのアクセスを許可するかどうかを通知します。クライ

アントとアクセス ポイント間で使用するセッション キーなど、その他のパラメータが返され

る場合もあります。
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LEAP の機能
ほとんどの RADIUS サーバは MS チャレンジ ハンドシェーク認証プロトコル（MS-CHAP）をサポー

トしているため、MS-CHAP は LEAP の基盤となっています。このプロトコルは、ランダム チャレ

ンジをクライアントに送信するオーセンティケータで構成されます。クライアントのデータ暗号化

規格（DES）は、パスワードの MD4 ハッシュを使用することで、チャレンジを暗号化します。そ

の後、オーセンティケータは、クライアントのユーザ名とパスワードの情報を使用して応答を検証

します。

認証中に、アクセス ポイントは、クライアントと RADIUS サーバ間のカンバセーションで透過リ

レーとして機能します。EAPOL ヘッダーは、クライアントから送信される EAPOL パケットから削

除されます。EAPOL パケットの内容は、EAP 属性として RADIUS 要求パケットに追加され、RADIUS

サーバに送信されます。サーバからの RADIUS パケットには、EAPOL パケットに追加され、クラ

イアントに送信される EAP 属性の内容が含まれます。アクセス ポイントは、EAP データの内容を

検証しません。

クライアントがアクセス ポイントとのアソシエーションを確立すると、アクセス ポイントは EAP

ID 要求をクライアントに送信します。クライアントはユーザ名で応答します。その後、RADIUS

サーバは、LEAP チャレンジに EAP 属性をフォーマットします。クライアントは LEAP チャレンジ

の応答を RADIUS サーバに返します。

ユーザが無効な場合、RADIUS サーバは、EAP 失敗属性を含む RADIUS アクセス拒否メッセージを

送信します。ユーザが有効な場合、サーバは、EAP 成功属性とともに RADIUS アクセスチャレンジ

パケットを送信します。クライアントは LEAP チャレンジで応答します。サーバは、LEAP チャレ

ンジ応答を含む EAP 属性を格納した RADIUS アクセス許可パケットで応答します。このパケット

には、アクセス ポイントに暗号キーの値を通知するシスコ ベンダー固有属性も格納されます。ク

ライアントは、チャレンジ応答を検証します。応答が無効な場合、クライアントはアソシエーショ

ンを解除し、別のアクセス ポイントの検索を試みます。

802.11 は、クライアントとアクセス ポイント間のトラフィックで 大 4 個の暗号キーの使用をサ

ポートします。アクセス ポイントは、このいずれかのキー インデックスをセッション キーに使用

します。このキーは、クライアントとアクセス ポイント間で接続を確立するたびに、異なる値にな

ります。

セッション キーは、ユーザ パスワード、LEAP チャレンジの内容、クライアントとやり取りした応

答から生成されます。802.11 暗号化では、40 ビット キーまたは 128 ビット キーがベースになりま

す。キー派生ルーチンは、必要な長さより長いキーを提供します。
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LEAP の設定
ここでは、LEAP モジュールの設定方法について説明します。次の項目について説明します。

• LEAP のプロパティの設定（3-21 ページ）

• Network Credentials タブの LEAP 設定（3-22 ページ）

• LEAP モジュールのバージョンの確認（3-24 ページ）

LEAP のプロパティの設定

LEAP Properties ウィンドウにアクセスするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 デスクトップの左下にある Start ボタンをクリックします。

ステップ 2 右側のペインで Network を右クリックします。

ステップ 3 Properties を選択します。

ステップ 4 左側のペインで Manage Wireless Networks を選択します。

ステップ 5 対象のワイヤレス ネットワークをダブルクリックします。

ステップ 6 Wireless Network properties ウィンドウで、Security を選択します（図 3-8 を参照）。

図 3-8 Wireless Network Properties ウィンドウ
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ステップ 7 Choose a network authentication method ドロップダウン リストから、LEAP を選択します。

