
AAA サービスの設定

このモジュールでは、Cisco IOS XRソフトウェアシステムでのユーザアクセスの制御に使用さ
れるタスクベース認可の管理モデルの実装について説明します。タスクベース認可の実装では、

主にユーザグループおよびタスクグループを設定する必要があります。

ユーザグループおよびタスクグループは、認証、認可およびアカウンティング（AAA）サービ
スに使用される Cisco IOS XRソフトウェアコマンドセットを介して設定されます。認証コマン
ドは、ユーザまたはプリンシパルの IDの検証に使用されます。認可コマンドは、認証済みユー
ザ（またはプリンシパル）に特定のタスクを実行するための権限が付与されていることを確認す

るために使用します。アカウンティングコマンドは、セッションのログイン、および特定のユー

ザまたはシステムにより生成されるアクションを記録することで監査証跡を作成するときに使用

されます。

AAAは、Cisco IOS XRソフトウェアベースパッケージの一部で、デフォルトで使用可能です。

このモジュールで使用される AAAコマンドの詳細については、『Cisco ASR 9000 Series
Aggregation Services Router System Security Command Reference』の「Authentication, Authorization,
and Accounting Commands on Cisco ASR 9000シリーズルータ」モジュールを参照してくださ
い。この章で使用される他のコマンドの説明については、コマンドリファレンスのマスター

索引を参照するか、またはオンラインで検索してください。

（注）

AAA サービスの設定の機能履歴

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース 3.7.2

VRF対応 TACACS+のサポートが追加されました。リリース 4.1.0

• AAAサービスの設定に関する前提条件, 2 ページ

• AAAサービスの設定に関する制約事項, 2 ページ
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• AAAサービスの設定について, 2 ページ

• AAAサービスの設定方法, 20 ページ

• AAAサービスの設定の設定例, 64 ページ

• その他の関連資料, 65 ページ

AAA サービスの設定に関する前提条件
次に、AAAサービスの設定に関する前提条件を示します。

•適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属している
必要があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含まれ
ます。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場合、AAA
管理者に連絡してください。

•初期設定ダイアログを使用してルートシステムユーザを確立します。管理者は、特定の
AAA設定なしでいくつかのローカルユーザを設定できます。外部セキュリティサーバは、
ユーザアカウントが管理ドメイン内の複数のルータで共有される場合に必要になります。

一般的な設定では、外部サーバが到達不能になった場合のバックアップとしてローカルデー

タベースオプションを使用して、外部AAAセキュリティサーバおよびデータベースを使用
します。

AAA サービスの設定に関する制約事項
ここでは、AAAサービスを設定する場合の制限を示します。

互換性

互換性は Ciscoのフリーウェア TACACS+サーバおよび FreeRADIUSだけで検証されます。

相互運用性

ルータの管理者は、同じ AAAサーバのソフトウェアおよびデータベース（たとえば、

CiscoSecure ACS）をルータと、現在Cisco IOS XRソフトウェアを実行していない他のシスコ製機
器に対して使用できます。タスク IDをサポートしない外部 TACACS+サーバとルータとの間の
相互運用性をサポートするには、「TACACS+および RADIUS認証ユーザのタスク ID, （14ペー
ジ）」の項を参照してください。

AAA サービスの設定について
この項では、Cisco IOS XRソフトウェアユーザが AAAを介してユーザグループとタスクグルー
プを設定したり、リモート認証ダイヤルインユーザサービス（RADIUS）サーバまたはTACACS+
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サーバを設定したりする前に理解する必要があるすべての概念情報を示します。概念情報では、

AAAについて、およびなぜ重要なのかについても説明します。

ユーザ、ユーザグループおよびタスクグループ

Cisco IOS XRソフトウェアユーザ属性は、Cisco IOS XRソフトウェア管理モデルの基礎を形成し
ます。各ルータユーザには、次の属性が関連付けられます。

•管理ドメイン内でユーザを一意に特定するユーザ ID（ASCII文字列）

• 253文字以下のパスワードおよび一方向の暗号化シークレット

•ユーザがメンバである（タスク IDなどの属性をイネーブルにした）ユーザグループ（1つ
以上）のリスト（タスク ID, （13ページ）の項を参照）。

ユーザカテゴリ

ルータユーザは、次のカテゴリに分類されます。

•ルートシステムユーザ（すべての管理権限）

•ルート SDRユーザ（特定のセキュアドメインルータ管理権限）

•セキュアドメインルータユーザ（特定のセキュアドメインルータユーザアクセス）

ルートシステムユーザ

ルートシステムユーザは、ルータシャーシ全体の「所有」が許可されたエンティティです。ルー

トシステムユーザは、すべてのルータコンポーネントに対して最も高い特権を持って操作し、

システム内のすべてのセキュアドメインルータをモニタできます。ルータの設定時に、少なく

とも 1つのルートシステムユーザアカウントを作成する必要があります。ルートシステムユー
ザは複数作成できます。

ルートシステムユーザは次を含む設定またはモニタタスクを実行できます。

•セキュアドメインルータを設定します。

•ルート SDRユーザを作成、削除、変更します（ルートシステムとしてセキュアドメイン
ルータにログイン後）。（ルート SDRユーザ, （4ページ）の項を参照）。

•セキュアドメインルータユーザを作成、削除、変更し、ユーザタスクの権限を設定します
（ルートシステムとしてセキュアドメインルータにログイン後）。（セキュアドメイン

ルータユーザ, （4ページ）の項を参照）。

•セキュアドメインルータに割り当てられていないファブリックラックまたはルータリソー
スにアクセスし、セキュアドメインルータの設定に関係なく、ルートシステムユーザが任

意のルータノードに認証されるようにします。
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ルート SDR ユーザ

ルート SDRユーザは、特定の SDRの設定およびモニタリングを制御します。ルート SDRユーザ
は、ユーザを作成し、SDR内での権限を設定できます。複数のルート SDRユーザが独立して作
業できます。 1つの SDRに、複数の SDRユーザを作成できます。

ルート SDRユーザは、特定の SDRに対して次の管理タスクを実行できます。

• SDRのセキュアドメインルータユーザおよび権限を作成、削除、変更します（セキュアド
メインルータユーザ, （4ページ）の項を参照）。

• SDRにアクセスできるユーザグループを作成、削除、変更します。

• SDRのほぼすべてを管理します。

ルート SDRユーザは、ルートシステムユーザへのアクセスを拒否できません（ルートシステム
ユーザ, （3ページ）の項を参照）。

セキュアドメインルータユーザ

セキュアドメインルータユーザには、ルートシステムユーザまたはルート SDRユーザにより定
義されている SDRへの制限付きアクセス権があります。セキュアドメインルータユーザは、日
常のシステムおよびネットワーク管理業務を行います。セキュアドメインルータユーザが実行

できるタスクは、セキュアドメインルータユーザが属するユーザグループに関連付けられてい

るタスク IDにより決まります（ユーザグループ, （4ページ）の項を参照）。

ユーザグループ

Cisco IOS XRソフトウェアでは、システム管理者は、ユーザのグループ、およびユーザのグルー
プで共通するジョブ特性を設定できます。グループは、明示的にユーザに割り当てる必要があり

ます。ユーザは、デフォルトでは、グループに割り当てられていません。ユーザは、複数のグ

ループに割り当てることができます。

ユーザグループは、アクセス権限など、属性のセットを共有するユーザの集まりです。各ユーザ

は、1つ以上のユーザグループに関連付けることができます。ユーザグループは、次の属性を持
ちます。

•ユーザの認可を定義するタスクグループのリスト。 cisco-support以外のすべてのタスクは、
デフォルトで、ルートシステムユーザに許可されています（ルートシステムユーザ, （3
ページ）の項を参照）。

•各ユーザタスクには、read、write、execute、または debug権限を割り当てることができま
す。

事前定義ユーザグループ

Cisco IOS XRソフトウェアには、属性を定義済みの一連のユーザグループが用意されています。
事前定義されているグループは次のとおりです。
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• cisco-support：このグループは、Ciscoサポートチームが使用します。

• netadmin：すべてのシステムおよびネットワークパラメータを制御およびモニタできます。

• operator：基本権限を持つデモンストレーショングループ。

• root-lr：特定のセキュアドメインルータを制御およびモニタできます。

• root-system：システム全体を制御およびモニタできます。

• sysadmin：すべてのシステムパラメータを制御およびモニタできますが、ネットワークプ
ロトコルを設定できません。

• serviceadmin：セッションボーダーコントローラ（SBC）などのサービス管理タスク。

ユーザグループ root-systemには、唯一のメンバとしてルートシステムユーザが含まれます（ルー
トシステムユーザ, （3ページ）の項を参照）。root-systemユーザグループには認可が事前に
定義されています。つまり、root-systemユーザ管理リソースのすべて、および他の SDRの一部を
担当します。

ユーザ定義ユーザグループ

管理者は、特定のニーズを満たすために自分のユーザグループを設定できます。

ユーザグループの継承

ユーザグループは、別のユーザグループから属性を継承できます。（同様に、タスクグループ

は、別のタスクグループから属性を継承できます）。たとえば、ユーザグループ Aがユーザグ
ループ Bから属性を継承すると、ユーザグループ Aのタスク属性の新しいセットは、Aと Bの
集合になります。ユーザグループ間の継承関係は、グループが明示的に再継承されなくても、グ

ループ Aがグループ Bから属性を継承する場合は、グループ Bでの変更はグループ Aに反映さ
れます。

タスクグループ

タスクグループは、タスク IDの集合によって定義されます。タスクグループには、各アクショ
ンクラスに対応したタスク IDリストが含まれます。

各ユーザグループは、そのグループのユーザに適用できる一連のタスクグループが関連付けられ

ます。ユーザタスクの権限は、そのユーザが属するユーザグループに関連付けられたタスクグ

ループから取得されます。

事前定義タスクグループ

次に、管理者が通常の初期設定で使用できる事前定義タスクグループを示します。

• cisco-support：Ciscoサポート担当タスク

• netadmin：ネットワーク管理者タスク
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• operator：オペレータの日常業務（デモンストレーション目的）

• root-lr：セキュアドメインルータ管理者タスク

• root-system：システム規模の管理者タスク

• sysadmin：システム管理者タスク

• serviceadmin：SBCなどのサービス管理タスク

ユーザ定義タスクグループ

ユーザは、特定のニーズを満たすために独自のタスクグループを設定できます。

グループ継承

タスクグループは、他のタスクグループからの継承をサポートします（同様に、ユーザグルー

プは、別のユーザグループから属性を継承できます。ユーザグループ, （4ページ）の項を参
照してください）。たとえば、タスクグループ Aがタスクグループ Bから継承すると、タスク
グループ Aの属性の新しいセットは、Aと Bの集合になります。

Cisco IOS XR ソフトウェア管理モデル
ルータは、管理（admin）プレーンとセキュアドメインルータ（SDR）プレーンの 2つのプレー
ンで機能します。 admin（共有）プレーンは、すべての SDRで共有されるリソースで構成され、
SDRプレーンは、特定の SDRに固有なリソースで構成されます。

root-systemユーザには、ルータの最高レベルの権限があります。このユーザは、セキュアドメイ
ンルータをプロビジョニングし、ルート SDRユーザを作成します。作成後、ルートユーザは
SDRのルートシステムユーザから SDRの権限のほとんどを取得します。ルート SDRユーザは、
セキュアドメインルータユーザを作成できます。ルートシステムユーザおよびルートSDRユー
ザには、ユーザには変更できない固定の権限（タスク ID）があります。

各 SDRには、ローカルユーザ、グループ、TACACS+および RADIUS設定など、独自の AAA設
定があります。 1つの SDRで作成されたユーザは、これらのユーザが他の SDRで設定されない
限り、他の SDRにアクセスできません。

管理アクセス

システムへの管理アクセスは、次の操作を十分理解していない場合、または注意して計画してい

ない場合、失われる可能性があります。すべての root-systemユーザのロックアウトは、パスワー
ドの回復のためにシステムリロードが必要になる重大な問題です。

•使用できないリモート AAAサーバを使用する認証（特にコンソールの認証）を設定する。
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他の方式リストを指定しないnoneオプションの使用は、Cisco IOSXRソフトウェアではサポー
トされていません。

（注）

•フラッシュカードを disk0:から削除する、またはディスクが破損すると、補助ポート認証が
拒否されることがあります。これにより、特定のシステムデバッグ機能に影響を与えること

があります。ただし、コンソールを使用できる場合、システムにアクセスできます。

•コンソールでコマンド認可または EXEC認可を設定する場合は十分に注意してください。こ
れは、この設定により TACACS+サーバが使用できなくなる、またはすべてのコマンドが拒
否され、ユーザがロックアウトされる場合があるためです。このロックアウトは、特に、

TACACS+サーバで認識されていないユーザで認証が行われる場合、あるいはTACACS+ユー
ザで何らかの理由によりほとんど、またはすべてのコマンドが拒否される場合に発生しま

す。

ロックアウトを回避するには、次のいずれか、または両方を推奨します。

•コンソールで TACACS+コマンド認可または EXEC認可を設定する前に、認可を設定する
ユーザが、TACACS+プロファイルの適切なユーザ権限を使用してログインしていることを
確認してください。

•サイトのセキュリティポリシーで許可されている場合、noneオプションをコマンド認可ま
たは EXEC認可に使用します。これにより、TACACS+サーバが使用できない場合、AAAは
none方式にロールオーバーし、ユーザはコマンドを実行できるようになります。

