
スイッチの MAC ベースの認証の設定 
目標
 
802.1X は whitelist デバイスへ管理 ツールで、不正アクセスをネットワークに確認しません。 こ
の資料にグラフィカル ユーザ インターフェイス （GUI）を使用してスイッチの MAC ベースの認
証を設定する方法を示されています。 学ぶために Command Line Interface （CLI）を使用して
MAC ベースの認証を設定する方法をここをクリックして下さい。
 
注: このガイドは 9 つのセクションで長く、ホストを確認する 1 セクションは認証されました。
コーヒー、茶またはウォーターをつかみ、あります手順を検討し、実行する十分な時間が確認し
て下さい。
  
Radius がはたらく仕組み
 
802.1X 認証、サプリカント（クライアント）、オーセンティケータ（スイッチのようなネットワ
ークデバイス）、および認証サーバ（RADIUS）へ 3 つの主要なコンポーネントがあります。 リ
モート認証ダイヤルイン ユーザ サービス（RADIUS）は認証、許可、アカウンティング（AAA）
プロトコルを使用するアクセス サーバですネットワーク アクセスの管理を助ける。 RADIUS は
セキュア認証情報が RADIUSサーバと 1つ以上の RADIUSクライアントの間で交換されるクライ
アント/サーバモデルを使用します。 それはクライアントが LAN にアクセスするために承認され
るかどうかクライアントのアイデンティティを検証し、スイッチを知らせます。
 
オーセンティケータはクライアントと認証サーバの間ではたらきます。 最初に、それはクライア
ントからの ID情報を要求します。 それに答えて、オーセンティケータは認証サーバとの情報を確
認します。 最後に、それはクライアントへの応答を中継で送ります。 RADIUSクライアントが含
まれているこの技術情報では、オーセンティケータはスイッチです。 スイッチは認証サーバと相
互に作用するために Extensible Authentication Protocol（EAP）帯をカプセル化し、カプセル化を
解除できます。
  
何 MAC ベースの認証についてか。
 
MAC ベースの認証では、サプリカントがオーセンティケータに話す方法を理解しないし、なくな
いにとき、それはホストの MAC アドレスを認証するのに使用します。 MAC ベースの要求元は純
粋な RADIUS を使用して認証されます（EAP の使用なしで）。 RADIUSサーバに許可された
MAC アドレスだけ含まれている専用ホスト データベースがあります。 Password Authentication
Protocol （PAP） 認証として MAC ベースの認証要求を扱うかわりに、サーバはアトリビュート
によってそのような要求を 6 [サービス タイプ] = 10.認識します。 それらはホスト データベース
で保存された MAC アドレスと呼出ステーション ID アトリビュートの MAC アドレスを比較しま
す。
 
バージョン 2.4 リリースは MAC ベースの要求元のために送信 される ユーザ名の形式を設定し、
定義された EAP 認証認証方法または純粋な RADIUS である機能を追加します。 このバージョン
では、また別のユーザ名の形式を設定し、また特定のパスワードを MAC ベースの要求元のため
のユーザ名と設定、できます。
 
トポロジ：
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/Configuring_MAC-Based_Authentication_on_a_Switch_through_the_Command_Line_Interface.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/Configuring_MAC-Based_Authentication_on_a_Switch_through_the_Command_Line_Interface.html
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注: この技術情報では、RADIUSサーバおよびオーセンティケータ両方のために SG550X-24 を使
用します。 RADIUSサーバに 192.168.1.100 の静的IP アドレスがあり、オーセンティケータに
192.168.1.101 の静的IP アドレスがあります。
 
この資料のステップは高度表示 モードの下で実行されます。 モードを高度に変更するために、右
上隅に行き、表示 モード ドロップダウン リストで『Advanced』 を選択 して下さい。
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Sx550X シリーズ
SG550XG シリーズ
  

[Software Version]
 

