
認証、許可、アカウンティング機能の設定

この章では、BNGルータでの認証、許可、アカウンティング（AAA）機能の設定に関する情報
を提供します。 BNGは、RADIUSサーバと対話して AAA機能を実行します。 RADIUSサーバ
グループは、特定のAAAタスクが割り当てられているサーバグループを形成します。サーバま
たはサーバグループで定義された方式リストには、許可が実行される方式が一覧表示されてい

ます。RADIUS機能の一部には、特定のAAA属性形式の作成、RADIUSサーバのロードバラン
シング、RADIUSレコードのスロットリング、許可変更（CoA）、および QoSのサービスアカ
ウンティングが含まれています。この章の内容は、次のとおりです。

• AAAの概要, 1 ページ

• RADIUSサーバグループの使用, 3 ページ

• 方式リストの指定, 6 ページ

• AAA属性の定義, 9 ページ

• RADIUSサーバの設定, 23 ページ

• RADIUSサーバのトランザクションロードバランシング, 32 ページ

• RADIUSレコードのスロットリング, 36 ページ

• RADIUSの許可変更（CoA）の概要, 41 ページ

• QoSのサービスアカウンティング, 43 ページ

• Per-VRF AAA機能について, 50 ページ

• その他の関連資料, 51 ページ

AAA の概要
AAAは、効果的なネットワーク管理およびセキュリティのフレームワークとして機能します。こ
れは、ネットワークリソースの管理、ポリシーの施行、ネットワーク使用状況の監査、および課

金関連情報の提供に役立ちます。 BNGは、AAA機能を提供する外部の RADIUSサーバに接続し
ます。
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RADIUSサーバは、3種類の独立したセキュリティ機能（認証、許可、アカウンティング）を実
行して、不正アクセスからネットワークを保護します。 RADIUSサーバは、リモート認証ダイヤ
ルインユーザサービス（RADIUS）プロトコルを実行します。（RADIUSプロトコルの詳細につ
いては、RFC 2865を参照してください）。 RADIUSサーバは、BNG、およびユーザ情報を含む
データベースとディレクトリと対話することによって AAAプロセスを管理します。

RADIUSプロトコルは、分散型クライアント/サーバシステムで動作します。 RADIUSクライア
ントは、中央の RADIUSサーバに認証要求を送信する BNG（Cisco ASR 9000シリーズルータ）
で実行されます。 RADIUSサーバには、すべてのユーザ認証情報とネットワークサービスアク
セス情報が含まれています。

AAAプロセス、これらのプロセス中の RADIUSサーバの役割、および一部の BNGの制約事項に
ついては、次の項で説明します。

認証

認証プロセスは、ネットワークおよびネットワークサービスへのアクセスを許可する前に、ネッ

トワーク上の加入者を識別します。認証プロセスは、ネットワークへのアクセス権を取得するた

めに各加入者が持つ一意の基準セットで機能します。通常、RADIUSサーバは、加入者がその加
入者のデータベースに入力したクレデンシャル（ユーザ名およびパスワード）を照合することに

よって認証を実行します。クレデンシャルが一致した場合、加入者はネットワークへのアクセス

が許可されます。それ以外の場合は、認証プロセスが失敗し、ネットワークへのアクセスは拒否

されます。

許可

認証プロセスの後、加入者は特定のアクティビティを実行することが許可されます。許可は、加

入者が使用を許可されるアクティビティ、リソース、またはサービスの種類を決定するプロセス

です。たとえば、ネットワークにログインした後に、加入者は、データベースまたは制限された

Webサイトにアクセスしようとすることがあります。許可プロセスでは、加入者がこれらのネッ
トワークリソースにアクセスする権限があるかどうかが判断されます。

AAA許可は、加入者が提供する認証クレデンシャルに基づいて一連の属性を組み合わせて機能し
ます。 RADIUSサーバは、指定のユーザ名について、これらの属性とデータベースに格納されて
いる情報を比較します。その加入者に適用されている実際の機能と制限事項を判断するための結

果が BNGに返されます。

アカウンティング

アカウンティングは、ネットワークアクセス中に加入者が使用するリソースを追跡します。アカ

ウンティングは、課金、トレンド分析、リソース使用率の追跡、およびキャパシティプランニン

グアクティビティに使用されます。アカウンティングプロセス中、ログはネットワーク使用統

計情報について保持されます。モニタされる情報には、加入者 ID、加入者に適用されている設
定、ネットワーク接続の開始時刻と終了時刻、およびネットワークとの間で転送されたパケット

数とバイト数が含まれますが、これに限定されません。

BNGは、アカウンティングレコードの形式で RADIUSサーバに加入者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、アカウンティング属性値で構成されます。この値は、
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ネットワーク管理、クライアント課金、監査などに対して、RADIUSサーバによって分析され、
使用されます。

加入者セッションのアカウンティングレコードは、BNGが RADIUSサーバから応答を受信しな
ければタイムアウトすることがあります。このタイムアウトは、到達不能のRADIUSサーバまた
は RADIUSサーバのパフォーマンスの低下につながるネットワーク接続の問題に原因がある可能
性があります。 BNGでのセッションがアカウント開始要求について承認されなければ、ルート
プロセッサフェールオーバー（RPFO）でのセッションの切断とその他の重大な障害が報告され
ます。そのため、セッションの切断を避けるために、BNGで RADIUSサーバのデッドタイムを
設定することを推奨します。この値が設定され、再試行後にも特定のセッションがアカウンティ

ング応答を受信していない場合、特定の RADIUSサーバは機能していないと考えられ、以降の要
求はそのサーバに送信されません。

radius-server deadtime limitコマンドを使用して、RADIUSサーバのデッドタイムを設定できま
す。詳細については、RADIUSサーバの設定, （24ページ）を参照してください。

制約事項

• BNGでは、ローカル認証とローカル許可はサポートされません。 RADIUSサーバによって
実行される必要があります。

•セッションの接続が解除されると、システムがハードウェアから収集する「最後の」セッ
ション統計情報を待つ間、RADIUSへのアカウンティング停止要求の送信が数秒間遅れるこ
とがあります。ただし、アカウンティング停止要求の Event-Timestamp属性は、転送時間で
はなくクライアントが接続解除した時間を反映します。

RADIUS サーバグループの使用
RADIUSサーバグループは、1つまたは複数の RADIUSサーバの名前付きグループです。各サー
バグループは、特定のサービスに使用されます。たとえば、2つの RADIUSサーバグループが
ある AAAネットワーク設定では、最初のサーバグループに認証タスクと許可タスクを割り当て
ることができ、2番目のグループにアカウンティングタスクを割り当てることができます。

サーバグループは、同じサーバに複数のホストエントリを含めることができます。ただし、各

エントリに固有識別子が必要です。この固有識別子は、IPアドレスと UDPポート番号の組み合
わせによって作成されます。そのため、サーバの異なるポートを、特定の AAAサービスを提供
する個別のRADIUSホストとして別々に定義できます。つまり、この固有識別子によって、同じ
サーバ上の異なる UDPポートに RADIUS要求を送信できます。さらに、同じ RADIUSサーバ上
の異なる 2つのホストエントリが同じサービス（認証プロセスなど）に対して設定されている場
合、2番目のホストエントリは最初のホストエントリのフェールオーバーバックアップとして機
能します。つまり、最初のホストエントリが認証サービスの提供に失敗した場合、BNGは 2番
目のホストエントリで試みます。（RADIUSホストエントリは、それらが作成された順番で試
行されます）。

サーバグループへの特定のアクションの割り当てについては、RADIUSサーバグループの設定,
（4ページ）を参照してください。
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RADIUS サーバグループの設定
名前付きサーバグループをサーバホストとして定義するには、この作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. aaa group server radius name
3. accounting accept radius_attribute_list_name
4. authorization reply accept radius_attribute_list_name
5. deadtime limit
6. load-balance method least-outstanding batch-size size ignore-preferred-server
7. server host_name acct-port accounting_port_number auth-port authentication_port_number
8. source-interface name value
9. vrf name
10. 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   

r1という名前の RADIUSサーバグループを
設定します。

aaa group server radius name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# aaa group server radius r1

ステッ

プ 2   

リストに指定されている属性のみを受け入れ

るように、アカウンティングプロセスの

RADIUS属性フィルタを設定します。

accounting accept radius_attribute_list_name

例：

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

ステッ

プ 3   
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目的コマンドまたはアクション

リストに指定されている属性のみを受け入れ

るように、許可プロセスのRADIUS属性フィ
ルタを設定します。

authorization reply accept radius_attribute_list_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sg-radius)# authorization
reply accept att_list1

ステッ

プ 4   

RADIUSサーバグループのデッドタイムを
設定します。デッドタイムの制限は、分単

deadtime limit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sg-radius)# deadtime 40