AAA データベース
AAAデータベースは、ユーザ、グループ、およびシステムへのアクセスを制御するタスクの情報
を保存します。 AAAデータベースはローカルまたはリモートにできます。特定の状況で使用さ
れるデータベースは、AAA設定により異なります。

ローカルデータベース

ユーザ、ユーザグループ、タスクグループなどのAAAデータは、セキュアドメインルータ内で
ローカルに保存できます。このデータは、メモリ内データベースに保存され、コンフィギュレー

ションファイルに保存されます。保存されたパスワードは暗号化されます。

データベースは、保存されている特定のセキュアドメインルータ（SDR）に対してローカル
で、定義されているユーザまたはグループは、同じシステムの他の SDRに表示されません。

（注）

残りすべてのユーザをローカルデータベースから削除できます。すべてのユーザを削除すると、

ユーザが次にログインするときに、設定ダイアログが表示され、新しいユーザ名およびパスワー

ドを入力するよう求められます。
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設定ダイアログは、ユーザがコンソールにログインするときだけ表示されます。（注）

リモートデータベース

AAAデータは、CiscoSecure ACSなどの外部セキュリティサーバに保存することができます。
サーバに保存されているデータは、クライアントがサーバの IPアドレスと共有秘密がわかってい
れば、任意のクライアント（ネットワークアクセスサーバ [NAS]など）が使用できます。

リモート AAA 設定
CiscoSecure ACSのような製品は、共有または外部 AAAデータベースを管理するために使用でき
ます。ルータは、標準的な IPベースのセキュリティプロトコル（TACACS+または RADIUSな
ど）を使用してリモート AAAサーバと通信します。

クライアント設定

セキュリティサーバは、ルータと共有するシークレットキーおよびクライアントの IPアドレス
で設定する必要があります。

ユーザグループ

外部サーバで作成されるユーザグループは、ルータのローカル AAAデータベース設定のユーザ
グループとは関係がありません。外部 TACACS+サーバまたは RADIUSサーバユーザグループ
の管理は別であるため、ルータはユーザグループ構造を認識しません。リモートユーザまたは

グループプロファイルには、ユーザが属するグループ（ルータで定義）、および個々のタスク ID
を指定する属性を含めることができます。詳細については、TACACS+および RADIUS認証ユー
ザのタスク ID, （14ページ）の項を参照してください。

外部サーバのユーザグループの設定は、個々のサーバ製品の設計により異なります。該当する

サーバ製品のマニュアルを参照してください。

タスクグループ

タスクグループは、アクションのタイプ（read、writeなど）に対応した許容タスク IDのリスト
によって定義します。タスク IDは、ルータシステムで基本的に定義されます。外部ソフトウェ
アのタスクグループを設定するには、タスク ID定義が事前にサポートされている必要がありま
す。

タスク IDは、外部 TACACS+サーバまたは RADIUSサーバで設定できます。

AAA 設定
ここでは、AAA設定についての情報を提供します。
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方式リスト

AAAデータは、さまざまなデータソースに保存できます。 AAA設定は、方式リストを使用し
て、AAAデータのソースの優先順位を定義します。 AAAは、複数の方式リストを定義でき、ア
プリケーション（ログインなど）は、これらのいずれかを選択できます。たとえば、コンソール

および補助ポートと vtyポートでは、それぞれ異なる方式リストを使用できます。方式リストが
指定されていない場合、アプリケーションは、デフォルトの方式リストを使用します。デフォル

トの方式リストが存在しない場合、AAAは、ローカルデータベースとしてソースを使用します。

ロールオーバーメカニズム

AAAは、データベースオプションの優先順位リストを使用するよう設定できます。システムが
データベースを使用できない場合、リストの次のデータベースに自動的にロールオーバーします。

認証、認可またはアカウンティング要件がデータベースで拒否されると、ロールオーバーは発生

せず、要求が拒否されます。

次の方法が選択可能です。

• Local：ローカルで設定されるデータベースを使用します（アカウンティングや一部の認可に
は適していません）。

• TACACS+：TACACS+サーバ（CiscoSecure ACSなど）を使用します。

• RADIUS：RADIUSサーバを使用します。

• Line：回線パスワードおよびユーザグループを使用します（認証のみに適しています）。

• None：要求を許可します（認証には適していません）。

サーバのグループ化

サーバの 1つのグローバルリストを保持する代わりに、異なる AAAプロトコル（RADIUSや
TACACS+など）用のサーバグループを作成し、AAAアプリケーション（PPPおよび EXECな
ど）に関連付けることができます。

認証

認証は、プリンシパル（ユーザまたはアプリケーション）がシステムへのアクセスを取得する最

も重要なセキュリティプロセスです。プリンシパルは、管理ドメインで一意であるユーザ名（ま

たはユーザ ID）により定義されます。ユーザにサービスを提供するアプリケーション（EXECま
たは管理エージェントなど）は、ユーザからユーザ名およびクレデンシャルを取得します。AAA
は、アプリケーションにより渡されたユーザ名およびクレデンシャルに基づいて認証を実行しま

す。認証ユーザのロールは、ユーザが属する 1つ以上のグループにより決まりますユーザは、1
つ以上のユーザグループのメンバにすることができます）。
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ルートシステムユーザの認証

root-systemユーザは、システムのセキュアドメインルータの任意のノードにログインできます。
ユーザは、root-systemグループに属する場合、root-systemユーザです。 root-systemユーザは、ロー
カルまたはリモート AAAデータベースで定義できます。

所有者以外のセキュアドメインルータユーザの認証

所有者以外のセキュアドメインルータにログインする場合、ルートシステムユーザは、

「@admin」サフィクスをユーザ名に追加する必要があります。「@admin」サフィクスを使用す
ると、認証要求が所有者のセキュアドメインルータに送信され、確認されます。所有者のセキュ

アドメインルータは、認証方法の選択にリスト名 remoteを使用します。 remote方式リストは、
aaa authentication login remotemethod1 method2...コマンドを使用して設定されます（AAA方式リ
ストの設定, （46ページ）の項を参照）。

所有者のセキュアドメインルータユーザの認証

所有者のセキュアドメインルータユーザは、所有者のセキュアドメインルータユーザに関連付

けられている特定のセキュアドメインルータに属するノードだけにログインできます。ユーザ

が root-sdrグループのメンバである場合、ユーザは、所有者のセキュアドメインルータユーザと
して認証されます。

セキュアドメインルータユーザの認証

セキュアドメインルータユーザの認証は、所有者のセキュアドメインルータユーザの認証と似

ています。あるユーザが、指定された所有者のセキュアドメインルータユーザグループまたは

ルートシステムユーザグループのメンバーであることが判明しない場合、そのユーザはセキュ

アドメインルータユーザとして認証されます。

認証フロー制御

AAAは、次のプロセスに従い認証を実行します。

1 ユーザが、ユーザ名およびパスワード（またはシークレット）を提供して認証を要求します。

2 AAAが、ユーザのパスワードを検証して、パスワードがデータベースのものと一致しない場
合ユーザを拒否します。

3 AAAが、ユーザのロールを決定します（ルートシステムユーザ、ルート SDRユーザまたは
SDRユーザ）。

•ユーザが root-systemユーザグループのメンバとして設定されている場合、AAAは、そのユー
ザを root-systemユーザとして認証します。

•ユーザが所有者のセキュアドメインルータユーザグループのメンバとして設定されている
場合、AAAは、そのユーザを所有者のセキュアドメインルータユーザとして認証します。
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•ユーザが root-systemユーザグループまたは所有者のセキュアドメインルータユーザグルー
プのメンバとして設定されていない場合、AAAは、そのユーザをセキュアドメインルータ
ユーザとして認証します。

クライアントは、ユーザの許可されているタスク IDを認証中に取得できます。この情報は、ユー
ザが属するユーザグループで指定されているすべてのタスクグループ定義の集合を形成すること

で取得されます。このような情報を使用するクライアントは、通常、タスク IDセットが静的で
あるユーザのセッション（APIセッションなど）を作成します。 EXECおよび外部 APIクライア
ントは、両方ともこの機能を使用して、操作を最適化できます。 EXECは、該当しないコマンド
を非表示にでき、EMSアプリケーションは、たとえば、該当しないグラフィカルユーザインター
フェイス（GUI）メニューをディセーブルにできます。

ユーザグループメンバーシップなどのユーザの属性やタスク権限が変更されると、これらの変更

された属性は、ユーザの現在アクティブなセッションでは反映されません。これらは、ユーザの

次のセッションで有効になります。

Korn シェル認証

Kornシェル（ksh）は、ルートプロセッサ（RP）、スタンバイ RP、分散 RPカードの補助ポー
ト、さらにラインカード（LC）とサービスプロセッサ（SP）のコンソールおよび補助ポートのプ
ライマリシェルです。次に、ksh認証の特徴をいくつか示します。

•セキュリティのため、ksh認証では、シークレットを設定できるのは root-systemユーザだけ
です。標準パスワードの root-systemユーザは認証されません。これは、標準パスワードは、
二方向暗号化で、パスワード情報が簡単に復号化できるフラッシュディスクに保存され、セ

キュリティリスクが発生するためです。

•シークレットを使用する root-systemユーザが標準 AAA CLIを使用して設定されるたびに、
そのユーザは、有効な kshユーザになります。個別の設定は必要ありません。

• Kshは、root-systemユーザであっても、TACACS+または RADIUSユーザを認証しません。

• Ksh認証は、シングルユーザパスワードデータベースを使用します。つまり、dSCの
root-systemユーザが、標準 AAA CLIを使用して設定されると、そのユーザは、任意のカー
ドのユーザ名パスワードを使用してログインできます。これには、RP、スタンバイRP、LC
および SPが含まれます。

• Ksh認証は、カードのブート後に無効またはバイパスすることはできません。認証をバイパ
スするため、ユーザはカードをリロードする必要があります（詳細については、「ksh認証
のバイパス」を参照）。

•コンソールから kshが実行される場合（runコマンドを使用）は、runコマンドはルートシ
ステムタスク IDを必要とするため、認証されません。ユーザがすでにルートシステムであ
るため、そのユーザは再認証されません。

ksh 認証のバイパス

kshへの認証は動作が軽く、依存するプロセスが少ないものの、次のように、ksh認証がバイパス
される必要がある場合があります。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステムセキュリティコンフィギュレー
ションガイドリリース 4.3.x    

   OL-28387-01-J 11

AAA サービスの設定
Cisco IOS XR ソフトウェア管理モデル



• dSC（ACTIVE RP）disk0の破損

• Qnetの切断

• dSC（ACTIVE RP）のノード IDを判別できない

ksh認証をバイパスするには、ユーザはROMMON変数AUX_AUTHEN_LEVELを 0に設定し、イ
メージをリロードする必要があります。認証をバイパスする必要があるカードだけでリブートが

必要です。

ROMMON変数 AUX_AUTHEN_LEVELには次の値のいずれかを使用できます。

• 0：認証がカードでバイパスされます。

• 1：認証が失われます。認証はベストエフォート方式で実行され、システムが認証情報に正
常にアクセスできない場合、ユーザが kshにアクセスすることを許可します。

• 2：厳密に認証されます。これは、デフォルトの状態です。

どのような状況でも、認証がバイパスされることはありません。認証インフラストラクチャ

がダウンしている場合でも、システムはアクセスを拒否します。

たとえば、カードの認証をバイパスするには、次のように入力します。

rommon1> AUX_AUTHEN_LEVEL=0
rommon2> sync
rommon2> boot tftp:/ ...

パスワードタイプ

ユーザおよびそのユーザのグループメンバーシップを設定する場合、暗号化またはクリアテキス

トの 2つのパスワードを指定できます。

ルータは、二方向および一方向（シークレット）の両方の暗号化ユーザパスワードをサポートし

ます。オリジナルの暗号化されていないパスワード文字列が暗号化シークレットからは推測でき

ないため、シークレットパスワードはユーザログインアカウントに適しています。アプリケー

ションによっては（PPPなど）、パケットでのパスワードの送信など、独自の機能のための保存
パスワードを復号化する必要があるので、二方向のみのパスワードが必要です。ログインユーザ

では、両方のタイプのパスワードを設定できますが、一方のパスワードがすでに設定されている

状態でもう一方のパスワードを設定すると、警告メッセージが表示されます。

シークレットとパスワードの両方をユーザに設定すると、ログインなど、復号化できるパスワー

ドを必要としないすべての操作で、シークレットが優先されます。 PPPなどのアプリケーション
では、シークレットが存在する場合でも、二方向の暗号化パスワードが使用されます。

タスクベースの認可

AAAは、CLIまたはAPIを介した操作の任意の制御、設定またはモニタに「タスク許可」を使用
します。特権レベルの Cisco IOSソフトウェア概念は、Cisco IOS XRソフトウェアでは作業ベー
スの認可システムに置き換えられました。
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タスク ID
ユーザによるCisco IOS XRソフトウェアの制御、設定およびモニタを可能にする操作タスクは、
タスク ID別に表されます。タスク IDは、コマンドで操作をする許可を定義します。ユーザに
は、ルータに許可されているアクセスの範囲を定義するタスク IDのセットが関連付けられます。

タスク IDは、次のようにユーザに割り当てられます。各ユーザは、1つの以上のユーザグルー
プに関連付けられます。各ユーザグループは 1つ以上のタスクグループに関連付けられます。
次に、各タスクグループは、一連のタスク IDによって定義されます。つまり、ユーザと特定の
ユーザグループを関連付けることで、そのユーザとタスク IDの特定のセットが関連付けられま
す。タスク IDに関連付けられたユーザは、そのタスク IDに関連する処理を実行できます。

