
モデルベースの AAA

NETCONFインターフェイスと RESTCONFインターフェイスは、NETCONFアクセス制御モ
デル（NACM）を実装しています。NACMは、RFC 6536で規定されたロールベースアクセス
コントロール（RBAC）の形式の 1つです。

•モデルベースの AAA（1ページ）
•モデルベースの AAAに関するその他の参考資料（7ページ）
•モデルベースの AAAに関する機能情報（8ページ）

モデルベースの AAA

モデルベースの AAAの前提条件
モデルベースの AAA機能を使用するには、次の内容について事前に理解しておく必要があり
ます。

• NETCONF-YANG

• NETCONF-YANG killセッション

• RFC 6536：ネットワーク設定プロトコル（NETCONF）アクセス制御モデル

初期操作

NETCONFサービスやRESTCONFサービスが有効になると、/nacmサブツリーが事前に設定さ
れていないデバイスは、特権レベル 15のユーザ以外のすべての操作とデータへの読み取り/書
き込み/実行アクセスを拒否します。これについては、/nacmサブツリーの次の設定に記述され
ています。

<nacm xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-netconf-acm">
<enable-nacm>true</enable-nacm>
<read-default>deny</read-default>
<write-default>deny</write-default>
<exec-default>deny</exec-default>
<enable-external-groups>true</enable-external-groups>
<rule-list>
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<name>admin</name>
<group>PRIV15</group>
<rule>
<name>permit-all</name>
<module-name>*</module-name>
<access-operations>*</access-operations>
<action>permit</action>

</rule>
</rule-list>

</nacm>

グループメンバーシップ

ユーザのグループメンバーシップは 2つのソースから取得できます。1つ目は、認証に使用す
るAAAサーバで設定されているユーザの権限レベルです。2つ目は、/nacm/groupsサブツリー
で設定されている権限レベルです。各権限レベルに対応するグループの名前は次のとおりで

す。

NACMグループ名権限レベル

PRIV000

PRIV011

PRIV022

PRIV033

PRIV044

PRIV055

PRIV066

PRIV077

PRIV088

PRIV099

PRIV1010

PRIV1111

PRIV1212

PRIV1313

PRIV1414

PRIV1515
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従来の IOSコマンド許可（権限レベルに基づくものなど）は、NETCONFまたは RESTCONF
には適用されません。

（注）

権限レベルに基づいてNACMグループに付与されたアクセスは、権限レベルが高いNACMグ
ループには本来適用されません。たとえば、PRIV10に適用されるルールは、PRIV11、PRIV12、
PRIV13、PRIV14、および PRIV15にも自動的に適用されるわけではありません。

（注）

NACM権限レベルの依存関係
AAA設定が no aaa new-modelで設定されている場合は、ユーザに対してローカルに設定され
た権限レベルが使用されます。AAA設定が aaa new-modelで設定されている場合、権限レベ
ルは、メソッドリスト aaa authorization exec defaultに関連付けられているAAAサーバによっ
て決まります。

NACMの設定の管理と保守
NACM設定は、NETCONFまたはRESTCONFを使用して変更できます。ユーザがNCAM設定
にアクセスできるようにするには、そのための明示的な権限を持たせる必要があります。つま

り、NACMルールを使用します。/nacmサブツリーの下の設定は、copy running-config
startup-config EXECコマンドが発行されるとき、または cisco-ia:save-configRPCが発行される
ときは持続します。

<rpc message-id="101" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<save-config xmlns="http://cisco.com/yang/cisco-ia"/>

</rpc>

NETCONFセッションに適用されるNACMルールは、セッションの確立時に /nacmサブツリー
で設定されているものです。/nacmサブツリーに変更を加えても、NETCONFセッションはす
でに確立されているため影響を受けません。<kill-session>RPCまたは clear netconf-yang session
EXECコマンドを使用して、不要な NETCONFセッションを強制的に終了することができま
す。NETCONF Killセッションを参照してください。

（注）

特定のデータへのアクセスを拒否するルールを作成する場合は、同じデータが複数の YANG
モジュールとデータノードのパスを介して公開される可能性があるため、注意が必要です。た

