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はじめに

ここでは、次の項について説明します。

• 対象読者, xv ページ

• 表記法, xv ページ

• Nexus 1000Vシリーズ NX-OSソフトウェアの関連資料 , xvii ページ

• マニュアルに関するフィードバック , xviii ページ

• マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート, xix ページ

対象読者
このマニュアルは、CiscoNexusデバイス（複数）のコンフィギュレーションおよびメンテナンス
を担当する経験豊富なネットワーク管理者を対象としています。

このマニュアルは、次のような経験と知識を持つネットワーク管理者とサーバ管理者を対象とし

ています。

•仮想化の知識

• VMwareソフトウェアを使用した仮想マシンの作成と VMware vSwitchのコンフィギュレー
ション

VMware vNetwork Distributed Switchの知識は必要ありません。（注）

表記法
コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。
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説明表記法

太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよび

キーワードです。

bold

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。italic

角カッコで囲まれているものは、省略可能な要素（キーワードま

たは引数）です。

[x]

いずれか 1つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角
カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x | y]

必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワードや引
数は、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

{x | y}

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意また

は必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表しま

す。角カッコ内の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択

すべき必須の要素を示しています。

[x {y | z}]

ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体

が使用できない場合に使用されます。

variable

引用符を付けない一組の文字。 stringの前後には引用符を使用し
ません。引用符を使用すると、その引用符も含めて stringとみな
されます。

string

例では、次の表記法を使用しています。

説明表記法

スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、screenフォン
トで示しています。

screen フォント

ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screenフォン
トで示しています。

太字の screen フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screenフォント
で示しています。

イタリック体の screenフォン
ト

パスワードのように出力されない文字は、山カッコ（< >）で囲
んで示しています。

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで

囲んで示しています。

[ ]
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説明表記法

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合に
は、コメント行であることを示します。

!、#

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。（注）

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述され

ています。

注意

Nexus 1000V シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料
この項では、Cisco Nexus 1000Vとともに使用されるマニュアルの一覧を示します。これらのマ
ニュアルは、Cisco.comの次に示す URLで入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9902/tsd_products_support_series_home.html

全般情報

『Cisco Nexus 1000V Documentation Roadmap』

『Cisco Nexus 1000V Release Notes』

『Cisco Nexus 1000V and VMware Compatibility Information』

インストール & アップグレード

『Cisco Nexus 1000V Installation and Upgrade Guide』

コンフィギュレーションガイド

『Cisco Nexus 1000V High Availability and Redundancy Configuration Guide』

『Cisco Nexus 1000V Interface Configuration Guide』

『Cisco Nexus 1000V Layer 2 Switching Configuration Guide』

『Cisco Nexus 1000V License Configuration Guide』

『Cisco Nexus 1000V Network Segmentation Manager Configuration Guide』

『Cisco Nexus 1000V Port Profile Configuration Guide』

『Cisco Nexus 1000V Quality of Service Configuration Guide』

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration Guide』
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『Cisco Nexus 1000V System Management Configuration Guide』

『Cisco Nexus 1000V vCenter Plugin Configuration Guide』

『Cisco Nexus 1000V VXLAN Configuration Guide』

プログラミング

『Cisco Nexus 1000V XML API Configuration Guide』

リファレンス

『Cisco Nexus 1000V Command Reference』

『Cisco Nexus 1000V MIB Quick Reference』

『Cisco Nexus 1000V Resource Availability Reference』

トラブルシューティング & アラート

『Cisco Nexus 1000V Troubleshooting Guide』

『Cisco Nexus 1000V Password Recovery Procedure』

『Cisco NX-OS System Messages Reference』

Virtual Services Appliance マニュアル

マニュアル『Cisco Nexus Virtual Services Appliance』は、http://www.cisco.com/en/US/products/ps9902/
tsd_products_support_series_home.htmlから入手できます。

Virtual Security Gateway マニュアル

マニュアル『Cisco Virtual Security Gateway for Nexus 1000V Series Switch』は、次の URLから入手
できます。http://www.cisco.com/en/US/products/ps11208/tsd_products_support_model_home.html

Virtual Wide Area Application Services（vWAAS）のマニュアル

マニュアル『Virtual Wide Area Application Services』は、http://www.cisco.com/en/US/products/ps6870/
tsd_products_support_series_home.htmlから入手できます。

ASA 1000V Cloud Firewall マニュアル

マニュアル『ASA1000VCloudFirewall』は、http://www.cisco.com/en/US/products/ps12233/tsd_products_
support_series_home.htmlから入手できます。

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご

ざいましたら、HTMLドキュメント内のフィードバックフォームよりご連絡ください。ご協力を
よろしくお願いいたします。
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マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート
マニュアルの入手方法、テクニカルサポート、その他の有用な情報について、次の URLで、毎
月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSSフィードとして購読できます。また、リー
ダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ

ともできます。RSSフィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSSバージョン2.0をサポー
トしています。
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第 1 章

新機能および変更された機能に関する情報

ここでは、このマニュアルで追加または変更された内容をソフトウェアリリースごとに示しま

す。

• セキュリティ設定の新機能と変更情報, 1 ページ

セキュリティ設定の新機能と変更情報
ここでは、本マニュアルに追加および変更された内容をソフトウェアリリースごとに示します。

新機能またはコマンドの変更に関する追加情報については、『Cisco Nexus 1000V Release Notes』
および『Cisco Nexus 1000V Command Reference』を参照してください。

表 1：新機能および変更された機能

参照先変更されたリリー

ス

説明機能

Cisco Nexus 1000V
用の Cisco TrustSec
の設定

4.2(1)SV2(1.1)この機能が導入されました。Cisco TrustSec

DHCPスヌーピング
の設定, （147ペー
ジ）、ダイナミック

ARPインスペク
ションの設定, （
165ページ）、IP
ソースガードの設

定, （185ページ）

4.2(1)SV2(1.1)次の機能がライセンスを必要とする高度な機能

として使用できるようになりました：Cisco
TrustSec機能、DHCPスヌーピング、IPソース
ガード、およびダイナミック ARPインスペク
ション。

ライセンスの変更と高度な

機能
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参照先変更されたリリー

ス

説明機能

DHCPスヌーピング
の設定, （147ペー
ジ）

4.2(1)SV2(1.1)Cisco Nexus 1000Vスイッチで、送信元 IPに基
づくフィルタリングをイネーブルにできるよう

になりました。

DHCPの機能拡張

MAC ACLの設定4.2(1)SV1 (5.1)ACLの許可条件または拒否条件に一致するフ
ローの統計情報を記録して、フローをモニタで

きるようになりました。

ACLロギング

不明なユニキャスト

フラッディングのブ

ロック, （195ペー
ジ）

4.2(1)SV1(4a)スイッチの転送パスがフラッディングしないよ

うに不明なユニキャストパケットをブロックで

きます。

UUFB

DHCPスヌーピング
の設定, （147ペー
ジ）

4.2(1)SV1(4)DHCPパケットのVSMMACおよびポート情報
をリレーするようにDHCPを設定できるように
なりました。

DHCPスヌーピングリレー
エージェント（オプション

82）

DHCPスヌーピング
の設定, （147ペー
ジ）

4.2(1)SV1(4)インターフェイスの DHCPスヌーピングバイ
ンディングテーブルエントリを消去できます。

DHCPスヌーピングバイン
ディングテーブル

DHCPスヌーピング
の設定, （147ペー
ジ）

4.2(1)SV1(4)feature DHCPコマンドを使用して DHCPをグ
ローバルにイネーブルまたはディセーブルにで

きます。

DHCPのイネーブル化

SSHの設定, （77
ページ）

4.2(1)SV1(4)feature DHCPコマンドを使用して SSHサーバ
をイネーブルまたはディセーブルにできます。

SSHサーバのイネーブル化

Telnetの設定, （91
ページ）

4.2(1)SV1(4)feature DHCPコマンドを使用して Telnetサー
バをイネーブルまたはディセーブルにできま

す。

Telnetサーバをイネーブルに
する

HTTPサーバのディ
セーブル化, （191
ページ）

4.0(4)SV1(4)HTTPサーバをセキュリティ目的でディセーブ
ルにします。

HTTPサーバのディセーブル
化

第 3章「VSDの設
定」

4.0(4)SV1(2)Virtual ServiceDomain（VSD;仮想サービスドメ
イン）を利用すると、ネットワークサービスの

ためのトラフィックの分類と分離が可能になり

ます。

VSD
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参照先変更されたリリー

ス

説明機能

DHCPスヌーピング
の設定, （147ペー
ジ）

4.0(4)SV1(2)DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）ス
ヌーピングは、信頼できないホストと信頼でき

るDHCPサーバとの間でファイアウォールのよ
うな役割を果たします。

DHCPスヌーピング

ダイナミック ARP
インスペクションの

設定, （165ペー
ジ）

4.0(4)SV1(2)DAI（Dynamic ARP Inspection）とは、レイヤ 2
ブロードキャストドメイン内の IP通信を実現
するために、IPアドレスをMAC（メディアア
クセスコントロール）アドレスにマッピングす

る機能です。

ダイナミックARPインスペ
クション（DAI）

IPソースガードの
設定, （185ペー
ジ）

4.0(4)SV1(2)IPソースガードは、IPアドレスとMACを調べ
てトラフィックを許可する、インターフェイス

単位のフィルタです。

IPソースガード
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第 2 章

セキュリティの概要

この章の内容は、次のとおりです。

• ユーザアカウント, 5 ページ

• 仮想サービスドメイン, 6 ページ

• 認証、許可、アカウンティング（AAA）, 6 ページ

• RADIUSセキュリティプロトコル, 6 ページ

• TACACS+セキュリティプロトコル, 7 ページ

• SSH, 7 ページ

• Telnet, 7 ページ

• アクセスコントロールリスト（ACL）, 7 ページ

• ポートセキュリティ, 8 ページ

• DHCPスヌーピング, 8 ページ

• ダイナミック ARPインスペクション, 8 ページ

• IPソースガード, 8 ページ

ユーザアカウント
CiscoNexus 1000Vへのアクセスは、各ユーザに許可される特定のアクションを定義するユーザア
カウントを設定することで実現されます。ユーザアカウントは最大 256個作成できます。管理
者は、各ユーザアカウントに対して、ロール、ユーザ名、パスワード、および有効期限を定義し

ます。
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仮想サービスドメイン
Virtual Service Domain（VSD;仮想サービスドメイン）を利用すると、ネットワークサービスのた
めのトラフィックの分類と分離が可能になります。このネットワークサービスの例としては、

ファイアウォールやトラフィック監視があり、その他にコンプライアンス目標（たとえばSarbanes
Oxley）の達成支援のためのサービスなどがあります。

認証、許可、アカウンティング（AAA）
AAA（トリプル Aと呼ばれます）は、3つの独立した、一貫性のあるモジュラ型のセキュリティ
機能を設定するためのアーキテクチャフレームワークです。

