
ポートセキュリティの設定

この章では、CiscoNX-OSデバイスにポートセキュリティを設定する手順について説明します。

この章は、次の項で構成されています。
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• ポートセキュリティの前提条件, 12 ページ

• ポートセキュリティのデフォルト設定, 12 ページ

• ポートセキュリティの注意事項と制約事項, 13 ページ

• ポートセキュリティの設定, 13 ページ

• ポートセキュリティの設定の確認, 28 ページ

• セキュアMACアドレスの表示, 28 ページ

• ポートセキュリティの設定例, 28 ページ

• ポートセキュリティに関する追加情報, 29 ページ

• ポートセキュリティの機能の履歴, 29 ページ

ポートセキュリティについて
ポートセキュリティを使用すると、限定されたMACアドレスセットからの着信トラフィックだ
けを許可するようにレイヤ 2物理インターフェイスおよびレイヤ 2ポートチャネルインターフェ
イスを設定できます。この限定セットのMACアドレスをセキュアMACアドレスといいます。
さらに、デバイスは、同じ VLAN内の別のインターフェイスでは、これらのMACアドレスから
のトラフィックを許可しません。セキュアMACアドレスの数は、インターフェイス単位で設定
します。
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特に指定がなければ、インターフェイスは物理インターフェイスとポートチャネルインター

フェイスの両方物理インターフェイス、ポートチャネルインターフェイス、および vPCを意
味します。同様に、レイヤ 2インターフェイスはレイヤ 2物理インターフェイスとレイヤ 2
ポートチャネルインターフェイスの両方を意味します。

（注）

セキュア MAC アドレスの学習
MACアドレスは学習というプロセスによってセキュアアドレスになります。MACアドレスは、
1つのインターフェイスだけでセキュアMACアドレスになることができます。デバイスは、ポー
トセキュリティがイネーブルに設定されたインターフェイスごとに、スタティック、ダイナミッ

ク、またはスティッキの方式で、限られた数のMACアドレスを学習できます。デバイスがセキュ
アMACアドレスを格納する方法は、デバイスがセキュアMACアドレスを学習した方法によって
異なります。

関連トピック

セキュアMACアドレスの最大数, （4ページ）

スタティック方式

スタティック学習方式では、ユーザが手動でインターフェイスの実行コンフィギュレーションに

セキュアMACアドレスを追加したり、設定から削除したりできます。実行コンフィギュレーショ
ンをスタートアップコンフィギュレーションにコピーすると、デバイスを再起動してもスタティッ

クセキュアMACアドレスには影響がありません。

スタティックセキュアMACアドレスのエントリは、次のいずれかのイベントが発生するまで、
インターフェイスの設定内に維持されます。

•ユーザが明示的に設定からアドレスを削除した場合。

•ユーザがそのインターフェイスをレイヤ 3インターフェイスとして設定した場合。

スタティック方式では、ダイナミック方式またはスティッキ方式のアドレス学習がイネーブルに

なっているかどうかに関係なく、セキュアアドレスを追加できます。

関連トピック

インターフェイスのスタティックセキュアMACアドレスの削除, （19ページ）
ポートタイプの変更, （10ページ）

ダイナミック方式

デフォルトでは、インターフェイスのポートセキュリティをイネーブルにすると、ダイナミック

学習方式がイネーブルになります。この方式では、デバイスは、入力トラフィックがインター

フェイスを通過するときにMACアドレスをセキュアアドレスにします。このようなアドレスが
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まだセキュアアドレスではなく、デバイスのアドレス数が適用可能な最大数に達していなけれ

ば、デバイスはそのアドレスをセキュアアドレスにして、トラフィックを許可します。

デバイスは、ダイナミックセキュアMACアドレスをメモリに保存します。ダイナミックセキュ
アMACアドレスのエントリは、次のいずれかのイベントが発生するまで、インターフェイスの
設定内に維持されます。

•デバイスが再起動した場合。

•インターフェイスが再起動した場合。

•アドレスが、ユーザによって設定されたインターフェイスのエージング期限に達した場合。

•ユーザがアドレスを明示的に削除した場合。

•ユーザがそのインターフェイスをレイヤ 3インターフェイスとして設定した場合。

関連トピック

ダイナミックアドレスのエージング, （3ページ）

ダイナミックセキュアMACアドレスの削除, （22ページ）

スティッキ方式

スティッキ方式をイネーブルにすると、デバイスは、ダイナミックアドレス学習と同じ方法で

MACアドレスをセキュアアドレスにしますが、この方法で学習されたアドレスは NVRAMに保
存されます。そのため、スティッキ方式で学習されたアドレスは、デバイスの再起動後も維持さ

れます。スティッキセキュアMACアドレスは、インターフェイスの実行コンフィギュレーショ
ン内にはありません。

ダイナミックとスティッキのアドレス学習は両方同時にイネーブルにできません。あるインター

フェイスのスティッキ学習をイネーブルにした場合、デバイスはダイナミック学習を停止して、

代わりにスティッキ学習を実行します。スティッキ学習をディセーブルにすると、デバイスはダ

イナミック学習を再開します。

スティッキセキュアMACアドレスのエントリは、次のいずれかのイベントが発生するまで、イ
ンターフェイスの設定内に維持されます。

•ユーザがアドレスを明示的に削除した場合。

•ユーザがそのインターフェイスをレイヤ 3インターフェイスとして設定した場合。

関連トピック

スティッキセキュアMACアドレスの削除, （20ページ）

ダイナミックアドレスのエージング

デバイスは、ダイナミック方式で学習されたMACアドレスのエージングを行い、エージングの
期限に達すると、アドレスをドロップします。エージングの期限は、インターフェイスごとに設
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定できます。有効な範囲は 0～ 1440分です。0を設定すると、エージングはディセーブルになり
ます。