タスク ID に関する一般的な使用上のガイドライン
ほとんどのルータ制御、設定またはモニタリング操作（CLIまたは XML API）は、タスク IDの
特定のセットが関連付けられます。通常、特定の CLIコマンドまたは APIイノベーションは、1
つ以上のタスク IDが関連付けられます。 configおよび commitコマンドでは、特定のタスク ID
許可は必要ありません。設定およびコミット操作では、特定のタスク ID許可は必要ありません
（エイリアスでもタスク ID許可は必要ありません）。 root-lr許可が割り当てられるまで、config
replaceを実行できません。コンフィギュレーションモードを開始しない場合、TACACS+コマン
ド認可を使用して、configコマンドを拒否できます。これらの関連付けは、ルータ内でハードコー
ド化されていて、変更できません。タスク IDは、特定のタスクを実行する許可を付与します。
タスク IDでは、タスクを実行する許可は拒否されません。タスク ID操作は、次の表にリストさ
れているクラスの 1つ、すべて、または任意の組み合わせにすることができます。

表 1：タスク ID クラス

説明操作

読み取り専用操作を許可します。Read

変更操作を許可、および読み取り操作を暗黙的

に許可します。

Write

pingや Telnetなど、アクセス操作を許可しま
す。

Execute

デバッグ操作を許可します。Debug

システムは、各 CLIコマンドおよび APIイノベーションがユーザのタスク ID許可リストと一致
しているか検証します。 CLIコマンドの使用時に問題が発生した場合、システム管理者に連絡し
てください。

スラッシュで区切られた複数のタスク ID操作（read/writeなど）は、両方の操作が指定のタスク
IDに適用されることを示します。
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カンマで区切られた複数のタスク ID操作（read, read/writeなど）は、両方の操作が個々のタスク
IDに適用されることを示します。たとえば、copy ipv4 access-listコマンドは、読み取りおよび書
き込み操作を aclタスク IDに適用し、実行操作を filesystemタスク IDに適用できます。

タスク IDおよび操作の列が指定されていない場合、コマンドは、タスク IDおよび操作とユーザ
との関連付けなしで使用されます。また、ROMモニタコマンドを使用するために、ユーザにタ
スク IDを関連付ける必要はありません。

コマンドが特定のコンフィギュレーションサブモードで使用される場合、そのコマンドを使用す

るための追加タスク IDをユーザに関連付ける必要があります。たとえば、show redundancyコマ
ンドを実行するには、ユーザに、system（read）タスク IDおよび操作を関連付ける必要がありま
す（次の例を参照）。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show redundancy

また、管理 EXECモードでは、ユーザに、adminおよび system（read）タスク IDおよび操作を関
連付ける必要があります（次の例を参照）。

RP/0/RSP0/CPU0:router# admin
RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)# show redundancy

TACACS+ および RADIUS 認証ユーザのタスク ID
Cisco IOS XRソフトウェアAAAでは、TACACS+および RADIUS方式で認証されるユーザに次の
方法でタスク許可を割り当てることができます。

•タスクマップのテキストバージョンを、外部 TACACS+および RADIUSサーバのコンフィ
ギュレーションファイルに直接指定します。

詳細については、タスクマップ, （14ページ）を参照してください。

•外部TACACS+およびRADIUSサーバのコンフィギュレーションファイルで特権レベルを指
定します。

詳細については、特権レベルマッピング, （17ページ）を参照してください。

• TACACS+および RADIUS方式で認証するユーザと同じユーザ名でローカルユーザを作成し
ます。

•許可がTACACS+およびRADIUS方式で認証する任意のユーザに適用されるデフォルトタス
クグループを設定別に指定します。

タスクマップ

外部TACACS+サーバおよびRADIUSサーバを使用して認証されるユーザに対して、Cisco IOSXR
ソフトウェア AAAは、タスク IDをリモートで定義する方式をサポートします。
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タスクストリングの形式

TACACS+サーバのコンフィギュレーションファイルのタスク文字列は、カンマ（,）で区切られ
たトークンで構成されます。各トークンは、タスク ID名およびその許可、またはこの特定のユー
ザを含むユーザグループのいずれかで構成されます（次の例を参照）。

task = “ permissions : taskid name , # usergroup name , ...”

Cisco IOS XRソフトウェアでは、タスク IDを外部 RADIUSまたは TACACS+サーバの属性と
して指定できます。サーバが非 Cisco IOS XRソフトウェアシステムと共有される場合、これ
らの属性には、サーバマニュアルで示されているように、オプションマークが付けられます。

たとえば、CiscoSecure ACSおよび Ciscoのフリーウェア TACACS+サーバでは、オプション
属性の属性値の前に等号記号（=）ではなく、アスタリスク（*）が必要です。属性をオプショ
ンとして設定する場合、TACACS+サーバのマニュアルを参照してください。

（注）

たとえば、user1 BGPという名前のユーザに、read、writeおよび execute許可を付与し、user1を
operatorという名前のユーザグループに含める場合、外部サーバの TACACS+コンフィギュレー
ションファイルのユーザ名エントリは次のようになります。

user = user1{
member = some-tac-server-group
opap = cleartext "lab"
service = exec {
task = "rwx:bgp,#operator"
}
}

r、w、x、dはそれぞれ read、write、execute、debugに対応します。ポンド記号（#）はユーザグ
ループが続くことを示します。

Cisco IOSソフトウェアに基づいたシステムとの相互運用性をイネーブルにするには、「task」
の前にオプションキーワードを追加する必要があります。

（注）

CiscoSecure ACSが使用される場合、次の手順を実行して、タスク IDとユーザグループを指定し
ます。
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ションガイドリリース 4.3.x    

   OL-28387-01-J 15

AAA サービスの設定
TACACS+ および RADIUS 認証ユーザのタスク ID



手順の概要

1. ユーザ名とパスワードを入力します。
2. [Group Setup]ボタンをクリックして、[Group Setup]ウィンドウを表示します。
3. [Group]ドロップダウンリストから、更新するグループを選択します。
4. [Edit Settings]ボタンをクリックします。
5. スクロール矢印を使用して、[Shell (exec)]チェックボックスを探します。
6. [Shell (exec)]チェックボックスを選択して、カスタム属性設定をイネーブルにします。
7. [Custom attributes]チェックボックスを選択します。
8. フィールドに空白や引用符を含めずに次のタスク文字列を入力します。
9. [Submit + Restart]ボタンをクリックしてサーバを再起動します。

手順の詳細

ステップ 1 ユーザ名とパスワードを入力します。

ステップ 2 [Group Setup]ボタンをクリックして、[Group Setup]ウィンドウを表示します。

ステップ 3 [Group]ドロップダウンリストから、更新するグループを選択します。

ステップ 4 [Edit Settings]ボタンをクリックします。

ステップ 5 スクロール矢印を使用して、[Shell (exec)]チェックボックスを探します。

ステップ 6 [Shell (exec)]チェックボックスを選択して、カスタム属性設定をイネーブルにします。

ステップ 7 [Custom attributes]チェックボックスを選択します。

ステップ 8 フィールドに空白や引用符を含めずに次のタスク文字列を入力します。

例：

task=rwx:bgp,#netadmin

ステップ 9 [Submit + Restart]ボタンをクリックしてサーバを再起動します。
次の RADIUSベンダー固有属性（VSA）の例では、ユーザは、sysadmin事前定義タスクグループに含ま
れ、BGPを設定でき、OSPFの設定を表示できます。

例：

user Auth-Type := Local, User-Password == lab
Service-Type = NAS-Prompt-User,
Reply-Message = "Hello, %u",
Login-Service = Telnet,
Cisco-AVPair = "shell:tasks=#sysadmin,rwx:bgp,r:ospf"

user1が、ユーザ名 user1および適切なパスワードを使用して、正常に外部 TACACS+サーバに接続および
ログインすると、show user tasksコマンドを EXECモードで使用して、user1が実行できるすべてのタス
クを表示できます。次に例を示します。

    Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステムセキュリティコンフィギュ
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例：

Username:user1
Password:
RP/0/RSP0/CPU0:router# show user tasks

Task: basic-services :READ WRITE EXECUTEDEBUG
Task: bgp :READ WRITE EXECUTE
Task: cdp :READ
Task: diag :READ
Task: ext-access :READ EXECUTE
Task: logging :READ

タスク文字列が指定されていない user2という名前のユーザが外部サーバにログインすると、次の情報が
表示されます。

例：

Username:user2
Password:
RP/0/RSP0/CPU0:router# show user tasks
No task ids available

特権レベルマッピング

タスク IDの概念をサポートしない TACACS+デーモンとの互換性のため、AAAは外部 TACACS+
サーバ設定ファイル内でユーザに定義されている特権レベルとローカルユーザグループとの間の

マッピングをサポートします。 TACACS+認証後、外部 TACACS+サーバから返される権限レベ
ルからマッピングされたユーザグループのタスクマップがユーザに割り当てられます。たとえ

ば、特権レベル 5が外部 TACACSサーバから返された場合、AAAはローカルユーザグループ
priv5のタスクマップを取得することを試みます。このマッピングプロセスは、1～ 13の他の特
権レベルでも同様です。特権レベル 15の場合、ルートシステムユーザグループが使用されま
す。特権レベル 14はユーザグループオーナー SDRにマッピングされます。

たとえば、Ciscoのフリーウェア TACACS+サーバでは、コンフィギュレーションファイルは、
次の例に示すようにコンフィギュレーションファイルで priv_lvlを指定する必要があります。

user = sampleuser1{
member = bar
service = exec-ext {

priv_lvl = 5
}

}

この例の 5という数値は、ユーザ sampleuserに割り当てる必要がある任意の特権レベルに置き換
えることができます。

RADIUSサーバでは、タスク IDは、Cisco-AVPairを使用して定義されます（次の例を参照）。

user = sampleuser2{
member = bar
Cisco-AVPair = "shell:tasks=#root-system,#cisco-support"{

Cisco-AVPair = "shell:priv-lvl=10"
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}
}

AAA サービスの XML スキーマ
ExtensibleMarkupLanguage（XML）インターフェイスは、XMLドキュメント形式で要求と応答を
使用して、AAAを設定およびモニタします。 AAAコンポーネントは、設定およびモニタリング
に使用されるデータの内容と構造に対応するXMLスキーマを発行します。XMLツールおよびア
プリケーションは、このスキーマを使用して、XMLエージェントと通信して設定を実行します。

次のスキーマは、AAAを使用して発行されます。

•認証、認可、アカウンティング設定

•ユーザ、ユーザグループおよびタスクグループ設定

• TACACS+サーバおよびサーバグループ設定

• RADIUSサーバおよびサーバグループ設定

RADIUS について
RADIUSは、不正なアクセスからネットワークのセキュリティを保護する分散クライアント/サー
バシステムです。シスコの実装では、RADIUSクライアントは Ciscoルータ上で稼働します。認
証要求とアカウンティング要求は、すべてのユーザ認証情報とネットワークサービスアクセス情

報が格納されている中央の RADIUSサーバに送信されます。

RADIUSは完全にオープンなプロトコルであり、ソースコード形式で配布されているため、現在
使用できる任意のセキュリティシステムと連携するように変更できます。

シスコは、AAAセキュリティパラダイムの下で RADIUSをサポートしています。 RADIUSは、
TACACS+、Kerberos、ローカルユーザ名の検索など、他の AAAセキュリティプロトコルと併用
できます。

RADIUSはすべての Ciscoプラットフォームでサポートされますが、RADIUSでサポートされ
る一部の機能は、指定されたプラットフォームだけで実行されます。

（注）

RADIUSは、リモートユーザのネットワークアクセスを維持すると同時に高度なレベルのセキュ
リティを必要とするさまざまなネットワーク環境に実装されています。

RADIUSは、アクセスのセキュリティが必要な次のネットワーク環境で使用できます。

•それぞれがRADIUSをサポートする、マルチベンダーアクセスサーバによるネットワーク。
たとえば、複数のベンダーのアクセスサーバが、1つのRADIUSサーバベースセキュリティ
データベースを使用します。複数ベンダーのアクセスサーバからなる IPベースのネットワー
クでは、ダイヤルインユーザはRADIUSサーバを通じて認証されます。RADIUSサーバは、
Kerberosセキュリティシステムで動作するようにカスタマイズされています。
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•アプリケーションが RADIUSプロトコルをサポートするターンキーネットワークセキュリ
ティ環境。たとえば、「スマートカード」アクセスコントロールシステムを使用するアク

セス環境。ある事例では、RADIUSと Enigmaのセキュリティカードを併用してユーザを検
証し、ネットワークリソースに対するアクセス権を付与しています。

•すでに RADIUSを使用中のネットワーク。 RADIUS機能を持つ Ciscoルータをネットワーク
に追加できます。 Terminal Access Controller Access Control System Plus（TACACS+）サーバに
移行する場合、これが最初の手順となります。

•ユーザが単一のサービスにだけアクセスする必要があるネットワーク。RADIUSを使用する
と、単一ホスト、単一ユーティリティ（Telnetなど）、または単一プロトコル（ポイントツー
ポイントプロトコル（PPP））に対するユーザアクセスを制御できます。たとえば、ユーザ
がログインすると、RADIUSは、IPアドレス 10.2.3.4を使用してそのユーザが PPPを実行す
る権限を持っていることを識別し、定義済みのアクセスリストが開始されます。

