
コマンド ライン インターフェースを通したスイ
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 Command Line Interface （CLI）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。
  

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かスイッチ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。
  

MAC ベースの認証とは何か。
 

MAC 認証はサプリカントがオーセンティケータに話す方法をまたはそうすることが不可能
理解しないときホストの MAC アドレスを認証するのに使用できます。 MAC によって基づ
く要求元は純粋な 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 RADIUS特性がユーザ プロファ
イルの特定の AAA 要素を定義するのに利用している 6 [サービス タイプ] = 10.認識します。
サービス タイプおよび値 10 がコール チェックであることをここでは、アトリビュート 6
は意味します。 10 という値のアトリビュート 6 はホスト データベースで保存される MAC
アドレスとアプリケーションを比較します呼出ステーション ID アトリビュートの MAC ア
ドレスをある特定のタスクをのような行うように告げます。 RADIUS特性に関する詳細につ
いてはここをクリックし、MAC 認証 バイパス（MAB）に関する詳細についてはここをクリ
ックして下さい。
 
ファームウェアのバージョン 2.4 は MAC によって基づく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認証認証方法で
ある機能を追加します。 このバージョンでは、またなぜなら MAC によって基づく要求元別
のユーザ名の形式を設定し、また特定のパスワードをユーザ名と設定、できます。
 
注: MAC ベースの認証をグラフィカル ユーザ インターフェイス （GUI）を使用して設定す
るために、ここをクリックして下さい。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5836-configuring-mac-based-authentication-switch.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5836-configuring-mac-based-authentication-switch.html


トポロジ：
 

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。
  

適当なデバイス
 

•        Sx350X シリーズ
 
•        SG350XG シリーズ
 
•        Sx550X シリーズ
 
•        SG550XG シリーズ
  

[Software Version]
 

•        2.4.0.94
  

スイッチの設定 RADIUSサーバ
 

ステップ 1. RADIUSサーバであることを行っているスイッチへの SSH。 デフォルトのユー
ザ名およびパスワードは cisco/cisco です。 新しいユーザ名かパスワードを設定する場合、
資格情報を代りに入力して下さい。
 
注: 学ぶために SMB にアクセスする方法を SSH か Telnet によって、ここをクリックしま
す切り替えて下さい。
 



呼び出します。 スイッチの特権EXECモードから、次の入力によってグローバル コンフィ
ギュレーション モードを開始して下さい:
 

RADIUS#configure 
 

ステップ 3 RADIUSサーバをイネーブルに設定する RADIUSサーバ enable コマンドを使用
して下さい。
 

RADIUSconfig#radius   
 



ステップ 4 秘密鍵を作成するために、グローバル コンフィギュレーション モードで 
RADIUSサーバ NAS 秘密鍵 コマンドを使用して下さい。 パラメータはと定義されます:
 
•       キー—所定のグループのデバイスとユーザ間の通信のための認証および暗号化キーを規
定 します。 これは 0-128 文字から及びます。
 
•       default — NAS と通信するために加えられるデフォルト秘密鍵を規定 します プライベー
トキーがない。
 
•       ip address — RADIUSクライアント ホスト IP アドレスを規定 します。 IP アドレスは
IPv4、IPv6 または IPv6z アドレスのどちらである場合もあります。
 

RADIUS NAS  {|IP } 
 

この例では、オーセンティケータの IP アドレスとしてキーおよび 192.168.1.101 として例
を使用します。
 

RADIUSconfig#radius  NAS  192.168.1.101 
 

ステップ 5 なければ RADIUSサーバ グループ設定 モードになり、グループを作成すること
はグローバル コンフィギュレーション モードで、RADIUSサーバ group コマンドを使用し
ます。
 

RADIUS   
 

この技術情報では、グループ名として MAC802 を使用します。
 

RADIUS   #radius  MAC802 



ステップ 6 ユーザを作成するために、グローバル コンフィギュレーション モードで 
RADIUSサーバ user コマンドを使用して下さい。 パラメータはと定義されます:
 
•       ユーザ名—ユーザネームを規定 します。 長さは 1-32 文字です。
 
•       グループ名—ユーザグループ名前を規定 します。 グループ名の長さは 1-32 文字からあ
ります。
 
•       非暗号化 パスワード—ユーザパスワードを規定 します。 長さは 1-64 文字からある場合
もあります。
 

RADIUS         
 

この例に関しては、グループ名としてユーザ名としてイーサネットポート、MAC802、およ
び例として非暗号化 パスワードの MAC アドレスを使用します。
 

RADIUS   #radius   54:EE:75:XX:XX:XX  MAC802  
 

注: いくつかの MAC アドレスのオクテットは汚れます。 パスワード例は強力なパスワード
ではないです。 これがただ一例として使用されたようにより強いパスワードを使用して下
さい。 また自動コマンドをラップしたことコマンドがピクチャで余りに長かったことに、
注目して下さい。
 