ステッ

プ 5   
位で設定します。指定できる範囲は1～1440
で、デフォルトは 0です。

次のホストが選択されるまでのロードバラ

ンシングのバッチサイズを設定します。

load-balance method least-outstanding batch-size size
ignore-preferred-server

例：

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

ステッ

プ 6   

method least-outstanding batch-size 50
ignore-preferred-server

RADIUSサーバとそのホスト名を指定しま
す。 RADIUSアカウンティングおよび認証

server host_name acct-port accounting_port_number auth-port
authentication_port_number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sg-radius)# server 1.2.3.4
acct-port 455 auth-port 567

ステッ

プ 7   
要求のUDPポートを設定します。アカウン
ティングおよび認証ポート番号の範囲は、0
～65535です。値が指定されていない場合、
認証ポートのデフォルトは 1645、アカウン
ティングポートのデフォルトは 1646です。

RADIUSサーバグループの送信元インター
フェイス名と Bundle-Etherの値を設定しま
す。

source-interface name value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sg-radius)# source-interface
Bundle-Ether 455

ステッ

プ 8   

サーバの RADIUSグループが属する VRFを
指定します。

vrf name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sg-radius)# vrf vrf_1

ステッ

プ 9   

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 10   •• 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

end

• commit

例：

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

them
before exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:
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目的コマンドまたはアクション

または

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

◦ 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。

◦ 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。

RADIUS サーバグループの設定：例

configure
aaa group server radius r1
accounting accept r1 r2
authorization reply accept a1 a2
deadtime 8
load-balance method least-outstanding batch-size 45 ignore-preferred-server
server host_name acct-port 355 auth-port 544
source-interface Bundle-Ether100.10
vrf vrf_1
!
end

方式リストの指定
AAAの方式リストは、許可が実行される方式、およびこれらの方式が実行される順序を定義しま
す。定義された認証方式が実行される前に、ユーザアクセスクレデンシャルの検証を実行する設

定メカニズムに方式リストを適用する必要があります。この要件の唯一の例外は、デフォルトの

方式リスト（「default」という名前）です。デフォルトの方式リストは、他の方式リストが定義

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータブロードバンドネットワークゲート
ウェイコンフィギュレーションガイドリリース 4.3.x

6 OL-28375-01-J  

認証、許可、アカウンティング機能の設定

方式リストの指定



されていない場合に自動的に適用されます。定義済みの方式リストは、デフォルトの方式リスト

に優先します。

BNGでは、方式リスト、および AAAサービスに使用されるサーバグループを指定する必要があ
ります。方式リストの指定については、AAAの方式リストの設定, （7ページ）を参照してく
ださい。

AAA の方式リストの設定
加入者の認証、許可、アカウンティングについてサーバグループが使用する方式リストを割り当

てるには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. aaa authentication subscriber default method-list-name group server-group-name
3. aaa authorization subscriber default method-list-name group server-group-name |radius
4. aaa accounting subscriber default method-list-name group server-group-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   

加入者の認証についてデフォルトで適用される方式リストを設

定します。「デフォルト」または AAA方式リストのユーザ定
aaa authentication subscriber default
method-list-name group server-group-name

例：

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

ステップ 2   

義名のいずれかを入力できます。また、方式リストを適用する

サーバグループの名前も入力します。

authentication subscriber default
method1 group group1 radius group
group2 group group3 ...

加入者の許可についてデフォルトで適用される方式リストを設

定します。「デフォルト」または AAA方式リストのユーザ定
aaa authorization subscriber default
method-list-name group server-group-name
|radius

ステップ 3   

義名のいずれかを入力できます。また、方式リストを適用する

サーバグループの名前も入力します。
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目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# aaa
authorization subscriber default
method1 group group1 radius group
group2 group group3 ...

加入者のアカウンティングについてデフォルトで適用される方

式リストを設定します。「デフォルト」または AAA方式リス
aaa accounting subscriber default
method-list-name group server-group-name

例：

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

ステップ 4   

トのユーザ定義名のいずれかを入力できます。また、方式リス

トを適用するサーバグループの名前も入力します。

accounting subscriber default method1
group group1 radius group group2 group
group3 ...

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ンセッまたは

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

AAA の方式リストの設定：例

configure
aaa authentication subscriber default group radius group rad2 group rad3..
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aaa authorization subscriber default group radius group rad1 group rad2 group rad3..
aaa accounting subscriber default group radius group rad1 group rad2 group rad3..
!
!
end

AAA 属性の定義
AAA属性は、RAIDUSパケットの要素です。 RAIDUSパケットは、RADIUSサーバと RADIUS
クライアント間でデータを転送します。AAA属性パラメータとその値は、属性値ペア（AVP）を
形成します。AVPは、AAAトランザクションの要求と応答の両方に対してデータを伝送します。

AAA属性は、インターネット技術特別調査委員会（IETF）属性などで事前定義されるか、ベン
ダー固有属性（VSA）などでベンダー定義されます。BNGのサポートされる属性のリストの詳細
については、RADIUS属性を参照してください。

RADIUSサーバは、RADIUSメッセージの属性の形式で、BNGへの設定の更新を提供します。設
定の更新は、2種類の典型的な方式でのセッションのセットアップ中に加入者に適用されます。
この方式とは、ユーザ単位の属性で、加入者の認証Access Acceptの一部として、または明示的ド
メイン、ポート、またはサービスの許可AccessAcceptを介して加入者に設定を適用します。これ
は、加入者のポリシールールエンジンの設定によって完全に制御されます。

BNGがアクセス要求として外部のRADIUSサーバに認証要求または許可要求を送信すると、サー
バは Access Acceptの一部として BNGに設定の更新を送り返します。セットアップ中に加入者を
設定する RADIUSに加えて、BNGが要求を送信できなかった場合でも、サーバは加入者のアク
ティブなセッションのライフサイクル中に、許可変更（CoA）メッセージを自律的にBNGに送信
できます。これらのRADIUSCoAの更新は、BNGで設定された要素を参照し、特定のコントロー
ルポリシーまたはサービスポリシーを更新するように BNGに指示する動的な更新として機能し
ます。

BNGは、そのサービスを表すために共同作業できる設定済み機能グループである「サービス」の
概念をサポートします。サービスは、CLIを使用して動的なテンプレートに設定されている機能、
またはRADIUSサーバ内のRADIUS属性として設定されている機能のいずれかとして表すことが
できます。サービスは、ポリシールールエンジンの設定済み「アクティブ化」アクションまた

はCoAの「アクティブ化サービス」要求のいずれかを介して、CLIまたはRADIUSから直接的に
アクティブ化されます。サービスは、ポリシールールエンジンの設定済み「非アクティブ化」

アクションまたはCoAの「非アクティブ化サービス」要求を介して、直接的に非アクティブ化す
る（名前付きサービス内の関連機能をすべて削除する）こともできます。

RADIUSから受信した属性値は、次の方法で加入者セッションと対話します。

• BNGは、CLIコマンドによって静的にプロビジョニングされた既存の値とともにRADIUSの
更新で受信した値、または以前の RADIUSの更新から受信した値をマージします。

•いずれの場合も、RADIUSの更新で受信した値は、対応する CLIのプロビジョニングされた
値または以前のRADIUSの更新に優先します。CLIのプロビジョニングされた値を再設定し
ていても、システムは RADIUSの更新で受信されたセッション属性や機能を上書きしませ
ん。

•動的なテンプレートでの CLIのプロビジョニング値に対する変更は、テンプレート機能が
RADIUSによってすでに上書きされていないことを前提として、そのテンプレートを使用す
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るすべてのセッションですぐに有効になります。同様に、CoAの「サービス更新」要求によ
るサービスの更新に適用されます。

AAA 属性リスト

属性リストは、一連の属性を含む名前付きリストです。AAA機能を実行するために特定の属性の
リストを使用するように RADIUSサーバを設定できます。

属性リストを作成するには、RADIUS属性リストの設定, （16ページ）を参照してください。

AAA 属性形式

一部の属性のカスタマイズされた形式を定義できます。新しい形式を作成するための設定構文

は、次のとおりです。

aaa attribute format FORMAT-NAME format-string [LENGTH] STRING *[Identity-Attribute]

値は次のとおりです。

• FORMAT-NAME：属性形式に割り当てる名前を指定します。この名前は、形式が属性に適
用されるときに参照されます。

• LENGTH：（任意）フォーマットされた属性文字列の最大長を指定します。属性文字列の最
後の長さが LENGTHで指定した値を超えると、LENGTHバイトに丸められます。 LENGTH
に許容される最大値は 255です。引数が設定されていない場合は、デフォルトも 255です。

• STRING：変換指定子を含む通常の ASCII文字を含みます。 %記号のみ、STRINGで変換指
定子として許容されます。 STRING値は、二重引用符で囲まれます。

• Identity-Attribute：セッションを識別し、ユーザ名、IPアドレス、およびMACアドレスが含
まれます。現在定義されている ID属性のリストは、CLIに表示されます。

形式が定義されると、ユーザ名、Nas-Port-ID、Calling-Station-ID、および Called-Station-IDなど、
さまざまなAAA属性にFORMAT-NAMEを適用できます。形式の機能を使用する設定可能なAAA
属性については、特定形式の属性の作成, （10ページ）の項で説明します。

