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スイッチの設定 セキュア シェル（SSH） サー
バ認証設定 
目標
 

この技術情報は方法でスイッチに接続する方法を手順を管理されたスイッチのサーバ認証を
設定する提供します。 その技術情報を閲覧するためにを経てスイッチに接続の技術情報に
関しては SSH + パテは、ここをクリックします。
 
セキュア シェル（SSH）はプロトコルです特定のネットワーク デバイスにセキュア リモー
ト 接続を提供する。 この接続は Telnet接続に類似したである、但し例外としては暗号化さ
れます機能性を提供します。 SSH は管理者がサード パーティ プログラムで Command
Line Interface （CLI）によってスイッチを設定することを可能にします。スイッチはネット
ワーク内のユーザに SSH 機能を提供する SSH クライアントとして機能します。 スイッチ
は SSH サービスを提供するのに SSH サーバを使用します。 SSH サーバ認証が無効に な
るとき、ネットワークのセキュリティを減少させるスイッチは信頼されるように SSH サー
バを奪取 します。 SSH サービスがスイッチで有効に なる場合、セキュリティは強化され
ます。
  

適当なデバイス
 

Sx200 シリーズ
Sx300 シリーズ
Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx500 シリーズ
Sx550X シリーズ
  

[Software Version]
 

1.4.5.02 – Sx200 シリーズ、Sx300 シリーズ、Sx500 シリーズ
2.2.0.66 – Sx350 シリーズ、SG350X シリーズ、Sx550X シリーズ
  

設定 SSH サーバ認証設定
 
有効 SSH サービス
 

SSH サーバ認証が有効に なるとき、デバイスで動作する SSH クライアントは次の認証プ
ロセスを使用して SSH サーバを認証します:
 

デバイスは SSH サーバの受け取った公開キーのフィンガープリントを計算します。
デバイスは SSH サーバの IP アドレスおよびホスト名を SSH によって信頼されるサーバ表
を捜します。 次の 3 つの結果のいずれかは発生できます:
 
一致がサーバおよびフィンガープリントのアドレスおよびホスト名両方のためにある場合、
サーバは認証されます。
一致する IP アドレスおよびホスト名が検索されるが、一致するフィンガープリントがない
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場合、検索は続きます。 一致するフィンガープリントがない場合、検索は完了し、認証は
失敗します。
一致する IP アドレスおよびホスト名が検索されない場合、検索は完了し、認証は失敗しま
す。 

SSH サーバのためのエントリが信頼されたサーバのリストで検出されない場合、プロ
セスは失敗します。

 
注: のボックスの自動設定をサポートするためにファクトリ デフォルト 設定と、SSH サー
バ認証デフォルトで無効に されます切り替えて下さい。
 
ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインは > TCP/UDP サービス 『Security』
を選択 し。
 

 
呼び出します。 SSH によってスイッチ コマンド プロンプトのアクセスをイネーブルにす
るために SSH サービス チェックボックスをチェックして下さい。
 

 
ステップ 3. SSH サービスを有効に するために『Apply』 をクリック して下さい。
  

SSH サーバ認証設定を設定して下さい
 

ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインは > SSH クライアント > SSH サーバ
認証『Security』 を選択 し。
 



 
注: Sx350、SG300X、または Sx500X があれば、表示モード ドロップダウン リストから『
Advanced』 を選択 することによる拡張モードへのスイッチ。
 
呼び出します。 SSH サーバ認証を有効に するために有効 SSH サーバ認証チェックボック
スをチェックして下さい。
 

 
IPv4 ソースインターフェイス ドロップダウン リストのステップ 3. （オプションの）は、
IPv4 アドレスが IPv4 SSH サーバが付いている通信で使用されたメッセージのために出典
IPv4 アドレスとして使用されるソースインターフェイスを選択します。
 

 
注: オート オプションが選択される場合、システムはアウトゴーイング インターフェイス
で定義される IP アドレスからのソース IP アドレスを奪取 します。 この例では、VLAN1 は
選択されます。
 