ステップ 8 Settings ボタンをクリックします。この画面で LEAP を設定できます。

Network Credentials タブの LEAP 設定

ユーザは、以下のいずれかのタイプのネットワーク クレデンシャルを提供します。

• Windows のユーザ名とパスワード — ネットワーク アクセス クレデンシャルとして Windows
のユーザ名とパスワードが使用されます。このオプションを選択した場合、ユーザ名とパス

ワードの入力を求めるメッセージは表示されません。

• 求められたユーザ クレデンシャル — ユーザは認証時にクレデンシャルを指定するよう求めら

れます。このクレデンシャルは、Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）クレデンシャル

など、Windows のユーザ名とパスワードとは別のクレデンシャルです。

• 保存済みユーザ クレデンシャル — LEAP 設定で入力されたユーザ クレデンシャルです。保存

済みクレデンシャルが失敗した場合や期限切れになった場合以外、ユーザに認証時にクレデン

シャルが求められることはありません。認証成功後にユーザが入力した新しいクレデンシャル

は、設定に自動的に保存されます。古い保存済みクレデンシャルを変更するために設定画面に

戻る必要はありません。

Network Credentials タブで LEAP ネットワーク クレデンシャルを設定できます（図 3-9 を参照）。

図 3-9 LEAP Properties ウィンドウの Network Credentials タブ
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表 3-4 は、LEAP ネットワーク クレデンシャルの設定とその説明を示しています。

LEAP モジュールは、次の 3 つの時点で、クレデンシャルを求める場合があります。

• 起動時 — ユーザがログオンしていない状態です。LEAP モジュールは、マシン クレデンシャ

ルを使用してネットワーク認証を行います。LEAP モジュールは、ユーザに情報の入力を求め

ずに、Microsoft のローカル セキュリティ機関（LSA）API を使用してマシン クレデンシャルを

取得します。

• ログイン前 — この場合、Microsoft の レイヤ 2 クレデンシャル プロバイダ（L2NA）は、必要

なタイプのクレデンシャルに対応する Microsoft の EAPHost API を介して LEAP モジュールに

クエリを送信します。LEAP モジュールは、適切なタイプ（Windows、ネットワーク、なし、の

いずれか）を通知します。ユーザは Microsoft L2NA プロンプトに適切なクレデンシャルを入力

します。

• ログイン後 — ユーザはすでにログオンしていますが、カードが挿入された、ネットワーク認

証が失敗したなどの理由で、LEAP モジュールがユーザにネットワーク クレデンシャルの入力

を求める場合があります。LEAP モジュールは、Microsoft EAPHost API である 
EapInvokeInteractiveUI API を呼び出します。ユーザは、表示される LEAP クレデンシャル プロ

ンプトでユーザ名とパスワードを入力する必要があります。

表 3-4 LEAP ネットワーク クレデンシャルの設定

LEAP ネットワーク 
クレデンシャルの設定 説明

Use Windows username and 

password
ネットワーク認証で、Windows のユーザ名とパスワードを LEAP

のユーザ名とパスワードとして使用するには、このラジオ ボタン

をクリックします。

デフォルト：オン

Prompt automatically for 

username and password
認証を試行するたびに、Windows のユーザ名とパスワードに加え

て、バックエンド サーバに登録されている LEAP のユーザ名とパ

スワードを入力するようユーザに求めるには、このラジオ ボタン

をクリックします。

デフォルト：オフ

Use saved username and 

password
ユーザが Windows にログインするたびに LEAP のユーザ名とパス

ワードを毎回入力する必要がないようにするには、このラジオ ボ

タンをクリックします。認証は、必要に応じて、保存されている

ユーザ名とパスワードを使用して自動的に行われます。ユーザ名

とパスワードはバックエンド サーバに登録されています。

デフォルト：オフ

このオプションを選択した場合、ユーザは次のことを行う必要が

あります。

• Username フィールドにユーザ名を入力します。

• Password フィールドにパスワードを入力します。

• Confirm password — パスワードを正しく入力したことを確認

するために、もう一度パスワードを入力します。

（注） ユーザ名とパスワードに入力できる 大文字数は 256 文
字です。
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LEAP モジュールのバージョンの確認

