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スイッチの設定 リモート認証ダイヤルイン ユー
ザ サービス（RADIUS） サーバ設定 

目標
 

リモート認証ダイヤルイン ユーザ サービス（RADIUS）はネットワークサービスを接続し
、利用するユーザ向けに集中認証、許可および会計（AAA かトリプル A）管理を提供する
ネットワーキングプロトコルです。 RADIUSサーバはネットワークに入るログオン資格情報
を通してユーザのアイデンティティの確認によってアクセスを調整します。 たとえば、公
共 Wi-Fi ネットワークは大学構内にインストールされています。 パスワードがあるそれら
の学生だけこれらのネットワークにアクセスできます。 RADIUSサーバはユーザが入力する
パスワードを確認し、割り当てか拒否は適切ようにアクセスします。
 
RADIUSサーバを設定することはクライアントかユーザをネットワークへのアクセス権を得
るために許可する前に認証するのでセキュリティの強化で役立ちます。 RADIUSサーバはサ
ーバ 可用性、再送信およびタイムアウトにクライアント関する問題に応答します。
RADIUSサーバはまたユーザ Connection 要求を処理し、ユーザを認証し、クライアントに
ユーザにサービスを提供するために必要な構成情報を送信 します。 
 
RADIUS 対応 デバイスから成っているネットワークの制御を中心にする RADIUSサーバは
サーバです。 RADIUSサーバは 802.1X または Media Access Control（MAC） アドレスの
転送の決定を基づかせていました。
 
この技術情報は Sx350、SG350X および Sx550X シリーズ スイッチの RADIUS 設定を行う
方法を説明します。
  

適当なデバイス
 
Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx550X シリーズ
  
[Software Version]
 
2.2.5.68
  
設定 RADIUSサーバ設定
 
設定 RADIUSサーバ グローバルな設定
 

ステップ 1.スイッチ Webベース ユーティリティへのログインは表示 モード ドロップダウ
ン リストから『Advanced』 を選択 し。
 

 
ステップ 2. > RADIUSサーバ > RADIUSサーバ グローバルな設定 『Security』 を選択 して
下さい。
 



 
ステップ 3 RADIUSサーバ ステータスがあるように Enable チェックボックスを確認して下
さい。
 

 
ステップ 4.認証要求のための RADIUSサーバ ポートのユーザ データグラム プロトコル
（UDP） ポート番号を入力して下さい。 範囲は 1 から 65535 であり、デフォルトは 1812
です。
 

 
ステップ 5.説明要求のための RADIUSサーバ ポートの UDP ポート番号を入力して下さい
。 範囲は 1 から 65535 からであり、デフォルトは 1813 です。
 

 
RADIUS 説明イベントのためのトラップを生成するステップ 6. （オプションの）はトラッ
プ設定の下で RADIUS 説明トラップがあるように Enable チェックボックスを確認します。
 

 
失敗する、RADIUS認証障害トラップがあるように Enable チェックボックスを確認しなさ



いログインのためのトラップを生成するステップ 7. （オプションの）。
 

 
成功したログインのためのトラップを生成するステップ 8. （オプションの）は RADIUS認
証成功トラップがあるように、Enable チェックボックスを確認します。
 

 
ステップ 9. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

ステップ 10：  アイコンは設定が正常に保存されたことを示します。 永久に設定を保
存するために、ファイル オペレーション ページに行くか、またはページ  の上部分
でアイコンをクリックして下さい。 さもなければ、『Close』 をクリック して下さい。
  

RADIUSサーバ キーを設定して下さい
 

ステップ 1. RADIUSサーバの下でサーバキーを『RADIUS』 を選択 して下さい。
 

 
ステップ 2. （オプションの）はデフォルト ラジウス キーを必要であれば入力します。 デ
フォルト キーで入る値はデフォルト キーを使用するために設定されるすべてのサーバに
（追加 RADIUS サーバ ページで）適用されます。
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デフォルト キー—デバイスと RADIUSクライアントの間の認証し、暗号化に使用したいと
思う DEFAULT 鍵 ストリングを選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