現在のコンフィギュレーション セッションを終了し、特権EXECモードに戻るステップ 7.
（オプションの）は end コマンドを使用します。
 

RADIUS   #end 



出典から宛先にファイルをコピーするステップ 8. （オプションの）は特権EXECモードで 
copy コマンドを使用します。 この例では、startup-config に実行コンフィギュレーションを
保存します。
 

RADIUS#copy running-config startup-config 
 

ステップ 9. （オプションの） A メッセージがスタートアップ設定ファイルを上書きするこ
とを望むかどうか尋ねます現れま。 YES のための Y か N をのためのいいえ入力して下さい
スタートアップ設定ファイルを上書きするために Y を入力します。
 

 
オーセンティケータ スイッチの設定
 

ステップ 1.オーセンティケータであることを行っているスイッチへの SSH。 デフォルトの
ユーザ名およびパスワードは cisco/cisco です。 新しいユーザ名かパスワードを設定する場
合、それらの資格情報を代りに入力して下さい。
 
注: 学ぶために SMB にアクセスする方法を SSH か Telnet によって、ここをクリックしま



す切り替えて下さい。
 

呼び出します。 スイッチの特権EXECモードから、次の入力によってグローバル コンフィ
ギュレーション モードを開始して下さい:
 

Authenticator#configure 
 

ステップ 3 802.1X をグローバルに 有効に するために、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードで dot1x システム auth コントロール コマンドを使用して下さい。
 

Authenticator(config)#dot1x  auth  



ステップ 4 RADIUSサーバ ホストを設定するのに radius サーバ ホスト グローバル コンフ
ィギュレーション モード コマンドを使用して下さい。 パラメータはと定義されます:
 
•       ip address — RADIUSサーバ ホスト IP アドレスを規定 します。 IP アドレスは IPv4、
IPv6、または IPv6z アドレスのどちらである場合もあります。
 
•       ホスト名- RADIUSサーバ ホスト名を規定 します。 IPv4 アドレスだけへの変換はサポー
トされます。 長さは 1-158 文字からあり、ホスト名の各一部の最大ラベル 長さは 63 文字
です。
 
•       auth-port auth ポート数—認証要求のためのポート番号を規定 します。 ポート番号が 0
に設定 される場合、ホストは認証のために使用されません。 範囲は 0-65535 からあります
。
 
•       Acc ポート acct ポート数—説明要求のためのポート番号。 ホストは説明のために 0 に
設定 された場合使用されません。 明記していなかったら、ポート番号は 1813 にデフォル
トで設定されます。
 
•        timeout —   1-30 
 
•       再送信して下さい再試行—再試行再送信の数を規定 します。 範囲は 1-15 からあります
。
 
•       deadtime deadtime — RADIUSサーバがトランザクション 要求によってスキップされる
分の時間いっぱいを規定 します。 それは 0-2000 から及びます。
 
•       キーは key-string — デバイスと RADIUSサーバ間のすべての RADIUS コミュニケーショ
ンのための認証および暗号化キーを規定 します。 このキーは RADIUS デーモンで使用され
る暗号化を一致する必要があります。 空ストリングを規定 するために、「」入力して下さ
い。 長さは 0-128 文字からある場合もあります。 このパラメータが省略される場合、グロ
ーバルに設定された RADIUS 鍵は使用されます。
 
•       キー暗号化キー ストリング—キー ストリングと同じように、しかしキーは暗号化された
形式にあります。
 
•       priority priority — 0 に高優先順位があるところで、サーバが使用される順序を規定 しま
す。 優先順位 範囲は 0-65535 からあります。
 
•       使用方法 {login|dot1.x|all} — RADIUSサーバ使用法の種類を規定 します。 有効値は次の
とおりです:
 

o  login — RADIUSサーバがユーザ ログイン パラメータ 認証のために使用されるこ
と規定 します。
 
o dot1.x — RADIUSサーバが 802.1X ポート 認証のために使用されること規定 します
。
 
全 o  RADIUSサーバがユーザ ログイン 認証および 802.1X ポート 認証のために使用
されること規定 します。
 

radius  {IP |} [auth-port auth ] [acct-port acct ] [ ] [] [deadtime deadtime] [  ] [priority priority] [{|dot1.x|all}] 

この例では、ホストおよび key パラメーターだけ使用されます。 RADIUSサーバ IP アドレ
スとして IP アドレス 192.168.1.100 およびキー ストリングとしてワード例を使用します。
 

Authenticatorconfig#radius   192.168.1.100  



ステップ 5 MAC ベースの認証では、サプリカントのユーザ名はサプリカント device's MAC
address に基づいています。 以下は認証プロセスの一部としてスイッチから RADIUSサー
バに送信 されるこの MAC ベースのユーザ名の形式を定義します。 次のフィールドはと定
義されます:
 