•リソースアカウンティングが必要なネットワーク。RADIUSアカウンティングは、RADIUS
認証またはRADIUS認可とは個別に使用できます。RADIUSアカウンティング機能を使用す
ると、サービスの開始および終了時に、セッション中に使用したリソース（時間、パケッ

ト、バイトなど）の量を示すデータを送信できます。インターネットサービスプロバイダー

（ISP）は、RADIUSアクセスコントロールおよびアカウンティングソフトウェアのフリー
ウェアバージョンを使用して、セキュリティおよび課金の独自ニーズを満たすこともできま

す。

•事前認証のサポートを希望するネットワーク。ネットワークに RADIUSサーバを導入する
と、AAA事前認証を設定し、事前認証のプロファイルを設定できます。サービスプロバイ
ダーが事前認証を使用すると、既存のRADIUSソリューションを使用するポートの管理性が
向上し、共有リソースを効率的に管理して、各種のサービスレベル契約を提供できるように

なります。

RADIUS が適さないネットワークセキュリティ状況
RADIUSは次のネットワークセキュリティ状況には適していません。

•マルチプロトコルアクセス環境。 RADIUSは次のプロトコルをサポートしていません。

◦ AppleTalk Remote Access（ARA）

◦ NetBIOS Frame Control Protocol（NBFCP）

◦ NetWare Asynchronous Services Interface（NASI）

◦ X.25 PAD接続

•ルータ間で接続している環境。RADIUSは、双方向認証を行いません。RADIUSは、ルータ
と RADIUS認証を必要とするシスコ製以外のルータとの認証に使用できます。

•各種のサービスを使用するネットワーク。 RADIUSは、一般に 1人のユーザを 1つのサービ
スモデルにバインドします。
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RADIUS の動作
ユーザがログインを試行し、RADIUSを使用してアクセスサーバから認証を受ける場合、次の手
順が発生します。

1 ユーザが、ユーザ名とパスワードの入力を求められ、入力します。

2 ユーザ名および暗号化されたパスワードが、ネットワーク経由でRADIUSサーバに送信されま
す。

3 ユーザは、RADIUSサーバから次のいずれかの応答を受信します。

a ACCEPT：ユーザが認証されたことを表します。

a REJECT：ユーザは認証されず、ユーザ名とパスワードの再入力を求められるか、アクセス
を拒否されます。

a CHALLENGE：RADIUSサーバによってチャレンジが発行されます。チャレンジは、ユー
ザから追加データを収集します。

a CHANGEPASSWORD：RADIUSサーバからユーザに対して新しいパスワードの選択を求め
る要求が発行されます。

ACCEPTまたはREJECT応答には、EXECまたはネットワーク認可に使用される追加データが
含まれています。 RADIUS認可を使用するには、まず RADIUS認証を完了する必要がありま
す。 ACCEPTまたは REJECTパケットに含まれる追加データの内容は次のとおりです。

• Telnet、rlogin、またはローカルエリアトランスポート（LAT）、および PPP、Serial Line
InternetProtocol（SLIP）、またはEXECサービスなどといった、ユーザがアクセスできるサー
ビス。

•ホストまたはクライアントの IPアドレス、アクセスリスト、ユーザタイムアウトなどの接
続パラメータ。

AAA サービスの設定方法
AAAサービスを設定するには、以下の項で説明する作業を実行します。

タスクグループの設定

タスクベースの認可では、その基本要素としてタスク IDの概念が使用されます。タスク IDは、
ユーザの操作実行許可を定義します。各ユーザは、タスク IDで識別される許可されたルータ操
作タスクのセットが関連付けられます。ユーザは、ユーザグループに関連付けられることで許可

が付与されます。ユーザグループには、タスクグループが関連付けられます。各タスクグルー

プには、使用できるタスク IDの Cisco CRS-1セットから選択された 1つ以上のタスク IDが関連
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付けられます。認可スキームを設定する場合、最初にタスクグループを設定します。次に、タス

クグループ、個々のユーザの順に設定します。

タスクグループの設定

タスクグループには、アクションタイプごとに一連のタスク IDが設定されます。

noプレフィックスを使用した taskコマンドを指定して、特定のタスク IDをタスクグループから
削除できます。

タスクグループ自体は削除できます。ドキュメント名のあるタスクグループを削除すると、エ

ラーが発生します。

はじめる前に

タスクグループを作成して、タスク IDを関連付ける前に、タスク IDのルータリストおよび各タ
スク IDの目的について理解しておく必要があります。 show aaa task supportedコマンドを使用し
て、タスク IDの完全なリストを表示します。

AAAタスク IDの write許可を持っているユーザだけタスクグループを設定できます。（注）

手順の概要

1. configure
2. taskgroup taskgroup-name
3. description string
4. task {read | write | execute | debug} taskid-name
5. ステップ 2で指定したタスクグループに関連付ける各タスク IDで、ステップ 4を繰り返しま
す。

6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

特定のタスクグループの名前を作成し、タスクグルー

プコンフィギュレーションサブモードを開始します。

taskgroup taskgroup-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# taskgroup beta

ステップ 2   

• no形式の taskgroupコマンドを指定すると、特定
のタスクグループをシステムから削除できます。

（任意）ステップ2で指定したタスクグループの説明を
作成します。

description string

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-tg)# description
this is a sample task group description

ステップ 3   

ステップ2で指定したタスクグループに関連付けるタス
ク IDを指定します。

task {read | write | execute | debug} taskid-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-tg)# task read
bgp

ステップ 4   

•そのタスク IDが関連付けられ、タスクグループの
メンバにより実行される任意の CLIまたは API呼
び出しに read許可を割り当てます。

• noプレフィックスを使用した taskコマンドを指定
して、特定のタスク IDをタスクグループから削除
できます。

—ステップ 2で指定したタスクグループに関連付
ける各タスク IDで、ステップ 4を繰り返しま
す。

ステップ 5   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 6   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよ
うに要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ
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目的コマンドまたはアクション

レーションセッションは終了せず、設定変更

もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイル
に保存し、コンフィギュレーションセッションを

継続するには、commitコマンドを使用します。

次の作業

タスクグループのすべてのセットの設定が完了したら、ユーザグループのフルセットを設定し

ます（「ユーザグループの設定」の項を参照）。

ユーザグループの設定

ユーザグループは、タスクグループなど一連のユーザに対するコマンドパラメータによって設

定されます。 usergroup コマンドを入力すると、ユーザグループコンフィギュレーションサブ
モードにアクセスします。usergroupコマンドのno形式を使用すると、特定のユーザグループを
削除できます。システムで参照されているユーザグループを削除すると、警告が表示されます。

はじめる前に

WRITE:AAAタスク IDが関連付けられているユーザだけ、ユーザグループを設定できます。
ユーザグループは、root-systemや owner-sdrなどの事前定義されたグループのプロパティを継
承できません。

（注）

手順の概要

1. configure
2. usergroup usergroup-name
3. description string
4. taskgroup taskgroup-name
5. ステップ 2, （24ページ）で指定したユーザグループを関連付ける各タスクグループで、ス
テップ 4, （26ページ）を繰り返します。

6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

特定のユーザグループの名前を作成し、ユーザグルー

プコンフィギュレーションサブモードを開始します。

usergroup usergroup-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# usergroup beta

ステップ 2   

• no形式の usergroupコマンドを指定すると、特定
のユーザグループをシステムから削除できます。

（任意）ステップ 2, （24ページ）で指定したユーザ
グループの説明を作成します。

description string

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ug)# description
this is a sample user group

description

ステップ 3   

ステップ 2, （26ページ）で指定したユーザグループ
を、この手順で指定したタスクグループに関連付けま

す。

taskgroup taskgroup-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ug)# taskgroup
beta

ステップ 4   

•ユーザグループは、入力したタスクグループに対
してすでに定義されている設定属性（タスク IDリ
ストと権限）を取ります。

—ステップ 2, （24ページ）で指定したユーザグ
ループを関連付ける各タスクグループで、ス

テップ 4, （26ページ）を繰り返します。

ステップ 5   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 6   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよ
うに要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。
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目的コマンドまたはアクション

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更

もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイル
に保存し、コンフィギュレーションセッションを

継続するには、commitコマンドを使用します。

次の作業

ユーザグループのフルセットの設定が完了したら、個々のユーザを設定します（ユーザの設定,
（25ページ）の項を参照）。

ユーザの設定

ユーザを設定するには、次のタスクを実行します。

各ユーザは、管理ドメイン内で一意のユーザ名によって識別されます。各ユーザは、少なくとも

1つのユーザグループのメンバーであることが必要です。ユーザグループを削除すると、そのグ
ループに関連付けられたユーザが孤立する場合があります。AAAサーバでは孤立したユーザも認
証されますが、ほとんどのコマンドは許可されません。

手順の概要

1. configure
2. username user-name
3. 次のいずれかを実行します。

• password {0 | 7} password

• secret {0 | 5} secret

4. group group-name
5. ステップ 2, （26ページ）で指定したユーザに関連付けられた各ユーザグループで、ステッ
プ 4, （26ページ）を繰り返します。

6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステムセキュリティコンフィギュレー
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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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

RSP0
新しいユーザの名前を作成（または現在のユーザを識別）し

て、ユーザ名コンフィギュレーションサブモードを開始しま

す。

username user-name

例：
RP/0//CPU0:router(config)# username user1

ステッ

プ 2   

• user-name引数には1つの単語だけ使用できます。スペー
スと引用符は使用できません。

ステップ 2, （26ページ）で指定したユーザのパスワードを
指定します。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 3   • password {0 | 7} password
• secretコマンドを使用して、ステップ 2, （26ページ）
で指定したユーザ名の安全なログインパスワードを作

成します。

• secret {0 | 5} secret

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-un)# password
0 pwd1

• 0を passwordコマンドの後に入力すると、暗号化され
ていない（クリアテキスト）パスワードになることが指

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-un)# secret
0 sec1

定されます。7をpasswordコマンドの後に入力すると、
暗号化されたパスワードになることが指定されます。

• 0を secretコマンドの後に入力すると、暗号化されてい
ない（クリアテキストの）安全なパスワードになること

が指定されます。 5を secretコマンドの後に入力する
と、暗号化された安全なパスワードになることが指定さ

れます。

•タイプ 0が、password コマンドおよび secretコマンド
のデフォルトです。

ステップ 2, （26ページ）で指定したユーザ名を usergroup
コマンドで定義済みのユーザグループに割り当てます。

group group-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-un)# group
sysadmin

ステッ

プ 4   

•ユーザは、ユーザグループのさまざまなタスクグルー
プへの割り当てによって定義された内容に従って、ユー

ザグループのすべての属性を受け取ります。

•各ユーザは、少なくとも 1つのユーザグループに割り
当てる必要があります。ユーザは複数のユーザグルー

プに属することがあります。
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目的コマンドまたはアクション

—ステップ 2, （26ページ）で指定したユーザ
に関連付けられた各ユーザグループで、ス

テップ 4, （26ページ）を繰り返します。

ステッ

プ 5   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 6   •• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーショまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ンセッションが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータがEXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続する

には、commitコマンドを使用します。

次の作業

ユーザのフルセットの設定が完了したら、RADIUSサーバ通信または TACACS+サーバを使用す
るようにルータを設定します（RADIUSサーバ通信のルータの設定,（27ページ）またはTACACS+
サーバの設定, （37ページ）の項を参照）。

RADIUS サーバ通信のルータの設定
ルータと RADIUSサーバの通信を設定します。

通常、RADIUSホストは、シスコ（CiscoSecureACS）、Livingston、Merit、Microsoft、または他の
ソフトウェアプロバイダーの RADIUSサーバソフトウェアを実行するマルチユーザシステムで
す。 RADIUSサーバとの通信のためにルータを設定するには、次のような要素があります。
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•ホスト名または IPアドレス

•認証の宛先ポート

•アカウンティングの宛先ポート

•再送信回数

•タイムアウト時間

•キー文字列

RADIUSセキュリティサーバは、ホスト名または IPアドレス、ホスト名と特定のユーザデータ
グラムプロトコル（UDP）ポート番号、または IPアドレスおよび特定の UDPポート番号により
識別されます。固有の識別情報は、IPアドレスとUDPポート番号の組み合わせで構成されます。
これにより、RADIUSホストとして定義されているさまざまなポートが、固有のAAAサービスを
提供できるようになります。つまり、この固有識別情報を使用して、ある IPアドレスに位置する
1台のサーバ上に複数の UDPポートが存在する場合、それぞれの UDPポートに対して RADIUS
要求を送信できます。同じRADIUSサーバ上の異なる 2つのホストエントリに同じサービス（た
とえばアカウンティング）を設定した場合、2番めに設定したホストエントリは、最初に設定し
たホストエントリの自動スイッチオーバーバックアップとして動作します。この場合、最初の

ホストエントリがアカウンティングサービスを提供できなかった場合、ネットワークアクセス

サーバは同じ装置上でアカウンティングサービス用に設定されている 2番めのホストエントリを
試行します（試行されるRADIUSホストエントリの順番は、設定されている順序に従います）。

RADIUSサーバと Ciscoルータは、共有秘密テキストストリングを使用してパスワードを暗号化
し、応答を交換します。RADIUSを設定してAAAセキュリティコマンドを使用するには、RADIUS
サーバデーモンを実行するホストと、ルータと共有する秘密テキスト（キー）ストリングを指定

する必要があります。

タイムアウト値、再送信値、および暗号キー値には、すべての RADIUSサーバを対象にしたグ
ローバル設定、サーバ別設定、またはグローバル設定とサーバ別設定の組み合わせを使用できま

