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スマートなネットワークアプリケ− ション
（SNA）による設定 デバイス 許可 コントロー
ル（DAC）管理 

目標
 

スマートなネットワークアプリケ− ション（SNA）システムはデバイスおよびトラフィック
のための詳しいモニタリング 情報を含むネットワーク トポロジの外観を表示する。 SNA
はネットワークのすべてのサポートされているデバイスのコンフィギュレーションのビュー
および修正をグローバルに 有効に します。
 
SNA にデバイス 許可 コントロール（DAC）として知られているネットワークの承認された
クライアントデバイスのリストを設定することを可能にする機能があります。 ネットワー
クおよび組み込みリモート認証ダイヤルイン ユーザ サービス（RADIUS）または
RADIUSホスト サーバの SNA デバイスの DAC アクティブ化 802.1X 機能は SNA デバイス
の 1 つで設定することができます。 DAC は Media Access Control（MAC） 認証によって
されます。
 
この技術情報は方法で手順を SNA によって DAC 管理を設定する提供します。
  

適当なデバイス
 

Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx550X シリーズ
 

注: Sx250 シリーズからのデバイスはネットワークに接続される、SNA はこれらのデバイス
から起動させることができませんとき SNA 情報を提供できます。
  

[Software Version]
 

2.2.5.68
  

DAC 作業の流れ
 

次のステップによって DAC 管理を設定できます:
 

アクティブ化 DAC
設定 RADIUSサーバおよびクライアント
DAC リスト 管理
  
アクティブ化 DAC
 

DAC にアクティブにするためにアクセスし、次の手順に従って下さい:
 
ステップ 1.利用可能 な オプションを示すために SNA ページの左上のコーナーの Options
メニューをクリックして下さい。
 



 
ステップ 2. DAC モードを『Edit』 を選択 して下さい。
 

 
DAC 編集モードは今アクティブになります。 スクリーンの一番下のトポロジ マップおよび
コントロール パネルの下でブルー フレームを参照するはずです。
 

 
DAC 編集モードを終了するステップ 3. （オプションの）は Exit ボタンをクリックします。
  

設定 RADIUSサーバおよびクライアント
 

ステップ 1： トポロジービューで、SNA デバイスの 1 つを選択し、Options メニューをク
リックして下さい。
 

 
ステップ 2. DAC サーバとしてセットを『+』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 3 デバイスに単一 IP アドレスより多くがある場合、DAC が使用される 1 として
アドレスの 1 つを選択して下さい。 この例では、192.168.1.127 | スタティックは選択され
ます。
 



 
注: アドレスのリストは IPインターフェイスがスタティックまたはダイナミックであるかど
うか示します。 動的IP を選択することが不安定な接続に引き起こすかもしれない警告され
ます。
 

 
ステップ 4. 『Done』 をクリック して下さい。
 



 
注: 既存の DAC サーバを編集するとき、現在 クライアントが使用するアドレスは前もって
選ばれます。
 
DAC RADIUSサーバはトポロジービューの固体黒でハイライト表示されます。
 

 
ステップ 5. SNA デバイスの 1 つを選択し、Options メニューをクリックして下さい。
 
注: クライアントが選択されない場合、設定を加えることができません。
 

 
スイッチが既に DAC RADIUSサーバのクライアントである場合、IP アドレスは RADIUSサ
ーバの NAS 表にあり、RADIUSサーバは優先順位 0 の使用法の種類 802.1X またはすべて
で RADIUSサーバ 表で設定されます。 このスイッチは前もって選ばれます。
 
以外 802.1X のために既に RADIUSサーバを設定した以前に 『Server』 を選択 した持って
いるクライアントが選択される場合、進行が既存の RADIUSサーバ オペレーションを割り
込むこと知らせられます。
 
以前に選択されたサーバ以外優先順位 0 の 802.1X のために RADIUSサーバを設定した持っ
ているクライアントが選択される場合、エラーメッセージは表示する、DAC はこのクライ
アントで設定されません。
 
ステップ 6.クライアントとしてセットを『+』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 7 802.1X 認証を適用するためにクライアント スイッチからのポートのチェックボ
ックスをチェックして下さい。
 