2.4.0.94
  

RADIUSサーバ グローバルな設定
 
ステップ 1.セキュリティ > RADIUSサーバ > RADIUSサーバ グローバルな設定への RADIUSサー
バおよびナビゲートで設定されるスイッチの Webベース ユーティリティへのログイン。
 

呼び出します。 RADIUSサーバ 機能ステータスを有効に するために、RADIUSサーバ Status フ
ィールドの Enable チェックボックスをチェックして下さい。
 

ステップ 3 RADIUS 説明イベントのための、失敗したログインは、または成功したログインのた
めのトラップを生成するために、トラップを生成するために望ましい Enable チェックボックス
をチェックします。 トラップは簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）によって生成される
システムイベント メッセージです。 トラップはスイッチの SNMP マネージャに違反が発生する
とき送信 されます。 次のトラップ設定は次のとおりです:
 

RADIUS 説明トラップ— RADIUS 説明イベントのためのトラップを生成するためにチェック
して下さい。
RADIUS認証失敗トラップ—失敗したログオンのためのトラップを生成するためにチェック



●

して下さい。
RADIUS認証成功トラップ—成功したログオンのためのトラップを生成するためにチェック
して下さい。
 

ステップ 4.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
  
RADIUSサーバ キー
 
ステップ 1.セキュリティ > RADIUSサーバ > RADIUSサーバ キーへのナビゲート。 RADIUSサー
バ キー ページは開きます。
 

呼び出します。 秘密鍵 表 セクションで、秘密鍵を追加するために… 『Add』 をクリック して下
さい。
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ステップ 3 Window ページ追加秘密鍵は開きます。 RADIUSクライアントが含まれている NAS
Address フィールドでは、スイッチのアドレスを入力して下さい。 この例では、RADIUSクライ
アントとして IP アドレス 192.168.1.101 を使用します。
 

ステップ 4.秘密鍵として使用する Radio ボタンの 1 つを選択して下さい。 次のオプションは次
のとおりです:
 

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 DEFAULT 鍵 ストリング
存在の使用によって 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—通信をメッセージ ダイジェスト アルゴリズム 5 （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。
 

この例では、プレーンテキストを選択して、秘密鍵としてワード例を使用します。 『Apply』 を
押すことの後で、キーは暗号形式にあります。
 
注: 秘密鍵としてワード例を使用することを推奨しません。 より強いキーを使用して下さい。
128 文字まで使用することができます。 パスワードが覚えるには余りにも複雑ならそれは母音を
取り替える特殊文字および数によって重大なパスフレーズに—
"P@55w0rds@reH@rdT0Remember" パスワードを回すことができる場合よりよくよいパスワー
ド、しかしです。 辞書で見つけることができるワードを使用しないことが最善です。 句を選択し
、特殊文字および数のためにいくつかの文字を交換することが最善です。 この Cisco ブログ ポ
ストを詳細については参照して下さい。
 

https://blogs.cisco.com/smallbusiness/how-to-create-secure-and-meaningful-passwords


ステップ 5.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。 秘密鍵は MD5 と今暗号化
されます。 MD5 はデータのピースを奪取 するで、一般的に再生可能のユニークな 16 進法出力
を作成します暗号ハッシュ 関数。 MD5 は 128 ビット ハッシュ 値を使用します。
 

 
RADIUSサーバ グループ
 
ステップ 1.セキュリティ > RADIUSサーバ > RADIUSサーバ グループへのナビゲート。
 

ステップ 2.新しい RADIUSサーバ グループを追加するために… 『Add』 をクリック して下さい
。



ステップ 3 Group ページ追加 RADIUSサーバは開きます。 グループの名前を入力します。 この
例では、グループ名として MAC802 を使用します。
 

ステップ 4.特権レベル フィールドでグループの管理アクセス 特権レベルを入力して下さい。 範
囲は 1 — 15 から、特権である 15 あり、デフォルト値は 1.です。 この例では、1.として特権レ
ベルを残します。
 