す。すべての RADIUSサーバとルータとの通信にこのようなグローバル設定を適用するには、
radius-server timeout、radius-server retransmit、および radius-server keyという 3つの固有なグ
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。特定の RADIUSサーバにこれらの値
を適用するには、radius-server hostコマンドをグローバルコンフィギュレーションモードで使用
します。

同じシスコ製ネットワークアクセスサーバで、タイムアウト、再送信、およびキー値のコマ

ンドを同時に設定（グローバル設定およびサーバ別設定）できます。ルータにグローバル機

能とサーバ別機能の両方を設定する場合、サーバ別のタイマー、再送信、およびキー値のコマ

ンドの方が、グローバルのタイマー、再送信、およびキー値のコマンドよりも優先されます。

（注）
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手順の概要

1. configure
2. radius-server host {hostname | ip-address} [auth-port port-number] [acct-port port-number] [timeout

seconds] [retransmit retries] [key string]
3. radius-server retransmit retries
4. radius-server timeout seconds
5. radius-server key {0 clear-text-key | 7 encrypted-key | clear-text-key}
6. radius source-interface type instance [vrf vrf-id]
7. 設定する各外部サーバで、ステップ 2, （29ページ）～ステップ 6, （30ページ）を繰り返し
ます。

8. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

9. show radius

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

リモート RADIUSサーバホストのホスト名または IPアド
レスを指定します。

radius-server host {hostname | ip-address}
[auth-port port-number] [acct-port port-number]
[timeout seconds] [retransmit retries] [key string]

ステッ

プ 2   

• auth-port port-numberオプションを使用して、認証専
用の RADIUSサーバに固有の UDPポートを設定しま
す。

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# radius-server
host host1

• acct-portport-numberオプションを使用して、アカウン
ティング専用の RADIUSサーバに固有の UDPポート
を設定します。

•ネットワークアクセスサーバが単一の IPアドレスと
関連付けられた複数のホストエントリを認識するよう

に設定するには、このコマンドを必要な回数だけ繰り

返します。その際、各 UDPポート番号が異なってい
ることを確認してください。各 RADIUSホストで使
用するタイムアウト、再送信回数、および暗号キーの

値をそれぞれ設定してください。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステムセキュリティコンフィギュレー
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目的コマンドまたはアクション

•タイムアウトを設定しない場合、グローバル値が使用
されます。設定する場合、値の範囲は1～1000です。
再送信値を設定しない場合、グローバル値が使用され

ます。設定する場合、値の範囲は 1～ 100です。キー
文字列を指定しない場合、グローバル値が使用されま

す。

キーは、RADIUSサーバで使用する暗号化キーに
一致するテキストストリングでなければなりませ

ん。キーの先頭にあるスペースは無視されます

が、キー内のスペースとキー末尾のスペースは使

用されるため、キーは常に radius-server hostコマ
ンド構文の最後のアイテムとして設定してくださ

い。キーにスペースを使用する場合、引用符を

キーに含める場合を除き、引用符でキーを囲まな

いでください。

（注）

Cisco IOS XRソフトウェアで RADIUSサーバホストのリ
ストを検索する回数を指定します。

radius-server retransmit retries

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# radius-server
retransmit 5

ステッ

プ 3   

•この例では、再送信の試行回数は 5に設定されます。

タイムアウトになるまでルータがサーバホストの応答を待

機する秒数を設定します。

radius-server timeout seconds

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# radius-server
timeout 10

ステッ

プ 4   

•次に、インターバルタイマーが 10秒に設定されてい
る例を示します。

ルータおよび RADIUSデーモン間のすべての RADIUSコ
ミュニケーションの認証キーおよび暗号キーを指定します。

radius-server key {0 clear-text-key | 7 encrypted-key
| clear-text-key}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# radius-server
key 0 samplekey

ステッ

プ 5   

（任意）RADIUSで、すべての発信 RADIUSパケットに指
定のインターフェイスまたはサブインターフェイスの IPア
ドレスが使用されるようにします。

radius source-interface type instance [vrf vrf-id]

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# radius
source-interface GigabitEthernet 0/3/0/1

ステッ

プ 6   

•指定されたインターフェイスまたはサブインターフェ
イスには、IPアドレスが関連付けられている必要があ
ります。指定のインターフェイスまたはサブインター

フェイスに IPアドレスが設定されていないか、そのイ
ンターフェイスがダウン状態にある場合、RADIUSは
デフォルトに戻ります。これを回避するには、イン

ターフェイスまたはサブインターフェイスに IPアドレ
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レーションガイドリリース 4.3.x

30 OL-28387-01-J  

AAA サービスの設定
RADIUS サーバ通信のルータの設定



目的コマンドまたはアクション

スを追加するか、そのインターフェイスをアップ状態

にします。

vrfキーワードは、VRF単位で仕様をイネーブルにします。

—設定する各外部サーバで、ステップ 2, （29
ページ）～ステップ 6, （30ページ）を繰り返
します。

ステッ

プ 7   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 8   •• endコマンドを実行すると、変更をコミットするよう
に要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ションセッションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータがEXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更も

コミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続する

には、commitコマンドを使用します。

（任意）システムに設定されている RADIUSサーバの情報
を表示します。

show radius

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# show radius

ステッ

プ 9   

次の作業

RADIUSサーバとの通信のためにルータを設定した後は、RADIUSサーバグループを設定します。
（RADIUSサーバグループの設定, （41ページ）の項を参照）。
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RADIUS Dead サーバ検出の設定
この作業では、RADIUS Dead-Server Detection機能を設定します。

RADIUS Dead-Server Detection機能を使用すると、RADIUSサーバをデッド状態と指定するために
使用する条件を設定および決定できます。条件が明示的に設定されていない場合は、条件は未処

理のトランザクションの数に基づいて動的に計算されます。RADIUSDead-ServerDetectionを設定
すると、応答を停止しているRADIUSサーバが即時検出されます。この未応答RADIUSサーバの
即時検出、動きが鈍いサーバの誤検出の回避、デッド状態とライブ状態を繰り返す現象の回避が

有効になると、デッドタイムが短くなり、パケット処理が高速になります。

ルータがRADIUSサーバから有効なパケットを最後に受け取ってからRADIUSサーバがデッド状
態と指定されるまでに経過する必要がある最低時間を秒単位で設定することができます。ルータ

が起動してからパケットの受信がなく、タイムアウトになると、時間基準は満たされたものとし

て処理されます。

さらに、RADIUSサーバがデッド状態と指定されるまでにルータで発生する必要がある連続タイ
ムアウト回数を設定することもできます。サーバが認証とアカウンティングの両方を実行する場

合、両方の種類のパケットがこの回数に含まれます。正しく作成されていないパケットは、タイ

ムアウトになっているものとしてカウントされます。カウントされるのは再転送だけで、最初の

転送はカウントされません。たとえば、各タイムアウトで 1回の再送信が送信されます。

時間の条件と試行回数の条件の両方を満たしていないと、サーバはデッド状態と指定されませ

ん。

（注）

radius-server deadtimeコマンドは、サーバがデッド状態、デッド状態のままと指定される時間を
分単位で指定します。この時間が経過すると、応答が受信されない場合でも、稼働中として指定

されます。デッド条件が設定されていても、radius-server deadtimeコマンドが設定されない限
り、サーバはモニタされません。

手順の概要

1. configure
2. radius-server deadtime minutes
3. radius-server dead-criteria time seconds
4. radius-server dead-criteria tries tries
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

6. show radius dead-criteria host ip-addr [auth-port auth-port] [acct-port acct-port]
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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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

いくつかのサーバが使用不能になったときの RADIUSサーバ
の応答時間を短くし、使用不能になったサーバがすぐにスキッ

プされるようにします。

radius-server deadtime minutes

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
radius-server deadtime 5

ステップ 2   

RADIUSサーバがデッド状態として指定されるデッド条件の
時間を確立します。

radius-server dead-criteria time seconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
radius-server dead-criteria time 5

ステップ 3   

RADIUSサーバがデッド状態として指定されるデッド条件の
試行回数を確立します。

radius-server dead-criteria tries tries

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
radius-server dead-criteria tries 4

ステップ 4   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 5   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーショまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ンセッションが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータがEXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステムセキュリティコンフィギュレー
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目的コマンドまたはアクション

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するに

は、commitコマンドを使用します。

（任意）指定 IPアドレスで RADIUSサーバに要求された
dead-server-detection情報を表示します。

show radius dead-criteria host ip-addr
[auth-port auth-port] [acct-port acct-port]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show radius
dead-criteria host 172.19.192.80

ステップ 6   

Per VRF AAA の設定
Per VRF AAA機能を使用すると、AAAサービスを VPN VPNルーティングおよび転送（VRF）イ
ンスタンスに基づかせることができます。プロバイダーエッジ（PE）または仮想ホームゲート
ウェイ（VHG）は、カスタマーの RADIUSサーバと通信します。このサーバは、カスタマーの
VPNと関連付けられているため、RADIUSプロキシを介する必要はありません。RADIUSプロキ
シを使用する必要がないため、ISPは、VPNによる提供サービスをより効率的に拡張でき、カス
タマーにさらに柔軟性を提供できます。

新しいベンダー固有の属性（VSA）
インターネット技術特別調査委員会（IETF）ドラフト標準には、ネットワークアクセスサーバと
RADIUSサーバの間でベンダー固有属性（属性 26）を使用してベンダー固有の情報を伝達する方
法が規定されています。属性 26はベンダー固有属性をカプセル化します。このため、ベンダー
は一般的な用途に適さない独自の拡張属性をサポートできます。

Cisco IOS XRソフトウェアの RADIUS実装は、この仕様で推奨される形式を使用して、1つのベ
ンダー固有オプションをサポートしています。シスコのベンダー IDは 9で、サポートするオプ
ションはベンダータイプ 1、名前は「cisco-av-pair」です。値は次の形式のストリングです。
protocol : attribute sep value *

「protocol」は、特定の認可タイプに使用するシスコのプロトコル属性の値です。「attribute」お
よび「value」は、シスコのRADIUS仕様で定義されている適切な属性値（AV）ペアです。「sep」
は、必須の属性の場合は「=」、任意指定の属性の場合は「*」です。

次の表で、Per VRF AAAで現在サポートされている VSAについて説明します。

    Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステムセキュリティコンフィギュ
レーションガイドリリース 4.3.x

34 OL-28387-01-J  

AAA サービスの設定
Per VRF AAA の設定



表 2：Per VRF AAA でサポートされている VSA

説明値の種類VSA 名

RADIUS VSA（rad-serv、rad-serv-source-ifおよび rad-serv-vrf）は、VSA名の前にプレ
フィックス「aaa:」が必要です。

（注）

サーバおよびサーバのグループ

の IPアドレス、キー、タイム
アウトおよび再転送回数を示し

ます。

次に、VSA構文を示します。
rad-serv=a.b.c.d [key
SomeKey] [auth-port X]
[acct-port Y]

[retransmit V] [timeout W].

IPアドレス以外、すべてのパラ
メータはオプションで、任意の

順序で発行されます。オプショ

ンのパラメータが指定されてい

ない場合、デフォルト値が使用

されます。

キーには、スペースを含めるこ

とはできません。「retransmit
V」の「V」は、1～ 100の値
で、「timeout W」の「W」は
1～ 1000の値です。

stringrad-serv

RADIUSパケットの転送に使用
される VRFの名前を指定しま
す。VRF名は、vrfコマンドを
介して指定された名前と一致し

ます。

stringrad-serv-vrf

VRFごとの RADIUSサーバグループを設定します。 VRFごとの TACACS+サーバグループの設
定については、TACACS+サーバグループの設定, （43ページ）を参照してください。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステムセキュリティコンフィギュレー
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手順の概要

1. configure
2. aaa group server radius group-name
3. server-private {hostname | ip-address} [auth-port port-number] [acct-port port-number] [timeout

seconds] [retransmit retries] [key string]
4. vrf vrf-name
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

各種サーバホストを別個のリストにグループ化し、サーバグ

ループコンフィギュレーションモードを開始します。

aaa group server radius group-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# aaa group
server radius radgroup1

ステップ 2   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sg-radius)#

グループに対するプライベート RADIUSサーバの IPアドレス
を設定します。

server-private {hostname | ip-address}
[auth-port port-number] [acct-port
port-number] [timeout seconds] [retransmit
retries] [key string]

ステップ 3   

プライベートサーバパラメータが指定されていない場合、グ

ローバルコンフィギュレーションが使用されます。グローバ

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sg-radius)#
server-private 10.1.1.1 timeout 5

ルコンフィギュレーションが指定されていない場合、デフォ

ルト値が使用されます。

auth-portキーワードと acct-portキーワードのどちらを使用し
ても、RADIUSサーバグループプライベートコンフィギュレー
ションモードが開始されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sg-radius)#
server-private 10.2.2.2 retransmit 3

AAA RADIUSサーバグループの VRF参照を設定します。vrf vrf-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sg-radius)#
vrf v2.44.com

ステップ 4   

プライベートサーバ IPアドレスは、グローバルで
設定されているアドレスとオーバーラップすること

があります。VRF定義は、このような場合に、アド
レスを区別するときに役に立ちます。

（注）

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

セッションが終了して、ルータが EXECモードに戻
ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

TACACS+ サーバの設定
TACACS+サーバを設定します。

ポートが指定されていない場合、標準ポート番号 49がデフォルトで使用されます。 timeoutおよ
び keyパラメータは、すべての TACACS+サーバに対してグローバルで指定できます。 timeout
パラメータは、AAAサーバが TACACS+サーバから応答を受信するまでの時間を指定します。
keyパラメータは、AAAサーバと TACACS+サーバ間で共有される認証および暗号キーを指定し
ます。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステムセキュリティコンフィギュレー
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手順の概要

