
300 シリーズによって管理されるスイッチの
TACACS+ サーバコンフィギュレーション 

目標
 

TACACS+ はユーザ名 および パスワードによって認証 および 権限を提供する Cisco 独自の
プロトコルです。 TACACS+ サーバを設定するために、ユーザはスイッチのすべてのコン
フィギュレーション機能にユーザアクセスを可能にする特権 15 アクセスがなければなりま
せん。 300 シリーズによって管理されるスイッチは接続されるユーザ全員が正しく設定さ
れた TACACS+ サーバによってネットワークで認証され、許可することができる
TACACS+ クライアントとして機能できます。 この記事は 300 シリーズによって管理され
るスイッチの TACACS+ サーバを設定する方法を説明します。
 
注: ユーザに特権 アクセス 15 を割り当てる方法に関する詳細については 300 シリーズによ
って管理されるスイッチの記事ユーザアカウント 設定を参照して下さい。
  

適当なデバイス
 

• SF/SG 300 シリーズによって管理されるスイッチ
  

[Software Version]
 

• v1.2.7.76
  

TACACS+ サーバの設定 デフォルトのパラメータ
 

このセクションは TACACS+ サーバのデフォルトのパラメータを設定する方法を説明しま
す。 これらのパラメータはケースでサーバのための他のカスタム設定が使用されないこと
使用されます。
 
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 > TACACS+ 『
Security』 を選択 し。 TACACS+ ページは開きます:
 



 
 
呼び出します。 ソース IP アドレス フィールドでは、TACACS+ サーバのための望ましいデ
フォルト IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 3 キー文字列フィールドで、キーを入力する方法を選択して下さい。 このキーは
スイッチと TACACS+ サーバ間の交換メッセージに使用されます。 これは使用される
DEFAULT 鍵 ストリングです。 このキーは TACACS+ サーバで設定される同じキーである
必要があります。 TACAS+ サーバが New 鍵 ストリングと追加される場合、新たに追加さ
れたキー ストリングは DEFAULT 鍵 ストリングに優先します。 利用可能 な オプションの
1 つの Radio ボタンをクリックして下さい:
 

• 暗号化される—このオプションは暗号化キーを入力することを可能にします。
 
• プレーンテキスト—このオプションはプレーンテキストフォーマットでキーを入力する
ことを可能にします。
 

ステップ 4 応答フィールドのためのタイムアウトでは TACACS+ サーバ必要があるとスイ
ッチ間の接続の前に経過する切れる秒に時間に、入って下さい。
 
ステップ 5. TACACS+ サーバのデフォルトのパラメータを保存するために『Apply』 をクリ
ック して下さい。
  

TACACS+ サーバを追加して下さい
 

このセクションは管理される 300 シリーズに TACACS+ サーバを追加する方法を切り替え
ます説明します。
 
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 > TACACS+ 『
Security』 を選択 し。 TACACS+ ページは開きます:
 



 
 
ステップ 2. 『Add』 をクリック して下さい。 TACACS+ Server ウィンドウが現われる追
加:
 

 
ステップ 3 サーバーの定義フィールドで、サーバがどのように定義されるか選択して下さ
い。 利用可能 な オプションの 1 つの Radio ボタンをクリックして下さい:
 

• ip address —このオプションによって IP アドレスのサーバを定義することを許可します
。
 
• 名指しで—このオプションは完全修飾ドメイン名 （FQDN）のサーバを定義することを
可能にします。
 

ステップ 4 サーバのIPアドレス/Name フィールドでは、ステップ 3.で選択に基づいて
TACACS+ サーバの IP アドレスかドメイン名を入力して下さい。
 
ステップ 5 優先順位フィールドでは、サーバのための望ましい優先順位を入力して下さい
。 スイッチが高優先順位サーバのセッションを設定できない場合スイッチは次に高優先順



位のサーバを試みます。 ゼロは高優先順位と考慮されます。
 
ステップ 6 ソース IP アドレス フィールドで、ソース IP アドレスを定義するオプションを
クリックして下さい。 利用可能 な オプションは次のとおりです:
 

• このユーザは default — デフォルトのパラメータ セクションでオプション設定されるデ
フォルト ソース IP アドレスを使用します。
 
• ユーザが定義する—このオプションはスイッチのユーザが定義するソース IP アドレスを
使用します。 利用可能 なユーザが定義する IP アドレスのドロップダウン リスト 1 から選
択して下さい。
 

ステップ 7 キー文字列フィールドでは、TACACS+ サーバとスイッチ間の暗号化キーを入力
して下さい。 このキーは TACACS+ サーバで設定される同じキーである必要があります。
この情報を入力する利用可能 な オプションの 1 つの Radio ボタンをクリックして下さい:
 

• default —このオプションを使用します前もって設定されたデフォルトのパラメータを使
用して下さい。
 
• ユーザが定義する（暗号化される） —このオプションは新しい暗号化キーを入力するこ
とを可能にします。
 
• ユーザが定義する（プレーンテキスト） —このオプションはプレーンテキストフォーマ
ットでキーを入力することを可能にします。
 

ステップ 8 応答フィールドのためのタイムアウトでは、サーバ必要があるとスイッチ間の
接続の前に経過する切れる秒に時間に入って下さい。 利用可能 な オプションの 1 つの
Radio ボタンをクリックして下さい:
 

• default —このオプションを使用します前もって設定されるデフォルトのパラメータを使
用して下さい。
 
• ユーザが定義する—このオプションは New 値を入力することを可能にします。
 

ステップ 9： 認証 ポート フィールドでは、TACACS+ セッションを設定するのに使用され
るポート番号を入力して下さい。
 
単一の接続 フィールドのステップ 10. （オプションの）は、Enable チェックボックスをチ
ェックします従ってスイッチは TACACS+ とスイッチ間の単一 オープン接続を維持します
。 このオプションはスイッチが各 TACACS+ オペレーションのための接続を開かないし、
切断しないので効率的です。 その代り、単一の接続と、スイッチは複数の TACACS+ オペ
レーションを処理できます。
 
ステップ 11.保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 
注: 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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