注: この技術情報の時間 範囲か VLAN を設定しません。
 

ステップ 5.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。



RADIUSサーバ ユーザ
 
ステップ 1.セキュリティ > RADIUSサーバ > RADIUS のためのユーザを設定する RADIUSサーバ
ユーザにナビゲート して下さい。
 

ステップ 2.新規 ユーザを追加するために… 『Add』 をクリック して下さい。
 

ステップ 3 追加 RADIUSサーバ ユーザページは開きます。 User Name フィールドでは、ユーザ
の MAC アドレスで入力して下さい。 この例では、コンピュータのイーサネットのMACアドレス
を使用します。
 
注: MAC アドレスの部分は汚れました。
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ステップ 4.グループ名 ドロップダウン リストのグループを選択して下さい。 RADIUSサーバ グ
ループ セクションのステップ 3 で強調表示されるように、このユーザ向けにグループ名として 
MAC802 を選択します。
 

ステップ 5.次のいずれかの Radio ボタンを選択して下さい:
 

暗号化される— MD5 の使用によってキー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。
 

このユーザ向けにパスワードとしてプレーンテキストを選択して、プレーンテキストのパスワー
ドとして例を入力します。
 
注: プレーンテキストのパスワードとして例を使用することを推奨しません。 より強いパスワー
ドを使用することを推奨します。
 



ステップ 6.設定終了したら『Apply』 をクリック して下さい。
 
この場合 RADIUSサーバを設定することを終わりました。 次の セクションでは、オーセンティ
ケータであるために第 2 スイッチを設定します。
  
RADIUSクライアント
 
ステップ 1.セキュリティ > RADIUSクライアントへのオーセンティケータおよびナビゲートで設
定されるスイッチの Webベース ユーティリティへのログイン。
 

ステップ 2. RADIUS 表 セクションにスクロールし、そして RADIUSサーバを追加するために… 
『Add』 をクリック して下さい。
 



ステップ 3. （オプションの）はかどうかサーバーの定義フィールドの IP アドレスか名前によっ
て RADIUSサーバを規定 するために選択します。 この例では、IP アドレスによっての既定の選
択を保存します。
 

ステップ 4. （オプションの）は IPバージョン フィールドの RADIUSサーバの IP アドレスのバー
ジョンを選択します。 この例のためのバージョン 4 のデフォルト選択を保存します。
 

ステップ 5. RADIUSサーバで IP アドレスによって入力するか、または指名して下さい。 サーバ
のIPアドレス/Name フィールドで 192.168.1.100 の IP アドレスを入力します。
 



ステップ 6.サーバの優先順位を入力して下さい。 優先順位はユーザを認証するためにデバイスが
サーバを接続するように試みる順序を判別します。 デバイスは高優先順位 RADIUSサーバから最
初に開始します。 ゼロは高優先順位です。
 

ステップ 7.デバイスと RADIUSサーバ間の通信を認証し、暗号化するために使用されるキー スト
リングを入力して下さい。 このキーは RADIUSサーバで設定されるキーを一致する必要がありま
す。 それは暗号化されたまたはプレーンテキスト 形式で入力することができます。 使用 デフォ
ルトが選択される場合、デバイスは DEFAULT 鍵 ストリングの使用によって RADIUSサーバに認
証するように試みます。 ユーザが定義するの（プレーンテキスト）使用して、キー例で入ります
。
 
注: デフォルトとして設定の他を残します。 好む場合それらを設定することができます。
 



ステップ 8.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
  
802.1X 認証 Properties
 
Properties ページがグローバルに ポート/デバイス 認証を有効に するのに使用されています。 機
能する認証に関しては各ポートでグローバルにおよびそれぞれアクティブにする必要があります
。
 
ステップ 1.セキュリティ > 802.1X 認証 > Properties にナビゲート して下さい。
 

呼び出します。 ポートベース 認証を有効に するために Enable チェックボックスをチェックして
下さい。
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ステップ 3.ユーザ認証認証方法を選択して下さい。 認証方式として『RADIUS』 を選択 します
。 次のオプションは次のとおりです:
 