MACアドレスのエージングを判断するためにデバイスが使用する方法も設定できます。アドレ
スエージングの判断には、次に示す 2つの方法が使用されます。

Inactivity

適用可能なインターフェイス上のアドレスからデバイスが最後にパケットを受信して以降の

経過時間。

Absolute

デバイスがアドレスを学習して以降の経過時間。これがデフォルトのエージング方法です

が、デフォルトのエージング時間は 0分（エージングはディセーブル）です。

セキュア MAC アドレスの最大数
デフォルトでは、各インターフェイスのセキュアMACアドレスは1つだけです。各インターフェ
イス、またはインターフェイス上の各VLANに許容可能な最大MACアドレス数を設定できます。
最大数は、ダイナミック、スティッキ、スタティックのいずれの方式で学習されたMACアドレ
スにも適用されます。

vPCドメインでは、プライマリ vPC上の設定が有効になります。（注）

アドレスの最大数を 1に設定し、接続されたデバイスのMACアドレスを設定すると、そのデ
バイスにはポートの全帯域幅が保証されます。

ヒント

各インターフェイスに許容されるセキュアMACアドレスの数は、次の 3つの制限によって決定
されます。

デバイスの最大数

デバイスが許容できるセキュアMACアドレスの最大数は 8192です。この値は変更できま
せん。新しいアドレスを学習するとデバイスの最大数を超過してしまう場合、たとえイン

ターフェイスや VLANの最大数に達していなくても、デバイスは新しいアドレスの学習を
許可しません。

インターフェイスの最大数

ポートセキュリティで保護されるインターフェイスごとに、セキュアMACアドレスの最大
数 1025を設定できます。デフォルトでは、インターフェイスの最大アドレス数は 1です。
インターフェイスの最大数を、デバイスの最大数より大きくすることはできません。
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VLANの最大数

ポートセキュリティで保護される各インターフェイスについて、VLANあたりのセキュア
MACアドレスの最大数を設定できます。VLANの最大数は、インターフェイスに設定され
ている最大数より大きくできません。VLAN最大数の設定が適しているのは、トランクポー
トの場合だけです。 VLANの最大数には、デフォルト値はありません。

インターフェイスあたりの、VLANとインターフェイスの最大数は必要に応じて設定できます。
ただし、新しい制限値が、適用可能なセキュアアドレス数よりも少ない場合は、まず、セキュア

MACアドレスの数を減らす必要があります。

関連トピック

セキュリティ違反と処理, （5ページ）

ダイナミックセキュアMACアドレスの削除, （22ページ）
スティッキセキュアMACアドレスの削除, （20ページ）
インターフェイスのスタティックセキュアMACアドレスの削除, （19ページ）

セキュリティ違反と処理

次の 2つのイベントのいずれかが発生すると、ポートセキュリティ機能によってセキュリティ違
反がトリガーされます。

最大数違反

あるインターフェイスにセキュアMACアドレス以外のアドレスから入力トラフィックが着
信し、そのアドレスを学習するとセキュアMACアドレスの適用可能な最大数を超えてしま
う場合

あるインターフェイスに VLANとインターフェイスの両方の最大数が設定されている場合
は、どちらかの最大数を超えると、違反が発生します。たとえば、ポートセキュリティが

設定されている単一のインターフェイスについて、次のように想定します。

• VLAN 1の最大アドレス数は 5です。

•このインターフェイスの最大アドレス数は 10です。

デバイスは、次のいずれかが発生すると違反を検出します。

• VLAN 1のアドレスをすでに 5つ学習していて、6つめのアドレスからのインバウンド
トラフィックが VLAN 1のインターフェイスに着信した場合

•このインターフェイス上のアドレスをすでに10個学習していて、11番めのアドレスか
らのインバウンドトラフィックがこのインターフェイスに着信した場合

MAC移動違反

あるインターフェイスのセキュアMACアドレスになっているアドレスからの入力トラフィッ
クが、そのインターフェイスと同じ VLAN内の別のインターフェイスに着信した場合
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セキュリティ違反が発生すると、デバイスは、インターフェイスのセキュリティ違反カウンタの

値を増加させ、インターフェイスのポートセキュリティ設定に指定されている処理を実行しま

す。セキュアMACアドレスからの入力トラフィックが、そのアドレスをセキュアアドレスにし
たインターフェイスとは異なるインターフェイスに着信したことにより違反が発生した場合、デ

バイスはトラフィックを受信したインターフェイスに対して処理を実行します。

デバイスが実行できる処理は次のとおりです。

シャットダウン

違反をトリガーしたパケットの受信インターフェイスをシャットダウンします。このイン

ターフェイスはエラーディセーブル状態になります。これがデフォルトの処理です。イン

ターフェイスの再起動後も、セキュアMACアドレスを含めて、ポートセキュリティの設定
は維持されます。

シャットダウン後にデバイスが自動的にインターフェイスを再起動するように設定するに

は、errdisableグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。あるいは、
shutdownおよび no shut downのインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを入
力することにより、手動でインターフェイスを再起動することもできます。

