
Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチの
802.1X Properties の設定 

目標
 

IEEE 802.1x はクライアントとサーバ間のアクセスコントロールを促進する規格です。 サ
ービスが LAN によってクライアントに提供されるか、または切り替えることができる前に
スイッチポートに接続されるクライアントはリモート認証ダイヤルイン ユーザ サービス
（RADIUS）をこの場合動作する認証サーバによって認証されなければなりません。
802.1X ポートベース 認証を有効に するために、802.1X はスイッチでグローバルに 有効に
する必要があります。
 
申し分なく 802.1X を設定するために、次のコンフィギュレーションはされなければなりま
せん:
 

1. VLAN を作成して下さい、ここをクリックして下さい。 
2.ポートを VLAN に割り当てて下さい、上で参照される技術情報を続けて下さい。 CLI で
設定するために、ここをクリックして下さい。  
3.ポート 認証を設定して下さい、ここをクリックして下さい。 
 

この技術情報は認証およびゲスト VLAN プロパティを含む 802.1X プロパティを設定する方
法を説明します。 他のコンフィギュレーションのための上記の技術情報を参照して下さい
。 ゲスト VLAN は 802.1X か MAC ベースの認証によって認証され、承認される定期講読デ
バイスかポートを必要としないサービスにアクセスを提供します。
  

適当なデバイス
 

• Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチ
  

[Software Version]
 

• 1.3.0.62
  

802.1X Properties のイネーブル ポート ベースの認証およびゲ
スト VLAN
 

ステップ 1. 『Security』 を選択 するべき 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 > 802.1X > Properties。 Properties ページは開きます:
 

http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2590
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5653
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5653
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3202


 
呼び出します。 ポートベース 802.1X 認証を有効に するためにポートベース 認証 フィール
ドのイネーブルをチェックして下さい。
 

 
ステップ 3.認証方式 フィールドからの望ましい Radio ボタンをクリックして下さい。
RADIUSサーバはクライアントの認証を行います。 このサーバはクライアントが LAN およ
び他へのアクセスをスイッチ サービス許可されるかどうかユーザが認証される検証し、ス
イッチをかどうか知らせます。 スイッチはプロキシおよびサーバがクライアントに対して
透過的であるので機能します。
 

 



• RADIUS、どれも—これは RADIUSサーバの助けによってポート 認証を最初に行います
。 サーバがダウンしているときサーバから無応答がのようなあれば、認証は実行されたし
、セッションは許可されます。 サーバが利用できればおよびユーザーの資格情報は不正確
それからアクセスします否定されますであり、セッションは終了します。
 
• radius —これは RADIUSサーバに基づいてポート 認証を行います。  あれば認証はそれ
からセッションを終わります実行された。
 
• なし—ユーザおよび割り当てをセッション認証しません。
 

ゲスト VLAN フィールドの不正ポートのためのゲスト VLAN の使用を有効に するステップ
4. （オプションの）チェック イネーブル。 ゲスト VLAN が有効に なる場合、すべての不
正ポートは自動的にゲスト VLAN ID フィールドで選択される VLAN に加入します。 承認さ
れるポートが以降である場合ゲスト VLAN から取除かれます。
 

 
ゲスト VLAN モードは MAC 認証 モードを使用できる前に設定する必要があります。
802.1X フレームワークは接続されるリモートデバイス（オーセンティケータ）からポート
アクセスを要求することをデバイス（サプリカント）が可能にします。 要求 ポート アクセ
スが認証され、承認されるサプリカントがポートにデータを送信 するためにある時だけ割
り当てました。 さもなければ、オーセンティケータはデータがゲスト VLAN や非認証
VLAN に送信 されなければ サプリカント データを廃棄します。
 
注: ゲスト VLAN は、もし設定するなら、次の特性のスタティック VLAN です:
 

• 手動で既存のスタティック VLAN から定義されなければなりません。 
• デバイスの不正 な接続され、ゲスト VLAN 有効に なる デバイスかポートにだけ自動的
に利用可能です。 
• ポートがゲスト VLAN 有効に なる場合、スイッチはゲスト VLAN のタグが付いていない
メンバーとして自動的にポートの最初のサプリカントが承認されるときポートが承認され
ない追加し、ゲスト VLAN からポートを取除きますときポートを。 
• ゲスト VLAN は Voice VLAN および非認証 VLAN 両方として使用することができません
。
 

タイムセーバ: ゲスト VLAN が無効に なる場合、ステップ 7.にスキップして下さい。
 
ステップ 5.ゲスト VLAN ID ドロップダウン リストの VLAN のリストからゲスト VLAN ID
を選択して下さい。
 



 
ステップ 6.ゲスト VLAN タイムアウト フィールドの望ましい Radio ボタンをクリックして
下さい。 利用可能 な オプションは次のとおりです:
 

• 即時—ゲスト VLAN は 10 秒の時間以降に切れます。
 
• ユーザが定義する—ユーザが定義するフィールドで時間に手動で入って下さい。
 

注: 結合の後でソフトウェアが 802.1X サプリカントを検出するか、またはポート 認証が失
敗したら、そしてポートはゲスト VLAN にゲスト VLAN タイムアウト期間が切れる後やっ
と追加されます。 ポートが承認されるから承認されないに変更する場合、ポートはゲスト
VLAN にゲスト VLAN タイムアウト期間が切れる後やっと追加されます。 VLAN 認証 表は
すべての VLAN を表示する、認証がそれらで有効に なるかどうか示したものです。
 
ステップ 7.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
  

非認証 VLAN構成
 

802.1X が有効に なるとき、ゲスト VLAN の一部または非認証 VLAN でなければ不正ポート
かデバイスは VLAN へのアクセスを許可されません。 ポートは VLAN ページへのポートの
使用の VLAN に手動で追加される必要があります。
 
ステップ 1. 『Security』 を選択 するべき 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 > 802.1X > Properties。 Properties ページは開きます。
 

 
 
ステップ 2.ページを VLAN 認証 表にスクロールし、認証を無効に したいと思うクリックし
『Edit』 をクリック して下さい VLAN の Radio ボタンを。 編集 VLAN 認証 ページは開き
ます。
 



 
ステップ 3. （オプションの）は VLAN ID ドロップダウン リストから VLAN ID を選択しま
す。
 

 
ステップ 4.認証を無効に し、VLAN に非認証 VLAN をするためにイネーブルのチェックを
外して下さい。
 
ステップ 5.設定を加えるために『Apply』 をクリック して下さい。 VLAN 認証 表への変更
を行います:
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