保存して下さい既存のデフォルト キー—規定 されたサーバに関しては、デバイスは既存の
DEFAULT 鍵 ストリングの使用によって RADIUSクライアントを認証するように試みます。
暗号化される—通信を MD5 （MD5）アルゴリズムの使用によって暗号化するために、暗号
形式でキーを入力して下さい。
プレーンテキスト—プレーンテキスト モードでキー ストリングを入力して下さい。
 

MD5 ダイジェスト—ユーザが入力 した パスワードの MD5 ダイジェストを表示する。
 
注: この例では、デフォルト キーの下で既存のデフォルト キーを選択されます保存して下
さい。
 
ステップ 3. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

ステップ 4  アイコンは設定が正常に保存されたことを示します。 永久に設定を保存す
るために、ファイル オペレーション ページに行くか、またはページ  の上部分でア
イコンをクリックして下さい。
 
秘密鍵 テーブル面積の下のステップ 5. （オプションの）は、秘密鍵を追加するために Add
ボタンをクリックします。
 

 
ステップ 6. NAS Address フィールドで RADIUSクライアントが含まれているスイッチまた
は NAS の IP アドレスを入力して下さい。
 
注: 下記のイメージでは 192.168.1.118 は IP アドレスの一例として使用されます。
 

 
ステップ 7.優先 する 秘密鍵を選択して下さい。
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注: 下記のイメージではプレーンテキストは一例として選択されます。
 

 
次のオプションがあります。
 

使用 デフォルト キー—規定 されたサーバに関しては、デバイスは既存の DEFAULT 鍵 スト
リングの使用によって RADIUSクライアントを認証するように試みます。
暗号化される—通信を MD5 の使用によって暗号化するために、暗号形式でキーを入力して下
さい。
プレーンテキスト—プレーンテキスト モードでキー ストリングを入力して下さい。 128 文
字まで入力することができます。
 

ステップ 8. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

ステップ 9：  アイコンは設定が正常に保存されたことを示します。 永久に設定を保存
するために、ファイル オペレーション ページに行くか、またはページ  の上部分で
アイコンをクリックして下さい。 さもなければ、『Close』 をクリック して下さい。
  

RADIUSサーバ グループを設定して下さい
 

RADIUSサーバ グループは RADIUSサーバとしてデバイスを使用するユーザのグループで
す。 グループを設定するためには、後で手順に従って下さい:
 
ステップ 1. RADIUSサーバの下でサーバグループを『RADIUS』 を選択 して下さい。
 

 
ステップ 2. RADIUSサーバ グループ 表の下で Add ボタンをクリックして下さい。
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ステップ 3 ポップアップウィンドウで、Group Name フィールドでグループの名前を入力
して下さい。 32 文字まで入力することができます。
 
注: 下記のイメージでは GroupA1 は一例として使用されます。
 

 
ステップ 4.グループに指定したいと思う特権レベルを入力して下さい。 特権レベルは作成
した各グループに指定するアクセスのレベルを判別します。 1-15 からのレベルを設定でき
ます。 デフォルト値は 1 です。
 
注: この例では、7 つは使用されます。
 

 
1 （読み取り専用 CLI アクセス） —グループのユーザは GUI にアクセス デバイスコンフィ
ギュレーションを変更しない CLI コマンドしかアクセスなできます。
7 つは（読まれる/書きます CLI アクセスを制限しました） —グループのユーザ GUI にアク
セス デバイスコンフィギュレーションを変更するいくつかの CLI コマンドしかアクセスなで
きます。 詳細については CLI レファレンスガイドを参照して下さい。
15 （読み書き管理アクセス） —グループのユーザは GUI にアクセス デバイスを設定できま
す。
 

このグループのための時間 範囲を加えたいと思う場合ステップ 5. （オプションの）は時間
範囲があるように Enable チェックボックスを確認します。 さもなければ、ステップ 15 に
スキップして下さい。
 

 