カスタマイズされたNas-Port属性を作成し、事前定義された形式をNas-Port-ID属性に適用するに
は、RADIUS属性形式の設定, （18ページ）を参照してください。

特定の目的に対する属性形式に、特定の機能を定義できます。たとえば、入力ユーザ名が

「text@abc.com」で、「@」の後の部分のみがユーザ名として必要な場合、機能を定義して、「@」
の後の部分のみをユーザ名として保持できます。「text」が入力からドロップされ、新しいユー
ザ名は「abc.com」になります。ユーザ名のトランケーション機能を名前付き属性形式に適用する
には、AAA属性形式機能の設定, （21ページ）を参照してください。

特定形式の属性の作成

BNGは、設定可能なAAA属性の使用をサポートします。設定可能なAAA属性には、特定のユー
ザ定義の形式があります。ここでは、BNGで使用される設定可能な AAA属性の一部を示しま
す。
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Username

BNGには、MACアドレス、Circuit-ID、Remote-ID、および DHCPオプション 60（および CLIで
使用できる多数の値セット）を使用する加入者のAAAユーザ名とその他の形式がサポートされた
属性を構築する機能があります。 DHCPオプション 60は、要求に応じて DHCPクライアントか
ら DHCPサーバに伝送される新しいオプションの 1つです。この機能は、DHCPクライアント
ハードウェアのベンダークラス ID（VCI）を伝送します。

MACアドレス属性は、次のいずれかの形式の CLI形式で指定されます。

• mac-address：0000.4096.3e4aなど

• mac-address-ietf：00-00-40-96-3E-4Aなど

• mac-address-raw：000040963e4aなど

「mac-address@vendor-class-ID」形式でのユーザ名の作成例は、次のとおりです。
aaa attribute format USERNAME-FORMAT format-string “%s@%s” mac-address vendor-class-id

NAS-Port-ID

NAS-Port-IDは、BNGポート情報とアクセスノード情報の組み合わせによって構築されます。
BNGポート情報は、次の形式の文字列で構成されます。
"eth phy_slot/phy_subslot/phy_port:XPI.XCI"

802.1Qトンネリング（QinQ）では、XPIは外部 VLANタグで、XCIは内部 VLANタグです。

インターフェイスが QinQの場合、Nas-Port-IDのデフォルト形式には両方の VLANタグが含まれ
ます。インターフェイスがシングルタグの場合、単一の VLANタグが含まれます。

単一の VLANの場合、次の構文を使用して外部 VLANのみが設定されます。
<slot>/<subslot>/<port>/<outer_vlan>

QinQの場合、次の構文を使用して VLANが設定されます。
<slot>/<subslot>/<port>/<inner_vlan>.<outer_vlan>

Nas-Port-IDコマンドは、（前述のコマンドを使用して設定された）カスタマイズされた形式を特
定のインターフェイスタイプ（NAS-Port-Type）で使用できるように、「NAS-Port-Type」オプショ
ンを使用するように拡張されています。拡張された Nas-Port-IDコマンドは、次のとおりです。
aaa radius attribute nas-port-id format FORMAT_NAME [type NAS_PORT_TYPE]

「Type」オプションを指定しないと、すべてのインターフェイスタイプの Nas-Port-IDがコマン
ドで指定されている形式名に従って構成されます。 BNGポート情報と Circuit-IDを組み合わせる
ことによって、最大 128バイトの NAS-Port-IDを作成する例は、次のとおりです。
aaa attribute format NAS-PORT-ID-FORMAT1 format-string 128 “eth %s/%s/%s:%s.%s %s” phy-slot
phy-subslot phy-port outer-vlan-Id
inner-vlan-id circuit-id

Circuit-IDの最後に「0/0/0/0/0/0」を追加して、単なる BNGポート情報から NAS-Port-IDを作成す
る例は、次のとおりです。
aaa attribute format NAS-PORT-ID-FORMAT2 format-string “eth %s/%s/%s:%s.%s 0/0/0/0/0/0”
phy-slot phy-subslot phy-port outer-vlan-Id
inner-vlan-id

単なる Circuit-IDから NAS-Port-IDを作成する例は、次のとおりです。
aaa attribute format NAS-PORT-ID-FORMAT3 format-string “%s” circuit-id
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前述の例で設定した NAS-Port-ID形式は、次のように NAS-Port-IDコマンドで指定できます。

For IPoEoQINQ interface:-
aaa radius attribute nas-port-id format NAS-PORT-ID-FORMAT1 type 41

For Virtual IPoEoQINQ interface:-
aaa radius attribute nas-port-id format NAS-PORT-ID-FORMAT2 type 44

For IPOEoE interface:-
aaa radius attribute nas-port-id format NAS-PORT-ID-FORMAT3 type 39

インターフェイスまたは VLAN サブインターフェイスの NAS-Port-Type

同じタイプのさまざまな物理インターフェイスを除いて、同じBNGルータ上の加入者に対して異
なる製造モデルを持つには、各物理インターフェイスまたはVLANサブインターフェイスに対し
て NAS-Port-Typeを設定可能にします。インターフェイス上で設定された異なる NAS-Port-Type
値によって、NAS-Portと NAS-Port-IDは、インターフェイスにある NAS-Port-Typeの実際の値で
はなく、インターフェイス上で設定された新しい NAS-Port-Typeにグローバルに定義された形式
に従って形式作成されます。これにより、NAS-Port、NAS-Port-ID、およびNAS-Port-Typeの異な
る形式が、異なる製造モデル下の加入者の RADIUSサーバに順番に送信されます。

サブインターフェイスの場合、RADIUSサーバに送信される NAS-Port-Type形式の決定で従うべ
き階層は、次のとおりです。

1 NAS-Port-Typeが加入者セッションが到着するサブインターフェイスで設定されているかどう
かを確認します。

2 NAS-Port-Typeがサブインターフェイスで設定されていない場合は、メインの物理インターフェ
イスで設定されているかどうかを確認します。

NAS-Portまたは NAS-Port-IDの形式は、手順 1または手順 2で取得される NAS-Port-Typeに基
づきます。

3 NAS-Port-Typeがサブインターフェイスとメインの物理インターフェイスのいずれでも設定さ
れていない場合、NAS-PortまたはNAS-Port-IDの形式は、サブインターフェイスのデフォルト
の NAS-Port-Type形式に基づきます。

4 NAS-Portまたは NAS-Port-ID形式が手順 1、2または 3で取得される NAS-Port-Typeに設定さ
れていない場合、NAS-Portまたは NAS-Port-IDの形式は、NAS-Portまたは NAS-Port-IDのデ
フォルト形式に基づきます。

インターフェイスまたは VLANサブインターフェイスごとに NAS-Port-Typeを設定するには、次
のコマンドを使用します。

aaa radius attribute nas-port-type <nas-port-type>

値は次のとおりです。

<nas-port-type>は、0～ 44の範囲またはNAS-Port-Typeを指定した文字列のいずれかになります。

RADIUS属性の NAS-Port-Typeの設定, （20ページ）を参照してください。

Calling-Station-ID および Called-Station-ID

BNGは、設定可能な Calling-Station-IDおよび Called-Station-IDの使用をサポートします。
Calling-Station-IDは、自動番号識別（ANI）または同様のテクノロジーを使用する RADIUS属性
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です。これにより、ネットワークアクセスサーバ（NAS）はアクセス要求パケットにコールが
着信した電話番号を送信できます。 Called-Station-IDは、着信番号識別サービス（DNIS）または
同様のテクノロジーを使用する RADIUS属性です。これにより、NASは、アクセス要求パケッ
トにユーザがコールした電話番号を送信できます。

Calling-Station-IDおよび Called-Station-ID属性の設定に使用するコマンドは、次のとおりです。

aaa radius attribute calling-station-id format FORMAT_NAME

aaa radius attribute called-station-id format FORMAT_NAME

MACアドレス、Remote-ID、およびCircuit-IDからCalling-Station-IDを作成する例は、次のとおり
です。

aaa radius attribute calling-station-id format CLID-FORMAT

aaa attribute format CLID-FORMAT format-string “%s:%s:%s” mac-address-ietf remote-id
circuit-id

MACアドレス、Remote-ID、および Circuit-IDから Called-Station-IDを作成する例は、次のとおり
です。

aaa radius attribute called-station-id format CLDID-FORMAT

aaa attribute format CLDID-FORMAT format-string “%s:%s” mac-address-raw circuit-id

NAS-Port 形式

NAS-Portは、ブロードバンドリモートアクセスサーバ（BRAS）の物理ポート情報を持つ 4バイ
トの値で、アクセス集約ネットワークを BNGに接続します。これは、アクセス要求パケットと
アカウンティング要求パケットの両方で使用されます。 BRASの物理ポートを一意に識別するた
めに、シェルフ、スロット、アダプタなどの複数の情報がポート番号と一緒に使用されます。

format-eと呼ばれる設定可能な形式は、NAS-Portの 32ビットの個々のビットまたはビットグルー
プによって、ポート情報を構成するさまざまな部分を表現またはエンコードできるように定義さ