RADIUS、どれも— RADIUSサーバの使用によってポート 認証を最初に行って下さい。 無応
答が RADIUS からサーバがダウンしている場合、（たとえば届けば）、認証は実行されたし
、セッションは許可されます。 サーバが利用できればが、ユーザーの資格情報が不正確なら
、アクセスは拒否され、セッションは終了されます。
radius — RADIUSサーバのユーザを認証して下さい。 認証が実行された場合、セッションは
許可されません。
なし—ユーザを認証しないで下さい。 割り当てセッション。
 



ステップ 4. （オプションの）チェック MAC 認証障害トラップおよび MAC 認証成功トラップの
ための Enable チェックボックス。 これは MAC 認証が失敗したか、または成功すればトラップ
を生成します。 この例では、MAC 認証両方失敗トラップおよび MAC 認証成功トラップをイネー
ブルに設定します。
 

ステップ 5. 『Apply』 をクリック して下さい。
  
802.1X 認証 MAC ベースの認証設定
 
このページは MAC ベースの認証に適当なさまざまな設定を行うことを可能にします。
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ステップ 1. > MAC ベースの認証設定はセキュリティ > 802.1X 認証にナビゲート します。
 

呼び出します。 MAC 認証型で、次のいずれかを選択して下さい:
 

EAP — スイッチ（RADIUSクライアント）と MAC ベースのサプリカントを認証する
RADIUSサーバ間のトラフィックのために EAP カプセル化と RADIUS を使用して下さい。
radius — スイッチ（RADIUSクライアント）と MAC ベースのサプリカントを認証する
RADIUSサーバ間のトラフィックのために EAP カプセル化なしで RADIUS を使用して下さい
。
 

この例では、MAC 認証型として『RADIUS』 を選択 します。
 

ステップ 3 ユーザ名 形式で、ユーザネームとして送信 される MAC アドレスのデリミタ間の
ASCII文字の数を選択して下さい。 この場合、グループ サイズとして『2』 を選択 します。 



 
注: ユーザ名 形式が RADIUSサーバ ユーザ セクションの MAC アドレスを入力する方法と同じで
あることを確かめて下さい。
 

ステップ 4. MAC アドレスで文字の定義されたグループ間のデリミタとして使用される文字を選
択して下さい。 この例では、選択します: 桁区切り記号として。
 



ステップ 5 ケース フィールドで、より低いですか大文字のユーザネームを送信するために小文字
か大文字を選択して下さい。
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ステップ 6.パスワードはスイッチが RADIUSサーバによって認証のためにどのように使用するか
定義します。 次のオプションのいずれかを選択します。
 

使用デフォルト（ユーザ名） —パスワードとして定義されたユーザ名を使用するためにこれ
を選択して下さい。
暗号化される—暗号化された形式のパスワードを定義して下さい。
プレーンテキスト—プレーンテキスト 形式のパスワードを定義して下さい。
 



注: パスワード メッセージ ダイジェスト アルゴリズム 5 （MD5）ダイジェストは MD5 ダイジェ
スト パスワードを表示する。 MD5 はデータのピースを奪取 するで、一般的に再生可能のユニー
クな 16 進法出力を作成します暗号ハッシュ 関数。 MD5 は 128 ビット ハッシュ 値を使用します
。
 
ステップ 7. 『Apply』 をクリック すれば設定は実行コンフィギュレーション ファイルに保存さ
れます。
  
802.1X 認証 ホストおよびセッション認証
 
ザ・ホストおよびセッション認証 ページは違反が検出する場合 802.1X が実行するポートおよび
操作を操作するモードの定義を有効に します。
 
ステップ 1.セキュリティ > 802.1X 認証 > ホストおよびセッション認証へのナビゲート。
 



ステップ 2.ホスト 認証を設定したいと思うポートを選択して下さい。 この例では、エンドホス
トに接続されるように GE1 を設定します。
 

ステップ 3.ポートを設定するために… 『Edit』 をクリック して下さい。
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ステップ 4 ホスト 認証 フィールドで、次のいずれかのオプションを選択して下さい:
 