•       MACauth は type — MAC 認証タイプを選択します
 

o 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。
 
o 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 — RADIUS
を使用します。
 

•       groupsize — MAC アドレスのデリミタ間の ASCII文字の数はユーザネームとして送信 し
ました。 オプションはデリミタ間の 1 つ、2 つ、4 つ、か 12 の ASCII文字です。
 
•       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区切り記号。
オプションはデリミタとしてハイフン、コロン、またはドットです。
 
•       ケース—より低いですか大文字の送信ユーザ名。 オプションは小文字または大文字です
。
 

dot1x MACauth MACauth  groupsize  groupsize 

この例では、区切り記号として MAC 認証型として eap、2 の groupsize、コロンを使用し
て、大文字のユーザ名を送信 します。
 

Authenticator(config)#dot1x MACauth eap  2  groupsize:  
 

ステップ 6 スイッチがホスト MAC アドレスの代りに MAC ベースの認証のために使用する
パスワードを定義するのに下記のコマンドを使用して下さい。 パスワードとしてワード例
を使用します。
 

Authenticator(config)#dot1x MACauth  



ステップ 7 インターフェイス設定モードをインターフェイスを設定するために開始するた
めにインターフェイス グローバル コンフィギュレーション モード コマンドを使用して下
さい。 エンドホストがそれに接続されるので GigabitEthernet1/0/1 を設定します。
 
注: RADIUSサーバに接続されるポートを設定しないで下さい。
 

Authenticatorconfig#interface GigabitEthernet1/0/1 
 

注: マルチポートを同時に設定したいと思う場合 interface range コマンドを使用して下さい
。
 
range コマンドを使用してポートを 1-4 設定するために下記の例を参照して下さい:
 

Authenticatorconfig#interface  GigabitEthernet1/0/1-4 
 

ステップ 8 単一のホスト（クライアント）または IEEE802.1X-authorized ポートのマルチ
プルホストを許可するために、インターフェイス設定モードで dot1x ホスト モード コマン
ドを使用して下さい。 パラメータはと定義されます:
 
•       複数のホスト—イネーブル マルチプルホスト モード
 

o A 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 o ゲスト VLAN に、タグなしトラ
フィック再マップされます。 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 o、タグが付いていない静的な 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およびポートに接続されるすべてのホストからの
タグ付きトラフィック、繋がれます。
 
承認されたポートからタグなしトラフィックは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る o。 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。
 

•       単一のホスト—イネーブル 単一のホスト モード



o A 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 o ゲスト VLAN に、タグなしトラ
フィック再マップされます。 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 o、タグが付いていない静的な VLANメンバーシップ ポート
コンフィギュレーションにおよび承認されたホストからのタグ付きトラフィック基づ
いていました繋がれます。 他のホストからのトラフィックは廃棄されます。
 
o A 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。
 

•       マルチセッション—イネーブル 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 モードとは違う o 、ポ
ート 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 o 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。
 
o タグ付けし、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 なれば非認証 VLAN に属さない不正
ホストからタグなしトラフィックはゲスト VLAN に。
 
承認されたポートからタグなしトラフィックは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る o。 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。
 

dot1x     
 

この例では、マルチセッションであるためにホスト モードを設定します。
 

Authentication(config-if)#dot1x    



ステップ 9： ポートの認証方式を設定するために、MAC ベースの認証を有効に するのに下
記のコマンドを使用して下さい。
 

Authentication(config-if)#dot1x  MAC 
 

ステップ 10： デバイスのポートベース 認証 および 権限を有効に するために、ポート コン
トロール値を設定するのにポート コントロール コマンドを使用して下さい。 自動として管
理上のポート許可状態を選択します。 これは私達がデバイスのポートベース 認証 および
権限を有効に することを可能にします。 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。
 

Authentication(config-if)#dot1x   
 

現在のコンフィギュレーション セッションを終了し、特権EXECモードに戻るステップ 11.
（オプションの）は end コマンドを使用します。
 

config-if #end 



ステップ 12： （オプションの）出典から宛先にファイルをコピーするために、特権
EXECモードで copy コマンドを使用して下さい。 この例では、startup-config に実行コンフ
ィギュレーションを保存します。
 

Authentication#copy running-config startup-config 
 

ステップ 13： （オプションの）現れ、A メッセージによってがスタートアップ設定ファイ
ルを上書きすることを望むかどうか尋ねます。 YES のための Y か N をのためのいいえ入力
して下さい スタートアップ設定ファイルを上書きするために Y を入力します。
 

 
結論
 

CLI を使用して今スイッチの MAC ベースの認証を設定する必要があります。 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： デバイスのための 802.1X アクティブな許可されたユーザを表示するために、
特権EXECモードで提示 dot1x ユーザをコマンド使用して下さい。
 

Authenticator#show dot1x  



呼び出します。 802.1X インターフェイスか特定のインターフェイス ステータスを表示する
ために、特権EXECモードで show dot1x コマンドを使用して下さい。
 

Authenticator#show dot1x  gigabitethernet1/0/1 
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