About タブでは、LEAP モジュールのバージョン番号、著作権情報、オープンソース ソフトウェア

情報を確認できます（図 3-9 を参照）。

PEAP-GTC の概要
拡張認証プロトコル（EAP）は、複数の認証方式をサポートします。EAP は、もともと PPP 用に作

成されたものですが、ネットワーク ポート認証の IEEE 802.1X でも使用されています。EAP につい

ては、当初からいくつかの弱点が指摘されています。たとえば、ユーザ ID、通知メッセージ、EAP

ネゴシエーションが保護されないこと、キー交換用に標準化されたメカニズムがないこと、分割と

再結合のビルトイン サポートがないこと、成功または失敗インジケータの確認がサポートされない

こと、迅速な再接続がサポートされないことなどがあります。

Protected Extensible Authentication Protocol（PEAP; 保護された拡張認証プロトコル）は、EAP プロト

コルを TLS チャネル内にラッピングすることで、これらの弱点を補強しています。PEAP 内で実行

される EAP 方式は、次の機能を提供します。

• ID の保護 — ID 交換が暗号化され、TLS チャネルのネゴシエーション後にクライアント証明書

が提供されます。

• ヘッダーの保護 — EAP 方式のカンバセーションは TLS チャネル内で行われるため、EAP ヘッ

ダーが変更されるのを防ぐことができます。

• ネゴシエーションの保護 — PEAP 内では、EAP カンバセーションが認証されます。また、整合

性と再生はパケット単位で保護され、PEAP 内で行われる EAP 方式のネゴシエーションは、TLS
チャネル内で送信されるエラー メッセージと同じように保護されます。

• キー交換のサポート — さまざまなリンクレイヤ暗号化セット用のキー関連情報を提供するた

めに、EAP 方式では、認証および暗号キーとともに初期ベクトルを生成するためのキー階層を

提供する必要があります。TLS キー派生方法を使用することで、PEAP は、内部で実行される

任意の EAP 方式で必要なキー関連情報を提供します。

• パケットの分割と再結合 — EAP には分割および再結合のサポートが含まれていないため、各

EAP 方式でこの機能を補う必要があります。PEAP 内に分割および再結合のサポートを含める

ことで、PEAP を使用する方式が分割および再結合を独自にサポートする必要がなくなります。

• 成功または失敗インジケータの確認 — TLS チャネル内で成功または失敗インジケータを送信

することで、PEAP は EAP カンバセーションの保護された停止をサポートします。確認インジ

ケータを使用すると、攻撃者が EAP 失敗メッセージを偽造したり、EAP 成功メッセージを偽

造して EAP ピアに不正な NAS を受け入れさせたりするサービス拒否（DOS）攻撃を防ぐこと

ができます。

• 迅速な再接続 — 無線ネットワークの認証に EAP を使用する場合は、クライアントがアクセス

ポイント間をローミングする際に EAP 方式ですばやく再認証できることが重要です。PEAP は、

TLS セッションの再開ファシリティを活用することで、すばやい再接続をサポートしていま

す。PEAP 内で実行される EAP 方式では、迅速な再接続が可能です。

• 辞書攻撃に対する耐性 — PEAP は、TLS チャネル内で EAP カンバセーションを行うことで、

EAP カンバセーションを無防備な状態で行ったときにオフライン辞書攻撃にさらされる可能

性のある EAP 方式を保護します。
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PEAP-GTC の機能
PEAP-GTC は 2 つのフェーズで機能します。

フェーズ 1 では、認証サーバが TLS 認証を実行して暗号化されたトンネルを作成し、Secure Sockets

Layer（SSL; セキュア ソケット レイヤ）を使用する Web サーバ認証と同様の手法でサーバ側の認

証を行います。PEAP のフェーズ 1 が正常に完了すると、保護対象となるすべてのユーザ情報を含

む全データが暗号化されます。

フェーズ 2 は拡張可能です。クライアントは、TLS トンネル内で GTC 方式を使用して認証できます。

PEAP-GTC の設定
ここでは、PEAP-GTC モジュールの設定方法について説明します。次の項目について説明します。

• PEAP-GTC のプロパティの設定（3-25 ページ）

• Connection タブの PEAP-GTC 設定（3-27 ページ）

• User Credentials タブの PEAP-GTC 設定（3-29 ページ）

PEAP-GTC のプロパティの設定

PEAP-GTC Properties ウィンドウにアクセスするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 デスクトップの左下にある Start ボタンをクリックします。