制限

非セキュアMACアドレスからの入力トラフィックをすべてドロップします。

デバイスはドロップされたパケット数を保持しますが、これをセキュリティ違反回数と呼び

ます。インターフェイスで発生するセキュリティ違反が最大数に到達するまでアドレス学

習を継続します。最初のセキュリティ違反のあとに学習されたアドレスからのトラフィッ

クはドロップされます。

保護

これ以上の違反の発生を防止します。セキュリティ違反をトリガーしたアドレスは学習さ

れますが、そのアドレスからのトラフィックはドロップされます。それ以降、アドレス学

習は実行されなくなります。

関連トピック

ポートセキュリティに関する追加情報, （29ページ）

ポートセキュリティとポートタイプ

ポートセキュリティを設定できるのは、レイヤ 2インターフェイスだけです。各種のインター
フェイスまたはポートとポートセキュリティについて次に詳しく説明します。

アクセスポート

レイヤ 2アクセスポートとして設定したインターフェイスにポートセキュリティを設定で
きます。アクセスポートでポートセキュリティが適用されるのは、アクセスVLANだけで
す。アクセスポートには、VLAN最大数を設定しても効果はありません。
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トランクポート

レイヤ 2トランクポートとして設定したインターフェイスにポートセキュリティを設定で
きます。デバイスがVLAN最大数を適用するのは、トランクポートに関連付けられたVLAN
だけです。

SPANポート

SPAN送信元ポートにはポートセキュリティを設定できますが、SPAN宛先ポートには設定
できません。

イーサネットポートチャネル

レイヤ 2イーサネットポートチャネルインターフェイスのポートセキュリティはアクセス
モードまたはトランクモードで設定できます。

仮想ポートチャネル

ポートセキュリティは、孤立ポート、スイッチの仮想ポートチャネル（VPC）、
Straight-Through vPC、アクティブ-アクティブ VPC、および拡張レイヤ 2 vPCでサポートさ
れています。

ファブリックエクステンダ（FEX）ポート

ポートセキュリティは GEMポートおよび FEXポートでサポートされています。

プライベート VLAN対応ポート

ポートセキュリティは、プライベート VLANポートとしてイネーブルにされたポートでサ
ポートされています。

ポートセキュリティとポートチャネルインターフェイス

ポートセキュリティは、レイヤ 2ポートチャネルインターフェイスでサポートされます。ポー
トチャネルインターフェイス上で動作するポートセキュリティは、ここで説明する内容以外は、

物理インターフェイスの場合と同じです。
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全般的な注意事項

ポートチャネルインターフェイスのポートセキュリティは、アクセスモードまたはトラン

クモードのいずれかで動作します。トランクモードでは、ポートセキュリティで適用され

るMACアドレスの制限が、VLAN単位ですべてのメンバポートに適用されます。

ポートチャネルインターフェイスのポートセキュリティをイネーブルにしても、ポート

チャネルのロードバランシングには影響しません。

ポートセキュリティは、ポートチャネルインターフェイスを通過するポートチャネル制御

トラフィックには適用されません。ポートセキュリティを使用すると、セキュリティ違反

にならないようにして、ポートチャネル制御パケットを通過させることができます。ポー

トチャネル制御トラフィックには、次のプロトコルが含まれます。

•ポート集約プロトコル（PAgP）

•リンク集約制御プロトコル（LACP）

•スイッチ間リンク（ISL）

• IEEE 802.1Q

セキュアメンバポートの設定

ポートチャネルインターフェイスのポートセキュリティ設定は、メンバポートのポート

セキュリティ設定には影響しません。

メンバポートの追加

セキュアインターフェイスをポートチャネルインターフェイスのメンバポートとして追加

した場合、デバイスはメンバポートで学習されたダイナミックセキュアアドレスをすべて

廃棄しますが、メンバポートのその他のポートセキュリティ設定はすべて実行コンフィギュ

レーションに保持します。セキュアメンバポートで学習されたスティッキ方式とスタティッ

ク方式のセキュアMACアドレスも、NVRAMではなく実行コンフィギュレーションに保存
されます。

ポートセキュリティがメンバポートではイネーブルになっていて、ポートチャネルイン

ターフェイスではイネーブルになっていない場合、メンバポートをポートチャネルイン

ターフェイスに追加しようとすると警告されます。セキュアメンバポートを非セキュア

ポートチャネルインターフェイスに強制的に追加するには、forceキーワードを指定して
channel-groupコマンドを使用します。

ポートがポートチャネルインターフェイスのメンバである間は、メンバポートのポートセ

キュリティを設定できません。これを行うには、まずメンバポートをポートチャネルイン

ターフェイスから削除する必要があります。
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メンバポートの削除

