
ESW2-350G スイッチの TACACS+ パラメータ
および TACACS+ サーバの設定 

目標
 

Terminal Access Controller Access Control System（TACACS+） （TACACS+）セキュリ
ティを確保するのに使用されています。 それは 2 つの機能を提供します: 認証 および 権限
。 プロトコルはスイッチと TACACS+ サーバ間の暗号化されたプロトコル交換の交換によ
ってはたらきます。 スイッチは TACACS+ サーバのクライアントでなければなりません。
TACACS+ は IPv4 だけサポートします。 TACACS+ サーバの特権レベル 15 があるユーザ
はスイッチを操作できます。
 
この資料の目標は ESW2-350G スイッチの TACACS+ パラメータの設定を説明することで
す。 802.1X 認証サーバとして TACACS+ サーバがネットワーク セキュリティを確保する
のに使用することができません。
  

適当なデバイス
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

[Software Version]
 

• v1.2.6.28
  

TACACS+ パラメータの設定
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは > TACACS+ 『
Security』 を選択 し。 TACACS+ ページは開きます:
 

 
呼び出します。 TACACS+ または RADIUSサーバを持つログインセッションを有効に する



ために TACACS+ 会計 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。
 
注: TACACS+ は IPバージョンだけ 4.サポートします。
 
ステップ 3.望ましいテキストモードと対応するクリックし、キー ストリング フィールドで
キー文字列型の値を入力して下さい Radio ボタンを。 それはすべての TACACS+ サーバが
付いている通信のために使用されます。 スイッチは特定のサーバのためにここに与えられ
るキーを使用できるまたはキー与えられますように設定されます。 特定のサーバのための
キーは追加 TACACS+ サーバページで与えることができます。 利用可能の 2 つのテキスト
モードがあります。
 

• 暗号化される—キー文字列型の値は暗号形式にあります。
 
• プレーンテキスト—キー文字列型の値は平文形式にです。
 

注: キー ストリングがこのフィールドで入力されなければ追加 TACACS+ サーバページで使
用されるサーバキーは TACACS+ サーバによって使用される暗号化キーと互換性がある必
要があります。 キー ストリングがこのフィールドとまた特定の TACACS+ フィールドで入
力されれば特定の TACACS+ サーバのために設定されるキー ストリングは次の セクション
でプライオリティコンフィギュレーションを説明されます奪取 します。
 
ステップ 4.応答フィールドのためのタイムアウトで応答のためのタイムアウトを入力して
下さい。 これは時間を計られるスイッチと TACACS+ サーバ間の接続のための遅延の期間
です。 値はタイムアウト 期間として使用されること値が特定のサーバのための追加
TACACS+ サーバページで入れば、他ではこの 1 つは使用されます。
 
ステップ 5. 『Apply』 をクリック して下さい。 TACACS+ 設定は実行コンフィギュレーシ
ョン ファイルに追加されます。
  

TACACS+ サーバの付加
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは > TACACS+ 『
Security』 を選択 し。 TACACS+ ページは開きます:
 
ステップ 2. TACACS+ サーバを追加するために TACACS+ サーバテーブルで『Add』 をク
リック して下さい。 追加 TACACS+ Server ウィンドウは現われます:
 



 
 
ステップ 3 サーバ 定義 フィールドで、サーバの名前が識別される場合 TACACS+ サーバの
 IP アドレスが既知または名指しで Radio ボタンである場合 IP addressオプション・ボタン
によってクリックして下さい。
 
ステップ 4.ステップ 3.で選択されるオプションに基づいてサーバのIPアドレス/Name フィ
ールドでサーバの IP アドレスか名前を入力して下さい。 
 
ステップ 5.優先順位フィールドで優先順位を入力して下さい。 ゼロは高優先順位
TACACS+ サーバを与えられます。 スイッチが高優先順位サーバの接続を確立できなけれ
ば場合スイッチは次の高優先順位サーバの接続を確立することを試みます。 範囲は 0 から
65535 からです。
 

 
ステップ 6.望ましいテキストモードをクリックし、キー文字列フィールドでキー文字列型
の値を入力して下さい。 これはすべての TACACS+ サーバが付いている通信のために使用
されます。 このスイッチは特定のサーバのためにここに与えられるキーを使用できるまた
はキー与えることができますように設定される。 特定のサーバのためのキーは追加
TACACS+ サーバページで与えることができます。 利用可能の 2 つのテキストモードがあ
ります。
 



 
 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
 

• デフォルト値を使用するのに default —使用して下さい。
 
• ユーザが定義する（暗号化される） —キー文字列型の値は暗号形式に、セキュアです。 
キー文字列フィールドで仕様 TACACS+ サーバの暗号化キー文字列型の値を入力して下さ
い。
 
• ユーザが定義する（プレーンテキスト） —キー文字列型の値はプレーンテキスト形式に
あります。 キー文字列フィールドで仕様 TACACS+ サーバのキー文字列型の値を入力し
て下さい。
 

ステップ 7.応答のためのタイムアウトはスイッチと TACACS+ サーバ時間の間に接続の前
に配布する時間数です。 応答フィールドのためのタイムアウトの必須 Radio ボタンをクリ
ックして下さい。 
 

 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
 

• 5 秒であるデフォルト値を使用するのに default —使用して下さい。
 
• ユーザが定義する—秒に応答値のためのタイムアウトを入力して下さい。
 



ステップ 8. TACACS+ セッションによってが発生するこのポートを通して認証 IP Port フィ
ールドで認証 IP ポートを入力して下さい。 デフォルトは 49 です。
 

 
単一の接続 フィールドのステップ 9. （オプションの）チェック イネーブル。 これはスイ
ッチと TACACS+ サーバ間の単一の接続を有効に します。 TACACS+ サーバが単一の接続
をサポートしなければマルチ接続に切り替えます。
 

 
ステップ 10.スイッチの実行コンフィギュレーション ファイルに最近設定された TACACS+
サーバコンフィギュレーションを保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 
コンフィギュレーション ファイルのプレーンテキスト形式の機密データを表示するステッ
プ 11. （オプションの）はプレーンテキストとして機密データを『Display』 をクリック し
ます。
 



 
ステップ 12： （オプションの） TACACS+ サーバテーブル エントリを編集するために、
望ましいエントリのチェックボックスをチェックし、『Edit』 をクリック して下さい。 
TACACS+ サーバセクションの付加のステップ 2 に 9 を参照して下さい。
 

 
ステップ 13： （オプションの） TACACS+ サーバテーブル エントリを削除するために、
望ましくないエントリのチェックボックスをチェックし、『Delete』 をクリック して下さ
い。
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