ステップ 2 右側のペインで Network を右クリックします。

ステップ 3 Properties を選択します。

ステップ 4 左側のペインで Manage Wireless Networks を選択します。

ステップ 5 対象のワイヤレス ネットワークをダブルクリックします。

ステップ 6 Wireless Network properties ウィンドウで、Security を選択します（図 3-10 を参照）。
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図 3-10 Wireless Network Properties ウィンドウ

ステップ 7 Choose a network authentication method ドロップダウン リストから、PEAP-GTC または LEAP を選

択します。

ステップ 8 Settings ボタンをクリックします。この画面で PEAP-GTC を設定できます。
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Connection タブの PEAP-GTC 設定

Connection タブで PEAP-GTC の接続設定を行うことができます（図 3-11 を参照）。

図 3-11 PEAP-GTC Properties ウィンドウの Connection タブ

表 3-5 は、PEAP-GTC の接続設定とその説明を示しています。

表 3-5 PEAP-GTC の接続設定

PEAP-GTC の接続設定 説明

Use anonymous outer identity ID のプライバシー保護を有効にするには、このチェックボックス

をオンにします。このチェックボックスをオンにすると、外部 ID

フィールドが有効になり、EAP ID 要求に応じてこのフィールドの

外部 ID が使用されます（暗号化されずに送信されます）。

デフォルト：オン

外部 ID フィールド Use anonymous outer identity チェックボックスがオンの場合、外部

ID を入力します。外部 ID フィールドに入力する値については、

管理者の指示または RFC 4282 に従ってください。

デフォルト：anonymous

（注） このフィールドに入力できる 大文字数は 256 文字です。
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Validate server certificate トンネルの確立に使用するサーバ証明書を検証するには、この

チェックボックスをオンにします。

Validate server certificate チェックボックスと Do not prompt user

to authorize new servers or trusted certificate authorities チェック

ボックスが両方ともオンになっている場合は、ホスト システムに

インストールされている信頼済み CA（認証局）証明書のリスト

から、1 つまたは複数の信頼済みルート CA 証明書を選択する必

要があります。

Validate server certificate チェックボックスがオンで、Do not
prompt user to authorize new servers or trusted certificate

authorities チェックボックスがオフの場合は、リストが空白でも

かまわず、ユーザは証明書を検証するように求められます。認証

が成功すると、サーバ証明書に署名するルート CA がプロファイ

ル内で信頼済みとしてマークされます。その後、サーバの名前が

Connect to only these servers フィールドに追加されます。

デフォルト：オン

Connect to only these servers サーバから提供されたサーバ証明書と一致する必要があるオプ

ションのサーバ名を入力するには、このチェックボックスをオン

にします。サーバ名をセミコロンで区切り、複数のサーバ名を入

力することができます。サーバ証明書のサブジェクト フィールド

（CN）またはサブジェクト代替名が、このフィールドに入力した

サーバ名と一致した場合のみ、PEAP-GTC モジュールは、プロン

プトを表示せずに、接続の継続を許可します。

デフォルト：オフ

（注） サーバ名には、ワイルドカード文字としてアスタリスク
（*）を 使 用 で き ま す。た だ し、ア ス タ リ ス ク は
name.domain.com 形式の 初のピリオド（.）より前に指定
す る 必 要 が あ り ま す。た と え ば、「*.cisco.com」は
「.cisco.com」で終わるすべてのサーバ名と一致します。
サーバ名のこれ以外の場所にアスタリスクを指定すると、
ワイルドカード文字として認識されません。