注: この例、GE1/1、GE1/2、GE1/3 および GE1/4 ポートでチェックされます。
 



 
注: 他のスイッチかクラウドに接続されると知られていないすべてのポートか SNA はすべ
てのエッジポートのリストを推奨します。
 
ステップ 8. （オプションの）はすべての推奨されるポートをチェックするために選定され
た推奨されるボタンをクリックします。
 
ステップ 9. 『Done』 をクリック して下さい。 DAC RADIUSクライアントはトポロジービ
ューのダッシュで結ばれるブルーで強調表示されます。
 



 
ステップ 10.変更を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 
ステップ 11.ネットワークのすべてのクライアントと DAC RADIUSサーバによって使用す
る Keystring を入力して下さい。
 

 
注: この例では、Cisco1234 は使用されます。
 



ステップ 12： （オプションの）自動生成された Keystring を使用するために生成される自
動にボタンを切り替えて下さい。
 

 
ステップ 13： ページの右上ハンド角で『Continue』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 14： 変更を調べそして変更を『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 15： （オプションの）コンフィギュレーション ファイルの設定を保存したくない
場合スタートアップ コンフィギュレーション チェックボックスに保存のチェックを外して
下さい。
 

 
ステップ 16： Read only アカウントを使用している場合（オプションの）資格情報を入力
するために、続くためにプロンプト表示することができます。 パスワードを Password フ
ィールドで入力しそして『SUBMIT』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 17： Status カラムは変更の正常なアプリケーションを確認するグリーン チェック
ボックスが含まれているはずです。 [Done] をクリックします。
 

 
DAC が設定された後、アラートは新しい非ブラックリストに載せられたデバイスが DAC 有
効に された RADIUSサーバを通したネットワークで拒否される時はいつでも表示する。 再
度警告されないようにかどうかこのデバイスを承認されたデバイスの whitelist に追加する
か、またはブラックリストに送信 するために尋ねられます。
 
ユーザに新しいデバイスを知らせるとき、SNA はデバイスがネットワークにアクセスする
ように試みたかどれデバイスおよびポートの MAC アドレスを提供します。
 
拒絶イベントが DAC RADIUSサーバではないデバイスから届けば、メッセージは無視され
、次の 20 分のこのデバイスからのすべてのより詳細な情報は無視されます。 20 分後に、
SNA はデバイスが DAC RADIUSサーバであるかどうか再度確認します。 ユーザが whitelist
に追加される場合、デバイスはすべての DAC サーバの DAC グループに追加されます。 こ
の設定が保存されるときサーバのスタートアップ コンフィギュレーションにすぐにこの設
定を保存するために、かどうか選択できます。 このオプションはデフォルトで選択されま
す。
 



●

●

デバイスは whitelist に追加されるまで、ネットワークへのアクセスを許可されません。
DAC RADIUSサーバが定義された到達可能である限り白くおよび黒いリストをいつでも表
示し、変更できます。 DAC リスト 管理を設定するために、DAC リスト 管理にスキップし
て下さい。
 
DAC 設定を加えるとき、参加デバイスに適用されるレポート リスト操作が表示されます。
変更を承認した後、設定が設定されたデバイスのスタートアップ コンフィギュレーション
コンフィギュレーション・ファイルにべきであるその上にコピーされるかどうか決定できま
す。 最終的には、コンフィギュレーションを適用して下さい。
 
レポートはデバイスによって処理されるように操作のステータスと共に DAC コンフィギュ
レーションプロセスのいくつかのステップが抜けていれば警告を、表示する。
 

 
DAC リスト 管理
 

ポートの認証されるクライアントデバイスを追加し、選択したらそれらのポートで検出する
すべての非認証デバイスは非認証デバイスのリストに追加されます。
 
DAC はデバイスの次のリストをサポートします:
 

白は list —認証することができるすべてのクライアントのリストが含まれています。
黒は list —決して認証されてはならないクライアントのリストが含まれています。
 