•認証：ログイン/パスワードダイアログ、チャレンジ/レスポンス、メッセージングサポー
ト、および暗号化（選択したセキュリティプロトコルに基づく）などによるユーザの識別方

法を提供します。認証は、ユーザに対してネットワークとネットワークサービスへのアク

セスを許可する前に、ユーザの識別を行う方法です。 AAA認証を設定するには、まず認証
方式の名前付きリストを定義し、そのリストを各種インターフェイスに適用します。

•認可：ワンタイム許可またはサービスごとの許可、ユーザ単位のアカウントリストとプロ
ファイル、ユーザグループサポート、および IP、IPX、ARA、Telnetのサポートなど、リ
モートアクセスの制御方法を提供します。 RADIUSや TACACS+などのリモートセキュリ
ティサーバは、適切なユーザで該当する権利を定義した属性値（AV）のペアをアソシエー
トすることによって、ユーザに特定の権限を付与します。 AAA許可は、ユーザが何を実行
する権限を与えられるかを表す一連の属性を組み立てることで機能します。これらの属性と

データベースに格納されているユーザの情報とが比較され、その結果がAAAに返されてユー
ザの実際の権限と制限事項が決定されます。

•アカウンティング：ユーザ ID、開始時刻と終了時刻、実行コマンド（PPPなど）、パケット
数、バイト数といった、課金、監査、およびレポートに使用するセキュリティサーバ情報の

収集と送信を行う手段を提供します。アカウンティングを使用することで、ユーザがアクセ

スしているサービスや、ユーザが消費しているネットワークリソース量を追跡できます。

認証は AAAと別個に設定することができます。ただし RADIUSまたは
TACACS+を使用する場合や、バックアップの認証方式を設定する場合は、
AAAを設定する必要があります。

（注）

RADIUS セキュリティプロトコル
AAAは、ネットワークアクセスサーバと RADIUSセキュリティサーバ間の通信を確立します。
RADIUSは、不正アクセスからネットワークを保護する分散型クライアント/サーバシステムで、
AAAを使用して実装されます。シスコの実装ではRADIUSクライアントはCiscoルータ上で稼働
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します。認証要求は、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。

TACACS+ セキュリティプロトコル
AAAは、ネットワークアクセスサーバとTACACS+セキュリティサーバ間の通信を確立します。

TACACS+は、ルータまたはネットワークアクセスサーバにアクセスしようとするユーザの検証
を集中的に行うセキュリティアプリケーションで、AAAを使用して実装されます。 TACACS+
サービスは、通常 UNIXまたはWindows NTワークステーション上で稼働する TACACS+デーモ
ンのデータベースで管理されます。TACACS+は独立したモジュラ型の認証、許可、アカウンティ
ング機能を提供します。

SSH
Secure Shell（SSH;セキュアシェル）サーバを使用すると、SSHクライアントはデバイスとの間
でセキュアな暗号化された接続を確立できます。 SSHは強化暗号化を使用して認証を行います。
SSHサーバは、市販の一般的な SSHクライアントとの相互運用が可能です。

SSHクライアントは、市販の一般的な SSHサーバと連動します。

Telnet
Telnetプロトコルは、ホストとの TCP/IP接続を確立するのに使用できます。 Telnetを使用する
と、あるサイトのユーザが別のサイトのログインサーバとTCP接続を確立し、デバイス間でキー
ストロークをやり取りできます。 Telnetは、リモートデバイスアドレスとして IPアドレスまた
はドメイン名のいずれかを受け入れます。

アクセスコントロールリスト（ACL）
ACLは、トラフィックをフィルタリングするための順番に並べられた一連のルールです。デバイ
スは、パケットを適用する ACLを決定する際に、パケットをルールに対してテストしていきま
す。最初に一致したルールで、そのパケットが許可されるか拒否されるかが決定されます。一致

するルールがない場合は、そのデバイスでのデフォルトルールが適用されます。デバイスは、許

可されたパケットは処理し、拒否されたパケットは廃棄します。

ACLは、ネットワークおよび特定のホストを不必要なトラフィックや望ましくないトラフィック
から保護します。たとえば、高セキュリティネットワークからインターネットへの HTTPトラ
フィックを禁止することができます。ACLでは、サイトの IPアドレスを使用して IP ACL内でサ
イトを識別することにより、特定のサイトへの HTTPトラフィックだけを許可するといったこと
もできます。
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ポートセキュリティ
ポートセキュリティを使用すると、限定的なセキュアMACアドレスからのインバウンドトラ
フィックを許可するようにレイヤ 2インターフェイスを設定することができます。セキュアな
MACアドレスからのトラフィックは、同じ VLAN内の別のインターフェイス上では許可されま
せん。「セキュア」にできるMACアドレスの数は、インターフェイス単位で設定します。

DHCP スヌーピング
DHCPスヌーピングとは、DHCPサーバになりすました悪意あるホストによって IPアドレス（お
よび関連する設定）がDHCPクライアントに割り当てられるのを防ぐためのメカニズムです。さ
らに、DHCPスヌーピングには、DHCPサーバに対するある種の DoS攻撃を防止する働きもあり
ます。

DHCPスヌーピングを使用するには、ポートの信頼状態を設定する必要があります。この設定を
使用して、信頼できる DHCPサーバと信頼できない DHCPサーバが区別されます。

さらに、DHCPスヌーピングは、DHCPサーバによって割り当てられた IPアドレスを学習するよ
うになっているので、インターフェイスへの IPアドレスの割り当てに DHCPが使用されるとき
に、他のセキュリティ機能（たとえば、ダイナミックARPインスペクションや IPソースガード）
を機能させることができます。

ダイナミック ARP インスペクション
ダイナミックARPインスペクション（DAI）とは、有効なARP要求と応答だけが中継されるよう
にするための機能です。信頼できないポート上でのすべてのARP要求と応答は、この機能によっ
て代行受信されます。代行受信されたパケットが有効な IP-to-MACアドレスバインディングを持
つことが検証されると、ローカルARPキャッシュが更新されるか、適切な宛先にパケットが転送
されます。この機能がイネーブルのときは、無効な ARPパケットはドロップされます。

IP ソースガード
IPソースガードとは、インターフェイス単位のトラフィックフィルタです。パケットの IPアド
レスとMACアドレスが、次に示す 2つの送信元のいずれかに一致する場合にのみ IPトラフィッ
クを許可します。

• DHCPスヌーピングバインディング内の IPアドレスとMACアドレス

•管理者が設定したスタティック IPソースエントリ
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第 3 章

ユーザアカウントの管理

この章の内容は、次のとおりです。

• ユーザアカウントについて, 9 ページ

• ユーザアカウント作成の注意事項と制限事項, 12 ページ

• ユーザアカウント作成の注意事項, 12 ページ

• ユーザアクセスのデフォルト設定, 13 ページ

• ユーザアクセスの設定, 13 ページ

• ユーザアクセス設定の確認, 22 ページ

• 設定例, 23 ページ

• MIB, 23 ページ

• ユーザアカウント機能の履歴, 23 ページ

ユーザアカウントについて
CiscoNexus 1000Vへのアクセスは、各ユーザに許可される特定のアクションを定義するユーザア
カウントを設定することで実現されます。ユーザアカウントは最大256個作成できます。各ユー
ザアカウントには、次の情報が含まれています。

•ロール

•ユーザ名

•パスワード

•有効期限
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ロール

ロールとは、同じグループのユーザによって共有可能なアクションを具体的に定義する規則の集

合です。たとえば、次のような幅広い権限を持つロールをユーザアカウントに割り当てることが

できます。これらのロールは、CiscoNexus 1000V内で事前に定義されたものであり、変更できま
せん。

role: network-admin
description: Predefined network admin role has access to all commands
on the switch
-------------------------------------------------------------------
Rule Perm Type Scope Entity
-------------------------------------------------------------------
1 permit read-write

role: network-operator
description: Predefined network operator role has access to all read
commands on the switch
-------------------------------------------------------------------
Rule Perm Type Scope Entity
-------------------------------------------------------------------
1 permit read

管理者は、ユーザのアクセス権を定義するロールをこの他に 64個作成できます。

各ユーザアカウントには少なくとも 1つのロールを割り当てる必要があり、最大 64個を割り当
てることができます。

管理者が作成できるロールでは、アクセスを許可できるコマンドがデフォルトでは次のものに限

られています。機能の設定をユーザに許可するには、規則を追加する必要があります。

• show

• exit

• end

• configure terminal

ユーザ名

ユーザ名とは、個々のユーザを特定するための一意の文字列です（たとえば「daveGreen」）。
ユーザ名は、最大 28文字で、英数字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。数字だけで
構成されたユーザ名は許可されません。すべてが数字のユーザ名が AAAサーバに存在し、ログ
インの際に入力されても、そのユーザはログインできません。

パスワード

パスワードは、大文字と小文字が区別される文字列です。パスワードによって特定のユーザによ

るアクセスが可能になり、不正なアクセスの防止に役立ちます。パスワードを指定せずにユーザ

を追加することもできますが、そのユーザはデバイスにアクセスできなくなる可能性があります。

パスワードは、強力なものでなければなりません。容易に推測できるパスワードは、不正アクセ

スの原因となります。
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次の文字は、クリアテキストパスワードには使用できません。

•ドル記号（$）

•スペース

次の特殊文字は、パスワードの先頭には使用できません。

•引用符（"および '）

•縦線（|）

•右山カッコ（>）

次の表に、強力なパスワードの特性を示します。

表 2：強力なパスワードの特性

強力なパスワードに含まれないもの強力なパスワードに含まれるもの

連続する文字（例：abcd）最低 8文字

文字の繰り返し（例：aaabbb）大文字の英字

辞書に載っている単語小文字の英字

固有名詞数字

特殊文字

次に、強力なパスワードの例を示します。

• If2CoM18

• 2004AsdfLkj30

• Cb1955S21

パスワード強度のチェック

デバイスによるパスワード強度のチェックは、デフォルトでは自動的に行われます。管理者が

ユーザ名とパスワードを追加するときに、パスワードの強度が評価されます。これが脆弱なパス

ワードの場合、次のエラーメッセージが表示されて、通知されます。

switch# config terminal
switch (config)#username daveGreen password davey
password is weak
Password should contain characters from at least three of the classes:
lower case letters, upper case letters, digits, and special characters

パスワード強度チェックはディセーブルにすることができます。
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有効期限