1. configure
2. tacacs-server host host-name port port-number
3. tacacs-server host host-name timeout seconds
4. tacacs-server host host-name key [0 | 7] auth-key
5. tacacs-server host host-name single-connection
6. tacacs source-interface type instance vrf vrf-name
7. 設定する各外部サーバで、ステップ 2, （38ページ）～ステップ 5, （39ページ）を繰り返し
ます。

8. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

9. show tacacs

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

TACACS+ホストサーバを指定し、オプション
でサーバポート番号を指定します。

tacacs-server host host-name port port-number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# tacacs-server host

ステッ

プ 2   

•このオプションによって、デフォルトの
ポート 49は上書きされます。有効なポー
ト番号の範囲は 1～ 65535です。

209.165.200.226 port 51
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-tacacs-host)#

TACACS+ホストサーバを指定し、オプション
で、AAAサーバが TACACS+サーバからの応答

tacacs-server host host-name timeout seconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-tacacs-host)# tacacs-server

ステッ

プ 3   
を待機する時間の長さを設定するタイムアウト

値を指定します。
host 209.165.200.226 timeout 30
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# •このオプションによって、tacacs-server

timeoutコマンドで設定したグローバルタ
イムアウト値がこのサーバに限り上書きさ

れます。タイムアウト値は、タイムアウト

間隔を指定する整数として表されます。範

囲は 1～ 1000です。
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目的コマンドまたはアクション

TACACS+ホストサーバを指定し、オプション
で、AAAサーバと TACACS+サーバ間で共有さ
れる認証および暗号キーを指定します。

tacacs-server host host-name key [0 | 7] auth-key

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# tacacs-server host
209.165.200.226 key 0 a_secret

ステッ

プ 4   

• TACACS+パケットは、このキーを使って
暗号化されます。このキーは TACACS+
デーモンで使用されるキーと一致する必要

があります。このキーを指定すると、この

サーバに限り、tacacs-server keyコマンド
で設定されているグローバルキーが上書き

されます。

•（任意）0の入力により、暗号化されてい
ない（クリアテキスト）キーが続くことを

指定します。

•（任意）7の入力により、暗号キーが続く
ことを指定します。

• auth-key引数は、AAAサーバと TACACS+
サーバ間で共有される暗号化または復号化

されるキーを指定します。

単一 TCP接続を介してすべての TACACS+要求
をこのサーバに多重化するようにルータを設定

tacacs-server host host-name single-connection

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# tacacs-server host
209.165.200.226 single-connection

ステッ

プ 5   
します。デフォルトでは、セッションごとに別

個の接続が使用されます。

（任意）すべての発信 TACACS+パケットに対
して、選択したインターフェイスの発信元 IPア
ドレスを指定します。

tacacs source-interface type instance vrf vrf-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# tacacs source-interface
GigabitEthernet 0/4/0/0 vrf abc

ステッ

プ 6   

•指定されたインターフェイスまたはサブイ
ンターフェイスには、IPアドレスが関連付
けられている必要があります。指定のイン

ターフェイスまたはサブインターフェイス

に IPアドレスが設定されていないか、その
インターフェイスがダウン状態にある場

合、TACACS+はデフォルトインターフェ
イスに戻ります。これを回避するには、イ

ンターフェイスまたはサブインターフェイ

スに IPアドレスを追加するか、そのイン
ターフェイスをアップ状態にします。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステムセキュリティコンフィギュレー
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目的コマンドまたはアクション

• vrfオプションは、AAA TACACS+サーバ
グループのバーチャルプライベートネッ

トワーク（VPN）ルーティングおよび転送
（VRF）参照を指定します。

—設定する各外部サーバで、ステップ 2, （38ページ）～ス
テップ 5, （39ページ）を繰り返します。

ステッ

プ 7   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 8   •• endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit れ、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータがEXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルー

タがEXECモードに戻ります。変更は
コミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続し

ます。コンフィギュレーションセッ

ションは終了せず、設定変更もコミッ

トされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーション
ファイルに保存し、コンフィギュレーショ

ンセッションを継続するには、commitコ
マンドを使用します。

（任意）システムに設定されている TACACS+
サーバの情報を表示します。

show tacacs

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# show tacacs

ステッ

プ 9   
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次の作業

TACACS+サーバを設定したら、TACACS+サーバグループを設定します（TACACS+サーバグ
ループの設定, （43ページ）の項を参照）。

RADIUS サーバグループの設定
この作業では、RADIUSサーバグループを設定します。

ユーザが 1つ以上の serverコマンドを入力できます。 serverコマンドはポート番号とともに外部
RADIUSサーバのホスト名または IPアドレスを指定します。設定されている場合、このサーバ
グループは、AAA方式リスト（認証、認可またはアカウンティングの設定に使用されます）から
参照できます（方式リスト, （9ページ）の項を参照）。

はじめる前に

正常に設定を行うため、外部サーバが設定時にアクセスできる必要があります。

手順の概要

1. configure
2. aaa group server radius group-name
3. server {hostname | ip-address} [auth-port port-number] [acct-port port-number]
4. ステップ 3, （42ページ）で指定したサーバグループに追加する各外部サーバに対し、ステッ
プ 4, （42ページ）を繰り返します。

5. server-private {hostname | ip-address} [auth-port port-number] [acct-port port-number] [timeout
seconds] [retransmit retries] [key string]

6. deadtime minutes
7. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

8. show radius server-groups [group-name [detail]]

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   
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目的コマンドまたはアクション

各種サーバホストを別個のリストにグループ化

し、サーバグループコンフィギュレーション

モードを開始します。

aaa group server radius group-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# aaa group server radius
radgroup1

ステッ

プ 2   

外部 RADIUSサーバのホスト名または IPアド
レスを指定します。

server {hostname | ip-address} [auth-port port-number]
[acct-port port-number]

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sg-radius)# server
192.168.20.0

ステッ

プ 3   

•サーバグループは、設定されると、AAA
方式リスト（認証、認可またはアカウン

ティングの設定に使用されます）から参照

できます。

—ステップ 3, （42ページ）で指定したサーバグループに追
加する各外部サーバに対し、ステップ 4, （42ページ）を
繰り返します。

ステッ

プ 4   

グループサーバに対するプライベートRADIUS
サーバの IPアドレスを設定します。

server-private {hostname | ip-address} [auth-port port-number]
[acct-port port-number] [timeout seconds] [retransmit retries]
[key string]

ステッ

プ 5   

プライベートサーバパラメータが指

定されていない場合、グローバルコ

ンフィギュレーションが使用されま

す。グローバルコンフィギュレー

ションが指定されていない場合、デ

フォルト値が使用されます。

（注）

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sg-radius)# server-private
10.10.130.2 auth-port 1600

acct-port 1666 key code

RADIUSサーバグループレベルでデッドタイム
値を設定します。

deadtime minutes

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sg-radius)# deadtime 1

ステッ

プ 6   

• minutes引数には、RADIUSサーバがトラ
ンザクション要求によってスキップされる

時間を最長 1440（24時間）まで分単位で
指定します。指定できる範囲は 1～ 1440
です。

RADIUSサーバグループ radgroup1が認証要求
への応答に失敗したときのdeadtimeコマンドに
対して、1分のデッドタイムを指定する例を示
します。

グループの作成後にグループレベル

のデッドタイムを設定できます。

（注）

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 7   
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目的コマンドまたはアクション

• endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit れ、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータが EXECモー
ドに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルー

タが EXECモードに戻ります。変更
はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続し

ます。コンフィギュレーションセッ

ションは終了せず、設定変更もコミッ

トされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーション
ファイルに保存し、コンフィギュレーショ

ンセッションを継続するには、commitコ
マンドを使用します。

（任意）システムで設定されている各 RADIUS
サーバグループの情報を表示します。

show radius server-groups [group-name [detail]]

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# show radius server-groups

ステッ

プ 8   

次の作業

RADIUSサーバグループを設定したら、認証、認可およびアカウンティングを設定して方式リス
トを定義します（AAA方式リストの設定, （46ページ）の項を参照）。

TACACS+ サーバグループの設定
TACACS+サーバグループを設定します。
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1つ以上の serverコマンドを入力できます。 serverコマンドは、外部 TACACS+サーバのホスト
名または IPアドレスを指定します。設定後は、このサーバグループは、AAA方式リスト（認
証、認可またはアカウンティングの設定に使用されます）から参照できます（方式リスト, （9
ページ）の項を参照）。

はじめる前に

正常に設定を行うため、外部サーバが設定時にアクセスできる必要があります。グローバルおよ

び VRF設定の両方に同じ IPアドレスを設定するときは、server-privateパラメータが必要です。

手順の概要

1. configure
2. aaa group server tacacs+ group-name
3. server {hostname | ip-address}
4. ステップ 2, （44ページ）で指定したサーバグループに追加する各外部サーバに対し、ステッ
プ 3, （44ページ）を繰り返します。

5. server-private {hostname | ip-address} [port port-number] [timeout seconds] [key string]
6. vrf vrf-name
7. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

8. show tacacs server-groups

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

各種サーバホストを別個のリストにグループ

化し、サーバグループコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

aaa group server tacacs+ group-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# aaa group server tacacs+
tacgroup1

ステッ

プ 2   

外部 TACACS+サーバのホスト名または IPア
ドレスを指定します。

server {hostname | ip-address}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sg-tacacs+)# server
192.168.100.0

ステッ

プ 3   

•設定されている場合、このグループは、
AAA方式リスト（認証、認可またはアカ
ウンティングの設定に使用されます）か

ら参照できます
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目的コマンドまたはアクション

—ステップ 2, （44ページ）で指定したサーバグループに追
加する各外部サーバに対し、ステップ 3, （44ページ）を
繰り返します。

ステッ

プ 4   

グループサーバに対するプライベート

TACACS+サーバの IPアドレスを設定します。
server-private {hostname | ip-address} [port port-number]
[timeout seconds] [key string]

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sg-tacacs+)# server-private
10.1.1.1 key a_secret

ステッ

プ 5   

プライベートサーバパラメータが

指定されていない場合、グローバル

コンフィギュレーションが使用され

ます。グローバルコンフィギュレー

ションが指定されていない場合、デ

フォルト値が使用されます。

（注）

AAA TACACS+サーバグループのバーチャル
プライベートネットワーク（VPN）ルーティ

vrf vrf-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sg-tacacs+)# vrf abc

ステッ

プ 6   
ングおよび転送（VRF）参照情報を設定しま
す。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 7   •• endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

before exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit れ、コンフィギュレーションセッ

ションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルー

タがEXECモードに戻ります。変更
はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコン
フィギュレーションセッションが継

続します。コンフィギュレーション

セッションは終了せず、設定変更も

コミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーション
ファイルに保存し、コンフィギュレー
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目的コマンドまたはアクション

ションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

（任意）システムで設定されている各

TACACS+サーバグループの情報を表示しま
す。

show tacacs server-groups

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# show tacacs server-groups

ステッ

プ 8   

次の作業

TACACS+サーバグループを設定したら、認証、認可およびアカウンティングを設定して方式リ
ストを定義します（AAA方式リストの設定, （46ページ）の項を参照）。

AAA 方式リストの設定
AAAデータは、さまざまなデータソースに保存できます。 AAA設定は、方式リストを使用し
て、AAAデータのソースの優先順位を定義します。 AAAは、複数の方式リストを定義でき、ア
プリケーション（ログインなど）は、これらのいずれかを選択できます。たとえば、コンソール

およびAUXポートとVTYポートで異なる方式リストを使用できます。方式リストが指定されて
いない場合、アプリケーションは、デフォルトの方式リストを使用します。

ここでは、次の手順について説明します。

認証方式リストの設定

認証の方式リストを設定します。

認証設定

認証は、ユーザ（またはプリンシパル）が検証されるプロセスです。認証設定は、方式リストを

使用して、さまざまなデータソースに保存されている、AAAデータソースの優先順位を定義し
ます。認証を設定して、複数の方式リストを定義できます。アプリケーションは（ログインな

ど）、これらのいずれかを選択できます。たとえば、コンソールおよびAUXポートとVTYポー
トで異なる方式リストを使用できます。方式リストが指定されていない場合、アプリケーション

は、デフォルトの方式リストを使用します。

方式リストが有効になるようにするには、アプリケーションは明示的に定義済みの方式リスト

を示す必要があります。

（注）
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認証は、login authenticationラインコンフィギュレーションサブモードコマンドを使用して、
TTY回線に適用できます。

一連の認証方式の作成

aaa authenticationコマンドを使用して、一連の認証方式、つまり方式リストを作成します。方式
リストは、シーケンスで照会される認証方式（RADIUS、TACACS+など）を説明する単なる名前
付きリストです。方式は次のいずれかです。

• group radius：サーバグループまたは RADIUSサーバを認証に使用します

• group tacacs+：サーバグループまたは TACACS+サーバを認証に使用します

• local：ユーザ名またはパスワードのローカルデータベースを認証に使用します。

• line：回線パスワードまたはユーザグループを認証に使用します。

方式が、サーバグループではなく、RADIUSまたは TACACS+サーバの場合、RADIUSまたは
TACACS+サーバは、設定されている RADIUSおよび TACACS+サーバのグローバルプールか
ら、設定順に選択されます。このグローバルプールから選択されるサーバは、サーバグループ