/content/dam/en/us/td/docs/switches/lan/csbms/350xg/cli_guide/CLI_Switch_350.pdf


ステップ 6.時間設定を行うために時間 範囲名前の側の編集リンクをクリックして下さい。
 

 
ステップ 7 ポップアップウィンドウは時間 範囲設定と続けることができるように現在のウ
ィンドウが閉じるように現われま言います。 [OK] をクリックします。
 

 
時間 範囲 ページにそれから指示されます。
 
ステップ 8.時間 範囲レンジ テーブルの下で Add ボタンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 9.時間 範囲 Name フィールドで時間 範囲の名前を入力して下さい。
 
注: 下記のイメージでは Reconnect 一例として使用されます。
 

 
ステップ 10. Radio ボタンをクリックして開始し、終了する優先 する絶対的存在を時間選
択して下さい。
 



●

●

●

●

●

●

 
タイム絶対的存在開始は次から開始時刻を定義するために、選択します:
即時—時間 範囲にすぐに開始してほしい場合これを選択して下さい。
時間 範囲が始める日時を規定 したいと思う場合、タイム選択しますこれを日付を記入して下
さい。
タイム絶対終了は次から開始時刻を定義するために、選択します:
無限—時間 範囲に決して終了してほしくない場合これを選択して下さい。
時間 範囲端その日時を規定 したいと思う場合、タイム選択しますこれを日付を記入して下さ
い。
 

注: この例では、日時は選択されます。
 
ステップ 11. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

ステップ 12：  アイコンは設定が正常に保存されたことを示します。 永久に設定を保
存するために、ファイル オペレーション ページに行くか、またはページ  の上部分
でアイコンをクリックして下さい。 さもなければ、『Close』 をクリック して下さい。
 
メイン ページにそれから指示されます。
 
ステップ 13： RADIUSサーバの下でサーバグループを再度『RADIUS』 をクリック して下
さい。
 

 
ステップ 14： 新しく作成されたグループは RADIUSサーバ グループ 表の下で今現われま
す。 グループの名前の側のボックスをチェックし、次に『Edit』 をクリック して下さい。
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ステップ 15： （オプションの）グループのための VLAN を選択して下さい。 次のオプシ
ョンがあります。
 

なし—規定 される VLAN 無し。
VLAN は id — VLAN ID を規定 します。
VLAN は name — VLAN 名前を規定 します。
 

 
注: この例では、VLAN ID 8 は使用されます。
 
ステップ 16： [Apply] をクリックします。
 

ステップ 17：  アイコンは設定が正常に保存されたことを示します。 永久に設定を保
存するために、ファイル オペレーション ページに行くか、またはページ  の上部分
でアイコンをクリックして下さい。 さもなければ、『Close』 をクリック して下さい。
  

RADIUSサーバ ユーザを設定して下さい
 

ユーザを以前に作成されたグループに追加するため:
 
ステップ 1. RADIUSサーバの下でサーバユーザを『RADIUS』 をクリック して下さい。
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ステップ 2. RADIUSユーザ 表の下で Add ボタンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 3. User Name フィールドでユーザの名前を入力して下さい。
 
注: この例では、ウセラは使用されます。
 

 
ステップ 4.ユーザがグループ名 ドロップダウン リストから属するグループを選択して下さ
い。
 

 
ステップ 5.パスワード エリアの Radio ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 6.優先 する パスワードを入力して下さい。
 

 
暗号化される— MD5 の使用によってキー ストリングが通信を暗号化するのに使用されてい
ます。 暗号化を使用するために、暗号形式でキーを入力して下さい。
プレーンテキスト—暗号化キー ストリングが（別のデバイスから）なかったら、プレーンテ



キスト モードでキー ストリングを入力して下さい。 暗号化キー ストリングは生成され、表
示する。
 

注: この例では、プレーンテキストは選択されます。
 
ステップ 6. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

ステップ 7  アイコンは設定が正常に保存されたことを示します。 永久に設定を保存す
るために、ファイル オペレーション ページに行くか、またはページ  の上部分でア
イコンをクリックして下さい。 さもなければ、『Close』 をクリック して下さい。
 
今うまくスイッチの RADIUSサーバ設定を行う必要があります。
 
©2016 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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