メンバポートをポートチャネルインターフェイスから削除すると、メンバポートのポート

セキュリティ設定が復元されます。ポートチャネルインターフェイスに追加する前にその

ポートで学習されたスタティック方式とスティッキ方式のセキュアMACアドレスは、
NVRAMに復元され、実行コンフィギュレーションからは削除されます。

ポートチャネルインターフェイスを削除したあとで、すべてのポー

トのセキュリティを必要に応じて確保するためには、すべてのメンバ

ポートのポートセキュリティ設定を詳細に検査することを推奨しま

す。

（注）

ポートチャネルインターフェイスの削除

セキュアポートチャネルインターフェイスを削除すると、次の処理が行われます。

•ポートチャネルインターフェイスの学習されたセキュアMACアドレスがすべて廃棄
されます。これには、ポートチャネルインターフェイスで学習されたスタティック方

式とスティッキ方式のセキュアMACアドレスが含まれます。

•各メンバポートのポートセキュリティ設定が復元されます。ポートチャネルインター
フェイスに追加する前にそれらのメンバポートで学習されたスタティック方式とス

ティッキ方式のセキュアMACアドレスは、NVRAMに復元され、実行コンフィギュ
レーションからは削除されます。ポートチャネルインターフェイスへの参加前にメン

バポートでポートセキュリティがイネーブルになっていなかった場合、そのメンバ

ポートでは、ポートチャネルインターフェイスの削除後もポートセキュリティがイ

ネーブルになりません。

ポートチャネルインターフェイスを削除したあとで、すべてのポー

トのセキュリティを必要に応じて確保するためには、すべてのメンバ

ポートのポートセキュリティ設定を詳細に検査することを推奨しま

す。

（注）

ポートセキュリティのディセーブル化

いずれかのメンバポートでポートセキュリティがイネーブルになっている場合、ポート

チャネルインターフェイスのポートセキュリティをディセーブルにできません。これを行

うには、まずすべてのセキュアメンバポートをポートチャネルインターフェイスから削除

します。メンバポートのポートセキュリティをディセーブルにしたあと、必要に応じて、

ポートチャネルインターフェイスに再度追加できます。
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ポートタイプの変更

レイヤ 2インターフェイスにポートセキュリティを設定し、そのインターフェイスのポートタイ
プを変更した場合、デバイスは次のように動作します。

アクセスポートからトランクポート

レイヤ 2インターフェイスをアクセスポートからトランクポートに変更すると、デバイス
はダイナミック方式で学習されたすべてのセキュアアドレスをドロップします。デバイス

は、スタティック方式またはスティッキ方式で学習したアドレスをネイティブトランク

VLANに移行します。

トランクポートからアクセスポート

レイヤ 2インターフェイスをトランクポートからアクセスポートに変更すると、デバイス
はダイナミック方式で学習されたすべてのセキュアアドレスをドロップします。ネイティ

ブトランクVLANでスティッキ方式で学習されたアドレスはすべて、アクセスVLANに移
行されます。ネイティブトランクVLANでない場合、スティッキ方式で学習されたセキュ
アアドレスはドロップされます。

スイッチドポートからルーテッドポート

インターフェイスをレイヤ 2インターフェイスからレイヤ 3インターフェイスに変更する
と、デバイスはそのインターフェイスのポートセキュリティをディセーブルにし、そのイ

ンターフェイスのすべてのポートセキュリティ設定を廃棄します。デバイスは、学習方式

に関係なく、そのインターフェイスのセキュアMACアドレスもすべて廃棄します。

ルーテッドポートからスイッチドポート

インターフェイスをレイヤ 3インターフェイスからレイヤ 2インターフェイスに変更する
と、デバイス上のそのインターフェイスのポートセキュリティ設定はなくなります。

802.1X とポートセキュリティ
ポートセキュリティと 802.1Xは同じインターフェイス上に設定できます。ポートセキュリティ
によって、802.1X認証のMACアドレスを保護できます。 802.1Xはポートセキュリティよりも
前にパケットを処理するので、1つのインターフェイスで両方をイネーブルにすると、802.1Xが、
そのインターフェイスで、未知のMACアドレスからのインバウンドトラフィックを妨げます。

同じインターフェイス上で 802.1Xとポートセキュリティをイネーブルにしても、ポートセキュ
リティは設定どおりにスティッキ方式またはダイナミック方式でMACアドレスの学習を続行し
ます。また、シングルホストモードとマルチホストモードのどちらで 802.1Xをイネーブルに
するかによって、次のいずれかが発生します。

シングルホストモード

ポートセキュリティは認証済みのホストのMACアドレスを学習します。
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マルチホストモード

ポートセキュリティは、このインターフェイスでダイナミックに学習されたMACアドレス
をドロップし、802.1Xで認証された最初のホストのMACアドレスを学習します。

802.1Xがポートセキュリティに渡したMACアドレスによってセキュアMACアドレスの適用可
能な最大数を違反することになる場合、デバイスはホストに認証エラーメッセージを送信しま

す。

802.1Xによって認証されたMACアドレスは、たとえそのアドレスがポートセキュリティによっ
てスティッキ方式またはスタティック方式で学習されていたとしても、ダイナミック方式で学習

されたアドレスと同様に扱われます。 802.1Xで認証されたセキュアMACアドレスを削除しよう
としても、そのアドレスはセキュアアドレスのまま保持されます。

認証済みのホストのMACアドレスがスティッキ方式またはスタティック方式でセキュアアドレ
スになった場合、デバイスはそのアドレスをダイナミック方式で学習されたものとして扱うので、

そのMACアドレスを手動で削除することはできません。

認証済みのホストのセキュアMACアドレスがポートセキュリティのエージング期限に達すると、
ポートセキュリティは 802.1Xと連動して、そのホストを再認証します。デバイスは、エージン
グのタイプに応じて、次のように異なる動作をします。

Absolute

ポートセキュリティは 802.1Xに通知し、デバイスはホストの再認証を試行します。そのア
ドレスが引き続きセキュアアドレスになるかどうかは、再認証の結果によって決まります。