Trusted Root Certificate 

Authority (CA)
システムにインストールされている証明書のリストから、1 つま

たは複数の信頼済みルート CA 証明書を選択します。ドロップダ

ウン リストには、ホスト システムにインストールされている信頼

済み CA 証明書しか表示されないため、使用する信頼済みルート

CA 証明書をあらかじめインストールしておく必要があります。

選択した信頼済みルート CA 証明書の詳細を表示するには、証明

書名をダブルクリックします。証明書名をダブルクリックすると、

Windows の証明書のプロパティ画面が表示されます。この画面で、

証明書の詳細を確認できます。

デフォルト：None

表 3-5 PEAP-GTC の接続設定（続き）

PEAP-GTC の接続設定 説明
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User Credentials タブの PEAP-GTC 設定

PEAP-GTC モジュールでは、OTP とユーザ名 / パスワードを認証用のユーザ クレデンシャルとして

使用できます。

ユーザは、以下のいずれかのタイプのユーザ名とパスワードを入力します。

• 1 回限りのパスワード（OTP）— ユーザは OTP を手動で入力する必要があります。OTP の新規

PIN モードおよびネクスト トークン モードがサポートされています。

• Windows のユーザ名とパスワード — ネットワーク アクセス クレデンシャルとして Windows
のユーザ名とパスワードが使用されます。ユーザは、パスワードを毎回入力するように求めら

れます。ただし、PEAP-GTC でシングル サインオン（SSO）を使用するように設定するか、パ

スワードのキャッシュを指定した場合は、毎回入力する必要はありません。

• 求められたユーザ クレデンシャル — ユーザは認証時にクレデンシャルを指定するよう求めら

れます。このクレデンシャルは、Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）クレデンシャル

など、Windows のユーザ名とパスワードとは別のクレデンシャルです。

• 保存済みユーザ クレデンシャル — PEAP-GTC 設定で入力されたユーザ クレデンシャルです。

保存済みクレデンシャルが失敗した場合や期限切れになった場合以外、ユーザに認証時にクレ

デンシャルが求められることはありません。認証成功後にユーザが入力した新しいクレデン

シャルは、設定に自動的に保存されます。古い保存済みクレデンシャルを変更するために設定

画面に戻る必要はありません。

User Credentials タブで PEAP-GTC のユーザ クレデンシャルを設定できます（図 3-12 を参照）。

Do not prompt user to authorize 

new servers or trusted certificate 

authorities.

サーバ名が一致しない場合、またはサーバ証明書が、選択した信

頼済みルート CA 証明書のいずれでも署名されていない場合に、

ユーザに接続の認証を求めないようにするには、このチェック

ボックスをオンにします。このチェックボックスがオンで、サー

バ証明書が信頼済みでない場合は、認証が失敗します。

デフォルト：オフ

Enable fast reconnect セッションの再開を許可するには、このチェックボックスをオン

にします。

PEAP-GTC モジュールは、迅速な再接続（セッションの再開とも

呼ばれる）をサポートします。Enable fast reconnect をオンにする

と、クレデンシャルを再入力することなく、ローミングすること

ができます。この機能は、複数のネットワーク アクセス サーバに

わたって使用できます。

デフォルト：オン

（注） プロファイルを切り替えた場合、ログオフした場合、また
はリブートした場合、再接続は迅速に試行されません。再
認証が必要です。

表 3-5 PEAP-GTC の接続設定（続き）

PEAP-GTC の接続設定 説明
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図 3-12 PEAP-GTC Properties ウィンドウの User Credentials タブ