デフォルトでは、ユーザアカウントは無期限に有効です。ただし、管理者はアカウントがディ

セーブルになる有効期限を明示的に設定することができます。

ユーザアカウント作成の注意事項と制限事項
•あらかじめ定義された 2つのユーザロールに加えて、最大 64個のロールを作成できます。

• 1つのユーザロールに最大 256個の規則を作成できます。

•最大 64個の機能グループを作成できます。

•最大 256人のユーザを追加できます。

• 1つのユーザアカウントに最大 64個のユーザロールを割り当てられます。

•ローカルユーザアカウントと同じ名前のリモートユーザアカウントが AAAサーバ上に存
在する場合は、そのリモートユーザにはAAAサーバ上で設定されているユーザロールでな
く、ローカルユーザアカウントのユーザロールが適用されます。

ユーザアカウント作成の注意事項
•ユーザアカウントは最大 256個追加できます。

•ユーザアカウントに対する変更が有効になるのは、そのユーザがログインして新しいセッ
ションを作成したときです。

•次に示す語をユーザアカウントで使用しないでください。これらは、他の目的のために予
約されています。

rpcusermtusergdmadm

shutdownneewsgopherbin

syncnobodyhaltlpdaemon

sysnscdmailftp

uucpoperatormailnullftpuser

xfsrpcmangames

•追加するユーザパスワードは、クリアテキストと暗号化テキストのどちらでも指定できま
す。
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◦クリアテキストのパスワードは、実行コンフィギュレーションに保存される前に暗号化
されます。

◦暗号化されたパスワードは、それ以上の暗号化を行わずに実行コンフィギュレーション
に保存されます。

• 1つのユーザアカウントが最大 64個のロールを持つことができますが、少なくとも 1つの
ロールを持つ必要があります。

•パスワードを指定しない場合、そのユーザがログインできなくなる可能性があります。

•パスワードでなくSSH公開キーを使用する手順については、OpenSSHキーの設定,（81ペー
ジ）を参照してください。

ユーザアクセスのデフォルト設定

デフォルトパラメータ

未定義ユーザアカウントパスワード

なしユーザアカウントの有効期限

network-operatorユーザアカウントロール

すべてのインターフェイスにアクセス可能インターフェイスポリシー

すべての VLANにアクセス可能VLANポリシー

ユーザアクセスの設定

パスワード強度チェックのイネーブル化

CiscoNexus 1000Vでパスワード強度のチェックをイネーブルにして、ユーザアカウントに対して
弱いパスワードを設定できないようにするには、この手順を使用します。

パスワード強度のチェックは、デフォルトではイネーブルになっています。ディセーブルにされ

ていても、ここで説明する手順を実行すれば再度イネーブルにすることができます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)    
   OL-27736-01-J 13

ユーザアカウントの管理

ユーザアクセスのデフォルト設定



手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

パスワードの強度確認をイネーブルにします。デ

フォルトではイネーブルになっています。

switch(config)# password
strength-check

ステップ 2   

パスワード強度のチェックをディセーブルにする

には、このコマンドの no形式を使用します。

（任意）

パスワードの強度の確認の設定を表示します。

switch(config)# show password
strength-check

ステップ 3   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

ションにコピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 4   

switch# configure terminal
switch(config)# password strength-check
switch(config)# show password strength-check
Password strength check enabled
switch(config)# copy running-config startup-config

パスワード強度チェックのディセーブル化

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

パスワード強度のチェックをディセーブルにし

ます。

switch(config)# no password
strength-check

ステップ 2   

デフォルトではイネーブルになっています。

（任意）

パスワードの強度の確認の設定を表示します。

switch(config)# show password
strength-check

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィギュ

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

ステップ 4   

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。

switch# configure terminal
switch(config)# no password strength-check
switch(config)# show password strength-check
switch(config)# copy running-config startup-config

ユーザアカウントの作成

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。switch# configure
terminal

ステップ 1   

（任意）

ユーザに割り当てることのできるロールを表示します。

switch(config)# show roleステップ 2   

ユーザアカウントを作成します。switch(config)# username
name [password [0 | 5]

ステップ 3   

引数およびキーワードは次のとおりです。password] [expire date]
[role role-name] • name：最大 28文字の英数字ストリングです。大文字

と小文字が区別されます。

• password：デフォルトのパスワードは定義されていま
せん。

◦ 0 =（デフォルト）入力するパスワードがクリア
テキストであることを指定します。 Cisco Nexus
1000Vは、実行コンフィギュレーションに保存す
る前にクリアテキストのパスワードを暗号化し

ます。
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目的コマンドまたはアク

ション

例では、実行コンフィギュレーションのパスワー

ド 4Ty18Rntは password 5形式で暗号化されてい
ます。

◦ 5 =入力したパスワードがすでに暗号化形式であ
ることを指定します。 Cisco Nexus 1000Vは、実
行コンフィギュレーションに保存する前にパス

ワードを暗号化しません。

ユーザのパスワードは、設定ファイルでは表示さ

れません。

• expire date：YYYY-MM-DD。デフォルトは無期限で
す。

• role：少なくとも 1つのロールを割り当てる必要があ
ります。最大 64個のロールを割り当てることができ
ます。デフォルトのロールは、network-operatorで
す。

新しいユーザアカウントの設定を表示します。switch(config)# show
user-account username

ステップ 4   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーショ

ンをスタートアップコンフィギュレーションにコピーし

て、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# show role
switch(config)# username NewUser password 4Ty18Rnt
switch(config)# show user-account NewUser
user: NewUser

this user account has no expiry date
roles:network-operator network-admin

switch# copy running-config startup-config

ロールの作成

はじめる前に

•この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

•最大 64個のユーザロールを設定できます。

• 1つのロールに最大 256個の規則を設定できます。
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• 1つのロールを複数のユーザに割り当てることができます。

•規則番号は、その規則が適用される順序を表します。規則は番号の降順で適用されます。た
とえば、あるロールに 3つの規則がある場合は、最初に規則 3が適用され、次に規則 2、最
後に規則 1が適用されます。

•デフォルトでは、管理者が作成するユーザロールでアクセスを許可できるコマンドは、show、
exit、end、および configure terminalコマンドだけです。機能の設定をユーザに許可するに
は、規則を追加する必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

ユーザロールに名前をつけて、その

ロールのロールコンフィギュレーショ

ンモードに切り替えます。

switch(config)# role name role-nameステップ 2   

role-nameは大文字と小文字が区別され
る 16文字以下の英数字文字列です。

（任意）

ロールの説明を設定します。説明には

スペースを含めることができます。

switch(config-role)# description
description-string

ステップ 3   

特定のコマンドを許可または拒否する

規則を作成します。

switch(config-role)# rule number {deny| permit}
command command-string

ステップ 4   

• switch(config-role)# rule number {deny |
permit} {read | read-write}
すべての操作を許可または拒否する 1
個の規則を作成します。

指定するコマンドには、スペースや正

規表現を含めることができます。たと

えば、interface ethernet *は、すべての
イーサネットインターフェイスへのア

クセスを許可または拒否します。• switch(config-role)# rule number {deny |
permit} {read | read-write} feature
feature-name
機能アクセスの規則を作成します。

show role featureコマンドを実行する
と、使用可能な機能の一覧が表示され

ます。

• switch(config-role)# rule number {deny |
permit} {read | read-write} feature-group
group-name
機能グループアクセスの規則を作成し

ます。
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目的コマンドまたはアクション

show role feature-groupコマンドを使用
すれば、機能グループのリストが表示

されます。

例：

この例では、clearusersコマンドへのアクセ
スを拒否する規則を設定します。

指定したロールに必要なすべての規則を作

成するには、ステップ 4を繰り返します。
ステップ 5   

（任意）

ユーザロールの設定を表示します。

switch(config-role)# show roleステップ 6   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、ス

タートアップコンフィギュレーション

にコピーします。

switch(config-role)# copy running-config
startup-config

ステップ 7   

switch# configure terminal
switch(config)# role name UserA
switch(config-role)# description Prohibits use of clear commands
switch(config-role)# rule 1 deny command clear users
switch(config-role)# rule 2 deny read-write
switch(config-role)# rule 3 permit read feature eth-port-sec
switch(config-role)# rule 4 deny read-write feature-group eth-port-sec

switch# configure terminal
switch(config)# role name UserA
switch(config-role)# rule 3 permit read feature snmp
switch(config-role)# rule 2 permit read feature dot1x
switch(config-role)# rule 1 deny command clear *

機能グループの作成

ここでは、機能グループを作成して設定する手順を説明します。最大64個のカスタム機能グルー
プを作成できます。

はじめる前に

•この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

•最大 64個のカスタム機能グループを作成できます。
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手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

グループ名を指定して、そのグループのロール

機能グループコンフィギュレーションモード

を開始します。

switch(config)# role feature-group
name group-name

ステップ 2   

group-name：最大 32文字の英数字ストリング
です。大文字と小文字が区別されます。

機能グループを定義するときに使用できる機能

の一覧を表示します。

switch(config-role-featuregrp)#
show role feature

ステップ 3   

機能を機能グループに追加します。switch(config-role-featuregrp)#
feature feature-name

ステップ 4   

機能グループに追加するすべての機能に対して

この手順を繰り返します。

（任意）

機能グループの設定を表示します。

switch(config-role-featuregrp)#
show role feature-group

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch(config-role-featuregrp)#
copy running-config
startup-config

ステップ 6   

switch# configure terminal
switch(config)# role feature-group name GroupA
switch(config-role-featuregrp)# show role feature
feature: aaa
feature: access-list
feature: cdp
feature: install
. . .
switch(config-role-featuregrp)# feature syslog
switch(config-role-featuregrp)# show role feature-group
feature group: GroupA
feature: syslog
feature: snmp
feature: ping
switch(config-role-featuregrp)# copy running-config startup-config

switch# configure terminal
switch(config)# role feature-group name Security-features
switch(config-role-featuregrp)# feature radius
switch(config-role-featuregrp)# feature tacacs
switch(config-role-featuregrp)# feature dot1x
switch(config-role-featuregrp)# feature aaa
switch(config-role-featuregrp)# feature snmp
switch(config-role-featuregrp)# feature acl
switch(config-role-featuregrp)# feature access-list
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インターフェイスアクセスの設定

デフォルトでは、ロールによってすべてのインターフェイスへのアクセスが許可されます。すべ

てのインターフェイスへのアクセスを拒否し、選択したインターフェイスへのアクセスを許可し

て、すでに作成されているロールを変更します。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

• 1つまたは複数のユーザロールを作成していること。この手順では、作成済みのロールに変
更を加えます。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

ユーザロールを指定して、そのロールのロールコ

ンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config) # role name
role-name