れます。

NAS-Portの個々のビットは、次の文字でエンコードできます。

•ゼロ：0

• 1：1

• PPPoXスロット：S

• PPPoXアダプタ：A

• PPPoXポート：P

• PPPoX VLAN ID：V

• PPPoX VPI：I

• PPPoX VCI：C

•セッション ID：U
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• PPPoX内部 VLAN ID：Q

aaa radius attribute nas-port format e [string] [type {nas-port-type}]

前述のコマンドは、NAS-Port-Type（RADIUS属性 61）の特定インターフェイスに対して format-e
のエンコード文字列を設定するために使用されます。許容される NAS-Port-Typeの値は、次のと
おりです。

インターフェイスコン

フィギュレーション

モードで値を設定できる

かどうか

関連するインターフェ

イスから値を取得でき

るかどうか

値NAS-Port-Type

YesNo0ASYNC

YesNo1SYNC

YesNo2ISDN

YesNo3ISDN_V120

YesNo4ISDN_V110

YesNo5VIRTUAL

YesNo6ISDN_PIAFS

YesNo9X75

YesNo15ETHERNET

YesNo30PPPATM

YesNo31PPPOEOA

YesYes32PPPOEOE

YesYes33PPPOEOVLAN

YesYes34PPPOEOQINQ

YesYes35VIRTUAL_PPPOEOE

YesYes36VIRTUAL_PPPOEOVLAN

YesYes37VIRTUAL_PPPOEOQINQ

YesNo38IPSEC

YesYes39IPOEOE

YesYes40IPOEOVLAN
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インターフェイスコン

フィギュレーション

モードで値を設定できる

かどうか

関連するインターフェ

イスから値を取得でき

るかどうか

値NAS-Port-Type

YesYes41IPOEOQINQ

YesYes42VIRTUAL_IPOEOE

YesYes43VIRTUAL_IPOEOVLAN

YesYes44VIRTUAL_IPOEOQINQ

次に、例を示します。

For non-bundle: GigabitEthernet0/1/2/3.11.pppoe5

where:
PPPoEoQinQ (assuming 2 vlan tags): interface-type
1: slot
2: adapter
3: port
vlan-ids: whatever the outer and inner vlan-ids received in the PADR were
5: session-id

aaa radius attribute nas-port format e SSAAPPPPQQQQQQQQQQVVVVVVVVVVUUUU type 34
Generated NAS-Port: 01100011QQQQQQQQQQVVVVVVVVVV0101

For bundle: Bundle-Ether17.23.pppoe8
where:
Virtual-PPPoEoQinQ (assuming 2 vlan tags): interface-type
0: slot
0: adapter
17 (bundle-id): port
Vlan-Ids: whatever the outer and inner vlan-ids received in the PADR were.
8: session-id

aaa radius attribute nas-port format e PPPPPPQQQQQQQQQQVVVVVVVVVVUUUUUU type 37
Generated NAS-Port: 010001QQQQQQQQQQVVVVVVVVVV000101

IP/DHCPセッションの NAS-Port形式を次の例に示します。

For IPoEoVLAN interface type:
aaa radius attribute nas-port format e SSAAAPPPPPVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV type 40

For IPoEoQinQ:
aaa radius attribute nas-port format e SSAAAPPPPPQQQQQQQQQQQVVVVVVVVVVV type 41

For virtual IPoEoVLAN:
aaa radius attribute nas-port format e PPPPPPPPVVVVVVVVVVVVVVVVUUUUUUUU type 43

PPPoEセッションの NAS-Port形式を次の例に示します。

For PPPoEoVLAN interface type:
aaa radius attribute nas-port format e SSAAAPPPPPVVVVVVVVVVVVVVVVVVUUUU type 33

For Virtual PPPoEoVLAN:.
aaa radius attribute nas-port format e PPPPPPPPVVVVVVVVVVVVVVVVUUUUUUUU type 36
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NAS-Port形式が NAS-Port-Typeに対して設定されていない場合、システムは NAS-Port形式の
デフォルトのCLI設定を検索します。これらの両方の設定がない場合、特定のNAS-Port-Type
を使用するセッションでは、NAS-Port属性は RADIUSサーバに送信されません。

（注）

RADIUS 属性リストの設定
許可属性とアカウンティング属性のフィルタリングに使用される RADIUS属性リストを作成する
には、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. radius-server attribute list listname
3. attribute list_of_radius_attributes
4. attribute vendor-id vendor-type number
5. vendor-type vendor-type-value
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   

属性リストの名前を定義します。radius-server attribute list listname

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# radius-server attribute
list l1

ステッ

プ 2   

RADIUS属性をリストに入力します。attribute list_of_radius_attributes

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-attribute-filter)# attribute
a1, a2

ステッ

プ 3   
サポートされる属性の詳細について

は、RADIUS属性を参照してくださ
い。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

ベンダー固有属性（VSA）に関するベンダー
固有情報を RADIUS属性リストの CLIで指定

attribute vendor-id vendor-type number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# attribute vendor-id 6456

ステッ

プ 4   
できるようにすることによって、VSAに適用
される属性フィルタリングを設定します。ベ

ンダー固有情報は、シスコ汎用VSAの場合、
ベンダー ID、ベンダータイプ、およびオプ
ションの属性名で構成されます。ベンダー ID
の範囲は、0～ 4294967295です。

ベンダータイプなどのベンダー固有情報を

RADIUS属性リストで指定されるように設定
vendor-type vendor-type-value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-attribute-filter-vsa)#
vendor-type 54

ステッ

プ 5   
します。ベンダータイプ値の範囲は、1～
254です。

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 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

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

または

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

◦ 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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目的コマンドまたはアクション

RADIUS 属性リストの設定：例

configure
radius-server attribute list list_! attribute B C
attribute vendor-id vendor-type 10
vendor-type 30
!
end

RADIUS 属性形式の設定
Nas-Port属性の RADIUS属性形式を定義し、Nas-Port-ID属性に事前定義された形式を適用するに
は、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. aaa radius attribute
3. nas-port format e string type nas-port-type value
4. nas-port-id format format 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   

AAA RADIUS属性を設定します。aaa radius attribute

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# aaa radius
attribute

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

Nas-Port属性の形式を設定します。文字列は、使用される
形式を表す 32文字の文字列を表します。 Nas-Port値の範
囲は 0～44です。

nas-port format e string type nas-port-type value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# nas-port
format e format1 type 30

ステップ 3   

事前定義された形式を Nas-Port-ID属性に適用します。nas-port-id format format name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# nas-port-id
format format2

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。

RADIUS 属性形式の設定：例

configure
aaa radius attribute
nas-port format e abcd type 40
nas-port-id format ADEF
!
end
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RADIUS 属性の NAS-Port-Type の設定
物理インターフェイスまたは VLANサブインターフェイスの RADIUS属性の NAS-Port-Typeを設
定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. interface type interface-name
3. aaa radius attribute nas-port-type {value | 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   

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 type interface-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface
gigabitEthernet 0/0/0/0

ステップ 2   

RADIUS属性の NAS-Port-Type値を設定します。aaa radius attribute nas-port-type {value |
name}

ステップ 3   

この値の範囲は 0～ 44です。

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# aaa
radius attribute nas-port-type 30

この範囲内で許容される NAS-Port-Type値については、
NAS-Port形式, （13ページ）の表を参照してください。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# aaa
radius attribute nas-port-type Ethernet

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 • 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
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目的コマンドまたはアクション

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。

RADIUS 属性の NAS-Port-Type の設定：例

configure
interface gigabitEthernet 0/0/0/0
aaa radius attribute nas-port-type Ethernet
!
end

AAA 属性形式機能の設定
AAA属性形式の機能を設定するには、次の作業を実行します。この機能は、デリミタまでユーザ
名を取り除くためのものです。

手順の概要

1. configure
2. aaa attribute format format-name
3. username-strip prefix-delimiter prefilx_delimiter
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   

機能が定義されている形式名を指定します。aaa attribute format format-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# aaa
attribute format red

ステップ 2   

プレフィックスデリミタ（@）の前に付くユーザ名を取り除
くように機能を設定します。

username-strip prefix-delimiter
prefilx_delimiter

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-id-format)#
username-strip prefix-delimiter @

ステップ 3   

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 • 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。

•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 属性形式機能の設定：例

configure
aaa attribute format red
username-strip prefix-delimiter @
!
!
end

RADIUS サーバの設定
BNGが RADIUSサーバと対話するように、BNGルータで特定のサーバ固有の設定を行う必要が
あります。この表は、主要な設定の一部です。