再認証が成功すれば、デバイスはそのセキュアアドレスのエージングタイマーを再起動し

ます。再認証に失敗した場合、デバイスはそのインターフェイスのセキュアアドレスリス

トからそのアドレスをドロップします。

Inactivity

ポートセキュリティは、そのインターフェイスのセキュアアドレスリストからそのセキュ

アアドレスをドロップし、802.1Xに通知します。デバイスはホストの再認証を試行しま
す。再認証が成功すれば、ポートセキュリティは再度そのアドレスをセキュアアドレスに

します。

ポートセキュリティのバーチャライゼーションサポート

ポートセキュリティは次のように VDCをサポートします。

•ポートセキュリティは各 VDCに設定されます。ポートセキュリティは VDC単位でイネー
ブルにし設定できます。

•セキュアMACアドレスは VDCごとに個別に維持されます。

•ある VDCのセキュアMACアドレスが別の VDCの保護インターフェイス上にあっても、セ
キュリティ違反にはなりません。
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ポートセキュリティのライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

ポートセキュリティにはライセンスは必要あり

ません。ライセンスパッケージに含まれてい

ない機能は、CiscoNX-OSデバイスイメージに
バンドルされており、追加料金なしで利用でき

ます。CiscoNX-OSライセンス方式の詳細につ
いては、『License and Copyright Information for
Cisco NX-OS Software』（次の URLで入手でき
ます。http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/
datacenter/sw/4_0/nx-os/license_agreement/nx-ossw_
lisns.html）を参照してください。

Cisco NX-OS

ポートセキュリティの前提条件
ポートセキュリティの前提条件は次のとおりです。

•ポートセキュリティで保護するデバイスのポートセキュリティをグローバルにイネーブル
化すること。

ポートセキュリティのデフォルト設定
次の表に、ポートセキュリティパラメータのデフォルト設定を示します。

表 1：ポートセキュリティパラメータのデフォルト値

デフォルトパラメータ

ディセーブルポートセキュリティがグローバルにイネーブル

かどうか

ディセーブルインターフェイス単位でポートセキュリティが

イネーブルかどうか

ダイナミックMACアドレスラーニング方式

1セキュアMACアドレスのインターフェイス最
大数
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デフォルトパラメータ

シャットダウンセキュリティ違反時の処理

ポートセキュリティの注意事項と制約事項
ポートセキュリティを設定する場合、次の注意事項に従ってください。

•ポートセキュリティは PVLANポートでサポートされています。

•ポートセキュリティは、スイッチドポートアナライザ（SPAN）の宛先ポートをサポートし
ません。

•ポートセキュリティは他の機能に依存しません。

•ポートセキュリティは vPCポートではサポートされていません。

•ポートセキュリティは、レイヤ 2イーサネットインターフェイス上で 802.1Xとともに動作
します。

関連トピック

802.1Xとポートセキュリティ

ポートセキュリティの設定

ポートセキュリティのグローバルなイネーブル化またはディセーブル

化

デバイスに対してポートセキュリティ機能のグローバルなイネーブル化またはディセーブル化が

可能です。デフォルトで、ポートセキュリティはグローバルにディセーブルになっています。

ポートセキュリティをディセーブルにすると、インターフェイスのすべてのポートセキュリティ

設定が無効になります。ポートセキュリティをグローバルにディセーブル化すると、すべての

ポートセキュリティ設定が失われます。

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] feature port-security
3. show port-security
4. （任意） copy running-config startup-config

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS セキュリティコンフィギュレーションガイドリリース 6.x    
   OL-25776-03 -J 13

ポートセキュリティの設定

ポートセキュリティの注意事項と制約事項



手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

ポートセキュリティをグローバルにイネーブル化し

ます。 noオプションを使用するとポートセキュリ
ティはグローバルにディセーブル化されます。

[no] feature port-security

例：
switch(config)# feature port-security

ステップ 2   

ポートセキュリティのステータスを表示します。show port-security

例：
switch(config)# show port-security

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 4   

レイヤ 2 インターフェイスに対するポートセキュリティのイネーブル
化またはディセーブル化

レイヤ 2インターフェイスに対してポートセキュリティ機能のイネーブル化またはディセーブル
化が可能です。デフォルトでは、ポートセキュリティはすべてのインターフェイスでディセーブ

ルです。

インターフェイスのポートセキュリティをディセーブルにすると、そのインターフェイスのすべ

てのスイッチポートのポートセキュリティ設定が失われます。

はじめる前に

ポートセキュリティがグローバルにイネーブル化されている必要があります。

レイヤ 2イーサネットインターフェイスがポートチャネルインターフェイスのメンバである場
合、レイヤ 2イーサネットインターフェイスに対するポートセキュリティはイネーブルまたは
ディセーブルにできません。

セキュアレイヤ 2ポートチャネルインターフェイスのメンバのいずれかのポートセキュリティ
がイネーブルになっている場合、先にポートチャネルインターフェイスからセキュアメンバポー

トをすべて削除しない限り、そのポートチャネルインターフェイスのポートセキュリティをディ

セーブルにできません。
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手順の概要

1. configure terminal
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• interface ethernet slot/port

• interface port-channel channel-number

3. switchport
4. [no] switchport port-security
5. show running-config port-security
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