ステップ 2   

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、このロールによるすべてのインターフェ

イスアクセスを拒否します。

switch(config-role)# interface
policy deny

ステップ 3   

これで、permit interfaceコマンドを使用して明示的
に定義しない限り、このロールはインターフェイス

に一切アクセスできなくなりました。

このロールに割り当てられたユーザにアクセスを許

可するインターフェイスを指定します。

switch(config-role-interface)#
permit interfaceinterface-list

ステップ 4   

このロールに割り当てられたユーザにアクセスを許

可するインターフェイスがすべて指定されるまで、

このコマンドを繰り返します。

（任意）

ロール設定を表示します。

switch(config-role-interface)#
show role role-name

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

switch(config-role-featuregrp)#
copy running-config
startup-config

ステップ 6   
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switch# configure terminal
switch(config)# role name network-observer
switch(config-role)# interface policy deny
switch(config-role-interface)# permit interface ethernet 2/1-4
switch(config-role-interface)# show role name network-observer
role: network-observer
description: temp
Vlan policy: permit (default)
Interface policy: deny
Permitted interfaces: Ethernet2/1-4

switch(config-role-featuregrp)# copy running-config startup-config

VLAN アクセスの設定
デフォルトでは、すべてのVLANへのアクセスが許可されます。この手順では、すべてのVLAN
へのアクセスを拒否してから、選択したVLANへのアクセスを許可して、作成済みのロールを変
更します。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを実行する必要があります。

• EXECモードで CLIにログインしてください。

• 1つまたは複数のユーザロールを作成しておいてください。この手順では、作成済みのロー
ルに変更を加えます。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

ユーザロールを指定し、ロールコンフィギュレー

ションモードを開始します。

switch(config) # role name
role-name

ステップ 2   

VLANコンフィギュレーションモードを開始し、こ
のロールによるすべての VLANアクセスを拒否しま
す。

switch(config-role)# vlan
policy deny

ステップ 3   

これで、permit vlanコマンドを使用して明示的に定義
しない限り、このロールは VLANに一切アクセスで
きなくなりました。

このロールに割り当てられたユーザにアクセスを許

可する VLANを指定します。
switch(config-role-vlan)#
permit vlan vlan-range

ステップ 4   

ダッシュを使用してVLANの範囲を指定します（1-9
または 20-30など）。
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目的コマンドまたはアクション

このロールに割り当てられたユーザにアクセスを許

可する VLANがすべて指定されるまで、このコマン
ドを繰り返します。

（任意）

ロール設定を表示します。

switch(config-role)# show role
role-name

ステップ 5   

role-nameは、作成したロールに割り当てた名前です。

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

switch(config-role)# copy
running-config
startup-config

ステップ 6   

switch# configure terminal
switch(config)# role name network-observer
switch(config-role)# vlan policy deny
switch(config-role-vlan)# permit interface ethernet 2/1-4
switch(config-role)# show role name network-observer
role: network-observer
description: temp
Vlan policy: permit (default)
Interface policy: deny
Permitted interfaces: Ethernet2/1-4

switch(config-role)# copy running-config startup-config

ユーザアクセス設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

使用可能なユーザロールとその規則を表示しま

す。

show role

使用可能な機能のリストを表示します。show role feature

使用可能な機能グループのリストを表示しま

す。

show role feature-group

スタートアップコンフィギュレーションのユー

ザアカウント設定を表示します。

show startup-config security

実行コンフィギュレーションのユーザアカウン

ト設定を表示します。 allキーワードを指定す
ると、ユーザアカウントのデフォルト値が表示

されます。

show running-config security [all]
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目的コマンド

ユーザアカウント情報を表示します。show user-account

設定例

機能グループ作成の設定例
switch# config terminal
switch(config-role)# role feature-group name security-features
switch(config-role)# feature radius
switch(config-role)# feature tacacs
switch(config-role)# feature dot1x
switch(config-role)# feature aaa
switch(config-role)# feature snmp
switch(config-role)# feature acl
switch(config-role)# feature access-list

ロール作成の設定例
switch# config terminal
switch(config)# role name UserA
switch(config-role)# rule 3 permit read feature snmp
switch(config-role)# rule 2 permit read feature dot1x
switch(config-role)# rule 1 deny command clear *

MIB
MIB リンクMIB

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

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

CISCO-COMMON-MGMT-MIB

ユーザアカウント機能の履歴
この表には、機能への追加または変更が行われたリリースの更新のみが含まれています。

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。4.0(4)SV1(1)ユーザアカウント

Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)    
   OL-27736-01-J 23

ユーザアカウントの管理

設定例

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


   Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
24 OL-27736-01-J  

ユーザアカウントの管理

ユーザアカウント機能の履歴



第 4 章

AAA の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• AAAについて, 25 ページ

• AAAの前提条件, 28 ページ

• 注意事項と制限事項, 29 ページ

• AAAのデフォルト設定, 29 ページ

• AAAの設定, 29 ページ

• AAA設定の確認, 31 ページ

• AAAの設定例, 32 ページ

• AAA機能の履歴, 32 ページ

AAA について

AAA セキュリティサービス
AAAは、ユーザ IDとパスワードの組み合わせに基づいて、ユーザを認証および許可するために
使用されます。キーは、AAAサーバとの通信を保護します。

多くの場合、AAAはRADIUSまたはTACACS+などのプロトコルを使用してセキュリティ機能を
管理します。ルータまたはアクセスサーバがネットワークアクセスサーバとして動作している

場合は、ネットワークアクセスサーバと RADIUSまたは TACACS+セキュリティサーバとの間
の通信を確立する手段に、AAAが使用されます。

AAAは主要な（推奨される）アクセスコントロール方式ですが、さらに、ローカルユーザ名認
証、回線パスワード認証、イネーブルパスワード認証など、AAAの範囲外で簡単なアクセスコ
ントロールを行う機能も用意されています。ただし、これらの機能では、AAAを使用した場合と
同レベルのアクセスコントロールは実現できません。
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次のサービスごとに別個の AAA設定が作成されます。

• User Telnetまたは Secure Shell（SSH）ログイン認証

•コンソールログイン認証

•ユーザ管理セッションアカウンティング

関連コマンドAAA サービスコンフィギュレーションオプショ
ン

aaa authentication login defaultTelnetまたは SSHログイン

aaa authentication login consoleコンソールログイン

認証

認証は、ログイン/パスワードダイアログ、チャレンジ/レスポンス、メッセージングサポート、
および選択したセキュリティプロトコルによっては暗号化など、ユーザを識別する手段を提供し

ます。認証は、ユーザに対してネットワークとネットワークサービスへのアクセスを許可する前

に、ユーザの識別を行う方法です。AAA認証を設定するには、まず認証方式の名前付きリストを
定義し、そのリストを各種インターフェイスに適用します。

認証は次のように実行されます。

説明認証方式

ユーザ名またはパスワードのローカルルック

アップデータベースによって次の認証を行いま

す。

•コンソールログイン認証

•ユーザログイン認証

•ユーザ管理セッションアカウンティング

ローカルデータベース

ユーザ名またはパスワードのローカルルック

アップデータベースによって次の認証を行いま

す。

•コンソールログイン認証

•ユーザログイン認証

•ユーザ管理セッションアカウンティング

リモート RADIUSまたは TACACS+サーバ
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説明認証方式

ユーザ名だけで次の認証を行います。

•コンソールログイン認証

•ユーザログイン認証

•ユーザ管理セッションアカウンティング

なし

図 1：ユーザログインの認証

Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)    
   OL-27736-01-J 27

AAA の設定
AAA セキュリティサービス



許可

許可では、ユーザが実行を許可される操作を制限します。ワンタイム許可またはサービスごとの

許可、ユーザ単位のアカウントリストとプロファイル、ユーザグループサポート、および IP、
IPX、ARA、Telnetのサポートなど、リモートアクセスの制御方法を提供します。

RADIUSや TACACS+などのリモートセキュリティサーバは、適切なユーザで該当する権利を定
義した属性値（AV）のペアをアソシエートすることによって、ユーザに特定の権限を付与しま
す。AAA許可は、ユーザが何を実行する権限を与えられるかを表す一連の属性を組み立てること
で機能します。これらの属性とデータベースに格納されているユーザの情報とが比較され、その

結果が AAAに返されてユーザの実際の権限と制限事項が決定されます。

アカウンティング

アカウンティングで、ユーザ識別、開始時刻と終了時刻、実行コマンド（PPPなど）、パケット
数、バイト数などといったセキュリティサーバ情報の収集と送信を行い、課金、監査、およびレ

ポートに使用する手段を提供します。アカウンティングを使用することで、ユーザがアクセスし

ているサービスや、ユーザが消費しているネットワークリソース量を追跡できます。

アカウンティングでは、すべてのSVS管理セッションを追跡し、ログに記録して管理します。こ
の情報を使用して、トラブルシューティングや監査のためのレポートを生成できます。アカウン

ティングログは、ローカルに保存することもできれば、リモート AAAサーバに送信することも
できます。

AAA サーバグループ
リモート AAAサーバグループは、1台のリモート AAAサーバが応答しない場合にフェールオー
バーを提供できます。すなわち、グループの最初のサーバが応答しない場合に、サーバが応答す

るまでグループ内の次のサーバで試行します。複数のサーバグループがある場合、同じ方法で、

相互にフェールオーバーを提供できます。

すべてのリモートサーバグループが応答しない場合は、ローカルデータベースが認証に使用さ

れます。

AAA の前提条件
•少なくとも 1台の TACACS+サーバまたは RADIUSサーバが IPで到達可能になっているこ
と。

• VSMが AAAサーバのクライアントとして設定されていること。

•共有秘密キーが VSMおよびリモート AAAサーバに設定されていること。
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注意事項と制限事項
Cisco Nexus 1000Vでは、すべてが数字のユーザ名はサポートされず、すべてが数字のローカル
ユーザ名は作成されません。すべてが数字のユーザ名が AAAサーバにすでに存在し、ログイン
の際に入力された場合、Cisco Nexus 1000Vはそのユーザを認証します。

AAA のデフォルト設定
デフォルトパラメータ

localコンソール認証方式

localデフォルト認証方式

Disabledログイン認証失敗メッセージ

AAA の設定

ログイン認証方式の設定

TACACS+サーバグループを使用して認証が行われる場合は、グループが追加済みです。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

コンソールまたはデフォルトログイン認証方式を設定

します。次のキーワードと引数があります。

switch(config)# aaa
authentication login {console
| default} {group group-list
[none] | local | none}

ステップ 2   

• group：サーバグループによって認証が行われま
す。

• group-list：スペースで区切ったサーバグループ名
のリストです。認証なしの場合は noneです。

• group-list none：認証なし。
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目的コマンドまたはアクション

• local：ローカルデータベースが認証に使用され
ます。

デフォルトは localで、方式が設定され
ていない場合、または設定されたすべ

ての認証方式で応答が得られなかった

場合に使用されます。

（注）

• none：ユーザ名によって認証が行われます

グローバルコンフィギュレーションモードを終了し、

EXECモードに戻ります。
switch(config)# exitステップ 3   

（任意）

設定されたログイン認証方式を表示します。

switch# show aaa
authentication

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# aaa authentication login console group tacgroup
switch(config)# exit
switch# show aaa authentication

default: group tacgroup
console: group tacgroup

switch# copy running-config startup-config
switch#
switch# configure terminal
switch(config)# aaa authentication login default group tacacs
switch(config)# aaa authentication login console group tacacs

ログイン認証失敗メッセージのイネーブル化

リモートAAAサーバが応答しない場合のログイン認証失敗メッセージの表示をイネーブルにする
には、次の手順を実行します。

次に、ログイン認証エラーメッセージを示します。

Remote AAA servers unreachable; local authentication done.
Remote AAA servers unreachable; local authentication failed.