説明設定

BNGが接続する RADIUSサーバの詳細を定義します。サーバホスト

使用される属性リストを定義します。属性リスト

暗号化ステータスを定義します。サーバキー

RADIUSサーバをデッドとしてマークするために使用される条件を定義しま
す。

デッド条件

RADIUSサーバにデータを送信するためにBNGが行う再試行数を定義します。再送信値

BNGが RADIUSサーバの応答を待機する時間を定義します。タイムアウトの

値

自動テストが開始されてからの期間とテストされるユーザ名を定義します。自動テスト

RADIUSパケットを特定の DiffServコードポイント（DSCP）値でマークでき
ます。

IP DSCP

RADIUSサーバ設定の詳細については、RADIUSサーバの設定, （24ページ）を参照してくださ
い。

特定の自動テスト設定の詳細については、自動テストの設定, （28ページ）を参照してくださ
い。

特定の IP DSCP設定の詳細については、RADIUSサーバの IP DSCPの設定, （30ページ）を参照
してください。

制約事項

サービスプロファイルのプッシュまたはシステムへの非同期的なプロファイルのプッシュは、サ

ポートされていません。 RADIUSからプロファイルをダウンロードするには、プロファイルを加
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入者の要求の一部として最初に要求する必要があります。サービスの更新のみがサポートされ、

以前にダウンロードしたサービスの変更に使用できます。

RADIUS サーバの設定
BNGルータで RADIUSサーバに固有の設定を行うには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. radius-server host host_name acct-port accounting_port_number auth-port authentication_port_number
3. radius-server attribute list list_name attribute_list
4. radius-server key 7 encrypted_text
5. radius-server disallow null-username
6. radius-server dead-criteria time value
7. radius-server dead-criteria tries value
8. radius-server deadtime limit
9. radius-server ipv4 dscp codepoint_value
10. radius-server load-balance method least-outstanding ignore-preferred-server batch-size size
11. radius-server retransmit retransmit_value
12. radius-server source-port extended
13. radius-server timeout value
14. radius-server vsa attribute ignore unknown
15. radius source-interface Loopback value vrf vrf_name
16. 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

RADIUSサーバとそのホスト名を指定しま
す。RADIUSアカウンティングおよび認証要

radius-server host host_name acct-port accounting_port_number
auth-port authentication_port_number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# radius-server host 1.2.3.4
acct-port 455 auth-port 567

ステップ 2   

求のUDPポートを設定します。アカウンティ
ングおよび認証ポート番号の範囲は、0～
65535です。値が指定されていない場合、認
証ポートのデフォルトは1645、アカウンティ
ングポートのデフォルトは 1646です。

RADIUSサーバ属性リストを指定し、選択し
た RADIUS属性をカスタマイズします。

radius-server attribute list list_name attribute_list

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# radius-server attribute
list rad_list a b

ステップ 3   

デフォルトを上書きするサーバ単位の暗号

キーを指定し、値 0または 7を取ります。こ
radius-server key 7 encrypted_text

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-radius-host)# radius-server
key 7 rngiry

ステップ 4   

れは、暗号化されていないキーが続くことを

示します。

RADIUSサーバにヌルユーザ名を許可しない
ように指定します。

radius-server disallow null-username

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# radius-server disallow
null-username

ステップ 5   

設定された RADIUSサーバのデッドサーバ
の検出基準を指定します。時間（秒）は、こ

radius-server dead-criteria time value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# radius-server
dead-criteria time 40

ステップ 6   

のRADIUSサーバから応答を受信してから経
過する必要のある最小時間を指定します。

ルータで連続何回タイムアウトが発生した

ら、RADIUSサーバにデッドマークを付ける
かを指定します。値の範囲は 1～ 100です。

radius-server dead-criteria tries value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# radius-server
dead-criteria tries 50

ステップ 7   

RADIUSサーバがデッドとマークされる時間
を分単位で指定します。デッドタイムの制限

radius-server deadtime limit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# radius-server deadtime 67

ステップ 8   

は、分単位で指定され、その範囲は1～1440
です。値が指定されていない場合のデフォル

トは 0です。
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目的コマンドまたはアクション

RADIUSパケットを特定のDiffServコードポ
イント（DSCP）値でマークできます。この
コードポイント値の範囲は、0～ 63です。

radius-server ipv4 dscp codepoint_value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# radius-server ipv4 dscp
45

ステップ 9   

未処理トランザクションが最小のサーバを選

択することによって、RADIUSロードバラン
radius-server load-balance method least-outstanding
ignore-preferred-server batch-size size

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# radius-server load-balance

ステッ

プ 10   
シングオプションを設定します。このロー

ドバランシング方式は、サーバの選択にバッ

チサイズを使用します。サイズの範囲は 1
～ 1500です。値が指定されていない場合の
デフォルトは 25です。

method least-outstanding ignore-preferred-server
batch-size 500

アクティブサーバへの再試行回数を指定しま

す。再送信値は、再試行数を数値で表し、そ

radius-server retransmit retransmit_value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# radius-server retransmit
45

ステッ

プ 11   
の範囲は 1～ 100です。値が指定されていな
い場合のデフォルトは 3です。

BNGが RADIUS要求を送信する送信元ポー
トとして合計 200のポートを使用するように
設定します。

radius-server source-port extended

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# radius-server source-port
extended

ステッ

プ 12   

RADIUSサーバの応答を待機する時間を指定
します。値は秒単位で、その範囲は1～1000
です。デフォルト値は 5です。

radius-server timeout value

例：

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

ステッ

プ 13   

RADIUSサーバの不明なベンダー固有属性を
無視します。

radius-server vsa attribute ignore unknown

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# radius-server vsa
attribute ignore unknown

ステッ

プ 14   

RADIUSパケットの送信元アドレスにループ
バックインターフェイスを指定します。値

の範囲は 0～ 65535です。

radius source-interface Loopback value vrf vrf_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# radius source-interface
Loopback 655 vrf vrf_1

ステッ

プ 15   

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 16   
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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

または

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

◦ 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。

RADIUS サーバの設定：例
\\Configuring RADIUS Server Options
configure
radius-server attribute list list1 a b
radius-server dead-criteria time 100
radius-server deadtime 30
radius-server disallow null-username
radius-server host 1.2.3.4 acct-port 655 auth-port 566
radius-server ipv4 dscp 34
radius-server key 7 ERITY$
radius-server load-balance method least-outstanding ignore-preferred-server batch-size 25
radius-server retransmit 50
radius-server source-port extended
radius-server timeout 500
radius-server vsa attribute ignore unknown
!
!
end
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\\Configuring RADIUS Attribute List
radius-server attribute list list_! attribute B C
attribute vendor-id vendor-type 10
vendor-type 30
!
end

\\Configuring RADIUS Server Host
configure
radius-server host 1.3.5.7 acct-port 56 auth-port 66
idle-time 45
ignore-acct-port
ignore-auth-port 3.4.5.6
key 7 ERWQ
retransmit 50
test username username
timeout 500
!
end

\\Configuring RADIUS Server Key
configure
radius-server key 7 ERWQ
!
end

\\Configuring Load Balancing for RADIUS Server
configure
radius-server load-balance method least-outstanding batch-size 25
radius-server load-balance method least-outstanding ignore-preferred-server batch-size 45
!
end

\\Ignoring Unknown VSA Attributes in RADIUS Server
configure
radius-server vsa attribute ignore unknown
!
end

\\Configuring Dead Criteria for RADIUS Server
configure
radius-server dead-criteria time 60
radius-server dead-criteria tries 60
!
end

\\Configuring Disallow Username
configure
radius-server disallow null-username
!
end

\\Setting IP DSCP for RADIUS Server
configure
radius-server ipv4 dscp 43
radius-server ipv4 dscp default
!
end

自動テストの設定

外部 RADIUSサーバが UPかどうかをテストするには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. radius-server idle-time idle_time
3. radius-server test username username
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   

自動テストが開始されるまでのアイドル時間を

指定します。アイドル時間は、分単位で指定

され、その範囲は 1～ 60です。

radius-server idle-time idle_time

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-radius-host)# radius-server
idle-time 45

ステッ

プ 2   

自動テスト機能用にテストされるユーザ名を指

定します。

radius-server test username username

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-radius-host)# radius-server
test username user1

ステッ

プ 3   

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

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。
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目的コマンドまたはアクション

◦ 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。

自動テストの設定：例

configure
radius-server idle-time 60
radius-server test username user_1
!
end

RADIUS サーバの IP DSCP の設定
RADIUSサーバの IPDiffServコードポイント（DSCP）を設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. radius-server ipv4 dscp codepoint_value
3. radius-server ipv4 dscp default
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   

RADIUSパケットを固有の DiffServコードポイント
（DSCP）値でマークできます。この値は、最新の IP

radius-server ipv4 dscp codepoint_value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# radius-server
ipv4 dscp 45

ステップ 2   

precedence、トラフィックタイプを分類して順位付けする
ために最初に使用される IPヘッダーのタイプオブサービ
スバイトの 3ビットフィールドを置き換えます。この
コードポイント値の範囲は、0～ 63です。

パケットをデフォルトの DSCP（000000）と一致させま
す。

radius-server ipv4 dscp default

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# radius-server
ipv4 dscp default

ステップ 3   

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 • 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。
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RADIUS サーバの IP DSCP の設定：例

configure
radius-server ipv4 dscp 43
radius-server ipv4 dscp default
!
end

RADIUS サーバのトランザクションロードバランシング
RADIUSロードバランシング機能は、一連の RADIUSサーバに対する RADIUSアクセスおよびア
カウンティングトランザクションの負荷を分担するメカニズムです。各 AAA要求の処理は、ト
ランザクションと見なされます。BNGは、トランザクションのバッチをサーバグループ内のサー
バに分配します。