単一のホスト モード
ポートは承認されたクライアントがある場合承認されます。 1 ホストだけポートで承認す
ることができます。
ポートが不正 な、ゲスト VLAN が有効に なるとき、タグなしトラフィックはゲスト
VLAN に再マップされます。 タグ付きトラフィックはゲスト VLAN または非認証 VLAN
に属さなければ廃棄されます。 ゲスト VLAN がポートで有効に ならない場合、非認証
VLAN に属するタグ付きトラフィックだけがブリッジされます。
ポートが承認されるとき、基づいていました静的な VLANメンバーシップ ポートコンフィ
ギュレーションに繋がれます承認されたホストからのタグが付いていなく、タグ付きトラ
フィック。 他のホストからのトラフィックは廃棄されます。
ユーザは承認されたホストからタグなしトラフィックが認証プロセスの間に RADIUSサー
バによって割り当てられる VLAN に再マップされること規定できます。 タグ付きトラフ
ィックは半径割り当てられた非認証 VLAN に属さなければ廃棄されます。 ポートの
Radius VLAN 割り当てはポート 認証 ページで設定 されます。

複数のホスト モード
ポートは少なくとも 1 人の承認されたクライアントがある場合承認されます。
ポートが不正 な、ゲスト VLAN が有効に なるとき、タグなしトラフィックはゲスト
VLAN に再マップされます。 タグ付きトラフィックはゲスト VLAN または非認証 VLAN
に属さなければ廃棄されます。 ゲスト VLAN がポートで有効に ならない場合、非認証
VLAN に属するタグ付きトラフィックだけがブリッジされます。
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ポートが承認されるとき、静的な VLANメンバーシップ ポートコンフィギュレーションに
基づいて、繋がれますポートに接続されるすべてのホストからのタグが付いていなく、タ
グ付きトラフィック。
承認されたポートからタグなしトラフィックが認証プロセスの間に RADIUSサーバによっ
て割り当てられる VLAN に再マップされること規定できます。 タグ付きトラフィックは
半径割り当てられた VLAN または非認証 VLAN に属さなければ廃棄されます。 ポートの
Radius VLAN 割り当てはポート 認証 ページで設定 されます。

マルチセッション モード
マルチセッション モードの単一のホストおよび複数のホスト モードとは違って、ポート
に認証状況がありません。 このステータスはポートに接続される各クライアントに割り当
てられます。
非認証 VLAN に属するタグ付きトラフィックはホストがまたはない承認されるかどうかに
関係なく常にブリッジされます。
不正 ホストからのタグ付けされた、タグなしトラフィック非認証 VLAN に所属はゲスト
VLAN にゲスト VLAN がポートで有効に ならない場合 VLAN で再マップされましたり、
または廃棄されます定義され、有効に なれば。
承認されたポートからタグなしトラフィックが認証プロセスの間に RADIUSサーバによっ
て割り当てられる VLAN に再マップされること規定できます。 タグ付きトラフィックは
半径割り当てられた VLAN または非認証 VLAN に属さなければ廃棄されます。 ポートの
Radius VLAN 割り当てはポート 認証 ページで設定 されます。

ステップ 5.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 
注: マルチポートに GE1 の同じ 設定を適用するのにコピー設定を…使用して下さい。 マルチプ
ルホスト（802.1X）として RADIUSサーバに接続されるポートを去って下さい。
  
802.1X 認証 ポート 認証
 
ポート 認証 ページは各ポートのためのパラメータの設定を有効に します。 ポートは強制
Authorized State に、ホスト 認証のようなある間、だけいくつかのコンフィギュレーション変更
は可能性のあるであるので、強制するためにポート制御を変更をことを行なう前に承認されて変
更すること推奨されます。 設定が完了するとき、以前の状態にポート制御を戻して下さい。 
 