ポートセキュリティを設定するイーサネットインター

フェイスまたはポートチャネルインターフェイスの

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 2   

• interface ethernet slot/port
インターフェイスコンフィギュレーションモードを

開始します。• interface port-channel channel-number

例：
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)#

そのインターフェイスを、レイヤ2インターフェイス
として設定します。

switchport

例：
switch(config-if)# switchport

ステップ 3   

インターフェイス上でポートセキュリティをイネー

ブルにします。 noオプションを使用すると、そのイ
[no] switchport port-security

例：
switch(config-if)# switchport port-security

ステップ 4   

ンターフェイスのポートセキュリティがディセーブ

ルになります。

ポートセキュリティの設定を表示します。show running-config port-security

例：
switch(config-if)# show running-config
port-security

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config-if)# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

関連トピック

セキュアMACアドレスの学習, （2ページ）
スティッキMACアドレスラーニングのイネーブル化またはディセーブル化, （16ページ）

スティッキ MAC アドレスラーニングのイネーブル化またはディセー
ブル化

インターフェイスのスティッキMACアドレスラーニングをディセーブルまたはイネーブルに設
定できます。スティッキ学習をディセーブルにすると、そのインターフェイスはダイナミック

MACアドレスラーニング（デフォルトの学習方式）に戻ります。

デフォルトでは、スティッキMACアドレスラーニングはディセーブルです。

はじめる前に

ポートセキュリティがグローバルにイネーブル化されている必要があります。

手順の概要

1. configure terminal
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• interface ethernet slot/port

• interface port-channel channel-number

3. switchport
4. [no] switchport port-security mac-address sticky
5. show running-config port-security
6. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

スティッキMACアドレスラーニングを設定するイ
ンターフェイスのインターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 2   

• interface ethernet slot/port

• interface port-channel channel-number

例：
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)#

そのインターフェイスを、レイヤ 2インターフェイ
スとして設定します。

switchport

例：
switch(config-if)# switchport

ステップ 3   

そのインターフェイスのスティッキMACアドレス
ラーニングをイネーブルにします。 noオプション

[no] switchport port-security mac-address sticky

例：
switch(config-if)# switchport port-security
mac-address sticky

ステップ 4   

を使用するとスティッキMACアドレスラーニング
がディセーブルになります。

ポートセキュリティの設定を表示します。show running-config port-security

例：
switch(config-if)# show running-config
port-security

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config-if)# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

インターフェイスのスタティックセキュア MAC アドレスの追加
レイヤ 2インターフェイスにスタティックセキュアMACアドレスを追加できます。
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MACアドレスが任意のインターフェイスでセキュアMACアドレスである場合、そのMACア
ドレスがすでにセキュアMACアドレスとなっているインターフェイスからそのMACアドレ
スを削除するまで、そのMACアドレスをスタティックセキュアMACアドレスとして別のイ
ンターフェイスに追加することはできません。

（注）

デフォルトでは、インターフェイスにスタティックセキュアMACアドレスは設定されません。

はじめる前に

ポートセキュリティがグローバルにイネーブル化されている必要があります。

インターフェイスのセキュアMACアドレス最大数に達していないことを確認します。必要に応
じて、セキュアMACアドレスを削除するか、インターフェイスの最大アドレス数を変更できま
す。

手順の概要

1. configure terminal
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• interface ethernet slot/port

• interface port-channel channel-number

3. [no] switchport port-security mac-address address [vlan vlan-ID]
4. show running-config port-security
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

指定したインターフェイスのインターフェイスコ

ンフィギュレーションモードを開始します。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 2   

• interface ethernet slot/port

• interface port-channel channel-number

例：
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)#
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目的コマンドまたはアクション

現在のインターフェイスのポートセキュリティに

スタティックMACアドレスを設定します。その
[no] switchport port-security mac-address address
[vlan vlan-ID]

例：
switch(config-if)# switchport port-security
mac-address 0019.D2D0.00AE

ステップ 3   

アドレスからのトラフィックを許可する VLANを
指定する場合は、vlanキーワードを使用します。

ポートセキュリティの設定を表示します。show running-config port-security

例：
switch(config-if)# show running-config
port-security

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config-if)# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

関連トピック

ポートセキュリティの設定の確認, （28ページ）
MACアドレスの最大数の設定, （23ページ）
ダイナミックセキュアMACアドレスの削除, （22ページ）
インターフェイスのスタティックセキュアMACアドレスの削除, （19ページ）

インターフェイスのスタティックセキュア MAC アドレスの削除
レイヤ 2インターフェイスのスタティックセキュアMACアドレスを削除できます。

手順の概要

1. configure terminal
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• interface ethernet slot/port

• interface port-channel channel-number

3. no switchport port-security mac-address address
4. show running-config port-security
5. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

スタティックセキュアMACアドレスを削除する
インターフェイスのインターフェイスコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 2   

• interface ethernet slot/port

• interface port-channel channel-number

例：
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)#

現在のインターフェイスのポートセキュリティ

からスタティックセキュアMACアドレスを削除
します。

no switchport port-security mac-address address

例：
switch(config-if)# no switchport port-security
mac-address 0019.D2D0.00AE

ステップ 3   

ポートセキュリティの設定を表示します。show running-config port-security

例：
switch(config-if)# show running-config
port-security

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config-if)# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

スティッキセキュア MAC アドレスの削除
スティッキセキュアMACアドレスを削除できます。この際、削除するアドレスが設定されてい
るインターフェイスで、スティッキ方式のアドレス学習を一時的にディセーブルにする必要があ