新規に最初のトランザクションを受け取ると、BNGはキューの未処理のトランザクション数が最
も少ないサーバを決定します。このサーバは、そのトランザクションのバッチを割り当てられま

す。BNGは、未処理のトランザクションが最も少ないサーバが常に新しいバッチを取得するよう
に、この決定プロセスを繰り返し続けます。この方法は、ロードバランシングの最小未処理方法

として知られています。

ロードバランシング機能をグローバルに設定するか、サーバグループに属する RADIUSサーバ
に対して設定できます。サーバグループでは、優先サーバが定義されている場合、ロードバラン

シング設定にキーワード「ignore-preferred-server」を含めてプリファレンスをディセーブルにする
必要があります。

ロードバランシング機能をグローバルに設定する場合は、グローバル RADIUSサーバグループ
のロードバランシングの設定, （32ページ）を参照してください。

ロードバランシング機能を指定サーバグループの一部である RADIUSサーバで設定するには、
名前付き RADIUSサーバグループのロードバランシングの設定, （34ページ）を参照してくだ
さい。

グローバル RADIUS サーバグループのロードバランシングの設定
グローバル RADIUSサーバグループのロードバランシング機能をアクティブ化するには、次の
作業を実行します。たとえば、この設定では、優先サーバを無視するように設定します。
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手順の概要

1. configure
2. radius-server load-balance method least-outstanding batch-size size
3. radius-server load-balance method least-outstanding ignore-preferred-server batch-size size
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   

未処理トランザクションが最小のサーバを選択することに

よって、RADIUSロードバランシングオプションを設定し
radius-server load-balance method
least-outstanding batch-size size

例：

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

ステッ

プ 2   
ます。このロードバランシング方式は、サーバの選択に

バッチサイズを使用します。サイズの範囲は 1～ 1500で
す。値が指定されていない場合のデフォルトは 25です。

load-balance method least-outstanding
batch-size 500

このサーバグループの優先サーバをディセーブルにして、

RADIUSロードバランシングオプションを設定します。こ
radius-server load-balance method
least-outstanding ignore-preferred-server
batch-size size

ステッ

プ 3   
のロードバランシング方式は、サーバの選択にバッチサイ

例：

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

ズを使用します。サイズの範囲は 1～ 1500です。値が指
定されていない場合のデフォルトは 25です。

load-balance method least-outstanding
ignore-preferred-server batch-size 500

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。
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目的コマンドまたはアクション

◦ 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。

RADIUS サーバのロードバランシングの設定：例

configure
radius-server load-balance method least-outstanding batch-size 25
radius-server load-balance method least-outstanding ignore-preferred-server batch-size 45
!
end

名前付き RADIUS サーバグループのロードバランシングの設定
名前付き RADIUSサーバグループのロードバランシング機能をアクティブ化するには、次の作
業を実行します。たとえば、この設定では、優先サーバを無視するように設定します。

手順の概要

1. configure
2. aaa group server radius server_group_name load-balance method least-outstanding batch-size size
3. aaa group server radius server_group_name load-balance method least-outstanding

ignore-preferred-server batch-size size
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   

未処理トランザクションが最小のサーバを選択することによっ

て、RADIUSロードバランシングオプションを設定します。こ
aaa group server radius server_group_name
load-balance method least-outstanding
batch-size size

ステップ 2   

のロードバランシング方式は、サーバの選択にバッチサイズを

例：

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

使用します。サイズの範囲は 1～ 1500です。値が指定されてい
ない場合のデフォルトは 25です。

group server radius sg1 load-balance
method least-outstanding batch-size
500

このサーバグループの優先サーバをディセーブルにして、RADIUS
ロードバランシングオプションを設定します。このロードバラ

aaa group server radius server_group_name
load-balance method least-outstanding
ignore-preferred-server batch-size size

ステップ 3   

ンシング方式は、サーバの選択にバッチサイズを使用します。

例：

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

サイズの範囲は 1～ 1500です。値が指定されていない場合のデ
フォルトは 25です。

group server radius sg1 load-balance
method least-outstanding
ignore-preferred-server batch-size 500

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 • 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。
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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。

RADIUS レコードのスロットリング
AAA（RADIUS）レコードのスロットリングは、RADIUSの輻輳と不安定性を防ぐメカニズムで
す。この機能は、RADIUSサーバの BNGで生成されるAAA要求の突然のバーストに対応する帯
域幅が不十分な場合に役立ちます。

スロットリングの設定時に、未処理要求の最大数に対応するしきい値レートが定義されます。ア

クセス（認証および許可）およびアカウンティング要求に独立したスロットリングレートを設定

できます。しきい値がサーバに到達すると、そのタイプの要求はそれ以上サーバに送信されませ

ん。ただし、保留中の要求については、再送信タイマーが開始され、（すべてのタイマーの期限

切れ後にチェックされる）未処理要求の数がしきい値より少ない場合、要求が送信されます。

セッションはアクセス要求のスロットルが原因でタイムアウトすることがあるため、再送信の試

行数に制限を設定します。この制限に達すると、それ以上のアクセス要求はドロップされます。

ただし、スロットルされたアカウンティング要求は、サーバグループのフェールオーバープロセ

スによって処理されます。

スロットリング機能は、グローバルまたはサーバグループに対して設定できます。ただし、設定

プリファレンスの一般的なルールでは、サーバグループ設定はグローバル設定があれば上書きし

ます。

スロットリング CLIコマンドの構文は次のとおりです。

radius-server throttle {[accounting THRESHOLD] [access THRESHOLD [access-timeout
NUMBER_OF-TIMEOUTS]]}

値は次のとおりです。

• accountingTHRESHOLD：アカウンティング要求のしきい値を指定します。範囲は0～65536
です。デフォルトは 0で、スロットリングがアカウンティング要求に対してディセーブルで
あることを示します。

• access THRESHOLD：アクセス要求のしきい値を指定します。範囲は 0～ 65536です。デ
フォルトは 0で、スロットリングがアカウンティング要求に対してディセーブルであること
を示します。

• access-timeout NUMBER_OF-TIMEOUTS：アクセス要求がドロップ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指定します。範囲は 0～ 10です。デフォルトは
3です。
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デフォルトでは、スロットリング機能は BNGでディセーブルです。（注）

スロットリングをグローバルにアクティブ化するには、グローバルな RADIUSスロットリングの
設定, （37ページ）を参照してください。

スロットリングをサーバグループでアクティブ化するには、サーバグループでのRADIUSスロッ
トリングの設定, （39ページ）を参照してください。

グローバルな RADIUS スロットリングの設定
RADIUSスロットリングをグローバルにアクティブ化するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. radius-server throttle access threshold_value
3. radius-server throttle access threshold_value access-timeout value
4. radius-server throttle access threshold_value access-timeout value accounting threshold_value
5. radius-server throttle accounting threshold_value access value access-timeout value
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   

RADIUSサーバに送信されるアクセス要求の数を制御しま
す。しきい値は、スロットリングを実行するまでの未処

radius-server throttle access threshold_value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# radius-server
throttle access 10

ステップ 2   

理のアクセス要求数を示します。範囲は 0～ 65535で、
推奨値は 100です。
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目的コマンドまたはアクション

スロットルされたアクセス要求をドロップするまでのタイ

ムアウトの数を指定します。値は、トランザクションの

radius-server throttle access threshold_value
access-timeout value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# radius-server
throttle access 10 access-timeout 5

ステップ 3   

タイムアウト数を示します。範囲は 1～ 10で、デフォル
トは 3です。

RADIUSサーバに送信されるアクセスタイムアウト要求
の数を制御します。しきい値は、スロットリングを実行

radius-server throttle access threshold_value
access-timeout value accounting threshold_value

例：

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

ステップ 4   

するまでの未処理のアカウンティングトランザクション

数を示します。範囲は0～65535で、推奨値は100です。

throttle access 10 access-timeout 5
accounting 10

RADIUSサーバに送信されるアカウンティング要求の数を
制御します。しきい値は、スロットリングを実行するま

radius-server throttle accounting threshold_value
access value access-timeout value

例：

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

ステップ 5   

での未処理のアカウンティングトランザクション数を示

します。値の範囲は 0～ 65535で、推奨値は 100です。

throttle accounting 56 access 10
access-timeout 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。
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目的コマンドまたはアクション

グローバルな RADIUS スロットリングの設定：例

configure
radius-server throttle access 10 access-timeout 5 accounting 10
!
end

サーバグループでの RADIUS スロットリングの設定
サーバグループで RADIUSスロットリングをアクティブ化するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. aaa group server radius server_group_name
3. server hostname acct-port acct_port_value auth-port auth_port_value
4. throttle access threshold_value access-timeout value accounting threshold_value
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   

AAA（RADIUS）サーバグループの定義を設定し
ます。

aaa group server radius server_group_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# aaa group server radius
SG1