に追加できるサーバです。

後続の認証方式は、初期方式がエラーを返すか、要求が拒否された場合だけ使用されます。

はじめる前に

デフォルトの方式リストは、デフォルト以外の名前付き方式リストが明示的に設定されている

場合（この場合は名前付き方式リストが適用される）を除き、認証のすべてのインターフェイ

スに適用されます。

group radius、group tacacs+、group group-name形式を aaa authenticationコマンドに指定する
と、以前に定義した RADIUSサーバまたは TACACS+サーバのセットを示します。ホスト
サーバを設定するには、radius-server hostコマンドまたは tacacs-server hostコマンドを使用し
ます。サーバの名前付きグループを作成するには、aaa group server radiusコマンドまたは aaa
group server tacacs+コマンドを使用します。

（注）

手順の概要

1. configure
2. aaa authentication {login | ppp} {default | list-name | remote} method-list
3. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

4. 設定されるすべての認証方式リストに対して、ステップ 1～ 3を繰り返します。
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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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router#
configure

ステッ

プ 1   

一連の認証方式、つまり方式リストを作成します。aaa authentication {login | ppp}
{default | list-name | remote}
method-list

ステッ

プ 2   • loginキーワードを使用すると、ログインの認証が設定されます。ppp
キーワードを使用すると、ポイントツーポイントプロトコルの認証

が設定されます。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# • defaultキーワードを入力すると、このキーワードの後のリストされ
ている認証方式が、認証のデフォルト方式リストになります。

aaa authentication login
default group tacacs+

• list-name文字列を入力すると、認証方式リストが識別されます。

• remoteキーワードを入力すると、リモートオーナー以外のSDRにお
ける管理認証用のデフォルトの方式リストとして、このキーワード

に続くリストされた認証方式をトリガーします。

remoteキーワードは管理プレーンでだけ使用できま
す。

（注）

• method-list引数を入力すると、次に方式リストタイプを指定します。
方式リストタイプは、目的の順序で入力します。リストされる方式

タイプは、次のいずれかのオプションです。

◦ group tacacs+：サーバグループまたは TACACS+サーバを認証
に使用します

◦ group radius：サーバグループまたは RADIUSサーバを認証に
使用します

◦ group named-group：TACACS+サーバまたは RADIUSサーバの
名前付きサブセットを認証に使用します。

◦ local：ユーザ名またはパスワードのローカルデータベースを認
証に使用します

◦ line：回線パスワードまたはユーザグループを認証に使用しま
す

•この例では、default方式リストが認証に使用されます

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用

します。

ステッ

プ 3   
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目的コマンドまたはアクション

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求されま
す。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイルに変
更が保存され、コンフィギュレーションセッションが終了して、

ルータが EXECモードに戻ります。または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終了し
て、ルータが EXECモードに戻ります。変更はコミットされま
せん。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッショ
ンが継続します。コンフィギュレーションセッションは終了せ

ず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、コンフィ
ギュレーションセッションを継続するには、commitコマンドを使用
します。

—設定されるすべての認証方式リ

ストに対して、ステップ 1～ 3
を繰り返します。

ステッ

プ 4   

次の作業

認証方式リストを設定したら、認可方式リストを設定します。（認可方式リストの設定, （49
ページ）の項を参照）。

認可方式リストの設定

認可方式リストを設定します。

radiusキーワードを aaa authorizationコマンドで設定できます。（注）
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認可の設定

許可方式リストによって、許可の実行方法とこれらの方式の実行順序が定義されます。方式リス

トは、シーケンスで照会される認可方式（TACACS+など）を説明する単なる名前付きリストで
す。方式リストを使用すると、認可に使用するセキュリティプロトコルを 1つ以上指定できるた
め、最初の方式が失敗した場合のバックアップシステムを確保できます。 Cisco IOS XRソフト
ウェアでは、特定のネットワークサービスに対してユーザを許可するために、リスト内の最初の

方式が使用されます。この方式が応答に失敗すると、Cisco IOS XRソフトウェアでは方式リスト
内の次の方式が選択されます。このプロセスは、リスト内の許可方式との通信に成功するまで、

または定義されている方式を使い果たすまで続行されます。

Cisco IOS XRソフトウェアでは、前の方式から応答がないまたは任意のエラー応答があった
（障害ではない）場合にだけ、次に指定された方式を使って許可が試みられます。このサイ

クルの任意の時点で認可が失敗した場合（つまり、セキュリティサーバまたはローカルユー

ザ名データベースからユーザサービスの拒否応答が返される場合）、認可プロセスは停止し、

その他の認可方式は試行されません。

（注）

方式リストは、要求されている許可のタイプによって異なります。 Cisco IOS XRソフトウェア
は、次の 4つのタイプの AAA許可をサポートします。

•コマンドの許可：ユーザが実行する EXECモードコマンドに適用されます。コマンドの許
可では、すべての EXECモードコマンドに対する許可が試みられます。

「コマンド」の許可は、認証時に設定されたタスクプロファイルに基づく「タ

スクベース」の許可とは異なります。

（注）

• EXECの認可：EXECセッションの開始に対する認可が適用されます。

execキーワードは、障害マネージャサービスの許可に使用されなくなりまし
た。障害マネージャサービスの許可には、eventmanagerキーワード（障害マ
ネージャ）を使用します。 execキーワードは、EXECの許可に使用します。

（注）

•ネットワークの許可：IKEなどのネットワークサービスの許可が適用されます。

•イベントマネージャの許可：イベントマネージャ（障害マネージャ）を許可するための許
可方式が適用されます。RADIUSサーバは、イベントマネージャ（障害マネージャ）認可に
設定できません。 TACACS+を使用することも、localdを使用することもできます。

名前付き方式リストを作成すると、指定した許可タイプに対して特定の許可方式リストが定義さ

れます。方式リストを定義した場合、定義した方式のいずれかを実行するには、まず特定の回線

またはインターフェイスに方式リストを適用する必要があります。新しいメソッドリストを作成

するときに、TACACS+などの方式名を使用しないでください。
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ラインテンプレートにコマンド認可方式リストを適用した結果の「コマンド」の許可とは別個で

あり、ルータで自動的に実行される「タスクベース」の許可に加えて実行される方式です。コマ

ンドの許可のデフォルト動作はnoneです。デフォルトの方式リストが設定されていても、その方
式リストは、使用するためのラインテンプレートに追加する必要があります。

aaa authorization commandsコマンドにより、許可プロセスの一環として、一連の属性値（AV）
のペアを含む要求パケットが TACACS+デーモンに送信されます。デーモンは、次のいずれかの
アクションを実行できます。

•要求をそのまま受け入れます。

•許可を拒否します。

一連の認可方式の作成

aaa authorizationコマンドを使用して、認可パラメータを設定し、各回線またはインターフェイ
スで使用できる特定の認可方式を定義する名前付きの方式リストを作成します。

Cisco IOS XRソフトウェアは、次の許可方式をサポートします。

• none：ルータから認可情報の要求はありません。この回線やインターフェイスに対する認可
は行われません。

• local：ローカルデータベースを認可に使用します。

• group tacacs+：設定されているすべての TACACS+サーバを認可に使用します。

• group radius：設定されているすべての RADIUSサーバのリストを認可に使用します。

• group group-name：TACACS+サーバの名前付きサブセットを許可に使用します。

手順の概要

1. configure
2. aaa authorization {commands | eventmanager | exec | network} {default | list-name} {none | local |

group {tacacs+ | radius | group-name}}
3. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router#
configure

ステッ

プ 1   

一連の認可方式、つまり方式リストを作成します。aaa authorization {commands |
eventmanager | exec | network}

ステッ

プ 2   • commandsキーワードは、すべての EXECシェルコマンドの認可を設
定します。コマンドの認可は、ユーザにより発行される EXECモード

{default | list-name} {none | local
| group {tacacs+ | radius |
group-name}} コマンドに適用されます。コマンドの許可では、すべての EXECモー

ドコマンドに対する許可が試みられます。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

• eventmanagerキーワードは、イベントマネージャ（障害マネージャ）
を許可するための許可方式を適用します。

aaa authorization commands
listname1 group tacacs+ • execキーワードは、インタラクティブ（EXEC）セッションの認可を設

定します。

• networkキーワードは、PPPまたは IKEのようなネットワークサービ
スの認可を設定します。

• defaultキーワードを入力すると、このキーワードの後のリストされて
いる認可方式が、認可のデフォルト方式リストになります。

• list-name文字列を入力すると、認可方式リストが識別されます。方式
リスト自体は、方式リスト名に続きます。方式リストタイプは、目的

の順序で入力します。リストされる方式リストタイプは、次のいずれ

かにできます。

◦ none：ネットワークアクセスサーバ（NAS）は、認可情報を要求
しません。認可は常に成功します。以降の認可方式は試行されま

せん。ただし、タスク IDの許可は常に必要であり、ディセーブ
ルにはできません。

◦ local：ローカルデータベースを認可に使用します。

• group tacacs+：設定されているすべてのTACACS+サーバを認可に使用
します。NASは、認可情報を TACACS+セキュリティデーモンと交換
します。 TACACS+認可は、AVペアを関連付けることでユーザに特定
の権限を定義します。AVは適切なユーザとともに TACACS+セキュリ
ティサーバのデータベースに保存されます。

• group radius：設定されているすべてのRADIUSサーバのリストを認可
に使用します。
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目的コマンドまたはアクション

• group group-name：aaa group server tacacs+または aaa group server
radiusコマンドで定義されているとおりに、TACACS+サーバまたは
RADIUSサーバのサブセット、名前付きサーバグループを認可に使用
します。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用

します。

ステッ

プ 3   • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイルに変更
が保存され、コンフィギュレーションセッションが終了して、ルー

タが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終了し
て、ルータが EXECモードに戻ります。変更はコミットされませ
ん。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッション
が継続します。コンフィギュレーションセッションは終了せず、

設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、コンフィ
ギュレーションセッションを継続するには、commitコマンドを使用し
ます。

次の作業

認可方式リストを設定したら、アカウンティング方式リストを設定します（アカウンティング方

式リストの設定, （53ページ）の項を参照）。

アカウンティング方式リストの設定

アカウンティング方式リストを設定します。

radiusキーワードを aaa accountingコマンドで設定できます。（注）
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アカウンティングの設定

現在、Cisco IOS XRソフトウェアは、アカウンティングで TACACS+および RADIUS方式の両方
をサポートしています。ルータは、アカウンティングレコードの形式でTACACS+またはRADIUS
セキュリティサーバにユーザアクティビティを報告します。各アカウンティングレコードは、

アカウンティング AVペアが含まれ、セキュリティサーバ上で保管されます。

アカウンティング方式リストには、アカウンティングの実行方法が定義されます。このリストを

使用して、特定のタイプのアカウンティングサービスに固有の回線またはインターフェイスに使

用する特定のセキュリティプロトコルを指定できます。方式リストの名前を付ける場合、TACACS+
などの方式の名前を使用しないでください。

最小のアカウンティングの場合、stop-onlyキーワードを指定して、要求されたユーザプロセスの
終了時に「stopaccounting」通知を送信します。最小より大きいアカウンティングの場合、start-stop
キーワードを使用できます。これにより、外部 AAAサーバが、要求されたプロセスの開始時に
「start accounting」通知を送信し、プロセスの終了時に「stop accounting」通知を送信します。ま
た、aaa accounting updateコマンドを使用して、累積情報による更新レコードを定期的に送信で
きます。アカウンティングレコードは、TACACS+または RADIUSサーバだけに格納されます。

AAAアカウンティングをアクティブにすると、ルータは、これらの属性をアカウンティングレ
コードとして報告します。そのアカウンティングレコードは、セキュリティサーバ上のアカウン

ティングログに格納されます。

一連のアカウンティング方式の作成

aaaaccountingコマンドを使用して、各回線またはインターフェイスに使用できる特定のアカウン
ティング方式を定義するデフォルトまたは名前付き方式リストを作成します。

Cisco IOS XRソフトウェアは次のアカウンティング方式をサポートします。

• none：アカウンティングはこの回線またはインターフェイスに実行されません。

• group tacacs+：設定されているすべてのTACACS+サーバをアカウンティングに使用します。

• group radius：設定されているすべてのRADIUSサーバのリストをアカウンティングに使用し
ます。

手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• aaa accounting {commands | exec | network} {default | list-name} {start-stop | stop-only}

• {none | method}

3. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

    Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステムセキュリティコンフィギュ
レーションガイドリリース 4.3.x

54 OL-28387-01-J  

AAA サービスの設定
AAA 方式リストの設定



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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router#
configure

ステッ

プ 1   

一連のアカウンティング方式、つまり方式リストを作成します。次のいずれかを実行します。ステッ

プ 2   •• commandsキーワードは、EXECシェルコマンドでアカウンティングを
イネーブルにします。

aaa accounting {commands
| exec | network} {default |
list-name} {start-stop |
stop-only} • execキーワードを使用して、対話型（EXEC）セッションに対するアカ

ウンティングをイネーブルにします。• {none | method}
• networkキーワードは、ポイントツーポイントプロトコル（PPP）な
ど、ネットワーク関連のすべてのサービス要求に対するアカウンティン

グをイネーブルにします。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# • defaultキーワードを入力すると、このキーワードの後のリストされて
いるアカウンティング方式が、アカウンティングのデフォルト方式リス