ります。

はじめる前に

ポートセキュリティがグローバルにイネーブル化されている必要があります。
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手順の概要

1. configure terminal
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• interface ethernet slot/port

• interface port-channel channel-number

3. no switchport port-security mac-address sticky
4. clear port-security dynamic address address
5. （任意） show port-security address interface {ethernet slot/port | port-channel channel-number}
6. （任意） switchport port-security mac-address sticky

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

スティッキセキュアMACアドレスを削除するイン
ターフェイスのインターフェイスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 2   

• interface ethernet slot/port

• interface port-channel channel-number

例：
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)#

インターフェイスのスティッキMACアドレスラー
ニングをディセーブルにします。これにより、イン

no switchport port-security mac-address sticky

例：
switch(config-if)# no switchport port-security
mac-address sticky

ステップ 3   

ターフェイスのスティッキセキュアMACアドレス
が、ダイナミックセキュアMACアドレスに変換さ
れます。

指定したダイナミックセキュアMACアドレスを削
除します。

clear port-security dynamic address address

例：
switch(config-if)# clear port-security dynamic
address 0019.D2D0.02GD

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

セキュアMACアドレスを表示します。削除したア
ドレスは表示されません。

show port-security address interface {ethernet
slot/port | port-channel channel-number}

例：
switch(config)# show port-security address

ステップ 5   

（任意）

そのインターフェイスのスティッキMACアドレス
ラーニングを再度イネーブルにします。

switchport port-security mac-address sticky

例：
switch(config-if)# switchport port-security
mac-address sticky

ステップ 6   

ダイナミックセキュア MAC アドレスの削除
ダイナミックに学習されたセキュアMACアドレスを削除できます。

はじめる前に

ポートセキュリティがグローバルにイネーブル化されている必要があります。

手順の概要

1. configure terminal
2. clear port-security dynamic {interface ethernet slot/port | address address} [vlan vlan-ID]
3. show port-security address
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

ダイナミックに学習されたセキュアMACアドレスを削除
します。次の方法で指定できます。

clear port-security dynamic {interface
ethernet slot/port | address address} [vlan
vlan-ID]

ステップ 2   

interfaceキーワードを使用すると、指定したインターフェ
イスでダイナミックに学習されたアドレスがすべて削除さ

れます。
例：
switch(config)# clear port-security
dynamic interface ethernet 2/1
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目的コマンドまたはアクション

addressキーワードを使用すると、指定した単一のダイナ
ミック学習アドレスが削除されます。

特定の VLANのアドレスを削除するようにコマンドに制
限を加えるには、vlanキーワードを使用します。

セキュアMACアドレスを表示します。show port-security address

例：
switch(config)# show port-security
address

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config-if)# copy running-config
startup-config

ステップ 4   

MAC アドレスの最大数の設定
レイヤ 2インターフェイスで学習可能なMACアドレスまたはスタティックに設定可能なMACア
ドレスの最大数を設定できます。レイヤ 2インターフェイス上の VLAN単位でもMACアドレス
の最大数を設定できます。インターフェイスに設定できる最大アドレス数は 1025です。システ
ムの最大アドレス数は 8192です。

デフォルトでは、各インターフェイスのセキュアMACアドレスの最大数は1です。VLANには、
セキュアMACアドレス数のデフォルトの最大値はありません。

インターフェイスですでに学習されているアドレス数またはインターフェイスにスタティック

に設定されたアドレス数よりも小さい数を最大数に指定すると、デバイスはこのコマンドを拒

否します。ダイナミック方式で学習されたアドレスをすべて削除するには、shutdownおよび
no shutdownのコマンドを使用して、インターフェイスを再起動します。

（注）

はじめる前に

ポートセキュリティがグローバルにイネーブル化されている必要があります。
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手順の概要

1. configure terminal
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• interface ethernet slot/port

• interface port-channel channel-number

3. [no] switchport port-security maximum number [vlan vlan-ID]
4. show running-config port-security
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開

始します。slotは、MACアドレスの最大数を設定する
インターフェイスです。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 2   

• interface ethernet slot/port

• interface port-channel channel-number

例：
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)#

現在のインターフェイスで学習可能なMACアドレスま
たはスタティックに設定可能なMACアドレスの最大数

[no] switchport port-securitymaximum number
[vlan vlan-ID]

例：
switch(config-if)# switchport port-security
maximum 425

ステップ 3   

を設定します。 numberの最大値は 1025です。 noオプ
ションを使用すると、MACアドレスの最大数がデフォ
ルト値（1）にリセットされます。

最大数を適用する VLANを指定する場合は、vlanキー
ワードを使用します。

ポートセキュリティの設定を表示します。show running-config port-security

例：
switch(config-if)# show running-config
port-security

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config-if)# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

関連トピック

ダイナミックセキュアMACアドレスの削除, （22ページ）
インターフェイスのスタティックセキュアMACアドレスの削除, （19ページ）

アドレスエージングのタイプと期間の設定

MACアドレスエージングのタイプと期間を設定できます。デバイスは、ダイナミック方式で学
習されたMACアドレスがエージング期限に到達する時期を判断するためにこれらの設定を使用
します。

デフォルトのエージングタイプは絶対エージングです。

デフォルトのエージングタイムは 0分（エージングはディセーブル）です。

はじめる前に

ポートセキュリティがグローバルにイネーブル化されている必要があります。

手順の概要

1. configure terminal
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• interface ethernet slot/port