ステッ

プ 2   
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目的コマンドまたはアクション

IPアドレスまたはホスト名のいずれか（指定のと
おり）でRADIUSサーバのアカウンティングポー

server hostname acct-port acct_port_value auth-port
auth_port_value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sg-radius)# server
99.1.1.10 auth-port 1812 acct-port 1813

ステッ

プ 3   
トまたは認証ポートを設定します。アカウンティ

ングポート番号と認証ポート番号の範囲は、0～
65535です。

RADIUSサーバに送信されるアクセス要求数とア
カウンティング要求数を制御するようにRADIUS

throttle access threshold_value access-timeout value accounting
threshold_value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sg-radius)# radius-server
throttle access 10 access-timeout 5 accounting 10

ステッ

プ 4   
スロットリングオプションを設定します。しき

い値は、スロットリングを実行するまでの未処理

のアクセス要求数とアカウンティングトランザ

クション数を示します。範囲は 0～65535で、ア
クセス要求とアカウンティング要求の両方の推奨

値は 100です。

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 5   •• 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。
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目的コマンドまたはアクション

サーバグループでの RADIUS スロットリングの設定：例

configure
aaa group server radius SG1
server 99.1.1.10 auth-port 1812 acct-port 1813
radius-server throttle access 10 access-timeout 5 accounting 10
!
end

RADIUS の許可変更（CoA）の概要
許可変更（CoA）機能によって、RADIUSサーバはすでに許可されている加入者の許可設定を変
更できます。 CoAは、BNGのように、RADIUSサーバから RADIUSクライアントに非同期メッ
セージを送信できる RADIUS標準の拡張です。

CoAのサーバは、RADIUSサーバと異なる場合があります。（注）

設定を変更する必要がある加入者を識別するために、RADIUS CoAサーバは、
Accounting-Session-ID、Username、IP-Address、および ipv4:vrf-idなどのさまざまなキー（RADIUS
属性）をサポートし、使用します。

RADIUS CoAのサポートは、次のとおりです。

•アカウントログイン：ユーザがネットワークにログインするとき、CoAをサポートする外部
Webポータルが、アカウントログイン要求をユーザクレデンシャル（ユーザ名およびパス
ワード）と一緒に BNGに送信します。 BNGのアカウントログインは、これらのクレデン
シャルを使用して RADIUSを介してユーザを認証しようとします。

•アカウントログオフ：BNGは加入者の切断イベントとしてアカウントログオフ要求を処理
し、セッションを終了します。

RADIUSCoAサーバは、切断イベントの発生源を区別しません。したがって、
BNGがRADIUS CoAサーバからアカウントログオフ要求を受け取ると、ユー
ザ開始要求と管理者開始要求の両方で、RADIUSサーバに送信される
Acct-Terminate-Causeは常に Admin-Resetとして設定されます。

（注）

•アカウント更新：BNGは、CoAプロファイルの一部として取得した属性を解析し、適用し
ます。加入者固有の属性のみが、ユーザプロファイルでサポートされ、適用されます。
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•サービスのアクティブ化：BNGは、加入者に対して事前定義されたサービスを開始します。
サービス設定は、動的なテンプレートによってローカルに定義されるか、RADIUSサーバか
らダウンロードできます。

•サービスの非アクティブ化：BNGは、動的なテンプレートを非アクティブ化することと同様
に、加入者に対して以前開始されたサービスを停止します。

CoA からのサービスのアクティブ化

BNGは、CoA要求によるサービスのアクティブ化をサポートします。 CoA service-activateコマ
ンドを使用して、サービスをアクティブ化します。サービスをアクティブ化するCoA要求には、
次の属性が含まれます。

• "subscriber:command=service-activate" Cisco VSA

• "subscriber:service-name=<service name>" Cisco VSA

•サービスプロファイルの一部であるその他の属性

重複するサービスのアクティブ化要求を、CoAのサーバから BNGに送信できます。 BNGは、す
でにアクティブ化されているサービスのアクションを行いません。BNGは、次のシナリオの下で
CoAサーバに CoA ACKメッセージを送信します。

•同じパラメータを持つ重複した要求が、すでにアクティブなサービスについてCoAから送信
される場合。

•同じパラメータを持つ重複した要求が、パラメータ化されたサービスを適用するためにCoA
から送信される場合。

BNGは、次のシナリオの下で無効な属性としてエラーコードとともに CoAサーバに CoA NACK
メッセージを送信します。

•セッションに適用されていないパラメータ化されていないサービスを非アクティブ化するた
めに、要求が CoAから送信される場合。

•セッションに適用されていないパラメータ化されたサービスを非アクティブ化するために、
要求が CoAから送信される場合。

•パラメータ化されたサービスを適用する重複リクエストが、CoAからの同一でないパラメー
タで作成される場合。

•パラメータ化されたサービスを非アクティブ化するために、同一でないパラメータを持つ要
求が CoAから送信される場合。

CoA からのサービスの更新

サービス更新機能によって、更新されたサービスを表す新しい RADIUS属性のリストで既存の
サービスプロファイルをアップデートできます。これは、サービスですでにアクティブ化されて

いる加入者と、今後サービスをアクティブ化する新しい加入者に影響します。新しい CoA
service-updateコマンドを使用して、この機能をアクティブ化します。サービスを更新する CoA
要求には、次の属性が含まれます。

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータブロードバンドネットワークゲート
ウェイコンフィギュレーションガイドリリース 4.3.x

42 OL-28375-01-J  

認証、許可、アカウンティング機能の設定

RADIUS の許可変更（CoA）の概要



• "subscriber:command=service-update" Cisco VSA

• "subscriber:service-name=<service name>" Cisco VSA

•サービスプロファイルの一部であるその他の属性

サービス更新 CoAには、少なくとも次の属性が必要です。

• vsa cisco generic 1 string "subscriber:command=service-update"

• vsa cisco generic 1 string "subscriber:service-name=<service name>"

RADIUS ベースの CoA による Web ログイン

Webログインをサポートするには、一連のポリシールールイベントを順番に設定する必要があり
ます。イベントは、次のとおりです。

•セッションの開始：

•セッションの開始時に、加入者はインターネット接続を確立するようにセットアップさ
れます。サービスは、Webベースのログイン用Webポータルに HTTPトラフィックを
リダイレクトするためにアクティブ化されます。

•認証の待機期間を最大にしてタイマーを開始します。

•アカウントログイン：Webポータルで、ユーザ名とパスワードなどのユーザ情報が収集さ
れ、CoAaccount-logonコマンドがトリガーされます。このイベントがトリガーされると、加
入者のユーザ名とパスワードがRADIUSサーバによって認証されます。認証が成功すると、
HTTPリダイレクトサービスが非アクティブ化され、すでに接続されているインターネット
セットアップへのユーザアクセスが許可されます。また、セッションの開始で確立される

タイマーを停止する必要があります。ただし、アカウントログイン中に認証が失敗した場

合、BNGは NAK CoA要求を送信し、その他の認証の試行を許可します。

•タイマーの期限切れ：タイマーの期限が切れると、加入者セッションは設定に基づいて切断
されます。

QoS のサービスアカウンティング
加入者についてイネーブルにされた各サービスのアカウンティングレコードは、設定済みの

RADIUSサーバに送信できます。これらのレコードには、サービスおよび関連カウンタの現在の
状態を含む service-start、service-stop、および service-interimレコードを含めることができます。
この機能は、サービスアカウンティング機能です。サービスアカウンティングレコードは、加

入者セッションの一部としてサービスを構成する機能の集まりを表す統合アカウンティングレ

コードです。

サービスアカウンティングは、サービスがイネーブルになって加入者セッションが有効になると

開始されます。これは、新しいサービスが加入者セッションに適用されるときに、制御ポリシー

を介して適用される動的なテンプレートによって、セッションが許可されるときのAccess-Accept
（AA）メッセージによって、または許可変更（CoA）によって発生することがあります。サービ
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スアカウンティングは、セッションが終了するとき、またはサービスを非アクティブ化する一部

の他のイベントやCoAによってサービスがセッションから削除されるときに停止します。開始レ
コードにカウンタはありません。QoSカウンタを持つ中間レコードと停止レコードは、サービス
アカウンティングが QoSに対してイネーブルになると生成されます。中間アカウンティングレ
コードは、事前定義された定期的なオプションとして、開始または停止アカウンティングの中間

で生成できます。中間期間がゼロの場合、中間アカウンティングレコードは作成されません。

異なる中間インターバルは、セッションごとにすべてのサービスに基づきます。サービスアカウ

ンティングは、設定に基づいて各テンプレートでイネーブルになります。

動的なテンプレートに関連付けられたポリシーマップを編集して、サービスパラメータを変

更できます。ただし、これによってアカウンティングレコードは更新されません。したがっ

て、すべてのアカウンティングレコードを正確に生成するには、CoAを介して、すべての必
要なサービスパラメータを持つ新しいサービスを作成し、新しいサービスに関連付けること

を推奨します。

（注）

サービスアカウンティングでは、特定の加入者に対して各サービスの下に適用される入力および

出力QoSポリシーの統計情報を、アカウンティングの中間レコードと停止レコードの一部として
報告する必要がある場合があります。各サービスでは、次の QoSカウンタをアカウンティング
レコードの一部として報告できます。