とえば、インターフェイスコンフィギュレーションは Cisco-IOS-XE-nativeと ietf-interfaceの
両方を介して公開されます。同じ元データの1つの表現に適用される可能性があるルールは、
そのデータの他の表現には適用されない場合があります。

（注）
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NACM設定のリセット
/nacmサブツリーの設定を初期設定にリセットするには、次のコマンドを使用します（初期操
作を参照）。

Router#request platform software yang-management nacm reset-config

NACMの設定例

ここで挙げている例は説明のみを目的とするものです。（注）

次に、グループ設定の例を示します。

<nacm xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-netconf-acm">
<groups>
<group>
<name>administrators</name>
<user-name>admin</user-name>
<user-name>root</user-name>

</group>

<group>
<name>limited-permission</name>
<user-name>alice</user-name>
<user-name>bob</user-name>

</group>
</groups>

</nacm>

表 1 :グループ設定の設定パラメータの説明

説明パラメータ

グループ名<name>administrators</name>

ユーザ名<user-name>admin</user-name>

ユーザ名<user-name>root</user-name>

次に、モジュールルールを作成する例を示します。

<nacm xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-netconf-acm">
<rule-list>
<name>only-ietf-interfaces</name>
<group>limited-permission</group>
<rule>
<name>deny-native</name>
<module-name>Cisco-IOS-XE-native</module-name>
<access-operations>*</access-operations>
<action>deny</action>

</rule>
<rule>
<name>allow-ietf-interfaces</name>
<module-name>ietf-interfaces</module-name>

モデルベースの AAA
4

モデルベースの AAA

NACM設定のリセット



<access-operations>*</access-operations>
<action>permit</action>

</rule>
</rule-list>

</nacm>

表 2 :モジュールルールを作成するための設定パラメータの説明

説明パラメータ

固有のルールリスト名<name>only-ietf-interfaces</name>

ルールリストが適用されるグループ< group > permission </group >

固有のルール名<name>deny-native</name>

YANGモジュールの名前<module-name>Cisco-IOS-XE-native</module-name>

CRUDxの動作タイプ<access-operations>*</access-operations>

許可/拒否<action>deny</action>

次に、プロトコル操作ルールを作成する例を示します。

<nacm xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-netconf-acm">
<rule-list>
<name>only-get</name>
<group>limited-permission</group>

<rule>
<name>deny-edit-config</name>
<module-name>ietf-netconf</module-name>
<rpc-name>edit-config</rpc-name>
<access-operations>exec</access-operations>
<action>deny</action>

</rule>
<rule>
<name>allow-get</name>
<module-name>ietf-netconf</module-name>
<rpc-name>get</rpc-name>
<access-operations>exec</access-operations>
<action>permit</action>

</rule>
</rule-list>

</nacm>

表 3 :プロトコル操作ルールを作成するための設定パラメータの説明

説明パラメータ

固有のルールリスト名<name>only-get</name>

ルールリストが適用されるグループ<group>limited-permission</group>

固有のルール名<name>deny-edit-config</name>
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説明パラメータ

RPCを含むモジュールの名前<module-name>ietf-netconf</module-name>

RPCの名前<rpc-name>edit-config</rpc-name>

RPCの実行権限<access-operations>exec</access-operations>

許可/拒否<action>deny</action>

次に、データノードルールを作成する例を示します。

<nacm xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-netconf-acm">
<rule-list>
<name>hide-enable-passwords</name>
<group>limited-permission</group>

<rule>
<name>deny-enable-passwords</name>
<path xmlns:ios="http://cisco.com/ns/yang/Cisco-IOS-XE-native>/ios:native/enable

</path>
<access-operations>*</access-operations>
<action>deny</action>

</rule>
</rule-list>

</nacm>

表 4 :データノードルールを作成するための設定パラメータの説明

説明パラメータ

固有のルールリスト名<name>hide-enable-passwords</name>

ルールリストが適用されるグループ<group>limited-permission</group>

固有のルール名<name>deny-enable-passwords</name>

許可または拒否されるデータノードへのパス<path
xmlns:ios="http://cisco.com/ns/yang/Cisco-IOS-XE-native>/ios:native/enable</path>