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

   Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
30 OL-27736-01-J  

AAA の設定
ログイン認証失敗メッセージのイネーブル化



手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

ログイン認証失敗メッセージをイネーブルにし

ます。デフォルトではディセーブルになって

います。

switch(config)# aaa
authentication login error-enable

ステップ 2   

グローバルコンフィギュレーションモードを

終了して、EXECモードに戻ります。
switch(config)# exitステップ 3   

（任意）

ログイン失敗メッセージの設定を表示します。

switch# show aaa authentication
login error-enable

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# aaa authentication login error-enable
switch(config)# exit
switch# show aaa authentication login error-enable
enabled

AAA 設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

AAA認証情報を表示します。show aaa authentication [login {error-enable |
mschap}]

AAAサーバグループの設定を表示します。show aaa groups

実行コンフィギュレーションの AAA設定を表
示します。

show running-config aaa [all]

スタートアップコンフィギュレーションのAAA
設定を表示します。

show startup-config aaa
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例：show aaa authentication
switch# show aaa authentication login error-enable
disabled
switch#

例：show running config aaa
switch# show running-config aaa all
version 4.0(1)
aaa authentication login default local
aaa accounting default local
no aaa authentication login error-enable
no aaa authentication login mschap enable
no radius-server directed-request
no snmp-server enable traps aaa server-state-change
no tacacs-server directed-request
switch#

例：show startup-config aaa
switch# show startup-config aaa
version 4.0(1)

AAA の設定例
次に、AAAの設定例を示します。
aaa authentication login default group tacacs
aaa authentication login console group tacacs

AAA 機能の履歴
この表には、機能への追加または変更が行われたリリースの更新のみが含まれています。

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。4.0(4)SV1(1)AAA
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第 5 章

RADIUS の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• RADIUSについて, 33 ページ

• RADIUSの前提条件, 37 ページ

• 注意事項と制限事項, 37 ページ

• デフォルト設定, 37 ページ

• RADIUSサーバの設定, 38 ページ

• RADIUS設定の確認, 52 ページ

• RADIUSサーバ統計情報の表示, 52 ページ

• RADIUSの設定例, 52 ページ

• RADIUSの機能の履歴, 53 ページ

RADIUS について
RADIUS分散クライアント/サーバシステムを使用すると、不正アクセスからネットワークを保
護できます。シスコの実装では、RADIUSクライアントは Cisco NX-OSデバイス上で稼働しま
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 ネットワーク環境
RADIUSは、高度なセキュリティを必要とし、同時にリモートユーザのネットワークアクセスを
維持する必要があるさまざまなネットワーク環境に実装できます。

RADIUSは、アクセスセキュリティを必要とする次のネットワーク環境で使用します。
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• RADIUSをサポートしている複数ベンダーのネットワークデバイスを使用したネットワーク
たとえば、複数ベンダーのネットワークデバイスで、単一のRADIUSサーバベースのセキュ
リティデータベースを使用できます。

•すでにRADIUSを使用中のネットワーク。RADIUS機能を持つCiscoNX-OSデバイスをネッ
トワークに追加できます。この作業は、AAAサーバに移行するときの最初の手順になりま
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許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用ソフトウェアのフリー
ウェア版を使用して、特殊なセキュリティおよび課金ニーズに対応しています。

•認証プロファイルをサポートするネットワークネットワークで RADIUSサーバを使用する
と、AAA認証を設定し、ユーザごとのプロファイルをセットアップできます。ユーザ単位
のプロファイルにより、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 の動作
RADIUSを使用するNX-OSデバイスにユーザがログインおよび認証を試みると、次の処理が行わ
れます。

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。

• ACCEPT：ユーザが認証されたことを表します。

• 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。

• 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。

• 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許可に使用される追加データが含
まれています。 RADIUS許可を使用するには、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。
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•ユーザがアクセス可能なサービス（Telnet、rlogin、または local-area transport（LAT;ローカル
エリアトランスポート）接続、PPP（ポイントツーポイントプロトコル）、シリアルライン
インターネットプロトコル（SLIP）、EXECサービスなど）

•ホストまたはクライアントの IPv4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

RADIUS サーバモニタリング
応答しない RADIUSサーバがあると、AAA要求の処理が遅れることがあります。 AAA要求の処
理時間を短縮するために、RADIUSサーバを定期的にモニタして RADIUSサーバが応答している
（アライブ）かどうかを調べることができます。応答しないRADIUSサーバはデッド（dead）と
してマークされ、AAA要求は送信されません。デッド RADIUSサーバは定期的にモニタされ、
応答があればアライブ状態に戻されます。このモニタリングプロセスでは、実際の AAA要求が
送信される前に、RADIUSサーバが稼働状態であることを確認します。 RADIUSサーバがデッド
またはアライブの状態に変わると簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）トラップが生成さ
れ、障害が発生していることを示すエラーメッセージが表示されます。

アライブサーバとデッドサーバのモニタリング間隔は異なります。これらはユーザが設定で

きます。 RADIUSサーバモニタリングを実行するには、テスト認証要求を RADIUSサーバに
送信します。

（注）

図 2：RADIUS サーバの状態
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ベンダー固有属性

インターネット技術特別調査委員会（IETF）が、ネットワークアクセスサーバと RADIUSサー
バの間でのベンダー固有属性（VSA）の通信のための方式を規定する標準を作成しています。
IETFは、属性 26を使用します。 VSAを使用するとベンダーは、一般的な用途には適合しない独
自の拡張属性をサポートできます。シスコの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、サポー
トされるオプションのベンダータイプは 1（名前付き cisco-av-pair）です。値は、次の形式のス
トリングです。

protocol : attribute separator value *

protocolは、特定の許可タイプを表すシスコの属性です。separatorは、必須属性の場合は =（等
号）、オプションの属性の場合は *（アスタリスク）です。

認証に RADIUSサーバを使用した場合、RADIUSプロトコルでは RADIUSサーバに対して、認証
結果とともに権限付与情報などのユーザ属性を返すように指示します。この許可情報は、VSAで
指定されます。

次の VSAプロトコルオプションがサポートされています。

• shell：ユーザプロファイル情報を提供する access-acceptパケットで使用されるプロトコル。

• Accounting：accounting-requestパケットで使用されるプロトコル。値にスペースが含まれて
いる場合は、二重引用符で囲む必要があります。

次の属性がサポートされます。

• roles：ユーザが属するすべてのロールの一覧です。値フィールドは、スペースで区切られた
ロール名を一覧表示したストリングです。たとえば、ユーザが属しているロールが

network-operatorと vdc-adminならば、値フィールドは「network-operator vdc-admin」となりま
す。この属性は、RADIUSサーバから送信される Access-Acceptフレームの VSA部分に格納
されます。この属性はシェルプロトコル値とだけ併用できます。次に、Cisco Access Control
System（ACS）でサポートされるロール属性の例を示します。
shell:roles=“network-operator vdc-admin”

shell:roles*“network-operator vdc-admin”

次に、FreeRADIUSでサポートされるロール属性の例を示します。
Cisco-AVPair = ”shell:roles=\“network-operator vdc-admin\””

Cisco-AVPair = “shell:roles*\“network-operator vdc-admin\””

Cisco ACSを使用していて、Cisco Nexus 1000V認証と Cisco UCS認証の両方に同じ ACSグ
ループを使用する場合は、次のロール属性を使用します。

cisco-av-pair*shell:roles="network-admin admin"

VSAを shell:roles*"network-operator vdc-admin"または
"shell:roles*\"network-operator vdc-admin\""として指定した場合、この VSAは
オプション属性としてフラグ設定され、他のシスコデバイスはこの属性を無

視します。

（注）
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• accountinginfo：標準のRADIUSアカウンティングプロトコルで処理される属性に加えて、ア
カウンティング情報が格納されます。この属性は、スイッチ上のRADIUSクライアントから
のAccount-RequestフレームのVSA部分だけに送信されます。この属性と共に使用できるの
は、アカウンティングのプロトコルデータユニット（PDU）だけです。

RADIUS の前提条件
• RADIUSサーバの IPアドレスまたはホスト名がわかっていること。

•ネットワーク内での RADIUS通信を保護するために使用されるキーがわかっていること。

•デバイスが AAAサーバの RADIUSクライアントとして設定されていること。

注意事項と制限事項
最大 64の RADIUSサーバを設定できます。

デフォルト設定

表 3：デフォルトの RADIUS パラメータ

デフォルトパラメータ

認証とアカウンティングサーバの役割

0分デッドタイマー間隔

1再送信回数

5秒再送信タイマー間隔

0分アイドルタイマー間隔

testサーバの定期的モニタリングのユーザ名

testサーバの定期的モニタリングのパスワード
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RADIUS サーバの設定

RADIUS サーバホストの設定
認証に使用される各RADIUSサーバの IPアドレスまたはホスト名を設定するには、次の手順を実
行します。次の情報を知っている必要があります。

•最大 64の RADIUSサーバを設定できます。

•すべての RADIUSサーバホストは自動的にデフォルトの RADIUSサーバグループに追加さ
れます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

RADIUSサーバの IPアドレスまたはホスト名、
または RADIUSサーバのドメインネームサー
バ（DNS）名を定義します。

switch(config)# radius-server
host {ipv4-address | host-name}

ステップ 2   

ホスト名は英数字（大文字と小文字を区別）で、

最大文字数は 256です。

EXECモードに戻ります。switch(config)# exitステップ 3   

（任意）

RADIUSサーバの設定を表示します。
switch# show radius-serverステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# radius-server host 10.10.1.1
switch(config)# exit
switch# show radius-server
switch# copy running-config startup-config

   Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
38 OL-27736-01-J  

RADIUS の設定
RADIUS サーバの設定



RADIUS グローバルキーの設定
この手順を使用して、すべての RADIUSサーバが Cisco Nexus 1000Vでの認証に使用するキーを
設定します。

RADIUSサーバ認証に使用されるグローバルキーを知っている必要があります。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

すべての RADIUSサーバで使用する事前共有キーを
指定します。クリアテキスト形式（0）または暗号化

switch(config)#
radius-server key [0 |
7]key-value

ステップ 2   

形式（7）の事前共有キーを指定できます。デフォル
トの形式はクリアテキストです。最大で 63文字で
す。

デフォルトでは、事前共有キーは設定されません。

EXECモードに戻ります。switch(config)# exitステップ 3   

（任意）

RADIUSサーバの設定を表示します。
switch# show radius-serverステップ 4   

事前共有キーは、実行コンフィギュレーショ

ン内に暗号化形式で保存されます。暗号化

された事前共有キーを表示するには、show
running-configコマンドを使用します。

（注）

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# radius-server key 0 QsEfThUkO
switch(config)# exit
switch# show radius-server
switch# copy running-config startup-config
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RADIUS サーバキーの設定
単一の RADIUSサーバホストのキーを設定するには、次の手順を実行します。