IPv6 ソースインターフェイス ドロップダウン リストのステップ 4. （オプションの）は、
IPv6 アドレスが IPv6 SSH サーバが付いている通信で使用されたメッセージのために出典
IPv6 アドレスとして使用されるソースインターフェイスを選択します。
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注: この例では、オート オプションは選択されます。 システムはアウトゴーイング インタ
ーフェイスで定義された IP アドレスからのソース IP アドレスを奪取 します。
 
ステップ 5. 『Apply』 をクリック して下さい。
 
ステップ 6 信頼されたサーバを追加するために、信頼された SSH サーバ表の下で『Add』
をクリック して下さい。
 

 
ステップ 7 レシーバ 定義エリアで、SSH サーバを定義するために利用可能なメソッドの 1
つをクリックして下さい:
 

 
次のオプションがあります。
 

ip address —このオプションによって IP アドレスの SSH サーバを定義することを許可しま
す。
名指しで—このオプションはドメイン ネームの絶対表記の SSH サーバを定義することを可
能にします。
 

注: IP アドレスによるこの例では、選択されます。 名指しで選択される場合、ステップ 11.
にスキップして下さい。
 
ステップ 6 の IP アドレスによって選択した場合ステップ 8. （オプションの）は、IP
Version フィールドの SSH サーバの IP バージョンをクリックします。
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利用可能なオプションは次のとおりです:
 

バージョン 6 —このオプションは IPv6 アドレスを入力することを可能にします。
バージョン 4 —このオプションは IPv4 アドレスを入力することを可能にします。
 

注: この例では、バージョン 4 は選択されます。 IPv6 Radio ボタンは IPv6 アドレスがスイ
ッチで設定されるときだけ利用できます。
 
ステップ 7 の IP アドレス バージョンとしてバージョン 6 を選択した場合ステップ 9. （オ
プションの）は、そして IPv6 アドレス タイプの IPv6 アドレスの種類をクリックします。
 

 
利用可能なオプションは次のとおりです:
 

リンク ローカル— IPv6 アドレスは単一のネットワーク リンクのホストを識別します。 リン
ク ローカル アドレスに FE80 のプレフィクスがあり、ルーティング可能でし、ローカル ネ
ットワークのだけ通信に使用することができます。 1 つのリンク ローカル アドレスだけサポ
ートされます。 インターフェイスで存在 するローカル アドレスがこのエントリ設定のアド
レスを置き換えれば。 このオプションはデフォルトで選択されます。
グローバル— IPv6 アドレスは他のネットワークから目に見え、到達可能のグローバル な ユ
ニキャストです。
 

ステップ 9 の IPv6 アドレス タイプとしてリンク ローカルを選択した場合ステップ 10.
（オプションの）は、リンク ローカル インターフェイス ドロップダウン リストの適切な
インターフェイスを選択します。
 
ステップ 11： サーバのIPアドレス/Name フィールドでは、SSH サーバの IP アドレスかド
メイン名を入力して下さい。
 

 
注: この例では、IP アドレスは入力されます。
 
ステップ 12： フィンガープリント フィールドでは、SSH サーバのフィンガープリントを
入力して下さい。 フィンガープリントは認証に使用する暗号化キーです。 この場合、フィ
ンガープリントが SSH サーバの有効性を認証するのに使用されています。 サーバのIPアド
レス/名前およびフィンガープリント間に一致がある場合、SSH サーバは認証されます。
 



 
ステップ 13： 設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 
ステップ 14： （オプションの） SSH サーバを削除するために、削除したいサーバのチェ
ックボックスをチェックし次に『Delete』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 15： （オプションの）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・ファイルへの変更を保存するためにページの上部分で SAVE ボタンをクリック
して下さい。
 

 
今管理されたスイッチの SSH サーバ認証設定を行う必要があります。
 

表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…



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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