• BytesIn：ポリサードロップを引いたサービスの入力 QoSポリシーのすべてのクラスに一致
するバイトの集合体です。

• PacketsIn：ポリサードロップを引いたサービスの入力QoSポリシーのすべてのクラスに一致
するパケットの集合体です。

• BytesOut：キューイングドロップを引いたサービスの出力QoSポリシーのすべてのクラスに
一致するバイトの集合体です。

• PacketsOut：キューイングドロップを引いたサービスの出力 QoSポリシーのすべてのクラス
に一致するパケットの集合体です。

アカウンティング統計情報の収集をサポートし、統計情報を AAAサービスアカウンティングレ
コードで報告する必要がある動的なテンプレート機能は、新しく導入された任意のacct-stats設定
オプションを使用して、それらの機能でアカウンティング統計情報をイネーブルにできます。こ

のオプションは、統計情報の収集をサポートしない機能では使用できません。デフォルトでは、

QoSアカウンティング統計情報は、パフォーマンスを最適化できません。

各方向の QoSカウンタは、QoSポリシーが特定の方向でそのサービスに適用される場合に限
り報告されます。たとえば、サービスに適用される入力ポリシーがない場合、BytesInおよび
PacketsInカウンタは 0として報告されます。

（注）
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前提条件

•加入者アカウンティング、サービスアカウンティングの親アカウンティングレコードは、
サービスアカウンティング機能が機能できるように設定される必要があります。

•キーワード acct-statsは、サービスポリシーコンフィギュレーションで、サービスアカウン
ティング機能がレコードの一部として機能カウンタ情報を報告できるように設定される必要

があります。

制約事項

• IPv4および IPv6の加入者セッションには、単一のサービスアカウンティングレコードの
セットがあります。これらは、1セットの bytes_in、bytes_out、packets_in、packets_outカウ
ンタにマージされます。

サービスアカウンティングの設定

動的なテンプレートを介してサービスアカウンティングを設定するには、次の作業を実行しま

す。

はじめる前に

次の作業を実行する前に、加入者アカウンティングを設定する必要があります。設定手順につい

ては、IPv4または IPv6加入者セッションの動的なテンプレートの作成を参照してください。

手順の概要

1. configure
2. aaa accounting service {list_name | default} {broadcast group {group_name | radius} |group

{group_name | radius} }
3. aaa service-accounting [extended | brief]
4. dynamic-template
5. type service dynamic-template-name
6. accounting aaa list {method_list_name | default} type service [periodic-interval time]
7. {ipv4 | ipv6} access-group access-list-name
8. service-policy {input | output | type} service-policy_name [acct-stats]
9. 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   

サービスアカウンティングのアカウン

ティングリストを作成します。

aaa accounting service {list_name | default} {broadcast group
{group_name | radius} |group {group_name | radius} }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# aaa accounting service l1 group
srGroup1

ステッ

プ 2   

（任意）加入者アカウンティングの状

態のレベルを選択するため、および簡

aaa service-accounting [extended | brief]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# aaa service-accounting brief

ステッ

プ 3   
潔な形式または拡張形式で報告する属

性を特定するために、サービスのアカ

ウンティングパラメータを設定しま

す。

デフォルト設定では、拡張で

す。

（注）

動的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。

dynamic-template

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template

ステッ

プ 4   

サービスのユーザ定義名で動的なテン

プレートを作成します。

type service dynamic-template-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template)# type service s1

ステッ

プ 5   

サービスアカウンティング機能を設定

します。

accounting aaa list {method_list_name | default} type service
[periodic-interval time]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# accounting
aaa list l1 type service periodic-interval 1000

ステッ

プ 6   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスに IPv4または IPv6
アクセスリストを設定します。

{ipv4 | ipv6} access-group access-list-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# ipv4
access-group ACL1

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# ipv6
access-group ACL2

ステッ

プ 7   

サービスポリシーを動的なテンプレー

トに関連付け、acct-statsキーワードを
service-policy {input | output | type} service-policy_name [acct-stats]

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)#
service-policy input QoS1 acct-stats
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)#
service-policy output QoS2 acct-stats

ステッ

プ 8   
使用してサービスアカウンティング機

能をイネーブルにします。

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 9   •• 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,

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
commit them
before exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:または

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

◦ 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。
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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。

サービスアカウンティングの設定：例

configure
aaa accounting service S1 group SG1
aaa service-accounting brief
dynamic-template
type service s1
accounting aaa list S1 type service periodic-interval 600
ipv4 access-group ACL1
service-policy input QOS1 acct-stats
service-policy output QOS2 acct-stats

!
!
end

統計情報インフラストラクチャ

アカウンティングカウンタは、サービスアカウンティング統計情報 ID（statsD）インフラストラ
クチャによって維持されます。サービスアカウンティングは、次の方法で統計情報インフラスト

ラクチャと対話します。

•各機能には、その機能の統計情報カウンタを戻す統計情報収集機能プロセスがあります。

•単一の収集機能が、複数の機能のカウンタを処理できます。

•アカウンティングプロセス、サービスアカウンティング管理エージェントは、通知の登録
と統計情報の要求にアクセスライブラリを使用し、RADIUSサーバにプッシュします。

statsDからデータをプルするポーリング期間があります。停止レコードでサブセカンド精度をサ
ポートするには、セッションが終了したら、正確なデータを得るためにポーリング方法を待つこ

となく、ただちに統計情報をプルします。セッションアカウンティングおよびサービスアカウ

ンティングで同じ方法を続けます。サブセカンド精度は、中間アカウンティングレコードの送信

中にプルされるデータがないため、中間レコードで報告されるデータではサポートされません。
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統計情報 ID（statsD）の設定
statsDは、デフォルトでは 900秒ごと（15分ごと）に機能の統計情報をポーリングするように設
定されています。デフォルトの数値を変更し、ポーリング間隔を増減するには、次の作業を実行

します。

手順の概要

1. configure
2. statistics period service-accounting {period | disable}
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   

サービスアカウンティング機能の統計情報収集機能の収集期間を

設定します。

statistics period service-accounting
{period | disable}

例：

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

ステップ 2   

statistics period
service-accounting 1800

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。
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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。

サービスアカウンティングの設定：例

configure
statistics period service-accounting 1800
end

Per-VRF AAA 機能について
Per VRFAAA機能によって、仮想ルーティング/転送（VRF）インスタンスに基づいた、認証、許
可、アカウンティング（AAA）を実行できます。この機能によって、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）で、カスタマーのバーチャルプライベートネットワー
ク（VPN）に関連付けられたカスタマーの RADIUSサーバと、RADIUSプロキシを経由せずに直
接通信できます。

ISPは、AAAサーバグループ、方式リスト、システムアカウンティング、およびプロトコル固有
のパラメータなどの動作パラメータを定義し、特定のVRFインスタンスにこれらのパラメータを
関連付ける必要があります。

Per VRF AAA機能は、サーバグループ、RADIUS、およびシステムアカウンティングコマンドに
対する VRFの拡張でサポートされます。サーバグループ内のサーバのリストは、グローバルコ
ンフィギュレーションでのホストへの参照に加えて、プライベートサーバの定義を含むように拡

張されます。これによって、カスタマーサーバとグローバルサービスプロバイダーのサーバの

両方に同時にアクセスできます。Per-VRFAAAをグローバルに設定するために使用するコマンド
の構文は、次のとおりです。

radius source-interface subinterface-name [vrf vrf-name]

RADIUS ダブルディップ機能
BNGは、BNGが初期認証または許可要求をサービスプロバイダーの RADIUSサーバに送信する
場合に、加入者セッションに関連付けられた正しいVRFに順番に応答するRADIUSダブルディッ
プ機能をサポートします。その後、BNGは、元の要求をリダイレクトし、指定された VRFに関
連付けられた適切な RADIUSサーバに、2番目の要求として送信します。
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その他の関連資料
ここでは、RADIUSの実装に関連する参考資料を示します。

RFC

標準/RFC - AAA

『Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)』RFC-2865

『RADIUS Accounting』RFC-2866

『RADIUS Accounting Modifications for Tunnel Protocol
Support』

RFC-2867

『RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support』RFC-2868

『RADIUS Extensions』RFC-2869

『IANA Considerations for RADIUS』RFC-3575

『DSL Forum Vendor-Specific RADIUS Attributes』RFC-4679

『Dynamic Authorization Extensions to RADIUS』RFC-5176

MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリー
ス、およびフィーチャセットに関するMIBを
探してダウンロードするには、次の URLにあ
る Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

—
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http://tools.ietf.org/html/rfc2865
http://tools.ietf.org/html/rfc2866
http://tools.ietf.org/html/rfc2867
http://tools.ietf.org/html/rfc2868
http://tools.ietf.org/html/rfc2869
http://tools.ietf.org/html/rfc3575
http://tools.ietf.org/html/rfc4679
http://tools.ietf.org/html/rfc5176
http://www.cisco.com/go/mibs


シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html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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