リモート RADIUSホストで使用されるキーを取得している必要があります。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

特定の RADIUSサーバの事前共有キーを指定しま
す。クリアテキスト形式（0）または暗号化形式

switch(config)# radius-server
host {ipv4-address | host-name}
key [0 | 7] key-value

ステップ 2   

（7）の事前共有キーを指定できます。デフォルト
の形式はクリアテキストです。最大で 63文字で
す。

EXECモードに戻ります。switch(config)# exitステップ 3   

（任意）

RADIUSサーバの設定を表示します。
switch# show radius-serverステップ 4   

事前共有キーは、実行コンフィギュレー

ション内に暗号化形式で保存されます。

暗号化された事前共有キーを表示するに

は、show running-configコマンドを使用し
ます。

（注）

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# radius-server host 10.10.1.1 key 0 PlIjUhYg
switch(config)# exit
switch# show radius-server
switch# copy running-config startup-config

RADIUS サーバグループの設定
メンバーサーバが認証機能を共有する RADIUSサーバグループを設定するには、次の手順を実
行します。
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グループ内のサーバへのアクセスは、サーバを設定した順番で行われます。

はじめる前に

•この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

• RADIUSサーバグループ内のすべてのサーバが、同じRADIUSプロトコルに属しています。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

RADIUSサーバグループを作成し、そのグループの
RADIUSサーバグループコンフィギュレーション

switch(config)# aaa group
server radius group-name

ステップ 2   

モードを開始します。 group-name引数は、最大 127
文字の長さの英数字のストリングで、大文字小文字が

区別されます。

RADIUSサーバを、RADIUSサーバグループのメン
バーとして設定します。

switch(config-radius)# server
{ipv4-address | server-name}

ステップ 3   

指定した RADIUSサーバが見つからない場
合は、radius-server hostコマンドを使用して
サーバを設定し、このコマンドをもう一度

実行します。

ヒント

（任意）

モニタリングデッドタイムを設定します。デフォル

ト値は 0分です。指定できる範囲は 1～ 1440です。

switch(config-radius)#
deadtime minutes

ステップ 4   

RADIUSサーバグループのデッドタイム間
隔が 0より大きい場合は、この値がグロー
バルなデッドタイム値より優先されます。

（注）

（任意）

サーバグループ内のサーバとの接続に使用する VRF
を指定します。

switch(config-radius)# use-vrf
vrf-name

ステップ 5   

（任意）

RADIUSサーバに到達するために使用される送信元イ
ンターフェイスを指定します。

switch(config-radius)#
source-interface
{interface-type}
{interface-number}

ステップ 6   

インターフェイスタイプおよびインターフェイス番

号は、次のように定義されています。

• loopback = 0～ 1023の仮想インターフェイス番
号
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目的コマンドまたはアクション

• mgmt =管理インターフェイス 0

• null =ヌルインターフェイス 0

• port-channel = 1～ 4096のポートチャネル番号

（任意）

RADIUSサーバグループの設定を表示します。
switch(config-radius)# show
radius-server groups
[group-name]

ステップ 7   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

switch(config-radius)# copy
running-config startup-config

ステップ 8   

switch# configure terminal
switch(config)# aaa group server radius RadServer
switch(config-radius)# server 10.10.1.1
switch(config-radius)# deadtime 30
switch(config-radius)# use-vrf vrf1
switch(config-radius)# source-interface mgmt0
switch(config-radius)# show radius-server group
total number of groups:2

following RADIUS server groups are configured:
group Radserver:

server: 10.10.1.1
deadtime is 30

group test:
deadtime is 30

switch(config-radius)# copy running-config startup-config

RADIUS サーバの誘導要求のイネーブル化
ユーザが認証要求の送信先となるRADIUSサーバを指定できるようにすることができます。これ
は、誘導要求と呼ばれます。

このオプションをイネーブルにした場合、ユーザはusername@vrfname:hostnameとしてログインで
きます。ここで、vrfnameは使用するルーティングおよび転送（VRF）、hostnameは設定された
RADIUSサーバの名前です。

デフォルトでは、誘導要求はディセーブルです。

ユーザ指定のログインは Telnetセッションに限りサポートされます。（注）

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。
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手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

誘導要求をイネーブルにします。デフォル

トではディセーブルになっています。

switch(config)# radius-server
directed-request

ステップ 2   

EXECモードに戻ります。switch(config)# exitステップ 3   

（任意）

directed requestの設定を表示します。
switch(config)# show radius-server
directed-request

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーし

ます。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# radius-server directed-request
switch(config)# exit
switch# show radius-server directed-request
switch# copy running-config startup-config

すべての RADIUS サーバのグローバルタイムアウトの設定
ここでは、RADIUSサーバからの応答を待つ時間を指定するグローバルタイムアウト間隔の設定
手順を説明します。この時間が経過すると、タイムアウト障害となります。

「単一RADIUSサーバのタイムアウト間隔の設定」で指定したタイムアウトは、RADIUSのグロー
バルタイムアウトに優先します。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

RADIUSサーバの送信タイムアウト間隔を指
定します。デフォルトのタイムアウト間隔は

5秒です。有効な範囲は 1～ 60秒です。

switch(config)# radius-server
timeout seconds

ステップ 2   

EXECモードに戻ります。switch(config-radius)# exitステップ 3   

（任意）

RADIUSサーバの設定を表示します。
switch(config-radius)# show
radius-server

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーしま

す。

switch(config-radius)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# n1000v(config)# radius-server timeout 101
switch(config-radius)# exit
switch(config-radius)# show radius-server
switch(config-radius)# copy running-config startup-config

すべての RADIUS サーバのグローバルリトライ回数の設定
ローカル認証に切り換える前に RADIUSサーバへの送信を再試行する最大回数を設定するには、
次の手順を実行します。この設定はすべての RADIUSサーバに適用されます。

デフォルトでは、ローカル認証に切り換える前に、RADIUSサーバへの再送信を 1回だけ試行し
ます。

リトライ回数は最大 5回まで増やすことができます。

「単一RADIUSサーバのリトライ回数の設定」で単一のRADIUSサーバに指定したリトライ回数
は、このグローバル設定よりも優先されます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

ローカル認証に切り換える前に許可する再送信

回数を定義します。このグローバル設定はすべ

switch(config)# radius-server
retransmitcount

ステップ 2   

ての RADIUSサーバに適用されます。デフォル

   Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
44 OL-27736-01-J  

RADIUS の設定
すべての RADIUS サーバのグローバルリトライ回数の設定



目的コマンドまたはアクション

トの再送信回数は 1です。有効な範囲は 0～ 5
です。

EXECモードに戻ります。switch(config)# exitステップ 3   

（任意）

RADIUSサーバの設定を表示します。
switch# show radius-serverステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# radius-server retransmit 31
switch(config)# exit
switch# show radius-server
switch# copy running-config startup-config

単一 RADIUS サーバのタイムアウト間隔の設定
ここでは、RADIUSサーバからの応答を待つ時間を設定する手順を説明します。この時間が経過
すると、タイムアウト障害となります。

単一のRADIUSサーバに指定したタイムアウトは、「すべてのRADIUSサーバのグローバルタイ
ムアウトの設定」の項で定義したタイムアウトに優先します。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

特定のサーバのタイムアウト間隔を指定します。

デフォルトのタイムアウト間隔は 5秒です。有
効な範囲は 1～ 60秒です。

switch(config)# radius-server
host { ipv4-address | host-name }
timeout seconds

ステップ 2   

単一のRADIUSサーバに指定したタイ
ムアウトは、RADIUSのグローバルタ
イムアウトに優先します。

（注）

EXECモードに戻ります。switch(config)# exitステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

RADIUSサーバの設定を表示します。
switch# show radius-serverステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# radius-server host server1 timeout 10
switch(config)# exit
switch# show radius-server
switch# copy running-config startup-config

単一 RADIUS サーバのリトライ回数の設定
ローカル認証に切り換える前に RADIUSサーバへの送信を再試行する最大回数を設定するには、
次の手順を実行します。この設定は単一のRADIUSサーバに適用され、グローバルリトライ回数
に優先します。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

次のことを知っている必要があります。

•デフォルトでは、ローカル認証に切り換える前に、RADIUSサーバへの再送信を 1回だけ試
行します。

•リトライ回数は最大 5回まで増やすことができます。

•単一のRADIUSサーバに指定したリトライ回数は、すべてのRADIUSサーバ用に作成される
グローバル設定に優先します。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

特定のサーバに対する再送信回数を指定しま

す。デフォルトはグローバル値です。

switch(config)# radius-server
host {ipv4-address |host-name}
retransmit count

ステップ 2   

この単一 RADIUSサーバの再送信回
数は、すべての RADIUSサーバ用の
グローバル設定に優先します。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

EXECモードに戻ります。switch(config)# exitステップ 3   

（任意）

RADIUSサーバの設定を表示します。
switch# show radius-serverステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# radius-server host server1 retransmit 3
switch(config)# exit
switch# show radius-server
switch# copy running-config startup-config

RADIUS アカウンティングサーバの設定
アカウンティング機能を実行するサーバを設定するには、次の手順を実行します。

デフォルトでは、RADIUSサーバはアカウンティングと認証の両方に使用されます。

はじめる前に

この手順を開始する前に

• EXECモードで CLIにログインする必要があります。

• RADIUSアカウンティングメッセージの宛先UDPポート番号を知っている必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

（任意）

特定のホストにRADIUSアカウンティングメッ
セージを受信するUDPポートを関連付けます。

switch(config)# radius-server host
{ipv4-address | host-name}
acct-port udp-port

ステップ 2   

デフォルトの UDPポートは 1812です。範囲
は、0～ 65535です。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

特定のRADIUSホストをアカウンティングサー
バとして指定します。デフォルトでは、アカウ

ンティングと認証の両方に使用されます。

switch(config)# radius-server host
{ipv4-address | host-name}
accounting

ステップ 3   

EXECモードに戻ります。switch(config)# exitステップ 4   

（任意）

RADIUSサーバの設定を表示します。
switch# show radius-serverステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

switch# configure terminal
switch(config)# radius-server host 10.10.1.1 acct-port 2004
switch(config)# radius-server host 10.10.1.1 accounting
switch(config)# exit
switch# show radius-server
switch# copy running-config startup-config