トになります。

aaa accounting commands
default stop-only group
tacacs+

• list-name文字列を入力すると、アカウンティング方式リストが識別され
ます。

• start-stopキーワードは、プロセスの最初に「アカウンティング開始」
通知を送信し、プロセスの最後に「アカウンティング停止」通知を送信

します。要求されたユーザプロセスは、アカウンティング開始通知を

アカウンティングサーバから受信したかどうかにかかわらず開始され

ます。

• stop-onlyキーワードは、要求されたユーザプロセスの最後に「カウン
ティング停止」通知を送信します。

• noneキーワードはアカウンティングを行わないことを示します。

•方式リスト自体は、start-stopキーワードの後に続きます。方式リスト
タイプは、目的の順序で入力します。 method引数には次のタイプがあ
ります。

◦ group tacacs+：設定されているすべての TACACS+サーバをアカ
ウンティングに使用します。

◦ group radius：設定されているすべてのRADIUSサーバのリストを
アカウンティングに使用します。
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目的コマンドまたはアクション

◦ group group-name：aaa group server tacacs+または aaa group server
radiusコマンドで定義されているとおりに、TACACS+サーバまた
はRADIUSサーバのサブセット、名前付きサーバグループをアカ
ウンティングに使用します。

•次の例では、アカウンティングサービスがTACACS+セキュリティサー
バで提供され、stop-only制限がある defaultコマンドアカウンティング
方式リストの定義を示します。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用

します。

ステッ

プ 3   • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイルに変更
が保存され、コンフィギュレーションセッションが終了して、ルー

タが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終了し
て、ルータが EXECモードに戻ります。変更はコミットされませ
ん。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッション
が継続します。コンフィギュレーションセッションは終了せず、

設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、コンフィ
ギュレーションセッションを継続するには、commitコマンドを使用し
ます。

次の作業

方式リストを設定したら、これらの方式リストを適用します（アプリケーションの方式リストの

適用, （58ページ）の項を参照）。

中間アカウンティングレコードの生成

アカウンティングサーバに送信される定期的中間アカウンティングレコードをイネーブルにしま

す。 aaa accounting updateコマンドをアクティブにすると、Cisco IOS XRソフトウェアは、シス
テム上のすべてのユーザに中間アカウンティングレコードを発行します。
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中間アカウンティングレコードは、インターネットキー交換（IKE）アカウンティングなど、
ネットワークセッションだけで生成されます。これは、networkキーワードを指定した aaa
accountingコマンドで制御されます。システム、コマンドまたはEXECアカウンティングセッ
ションでは、中間レコードは生成されません。

（注）

手順の概要

1. configure
2. aaa accounting update {newinfo | periodic minutes}
3. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

アカウンティングサーバに送信される定期的中間アカウンティングレ

コードをイネーブルにします。

aaa accounting update {newinfo |
periodic minutes}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# aaa
accounting update periodic 30

ステッ

プ 2   

• newinfoキーワードを使用すると、報告する新しいアカウンティ
ング情報があるたびに中間アカウンティングレコードがアカウン

ティングサーバに送信されます。たとえば、IPCPがリモートピ
アとの間で IPアドレスのネゴシエーションを完了したときなどで
す。中間アカウンティングレコードには、リモートピアに使用

されるネゴシエート済み IPアドレスが含まれます。

• periodicキーワードを使用すると、中間アカウンティングレコー
ドは number引数で定義されているとおりに定期的に送信されま
す。中間アカウンティングレコードには、中間アカウンティング

レコードが送信される時間までに、そのユーザについて記録され

たすべてのアカウンティング情報が含まれます。

periodicキーワードを使用すると、多数のユーザがネットワー
クにログインしているときに、大きな輻輳が生じる場合があり

ます。

注意
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目的コマンドまたはアクション

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

ステッ

プ 3   • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求され
ます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイルに
変更が保存され、コンフィギュレーションセッションが終了

して、ルータが EXECモードに戻ります。または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終
了して、ルータがEXECモードに戻ります。変更はコミット
されません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッ
ションが継続します。コンフィギュレーションセッションは

終了せず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、コン
フィギュレーションセッションを継続するには、commitコマン
ドを使用します。

アプリケーションの方式リストの適用

認可およびアカウンティングサービスの方式リストを設定したら、これらのサービスを使用する

アプリケーション（コンソール、vty、補助など）に、設定した方式リストを適用できます。方式
リストの適用は、AAA認証およびアカウンティングをイネーブルにすることで実行します。

ここでは、次の手順について説明します。

AAA 認可のイネーブル化
AAA認可を特定の回線または回線のグループに対してイネーブルにします。

方式リストの適用

aaa authorizationコマンドを使用して、特定のタイプの認可に対して名前付き認可方式リストを
定義（またはデフォルトの方式リストを使用）したあと、認可を実行する該当の回線に、定義済

みのリストを適用する必要があります。 authorizationコマンドを使用して、指定の方式リスト
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（または、方式リストを指定していない場合はデフォルトの方式リスト）を選択した回線または

回線グループに適用します。

手順の概要

1. configure
2. line {aux | console | default | template template-name}
3. authorization {commands | exec} {default | list-name}
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

回線テンプレートコンフィギュレーションモードを開始します。line {aux | console | default | template
template-name}

ステップ 2   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# line
console

AAA認可を特定の回線または回線のグループに対してイネーブルに
します。

authorization {commands | exec}
{default | list-name}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-line)#
authorization commands listname5

ステップ 3   

• commandsキーワードは、すべてのコマンドに対して、選択し
た回線における認可をイネーブルにします。

• execキーワードを使用して、対話型（EXEC）セッションに対
する認可をイネーブルにします。

• defaultキーワードを入力し、aaaauthorizationコマンドで定義
されているように、デフォルトの方式リストの名前を適用しま

す。

•使用する認可方式リストの名前を入力します。リスト名を指
定しない場合は、デフォルト名が使用されます。リストはaaa
authorizationコマンドで作成されます。

•次に、方式リスト listname5を使用したコマンド認可の例を示
します。
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目的コマンドまたはアクション

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

ステップ 4   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求さ
れます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイル
に変更が保存され、コンフィギュレーションセッション

が終了して、ルータが EXECモードに戻ります。または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが
終了して、ルータが EXECモードに戻ります。変更はコ
ミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッ
ションが継続します。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、commit
コマンドを使用します。

次の作業

AAA認可をイネーブルにして認可方式リストを適用したら、AAAアカウンティングをイネーブ
ルにしてアカウンティング方式リストを適用します（アカウンティングサービスのイネーブル

化, （60ページ）の項を参照）。

アカウンティングサービスのイネーブル化

アカウンティングサービスを特定の回線または回線のグループに対してイネーブルにします。
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手順の概要

1. configure
2. line {aux | console | default | template template-name}
3. accounting {commands | exec} {default | list-name}
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

回線テンプレートコンフィギュレーションモードを開始します。line {aux | console | default | template
template-name}

ステップ 2   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# line
console

AAAアカウンティングを特定の回線または回線のグループに対して
イネーブルにします。

accounting {commands | exec} {default
| list-name}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-line)#
accounting commands listname7

ステップ 3   

• commandsキーワードは、すべてのEXECシェルコマンドに対
して、選択した回線におけるアカウンティングをイネーブルに

します。

• execキーワードを使用して、対話型（EXEC）セッションに対
するアカウンティングをイネーブルにします。

• defaultキーワードを入力し、aaa accountingコマンドで定義さ
れているように、デフォルトの方式リストの名前を適用しま

す。

•使用するアカウンティング方式リストの名前を指定します。リ
スト名を指定しない場合は、デフォルト名が使用されます。リ

ストは、aaa accountingコマンドで作成されます。

•次に、方式リスト listname7を使用したコマンドアカウンティ
ングの例を示します。
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目的コマンドまたはアクション

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

ステップ 4   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求さ
れます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイル
に変更が保存され、コンフィギュレーションセッション

が終了して、ルータが EXECモードに戻ります。または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが
終了して、ルータが EXECモードに戻ります。変更はコ
ミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッ
ションが継続します。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、コ
ンフィギュレーションセッションを継続するには、commitコ
マンドを使用します。

次の作業

AAAアカウンティングサービスをイネーブルにしてアカウンティング方式リストを適用したら、
ログインパラメータを設定します（ログインパラメータの設定, （62ページ）の項を参照）。

ログインパラメータの設定

サーバがログインの応答を待機する間隔を設定します。

手順の概要

1. configure
2. line template template-name
3. timeout login response seconds
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

設定する回線を指定して、回線テンプレートコンフィギュレー

ションモードを開始します。

line template template-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# line
template alpha

ステップ 2   

サーバがログインの応答を待つ時間を設定します。timeout login response seconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-line)#
timeout login response 20

ステップ 3   

• seconds引数には、タイムアウト時間（秒単位）を 0～ 300の
範囲で指定します。デフォルトは 30秒です。

•この例では、インターバルタイマーを 20秒に変更します。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

ステップ 4   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求
されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイ
ルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッション
が終了して、ルータがEXECモードに戻ります。変更は
コミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーションセッ

ションは終了せず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、commit
コマンドを使用します。
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AAA サービスの設定の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

AAA サービスの設定：例
次に、AAAサービスを設定する例を示します。

認証方式リスト vty-authenが設定されます。この例では、設定されたすべての TACACS+サーバ
のリストを認証に使用する方式リストを指定します。その方式が失敗した場合、ローカルユーザ

名データベース方式が認証に使用されます。

configure
aaa authentication login vty-authen group tacacs+ local

PPPのデフォルトの方式リストは、ローカル方式を使用するように設定されます。

aaa authentication ppp default local

ユーザ名 user1はログインのために作成され、安全なログインパスワードが割り当てられ、user1
はルートシステムのユーザになります。ユーザ名 user2に類似の設定を設定します。

username user1
secret lab
group root-system
exit

username user2
secret lab
exit

tgaという名前のタスクグループが作成され、タスクが tgaに追加され、ugaという名前のユーザ
グループが作成され、タスクグループ tgaから権限を継承するように ugaが設定されます。説明
がタスクグループ ugaに追加されます。

taskgroup tga
task read bgp
task write ospf
exit

usergroup uga
taskgroup tga
description usergroup uga
exit

ユーザ名 user2が、ユーザグループ ugaから継承されます。

username user2
group uga
exit

3台の TACACSサーバが設定されます。

tacacs-server host 10.1.1.1 port 1 key abc
tacacs-server host 10.2.2.2 port 2 key def
tacacs-server host 10.3.3.3 port 3 key ghi
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priv5という名前のユーザグループが作成されます。このグループは、TACACS+方式を使用して
認証されたユーザに使用され、外部 TACACS+デーモンのコンフィギュレーションファイルのエ
ントリには特権レベル 5が設定されます。

usergroup priv5
taskgroup operator
exit

認可方式リスト vty-authorが設定されます。次に、設定されているすべての TACACS+サーバの
リストを使用してコマンド認可が実行されるように指定する例を示します。

aaa authorization commands vty-author group tacacs+

アカウンティング方式リストvty-acctが設定されます。次に、設定されているすべてのTACACS+
サーバのリストを使用して start-stopコマンドアカウンティングが実行されるように指定する例を
示します。

aaa accounting commands vty-acct start-stop group tacacs+

TACACS+認証では、たとえば、特権レベル 8が返され、ローカルユーザグループ priv8が存在
せず、同じ名前のローカルユーザも存在しない場合、taskgroup-name引数で tgaを指定した aaa
default-taskgroupコマンドを使用すると、このようなユーザにタスクグループ tgaのタスクマッ
プが提供されます。

aaa default-taskgroup tga

回線テンプレート vtyに対し、回線の認証に使用する回線パスワードが割り当てられ、回線の認
証（使用する場合）のために割り当てられるグループであるユーザグループ ugaが作成され、
vty-authen、vty-author、vty-acctがそれぞれ作成されます。これらは認証、許可、アカウンティン
グに使用する方式リストです。

line template vty
password lab
users group uga
login authentication vty-authen
authorization commands vty-author
accounting commands vty-acct
exit

abcという名前の TACACS+サーバグループが作成され、すでに設定済みの TACACS+サーバが
グループに追加されます。

aaa group server tacacs+ abc
server 10.3.3.3
exit

その他の関連資料
ここでは、AAAサービスの設定に関連する参考資料について説明します。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステムセキュリティコンフィギュレー
ションガイドリリース 4.3.x    

   OL-28387-01-J 65

AAA サービスの設定
その他の関連資料



関連資料

マニュアルタイトル関連項目

の「Authentication, Authorization, and Accounting
Commands onCisco ASR 9000シリーズルータ」

AAAサービスコマンド：コマンド構文の詳細、
コマンドモード、コマンド履歴、デフォルト設

定、使用上のガイドライン、および例

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

MIB のリンクMIB

Cisco IOSXRソフトウェアを使用しているMIB
を特定してダウンロードするには、次の URL
にある Cisco MIB Locatorを使用し、[Cisco
Access Products]メニューからプラットフォーム
を選択します。http://cisco.com/public/sw-center/
netmgmt/cmtk/mibs.shtml

—

RFC

タイトルRFC

—この機能によりサポートされた新規 RFCまた
は改訂 RFCはありません。またこの機能によ
る既存 RFCのサポートに変更はありません。
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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/techsupportシスコのテクニカルサポートWebサイトでは、
製品、テクノロジー、ソリューション、技術的

なヒント、およびツールへのリンクなどの、数

千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。

Cisco.comに登録済みのユーザは、このページ
から詳細情報にアクセスできます。
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