表 3-6 は、PEAP-GTC のユーザ クレデンシャル オプションとその説明を示しています。

表 3-6 PEAP-GTC のユーザ クレデンシャル オプション

ユーザ クレデンシャル 説明

Use one-time password 1 回限りのパスワード（OTP）を使用するには、このラジオ ボタ

ンをクリックします。このモードでは、クレデンシャルはキャッ

シュされません。サーバがクレデンシャルを要求するたびに、ク

レデンシャルの入力が求められます。

OTP の詳細は、「OTP に関する PIN モードとトークン モードの概

要」（3-14 ページ）を参照してください。

デフォルト：オフ

Use Windows username and 

password
ネットワーク認証で、Windows のユーザ名とパスワードを

PEAP-GTC のユーザ名とパスワードとして使用するには、このラ

ジオ ボタンをクリックします。このモードは、ログイン画面にク

レデンシャルが 2 セットではなく 1 セットしかない場合、つまり、

Prompt automatically for username and password オプションをオ

ンにしたときのシングル サインオン認証にのみ影響します。

デフォルト：オン
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Prompt automatically for 

username and password
認証を試行するたびに、Windows のユーザ名とパスワードに加え

て、RADIUS サーバに登録されている PEAP-GTC のユーザ名とパ

スワードを入力するようユーザに求めるには、このラジオ ボタン

をクリックします。このオプションは、LDAP など、Windows 以

外のパスワードをサポートしています。

デフォルト：オフ

Use saved username and 

password
ユーザが Windows にログインするたびに PEAP-GTC のユーザ名

とパスワードを毎回入力する必要がないようにするには、このラ

ジオ ボタンをクリックします。認証は、必要に応じて、保存され

ているユーザ名とパスワードを使用して自動的に行われます。

ユーザ名とパスワードはバックエンド サーバに登録されていま

す。

デフォルト：オフ

このオプションを選択した場合、ユーザは次の情報を入力する必

要があります。

• Username — 次のいずれかの形式で、ユーザ名とドメイン名を

入力します。

－ ドメイン修飾ユーザ名 — domain¥user

－ UPN — user@domain.com

• Password — パスワードを入力します。この暗号化されたパス

ワードは、PEAP-GTC 設定に保存されます。

• Confirm password — パスワードを正しく入力したことを確認

するために、もう一度パスワードを入力します。

（注） ユーザ名とパスワードに入力できる 大文字数は 256 文
字です。

表 3-6 PEAP-GTC のユーザ クレデンシャル オプション（続き）

ユーザ クレデンシャル 説明
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OTP に関する PIN モードとトークン モードの概要

OTP の新規 PIN モードがサポートされています。新規 PIN が必要な場合、バックエンド サーバは、

新規 PIN が必要であることを示すために、テキスト メッセージ（「新規 PIN を入力してください」

など）を送信します。その後、PEAP-GTC モジュールは、サーバからのテキスト メッセージを含む

プロンプト ウィンドウを表示します（図 3-13 を参照）。バックエンド サーバは、ユーザが入力した

新規 PIN を確認するために、PIN を 2 回入力するようユーザに求める場合があります。

図 3-13 新規 PIN の入力を求めるプロンプト ウィンドウ

OTP のネクスト トークン モードもサポートされています。ネクスト トークンが必要な場合、バッ

クエンド サーバは、ネクスト トークンが必要であることを示すために、テキスト メッセージ（「次

のパスコードを入力してください」など）を送信します。その後、PEAP-GTC モジュールは、サー

バから送信されたテキスト メッセージを含むプロンプト ウィンドウを表示します（図 3-14 を参

照）。ユーザは、OTP デバイスまたはソフトウェアからネクスト トークンを取得し、そのトークン

をプロンプト フィールドに入力する必要があります。

図 3-14 ネクスト トークンの入力を求めるプロンプト ウィンドウ
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PEAP-GTC 認証の概要

PEAP-GTC モジュールは、Windows のログイン時、またはユーザに認証エラーや認証の失敗が通知

された後で、サプリカントがクレデンシャルを要求するように設定されている場合、ユーザ名とパ

スワード（または OTP の PIN）を入力するようにユーザに求めます。

ユーザ パスワードが期限切れの場合、PEAP-GTC モジュールは、ユーザに、新しいパスワードを入

力し、確認のためのにもう一度新しいパスワードを入力するように求めます。

PEAP-GTC モジュールのバージョンの確認

About タブでは、PEAP-GTC モジュールのバージョン番号、著作権情報、オープンソース ソフト

ウェア情報を確認できます（図 3-12 を参照）。
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