
802.1X ポート 認証の設定 on Cisco 200/300 シ
リーズによって管理されるスイッチ 

目標
 

この資料の目標は 200/300 シリーズによって管理されるスイッチの 801.1X ポート 認証を
説明することです。 802.1X ポート 認証は各ポートのための 802.1X パラメータの設定を有
効に します。 認証を要求するポートはサプリカントと呼ばれます。 オーセンティケータは
スイッチまたは要求元にネットワーク ガードとして機能するアクセス ポイントです。 オー
センティケータは RADIUSサーバにポートが認証し、情報を送信 し、受け取ることができ
るように認証メッセージを転送します。
  

適当なデバイス
 

• SF/SG 200 および SF/SG 300 シリーズによって管理されるスイッチ
  

[Software Version]
 

• 1.3.0.62
  

ポート 認証の設定
 

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 > 802.1X > ポー
ト 認証 『Security』 を選択 し。 ポート 認証 ページは開きます:
 

 
ステップ 2.編集することを望むポートに対応する Radio ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 3. 『Edit』 をクリック して下さい。 編集ポート 認証 ウィンドウは現われます。
 



 
User Name フィールドはポートのユーザネームを表示する。
 
注: 現在のポート 制御 フィールドは現在のポート状態を表示する。 ポートが不正 な状態に
あればポートが認証されないか、または不正強制するために管理上のポート コントロール
が設定 されることを意味します。 一方では、ポートが Authorized State にあれば、ポート
が認証されるか、または管理上のポート コントロールが強制するために承認されて設定 さ
れることを意味します。
 
ステップ 4 管理上のポート 制御 フィールドで、ポート許可状態を判別するために利用可能
な Radio ボタンの 1 つをクリックして下さい:
 

• 不正 な強制—このオプションは不正 な状態に選択されたインターフェイスを変わります
。 この状態では、スイッチはインターフェイスに接続されるクライアントに認証を提供し
ません。
 
• 自動—このオプションは選択されたインターフェイスの認証 および 権限を有効に します
。 この状態では、スイッチはインターフェイスに接続されるクライアントにクライアント
が認証される、決定し承認されるか、または不正 な状態にインターフェイスを変わります
かどうか 802.1X 認証を提供し、クライアントとの認証情報交換に基づいて。
 
• 承認される強制—このオプションが設定クライアント認証なしで承認されるへのインタ
ーフェイス。



ゲスト VLAN フィールドのステップ 5. （オプションの）は、不正ポートのためにゲスト
VLAN を使用するために Enable チェックボックスをチェックします。
 
ステップ 6 認証方式 フィールドで、ポートを認証するために利用可能 な Radio ボタンの 1
つをクリックして下さい。 次のオプションがあります。
 

• 802.1X だけ— 802.1X 認証だけポートで実行された。
 
• MAC だけ— MAC ベースの認証だけポートで実行された。 8 MAC ベースの認証だけシ
ングル ポートで実行されたことができます。
 
• 802.1X はポートで mac —両方の認証方式 実行された。
 

ステップ 7 定期的な再認証 フィールドでは、再認証期間値に基づいてポートの定期的な認
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。
 
ステップ 8 再認証期間フィールドでは、ポートを再認証する秒に時期に入って下さい。
 
ステップ 9： すぐにポートを再認証するために再認証 Now チェックボックスをチェックし
て下さい。
 
注: オーセンティケータ State フィールドは認証の現在のステートを表示する。
 
ポート ベースの認証がスイッチ 有効に なる場合ステップ 10. （オプションの）は、そして
時間 範囲および時間 範囲名前フィールドで有効に なります。 時間 範囲 フィールドでは、
802.1X 許可が有効に なる場合ポートが使用のために承認されるところ時間に入って下さい
（秒で）。 時間 範囲名前ドロップダウン リストで、プロファイルを選択して下さい時間
範囲を識別する。
 
ステップ 11： 待機 時間 フィールドでは、スイッチによってが状態を後失敗した認証交換
かなり維持した時間に入って下さい。 スイッチが静かな状態にあるとき、それはスイッチ
がクライアントからの新しい認証要求を聞き取っていないことを意味します。
 
ステップ 12： 送り直す EAP （Extensible Authentication Protocol（EAP））フィールドで
は、スイッチが要求を送り直す前にサプリカントからの応答メッセージを待っている時間に
入って下さい。
 
ステップ 13： 最大 Eap 要求 フィールドでは、送信 することができる Eap 要求の最大数を
入力して下さい。 EAP は 802.1X で使用されるスイッチとクライアント間の認証情報交換
を提供する認証方式です。 この場合、Eap 要求は認証のためのクライアントに送信 されま
す。 クライアントはそして応答し、認証情報を一致するなりません。 クライアントが応答
しない場合、別の Eap 要求は送り直すことに一定 Eap 値基づき、認証プロセスは再起動し
ます。
 
ステップ 14： サプリカント タイムアウト フィールドでは、Eap 要求がサプリカントに送
り直される前に時間に入って下さい。
 
ステップ 15： サーバタイムアウト フィールドでは、スイッチが RADIUSサーバに再度要求
を送信 する前に経過時間に入って下さい。
 
終了 原因 フィールドはポート 認証失敗のための原因を表示する。
 
ステップ 16： 設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
  

マルチプルインターフェイスにインターフェイスコンフィギュレーションを適



用して下さい
 

このセクションはマルチポートにポートの 802.1X 認証の設定を適用する方法を説明します
。
 
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 > 802.1X > ポー
ト 認証 『Security』 を選択 し。 ポート 認証 ページは開きます:
 

 
ステップ 2.マルチプルインターフェイスに認証の設定を適用したいと思うことインターフ
ェイスの Radio ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 3.設定を『Copy』 をクリック して下さい。 コピー Settings ウィンドウは現われ
ます。
 

 
ステップ 4 フィールドへのでは、ステップ 2.で選択されるインターフェイスの設定を適用
してほしいインターフェイスの範囲を入力して下さい。 入力としてインターフェイスのイ
ンターフェイス番号か名前を使用できます。 カンマで分かれる各インターフェイスに入る
ことができます（たとえば: 1 つ、3 つ、5 つまたは GE1、GE3、GE5）またはインターフ
ェイスの範囲を入力することができます（たとえば: 1-5 または GE1-GE5）。
 
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。
 
イメージは下記の設定の後で変更を描写します。
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