注: 設定だけを行います MAC ベースの認証に必要となる。 設定の他はデフォルトとして残りま
す。



ステップ 1.セキュリティ > 802.1X 認証 > ポート 認証にナビゲート して下さい。
 

ステップ 2.ポート許可を設定したいと思うことポートを選択して下さい。
 
注: スイッチがに接続されることポートを設定しないで下さい。 スイッチは強制されるように信
頼されたデバイス従って許可そのポート承認されてです。
 

ステップ 3 それからスクロールし、ポートを設定するために… 『Edit』 をクリック して下さい
。
 

編集ポート 認証 ページでは、現在のポート 制御 フィールドは現在のポート許可状態を表示する
。 状態が承認される場合、ポートは認証されますまたは管理上のポート コントロールは承認され
る強制です。 逆に状態が不正なら、そしてポートは認証されませんまたは管理上のポート コント
ロールは不正 な強制です。 サプリカントがインターフェイスで有効に なる場合、現在のポート
制御はサプリカントです。



●

●

●

ステップ 4.管理上のポート許可状態を選択して下さい。 自動にポートを設定して下さい。 利用
可能 な オプションは次のとおりです:
 

強制不正—不正 な状態にインターフェイスを移動することによってインターフェイス アクセ
スを拒否します。 デバイスはインターフェイスを通してクライアントに認証サービスを提供
しません。
自動—デバイスのポートベース 認証 および 権限を有効に します。 デバイスとクライアント
間の認証交換に基づく承認されるか、または不正 な状態間のインターフェイス移動。
承認される強制—認証なしでインターフェイスを承認します。
 

注: 承認される強制はデフォルト値です。
 

ステップ 5 802.1X では基づいて認証 フィールドは、認証として 802.1X を使用しようとは思って
いないので Enable チェックボックスのチェックを外します。 802.1X によって基づく認証のデフ
ォルト値は有効に なります。
 

ステップ 6 サプリカント MAC アドレスに基づいてポート 認証を有効に したいと思うように 
MAC によって基づく認証があるように Enable チェックボックスを確認して下さい。 8 MAC ベ
ースの認証だけポートで使用することができます。
 



●

●

●

●

●

●
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ステップ 7.変更を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 
設定を保存したいと思う場合画面の上で SAVE ボタンを押して下さい。
 
 
結論
 
今うまくスイッチの MAC ベースの認証を設定しました。 MAC ベースの認証がはたらいているこ
とを確認するために、下記のステップに従って下さい。
 
ステップ 1.セキュリティ > 認証済みユーザについての詳細を表示する 802.1X 認証 > 認証 された
ホストにナビゲート して下さい。
 

呼び出します。 この例では、イーサネットのMACアドレスが認証 された ホスト 表で認証された
ことを見ることができます。 続フィールドはと定義します:
 

ユーザネーム—各ポートで認証したサプリカント名前。
ポートの Port-numbEr。
セッションタイム（DD: HH: MM: SS） —サプリカントがおよびポートの許可されたアクセ
ス認証されたこと時間数。
認証方式—最後のセッションが認証された方式。
認証されたサーバ— RADIUSサーバ。
MAC アドレス—サプリカント MAC アドレスを表示する。
VLAN id — ポートの VLAN。
 



ステータスおよび統計情報 > View Log > ランダム アクセス メモリへのステップ 3. （オプション
の）ナビゲート。 ランダム アクセス メモリ ページは RAM （キャッシュ）で年代順に保存した
すべてのメッセージを表示する。 エントリはログ 設定 ページの設定に従って RAM ログで保存
されます。
 

ステップ 4 ランダム アクセス メモリ ログ テーブルでは、ポート gi1/0/1 で承認される MAC アド
レスを示す情報ログメッセージが表示されるはずです。
 
注: MAC アドレスの一部は汚れます。
 

表示して下さいこの技術情報のビデオ版を…

Cisco からの他の Tech Talk を表示するためにここをクリックして下さい
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