CRUDxの動作タイプ<access-operations>*</access-operations>

許可/拒否<action>deny</action>

次に、すべてのグループに対して、標準の NETCONF RPC <get>および <get-config>の使用、
スキーマダウンロード RPC <get-schema>、およびモジュール ietf-interfacesにあるデータへの
読み取り専用アクセスを許可する NACM設定の例を示します。
<nacm xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-netconf-acm">

<rule-list>
<name>readonly-protocol</name>
<group>*</group>
<rule>
<name>get-permit</name>
<module-name>ietf-netconf</module-name>
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<rpc-name>get</rpc-name>
<access-operations>exec</access-operations>
<action>permit</action>

</rule>
<rule>
<name>get-config-permit</name>
<module-name>ietf-netconf</module-name>
<rpc-name>get-config</rpc-name>
<access-operations>exec</access-operations>
<action>permit</action>

</rule>
<rule>
<name>get-schema-permit</name>
<module-name>ietf-netconf-monitoring</module-name>
<rpc-name>get-schema</rpc-name>
<access-operations>exec</access-operations>
<action>permit</action>

</rule>
</rule-list>
<rule-list>
<name>readonly-data</name>
<group>*</group>
<rule>
<name>ietf-interfaces-permit</name>
<module-name>ietf-interfaces</module-name>
<access-operations>read</access-operations>
<action>permit</action>

</rule>
</rule-list>

</nacm>

モデルベースの AAAに関するその他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

開発者に分かりやすい方法でCiscoYANGモデルにアク
セスするには、GitHubリポジトリを複製し、vendor/cisco
サブディレクトリに移動します。ここでは、IOS XE、
IOS-XR、およびNX-OSプラットフォームのさまざまな
リリースのモデルを使用できます。

IOS-XE、IOS-XR、およびNX-OSプ
ラットフォームのさまざまなリリー

スの YANGデータモデル

標準および RFC

タイトル標準/RFC

YANG：Network Configuration Protocol（NETCONF）向けデー
タモデリング言語

RFC 6020

ネットワーク設定プロトコル（NETCONF）RFC 6241

ネットワーク設定プロトコル（NETCONF）アクセス制御モデ
ル

RFC 6536
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの製品やテクノ
ロジーに関するトラブルシューティングにお役立ていただ

けるように、マニュアルやツールをはじめとする豊富なオ

ンラインリソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するた

めに、Cisco Notification Service（Field Noticeからアクセ
ス）、Cisco Technical Services Newsletter、Really Simple
Syndication（RSS）フィードなどの各種サービスに加入で
きます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアクセスする際
は、Cisco.comのユーザ IDおよびパスワードが必要です。

モデルベースの AAAに関する機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ

トウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだ

けを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー

スでもサポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするに
は、www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

モデルベースの AAA
8

モデルベースの AAA

モデルベースの AAAに関する機能情報

http://www.cisco.com/support
http://www.cisco.com/go/cfn


表 5 :プログラマビリティの機能情報：データモデル

機能情報リリース機能名

この機能は、次のプラットフォームに

実装されていました。

• CiscoASR 900シリーズアグリゲー
ションサービスルータ

• CiscoASR 920シリーズアグリゲー
ションサービスルータ

• Cisco ASR 1000シリーズアグリ
ゲーションサービスルータ

• Cisco CSR 1000vスイッチ

• Cisco ISR1100シリーズサービス統
合型ルータ

• Cisco ISR 4000シリーズサービス統
合型ルータ

• Cisco NCS 4200シリーズ

Cisco IOS XE Fuji 16.8.1モデルベースの AAA

この機能は、次のプラットフォームに

実装されていました。

• Cisco Catalyst 3650シリーズスイッ
チ

• Cisco Catalyst 3850シリーズスイッ
チ

• Cisco Catalyst 9300シリーズスイッ
チ

• Cisco Catalyst 9400シリーズスイッ
チ

• Cisco Catalyst 9500シリーズスイッ
チ

Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a
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