RADIUS 認証サーバの設定
認証機能を実行するサーバを設定するには、次の手順を実行します。

デフォルトでは、RADIUSサーバはアカウンティングと認証の両方に使用されます。

はじめる前に

この手順を開始する前に

• EXECモードで CLIにログインする必要があります。

• RADIUS認証メッセージの宛先 UDPポート番号を知っている必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

（任意）

特定のホストに RADIUS認証メッセージを受
信するUDPポートを関連付けます。デフォル

switch(config)# radius-server host
{ipv4-address | hostname}
auth-port udp-port

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

トの UDPポートは 1812です。指定できる範
囲は 0～ 65535です。

（任意）

特定の RADIUSホストを認証サーバとして指
定します。デフォルトでは、アカウンティン

グと認証の両方に使用されます。

switch(config)# radius-server host
{ipv4-address | host-name}
authentication

ステップ 3   

EXECモードに戻ります。switch(config)# exitステップ 4   

（任意）

RADIUSサーバの設定を表示します。
switch# show radius-serverステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

switch# configure terminal
switch(config)# radius-server host 10.10.2.2 auth-port 2005
switch(config)# radius-server host 10.10.2.2 authentication
switch(config)# exit
switch# show radius-server
switch# copy running-config startup-config

RADIUS サーバの定期的モニタリングの設定
RADIUSサーバのモニタリングを設定するには、次の手順を実行します。

テストアイドルタイマーには、応答しない RADIUSサーバにテストパケットが送信されるまで
の経過時間を指定します。

デフォルトのアイドルタイマー値は 0分です。アイドル時間の間隔が 0分の場合、Cisco NX-OS
デバイスは RADIUSサーバの定期モニタリングを実行しません。

セキュリティ上の理由から、RADIUSデータベースに存在するユーザ名をテストユーザ名と
して設定しないでください。

（注）

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。
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手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

サーバモニタリング用のパラメータを指定しま

す。デフォルトのユーザ名は test、デフォルトの
switch(config)# radius-server host
{ipv4-address | host-name} test
{idle-time minutes | password

ステップ 2   

パスワードは testです。デフォルトのアイドル
password [idle-time minutes] |

タイマー値は0分です。指定できる範囲は、0～
1440分です。

username name [password
password [idle-timeminutes]]}

RADIUSサーバの定期的なモニタリン
グを行うには、アイドルタイマーに 0
より大きな値を設定する必要がありま

す。

（注）

デッドと宣言された RADIUSサーバにテストパ
ケットを送信するまで待機する分数を指定しま

switch(config)# radius-server
dead-time minutes

ステップ 3   

す。デフォルト値は 0分です。指定できる範囲
は 1～ 1440分です。

EXECモードに戻ります。switch(config)# exitステップ 4   

（任意）

RADIUSサーバの設定を表示します。
switch# show radius-serverステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

switch# configure terminal
switch(config)# radius-server host 10.10.1.1 test username user1 password Ur2Gd2BH idle-time
3
switch(config)# radius-server dead-time 5
switch(config)# exit
switch# show radius-server
switch# copy running-config startup-config

グローバルデッドタイム間隔の設定

すべての RADIUSサーバのデッドタイム間隔を設定するには、次の手順を実行します。デッド
タイム間隔には、RADIUSサーバをデッドであると宣言したあと、そのサーバがアライブになっ
たかどうかを確認するためにテストパケットを送信するまで待機する時間を指定します。デフォ

ルト値は 0分です。
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デッドタイム間隔が 0分の場合、RADIUSサーバは、応答を返さない場合でも、デットとし
てマークされません。 RADIUSサーバグループに対するデッドタイム間隔を設定できます。

（注）

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

デッドタイム間隔を設定します。デフォル

ト値は 0分です。有効な範囲は 1～ 1440分
です。

switch(config)# radius-server
deadtime minutes

ステップ 2   

EXECモードに戻ります。switch(config)# exitステップ 3   

（任意）

RADIUSサーバの設定を表示します。
switch# show radius-serverステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーしま

す。

switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# radius-server deadtime 5
switch(config)# exit
switch# show radius-server
switch# copy running-config startup-config

RADIUS サーバまたはサーバグループの手動モニタリング
RADIUSサーバまたはサーバグループにテストメッセージを手動で送信するには、次の手順を実
行します。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。
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手順

目的コマンドまたはアクション

RADIUSサーバにテストメッセージを
送信して可用性を確認します。

switch# test aaa server radius {ipv4-address
| server-name} [vrf vrf-name] username
password

ステップ 1   

RADIUSサーバグループにテストメッ
セージを送信して可用性を確認します。

switch(config)# test aaa group group-name
username password

ステップ 2   

switch# test aaa server radius 10.10.1.1 user1 Ur2Gd2BH
switch# test aaa group RadGroup user2 As3He3CI

RADIUS 設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

実行コンフィギュレーションのRADIUS設定を
表示します。

show running-config radius [all]

スタートアップコンフィギュレーションの

RADIUS設定を表示します。
show startup-config radius

設定済みのすべてのRADIUSサーバのパラメー
タを表示します。

show radius-server [server-name | ipv4-address]
[directed-request | groups | sorted | statistics]

RADIUS サーバ統計情報の表示
RADIUSサーバのアクティビティに関する統計情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

show radius-server statistics { hostname | ipv4-address }

RADIUS の設定例
次に、グローバル RADIUSキーと RADIUSサーバホストキーを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# radius-server key 7 "ToIkLhPpG"
switch(config)# radius-server host 10.10.1.1 key 7 "ShMoMhTl" authentication accounting
switch(config)# aaa group server radius RadServer

server 10.10.1.1
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RADIUS の機能の履歴
この表には、機能の追加によるリリースの更新内容のみが記載されています。

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。4.0(4)SV1(1)RADIUS
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第 6 章

TACACS+ の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• TACACS+について, 55 ページ

• TACACS+の前提条件, 58 ページ

• TACACS+の注意事項と制約事項, 58 ページ

• TACACS+のデフォルト設定, 59 ページ

• TACACS+の設定, 59 ページ

• TACACS+ホストの統計情報の表示, 75 ページ

• TACACS+の設定例, 75 ページ

• TACACS+機能の履歴, 75 ページ

TACACS+ について
TACACS+は、デバイスにアクセスしようとするユーザの検証を集中的に行うセキュリティプロ
トコルです。 TACACS+サービスは、通常 UNIXまたはWindows NTワークステーション上で動
作する TACACS+デーモンのデータベースで管理されます。デバイスに設定した TACACS+機能
を使用可能にするには、TACACS+サーバにアクセスして TACACS+サーバを設定しておく必要
があります。

TACACS+は、独立した認証、許可、アカウンティングサービスを提供します。 TACACS+デー
モンは各サービスを個別に提供します。各サービスを固有のデータベースに結合し、デーモンの

機能に応じてそのサーバまたはネットワークで使用できる他のサービスを使用できます。

TACACS+クライアント/サーバプロトコルでは、トランスポート要件を満たすため TCP（TCP
ポート 49）を使用します。 TACACS+プロトコルを使用して集中型の認証が提供されます。
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ユーザログインにおける TACACS+ の動作
パスワード認証プロトコル（PAP）を使用して TACACS+サーバへのログインを試みると、次の
一連のイベントが発生します。

1 接続が確立すると、ユーザ名とパスワードを取得するためにTACACS+デーモンが接続されま
す。

TACACS+では、デーモンがユーザを認証するために十分な情報を得られるまで、デーモンと
ユーザとの自由な対話を許可します。通常、デーモンはユーザ名とパスワードを入力するよ

う求めますが、ユーザの母親の旧姓などの追加情報を求めることもできます。

（注）

2 TACACS+デーモンは、次のいずれかの応答を提供します。

a ACCEPT：ユーザの認証に成功したので、サービスを開始します。ユーザ許可が必要な場
合は、許可が始まります。

b REJECT：ユーザの認証に失敗しました。 TACACS+デーモンは、ユーザに対してそれ以上
のアクセスを拒否するか、ログインシーケンスを再試行するよう要求します。

c ERROR：デーモンによる認証の途中でエラーが発生したか、またはネットワーク接続でエ
ラーが発生しました。ERROR応答を受信した場合、デバイスは別の方法でユーザの認証を
試行します。

認証後、さらに許可が必要な場合は、続いてユーザの許可フェーズに入ります。ユーザは

TACACS+許可に進む前に、まず TACACS+認証を正常に完了する必要があります。

3 TACACS+許可が必要な場合は、TACACS+デーモンに接続し、デーモンが ACCEPTまたは
REJECTの許可応答を返します。ACCEPT応答には、ユーザに対するEXECまたはNETWORK
セッションの送信に使用される属性が含まれます。また ACCEPT応答により、ユーザがアク
セス可能なサービスが決まります。

この場合のサービスは次のとおりです。

• Telnet、rlogin、ポイントツーポイントプロトコル（PPP）、シリアルラインインターネッ
トプロトコル（SLIP）、EXECサービス

•接続パラメータ（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、および
ユーザタイムアウトを含む）

デフォルトの TACACS+ サーバ暗号化タイプと事前共有キー
TACACS+サーバに認証するには、TACACS+事前共有キーを設定する必要があります。事前共
有キーは、デバイスと TACACS+サーバホストの間で共有される秘密テキストストリングです。
キーの長さは63文字で、出力可能な任意のASCII文字を含めることができます（スペースは使用
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できません）。すべての TACACS+サーバ設定で使用されるグローバルな事前共有秘密キーを設
定できます。

このグローバル事前共有キーの割り当ては、個別の TACACS+サーバの設定時に明示的に keyオ
プションを使用することによって上書きできます。

TACACS+ サーバのモニタリング
応答しない TACACS+サーバはデッド（dead）としてマークされ、AAA要求が送信されません。
デッド TACACS+サーバは定期的にモニタされ、応答があればアライブに戻されます。このプロ
セスにより、TACACS+サーバが稼働状態であることを確認してから、実際のAAA要求が送信さ
れます。次の図に、TACACS+サーバの状態変化によって、どのように簡易ネットワーク管理プ
ロトコル（SNMP）トラップが生成され、パフォーマンスに影響が出る前に障害を示すエラーメッ
セージが生成されるかを示します。

図 3：TACACS+ サーバの状態

アライブサーバとデッドサーバのモニタリング間隔は異なります。これらはユーザが設定で

きます。 TACACS+サーバモニタリングを実行するには、テスト認証要求を TACACS+サー
バに送信します。

（注）

ベンダー固有属性

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
TACACS+サーバの間でベンダー固有属性（VSA）を伝達する方法が規定されています。 IETF
は、属性 26を使用します。 VSAを使用するとベンダーは、一般的な用途には適合しない独自の
拡張属性をサポートできます。
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シスコの VSA 形式
シスコの TACACS+実装では、IETF仕様で推奨される形式を使用したベンダー固有のオプション
を 1つサポートしています。シスコのベンダー IDは 9、サポートされるオプションのベンダー
タイプは 1（名前付き cisco-av-pair）です。値は、次の形式のストリングです。
protocol : attribute separator value *

protocolは、特定の許可タイプを表すシスコの属性です。separatorは、必須属性の場合は =（等
号）、オプションの属性の場合は *（アスタリスク）です。

