
Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチのリモ
ート認証ダイヤルイン ユーザ サービス
（RADIUS）設定 

目標
 

リモート認証ダイヤルイン ユーザ サービス（RADIUS）はクライアントまたはサーバ プロ
トコルです。 RADIUSクライアントは通常 VPDN ダイヤルインのネットワーク アクセス サ
ーバ（NAS） a （NAS）であり、UNIX か Windows NT マシンで動作する RADIUSサーバ
はプロセスです。 RADIUSサーバはサーバ 可用性、再送信およびタイムアウトにクライア
ントの関する問題に応答します。 RADIUSサーバはまたユーザの Connection 要求を処理し
、ユーザを認証し、クライアントにユーザにサービスを提供するために必要な構成情報を送
信 します。 
 
RADIUS によって有効に される デバイスから成っているネットワークの制御を中心にする
RADIUSサーバはサーバです。 RADIUSサーバは 802.1X か MAC アドレスに基づいていま
す。 この記事は Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチの RADIUS 設定を行う方法を説明
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]
 

• v1.2.7.76
  

RADIUS 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 > RADIUS 『
Security』 を選択 し。 RADIUS ページは開きます: 
 



 
ステップ 2. RADIUS 説明のための望ましい Radio ボタンを打ち込みます RADIUS 説明フィ
ールドをクリックして下さい。
 

• ポートは基づかせていましたアクセスコントロール—このオプションはサーバ/クライア
ント 相互対話を 802.1X ポートを通って発生してもらいます。
 
• 管理アクセス—このオプションはサーバ/クライアント 相互対話をユーザアカウントに発
生してもらいます。
 
• ポートは両方基づかせていましたアクセスコントロールおよび管理アクセス—このオプ
ションはサーバ/クライアント 相互対話を 802.1X ポートおよびユーザアカウント両方に発
生してもらいます。
 
• なし—このオプションは RADIUSサーバの割り当て会計。
 



 
ステップ 3 再試行フィールドでは、失敗表記が与えられる前に要求が送信 することができ
ることいくつかの再試行を入力して下さい。
 



 
ステップ 4 応答フィールドのためのタイムアウトでは、未解答要求が送り直される前に時
間に入って下さい（秒で）。
 



 
ステップ 5 デッドタイム フィールドでは、無理解な RADIUSサーバがバイパスされる前に
時間に入って下さい（分で）。 認証要求は次の設定された RADIUS サーバにそれから行き
ます。 0 という値は RADIUSサーバがバイパスされないことを意味します。
 



 
ステップ 6 キー文字列フィールドでは、サーバとクライアント間のメッセージの暗号化を
助けるパスワードを入力して下さい。 キー ストリングは RADIUSサーバのキー一連を一致
する必要があります。
 
ステップ 7. 『Apply』 をクリック して下さい。
  

RADIUS 表
 

RADIUS 表はユーザが新しい RADIUSサーバを作成することを可能にします。 このプロシ
ージャは RADIUSサーバを作成する方法を示します。
 
ステップ 1： RADIUS 表で、『Add』 をクリック して下さい。 新しいウィンドウが表示さ
れます。
 



 
呼び出します。 サーバ 定義 フィールドで、次の 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 アドレスによって RADIUSサーバを定義します
。
 
• 名指しで—このオプションは名前によって RADIUSサーバを定義します。
 

ステップ 3 IPバージョン フィールドで、次の Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• バージョン 6 —このオプションは IPv6 に RADIUSサーバの IP アドレスを設定 します。
 
• バージョン 4 —このオプションは IPv4 に RADIUSサーバの IP アドレスを設定 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 2.で選択によって
RADIUSサーバのための名前か IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 5 優先順位フィールドでは、RADIUSサーバのプライオリティレベルを入力して下
さい。 0 は最優先です。 この優先順位は RADIUSサーバがプライマリまたはバックアップ
だったかどうか確認します。 低優先順位の RADIUSサーバは最も高いの考慮されます。 
 
ステップ 6.キー ストリングの右へ、オプションを選択して下さい。
 

• 使用はデフォルト ストリングに default — RADIUSサーバのキー一連を設定 します。
 
• ユーザが定義する—ユーザを隣接したフィールドでキー ストリングを入力することを許
可します。
 

ステップ 7.応答のためのタイムアウトの右へ、スイッチが対応するために RADIUSサーバ
を待っている時間のためのオプションを選択して下さい（秒で）。
 

• 使用はデフォルト値に default —時間を設定 します。
 
• ユーザが定義する—ユーザを隣接したフィールドで時間に入ることを許可します。
 

ステップ 8 認証 ポート フィールドでは、認証要求のためのポート番号を入力して下さい。
 
ステップ 9： アカウンティングポート フィールドでは、説明要求のためのポート番号を入
力して下さい。
 
ステップ 10.再試行の右へ、失敗表記が発生する前に RADIUSサーバに送信 される 要求の



数のためのオプションを選択して下さい。
 

• 使用は default —リトライのデフォルト 番号を使用します。
 
• ユーザが定義する—ユーザを隣接したフィールドで再試行の数を入力することを許可し
ます。
 

ステップ 11： デッドタイム フィールドで、RADIUSサーバが無理解であることのためにバ
イパスされる前に分の時間のためのオプションを選択して下さい。
 

• 使用は default — 既定の時刻を使用します。
 
• ユーザが定義する—ユーザを隣接したフィールドで時間に入ることを許可します。
 

ステップ 12： 使用方法 Type フィールドで、RADIUSサーバ 認証種別のためのオプション
を選択して下さい。
 

• login — RADIUSサーバのためのユーザを認証します。
 
• ユーザが定義する— 802.1X 認証を使用します。
 
• 全両方の認証を行います。
 

ステップ 13： [Apply] をクリックします。
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