フィールド 値 コメント
デバイ
ス 装置識別名（ホスト名か IP アドレス）  

Action

DAC サーバのための可能なアクション:
イネーブル RADIUSサーバ●

ディセーブル RADIUSサーバ●

アップデート クライアント リスト●

RADIUSサーバ グループを作成して下さい●

RADIUSサーバ グループを削除して下さい●

DAC クライアントのための可能なアクション:
RADIUSサーバ接続を追加して下さい●

RADIUSサーバ接続をアップデートして下さい●

RADIUSサーバ接続を取除いて下さい●

802.1X 設定をアップデートして下さい●

インターフェイス 認証設定をアップデートして下さい●

インターフェイス ホストおよびセッションの設定をアップデート
して下さい

●

それは各デバイスのために現われる複数のアクションのために可能性のある（および本当らしいです
）。
各操作は自身のステータスがある場合があります。

警告    

DAC サーバのための可能性のある警告は下記のものを含んでいま
す:

指定 IPインターフェイスはダイナミックです。●

DAC クライアントのための可能性のある警告は下記のものを含ん
でいます:

デバイスは既に別の RADIUSサーバのクライアントです。●

ポートは選択されません。●

警告はまた当たることができる DAC のセクションへのリンクが含まれています。
変更は警告が時適用します。

ステー
タス

Pending●

Success●

Failure●

ステータスが失敗のとき、エラーメッセージは操作のために表示されます。



認証されるべきデバイスおよびポートがほしいと思う場合白いリストに追加する必要があり
ます。 それらに認証されてほしくない場合ブラックリストにデフォルトで追加されるので
操作が必要となりません。
  

デバイスをホワイトリストに追加するか、またはブラックリストに載せて下さ
い
 

デバイスを whitelist かブラックリストに追加するために、次の手順に従って下さい:
 
ステップ 1.利用可能 な オプションを示すために SNA ページの左上のコーナーの Options
メニューをクリックして下さい。
 

 
ステップ 2. DAC リスト 管理を選択して下さい。
 

 
ステップ 3.非認証 Devices タブをクリックして下さい。 このページはすべての非認証デバ
イスのリストを表示する。
 

 
注: また、SNA ページの右上隅で DAC リスト 管理 システム アイコンをクリックできます
。
 



 
ステップ 4. （オプションの）チェック whitelist に追加し、ホワイトリストに『Add』 をク
リック してほしいデバイスかデバイスの MAC アドレスの隣のチェックボックス。
 

 
ステップ 5. （オプションの）チェック ブラックリストに追加し、ブラックリストに載せる
ために『Add』 をクリック してほしいデバイスかデバイスの MAC アドレスの隣のチェッ
クボックス。
 

 
ステップ 6. （オプションの）チェックは退去させたいと思うおよび退去しますクリックし



●

ますデバイスかデバイスの MAC アドレスの隣のチェックボックス。
 

 
注: デバイスのポートで入るすべてのパケットは RADIUSサーバで認証されます。
 
ホワイトリストかブラックリストに今デバイスを追加する必要があります。
  

ホワイトリストのデバイスを管理するか、またはブラックリストに載せて下さ
い
 

白くか黒いリストを管理するために、ホワイトリストをクリックするか、またはタブをそれ
に応じてブラックリストに載せて下さい。
 

 
これらのページで次のタスクを行うことができます:
 

list —このアクションから削除しますリストからの『Device』 を選択 されるか、またはデバ



●

●

●

イスを取除いて下さい。
ホワイトリストにブラックリストに載せるか、または移動するために移動して下さい—この
操作は指定されたリストに『Device』 を選択 されるか、またはデバイスを移動します。
追加して下さいデバイス—このアクションは黒くか白いリストに MAC アドレスを入力する
ことおよび追加 + ボタンをクリックしてデバイスを追加します。
検索して下さい MAC アドレスを使用してデバイスを— MAC アドレスを入力し、Search ボ

タンをクリックして下さい 。
 

今 DAC リストのデバイスを管理する必要があります。
 


	スマートなネットワークアプリケ− ション（SNA）による設定 デバイス 許可 コントロール（DAC）管理
	目標
	適当なデバイス
	[Software Version]
	DAC 作業の流れ
	アクティブ化 DAC
	設定 RADIUSサーバおよびクライアント
	DAC リスト 管理
	デバイスをホワイトリストに追加するか、またはブラックリストに載せて下さい
	ホワイトリストのデバイスを管理するか、またはブラックリストに載せて下さい