• interface port-channel channel-number

3. [no] switchport port-security aging type {absolute | inactivity}
4. [no] switchport port-security aging time minutes
5. show running-config port-security
6. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

MACエージングのタイプと期間を設定するインター
フェイスのインターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 2   

• interface ethernet slot/port

• interface port-channel channel-number

例：
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)#

ダイナミックに学習されたMACアドレスにデバイスが
適用するエージングタイプを設定します。noオプショ

[no] switchport port-security aging type
{absolute | inactivity}

例：
switch(config-if)# switchport port-security
aging type inactivity

ステップ 3   

ンを使用すると、エージングタイプがデフォルト値（絶

対エージング）にリセットされます。

ダイナミックに学習されたMACアドレスがドロップさ
れるまでのエージングタイムを分単位で設定します。

[no] switchport port-security aging time minutes

例：
switch(config-if)# switchport port-security
aging time 120

ステップ 4   

minutesの最大値は 1440です。 noオプションを使用す
ると、エージングタイムがデフォルト値である0（エー
ジングはディセーブル）にリセットされます。

ポートセキュリティの設定を表示します。show running-config port-security

例：
switch(config-if)# show running-config
port-security

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config-if)# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

セキュリティ違反時の処理の設定

セキュリティ違反が発生した場合にデバイスが実行する処理を設定できます。違反時の処理は、

ポートセキュリティをイネーブルにしたインターフェイスごとに設定できます。
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デフォルトのセキュリティ処理では、セキュリティ違反が発生したポートがシャットダウンされ

ます。

はじめる前に

ポートセキュリティがグローバルにイネーブル化されている必要があります。

手順の概要

1. configure terminal
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• interface ethernet slot/port

• interface port-channel channel-number

3. [no] switchport port-security violation {protect | restrict | shutdown}
4. show running-config port-security
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

セキュリティ違反時の処理を設定するインターフェ

イスのインターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 2   

• interface ethernet slot/port

• interface port-channel channel-number

例：
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)#

現在のインターフェイスのポートセキュリティにセ

キュリティ違反時の処理を設定します。noオプショ
[no] switchport port-security violation {protect |
restrict | shutdown}

例：
switch(config-if)# switchport port-security
violation restrict

ステップ 3   

ンを使用すると、違反時の処理がデフォルト値（イ

ンターフェイスのシャットダウン）にリセットされ

ます。

ポートセキュリティの設定を表示します。show running-config port-security

例：
switch(config-if)# show running-config
port-security

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config-if)# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

ポートセキュリティの設定の確認
ポートセキュリティの設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。このコマンド

の出力フィールドについての詳細は、『CiscoNexus 7000 Series NX-OS Security CommandReference』
を参照してください。

目的コマンド

ポートセキュリティの設定を表示します。show running-config port-security

デバイスのポートセキュリティのステータスを

表示します。

show port-security

特定のインターフェイスのポートセキュリティ

のステータスを表示します。

show port-security interface

セキュアMACアドレスを表示します。show port-security address

セキュア MAC アドレスの表示
セキュアMACアドレスを表示するには、show port-security addressコマンドを使用します。こ
のコマンドの出力フィールドの詳細については、『CiscoNexus 7000 Series NX-OS Security Command
Reference』を参照してください。

ポートセキュリティの設定例
次に示す例は、VLANとインターフェイスのセキュアアドレス最大数が指定されているイーサ
ネット 2/1インターフェイスのポートセキュリティ設定です。この例のインターフェイスはトラ
ンクポートです。違反時の処理は Restrict（制限）に設定されています。
feature port-security
interface Ethernet 2/1
switchport
switchport port-security
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switchport port-security maximum 10
switchport port-security maximum 7 vlan 10
switchport port-security maximum 3 vlan 20
switchport port-security violation restrict

ポートセキュリティに関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Configuration Guide』

レイヤ 2スイッチング

『CiscoNexus 7000 Series NX-OS Security Command
Reference』

ポートセキュリティコマンド：完全なコマン

ド構文、コマンドモード、コマンド履歴、デ

フォルト値、使用上の注意、例

標準

タイトル標準

—この機能でサポートされる新規の標準または変

更された標準はありません。また、既存の標準

のサポートは変更されていません。

MIB

Cisco NX-OSはポートセキュリティに関して読み取り専用の SNMPをサポートしています。

MIB のリンクMIB

MIBを検索およびダウンロードするには、次の
URLにアクセスしてください。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/
cmtk/mibs.shtml

• CISCO-PORT-SECURITY-MIB

トラップは、セキュアMACアドレス
の違反の通知についてサポートされ

ています。

（注）

ポートセキュリティの機能の履歴
次の表に、この機能のリリースの履歴を示します。
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表 2：ポートセキュリティの機能の履歴

機能情報リリース機能名

Release 5.2以降、変更はあ
りません。

6.0(1)ポートセキュリティ

リリース 5.1からの変更は
ありません。

5.2(1)ポートセキュリティ

Release 5.0以降、変更はあ
りません。

5.1(1)ポートセキュリティ

Release 4.2以降、変更はあ
りません。

5.0(2)ポートセキュリティ

レイヤ 2ポートチャネル
インターフェイスがサポー

トされるようになりまし

た。

4.2(1)ポートセキュリティ
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