認証に TACACS+サーバを使用した場合、TACACS+プロトコルでは TACACS+サーバに対して、
認証結果とともに権限付与情報などのユーザ属性を返すように指示します。この許可情報は、

VSAで指定されます。

次の VSAプロトコルオプションがサポートされています。

• shell：ユーザプロファイル情報を提供する access-acceptパケットで使用されるプロトコル。

• Accounting：accounting-requestパケットで使用されるプロトコル。値にスペースが含まれて
いる場合は、二重引用符で囲む必要があります。

次の属性もサポートされています。

• roles：ユーザが属するすべてのロールの一覧です。値は、ロール名をスペースで区切ったス
トリングです。このサブ属性は Access-Acceptフレームの VSA部分に格納され、TACACS+
サーバから送信されます。この属性はシェルプロトコル値とだけ併用できます。

• accountinginfo：標準の TACACS+アカウンティングプロトコルに含まれる属性とともにアカ
ウンティング情報を格納します。この属性は、スイッチ上の TACACS+クライアントから、
Account-Requestフレームの VSA部分にだけ格納されて送信されます。この属性と共に使用
できるのは、アカウンティングのプロトコルデータユニット（PDU）だけです。

TACACS+ の前提条件
• TACACS+サーバの IPアドレスまたはホスト名を取得すること。

• TACACS+サーバから事前共有キーを取得していること。

• Cisco Nexus 1000Vが AAAサーバの TACACS+クライアントとして設定されていること。

•すでに、リモート TACACS+認証を含む AAAが設定されていること。

TACACS+ の注意事項と制約事項
•最大 64の TACACS+サーバを設定できます。

• TACACS+のログレベルは 5に設定する必要があります。
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TACACS+ のデフォルト設定
デフォルトパラメータ

DisabledTACACS+

0分デッドタイマー間隔

5秒タイムアウト間隔

0分アイドルタイマー間隔

testサーバの定期的モニタリングのユーザ名

testサーバの定期的モニタリングのパスワード

TACACS+ の設定
次のフローチャートで、TACACS+を設定する手順を示します。
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Cisco Nexus 1000Vのコマンドは Cisco IOSのコマンドと異なる場合があることに注意してくだ
さい。

（注）

図 4：TACACS+ 設定のフローチャート

図 5：TACACS+ 設定のフローチャート（続き）
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図 6：TACACS+ 設定のフローチャート（続き）
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TACACS+ のイネーブル化またはディセーブル化
デフォルトでは、TACACS+がディセーブルです。 TACACS+認証をサポートするコンフィギュ
レーションコマンドと検証コマンドを使用するには、TACACS+機能を明示的にイネーブルにす
る必要があります。

TACACS+をディセーブルにすると、関連するすべての設定が自動的に廃棄されます。注意

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。
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手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

TACACS+をイネーブルまたはディセーブル
にします。

switch(config)# [no] tacacs+
enable

ステップ 2   

グローバルコンフィギュレーションモードを

終了し、EXECモードに戻ります。
switch(config)# exitステップ 3   

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 4   

switch# configure terminal
switch(config)# tacacs+ enable
switch(config)# exit
switch# copy running-config startup-config

共有キーの設定

デフォルトでは、グローバルキーは設定されません。

次のものを設定するには、次の手順を実行します。

•グローバルキー（Cisco Nexus 1000Vとすべての TACACS+サーバホストの間で共有される
秘密テキストストリング）

•キー（Cisco Nexus 1000Vと単一の TACACS+サーバホストの間で共有される秘密テキスト
ストリング）

はじめる前に

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•認証用に TACACS+をイネーブルにしたこと。

• TACACS+サーバホストのキーがわかっていること。

手順

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。switch# configure
terminal

ステップ 1   

次のいずれかを実行します。
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目的コマンドまたはアク

ション

•すべての TACACS+サーバホストのグローバルキー
を設定する場合は、次のステップに進みます。

•単一の TACACS+サーバホストのキーを設定する場
合は、ステップ 3に進みます。

Cisco Nexus 1000Vと TACACS+サーバホストの間で共有
されるグローバルキーを指定します。

switch(config)#
tacacs-server key [0 | 7]
global_key

ステップ 2   

• 0：使用するクリアテキストストリング（キー）を指
定します。これがデフォルトです。

• 7：使用する暗号化された文字列（キー）を指定しま
す。

• global_key：最大 63文字のストリングです。

デフォルトでは、グローバルキーは設定されません。

ステップ 4に進みます。

Cisco Nexus 1000Vとこの特定の TACACS+サーバホスト
の間で共有されるキーを指定します。

switch(config)#
tacacs-server host {
ipv4-address | host-name}
key [0 | 7] shared_key

ステップ 3   

0：使用するクリアテキストストリング（キー）を指定し
ます。これがデフォルトです。

7：使用する暗号化された文字列（キー）を指定します。

global key：最大 63文字の文字列です。

グローバル共有キーではなく、この共有キーが使用されま

す。

グローバルコンフィギュレーションモードを終了し、

EXECモードに戻ります。
switch(config)# exitステップ 4   

（任意）

TACACS+サーバの設定を表示します。
switch# show
tacacs-server

ステップ 5   

グローバル共有キーは実行コンフィギュレーショ

ンに暗号化形式で保存されます。キーを表示す

るには、show running-configコマンドを使用しま
す。

（注）

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。

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

ステップ 6   
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switch# configure terminal
switch(config)# tacacs-server key 0 QsEFtkI#
switch(config)# exit
switch# show tacacs-server
Global TACACS+ shared secret:********
timeout value:5
deadtime value:0
total number of servers:1

following TACACS+ servers are configured:
10.10.2.2:

available on port:49
switch# copy running-config startup-config

TACACS+ サーバホストの設定
すべての TACACS+サーバホストはデフォルトの TACACS+サーバグループに追加されます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•認証用に TACACS+をイネーブルにしたこと。

•共有キーが設定されていること。

•リモート TACACS+サーバホストの IPアドレスまたはホスト名がわかっていること。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

サーバの IPアドレスまたはホスト名を
TACACS+サーバホストとして設定します。

switch(config)# tacacs-server host
{ipv4-address | host-name}

ステップ 2   

グローバルコンフィギュレーションモードを

終了し、EXECモードに戻ります。
switch(config)# exitステップ 3   

（任意）

TACACS+サーバの設定を表示します。
switch(config)# show tacacs-serverステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch(confgi)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   
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switch# configure terminal
switch(config)# tacacs-server host 10.10.2.2
switch(config)# exit
switch# show tacacs-server
timeout value:5
deadtime value:0
total number of servers:1

following TACACS+ servers are configured:
10.10.2.2:

available on port:49
switch# copy running-config startup-config

TACACS+ サーバグループの設定
メンバーサーバが認証機能を共有する TACACS+サーバグループを設定するには、次の手順を実
行します。

TACACS+サーバグループが設定されると、メンバーのサーバへのアクセスは、サーバを設定し
た順番で行われます。

TACACS+サーバグループでは、1台のサーバが応答できない場合に備えて、フェールオーバー
を提供できます。グループ内の最初のサーバが応答しない場合は、同じグループ内の次のサーバ

が試行され、サーバが応答するまでこの処理が行われます。複数のサーバグループがある場合、

同じ方法で、相互にフェールオーバーを提供できます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• EXECモードで CLIにログインしていること。

• TACACS+サーバグループに追加されたすべてのサーバが、TACACS+プロトコルを使用し
ていること。

•すでに事前共有キーが設定されていること。

•認証用に TACACS+がイネーブルになっていること。

手順

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。

switch# configure terminaltステップ 1   

指定した名前でTACACS+サーバグループを作成し、
そのグループの TACACS+コンフィギュレーション
モードを開始します。

switch(config)# aaa group
server tacacs+ group-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

TACACS+サーバのホスト名または IPアドレスを
TACACS+サーバグループのメンバーとして設定しま
す。

switch(config-tacacs+)# server
{ ipv4-address | host-name}

ステップ 3   

指定した TACACS+サーバが見つからない場合は、
tacacs-server hostコマンドを使用してサーバを設定し、
このコマンドをもう一度実行します。

指定した TACACS+サーバが見つからない
場合は、tacacs-server hostコマンドを使用し
てサーバを設定し、このコマンドをもう一

度実行します。

（注）

（任意）

このTACACS+グループのモニタリングのデッドタイ
ムを設定します。デフォルト値は 0分です。指定で
きる範囲は 0～ 1440です。

switch(config-tacacs+)#
deadtime minutes

ステップ 4   

TACACS+サーバグループのデッドタイム
間隔が0より大きい場合は、その値がグロー
バルなデッドタイム値より優先されます。

（注）

（任意）

このサーバグループとの接続に使用する仮想ルーティ

ングおよび転送（VRF）インスタンスを指定します。

switch(config-tacacs+)#
use-vrf vrf-name

ステップ 5   

（任意）

TACACS+サーバに到達するために使用される送信元
インターフェイスを指定します。

switch(config-tacacs+)#
source-interface
{interface-type}
{interface-number}

ステップ 6   

• loopback = 0～ 1023の仮想インターフェイス番号

• mgmt =管理インターフェイス 0

• null =ヌルインターフェイス 0

• port-channel = 1～ 4096のポートチャネル番号

（任意）

TACACS+サーバグループの設定を表示します。
switch(config-tacacs+)# show
tacacs-server groups

ステップ 7   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

switch(config-tacacs+)# copy
running-config
startup-config

ステップ 8   

switch# config terminal
switch(config)# aaa group server tacacs+ TacServer
switch(config-tacacs+)# server 10.10.2.2
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switch(config-tacacs+)# deadtime 30
switch(config-tacacs+)# use-vrf management
switch(config-tacacs+)# source-interface mgmt0
switch(config-tacacs+)# show tacacs-server groups
total number of groups:1

following TACACS+ server groups are configured:
group TacServer:

server 10.10.2.2 on port 49
deadtime is 30
vrf is management

switch# copy running-config startup-config

TACACS+ サーバの誘導要求のイネーブル化
この手順では、認証要求の送信先となる TACACS+サーバを指定することができます。これは
directed-request（誘導要求）と呼ばれます。

誘導要求をイネーブルにした場合、ユーザはusername@vrfname:hostnameとしてログインできます
（vrfnameは使用する VRF、hostnameは設定された TACACS+サーバの名前）。

ユーザ指定のログインは Telnetセッションに限りサポートされます。（注）

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•認証用に TACACS+をイネーブルにしたこと。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

ログイン時に認証要求を送信するTACACS+サー
バを指定するために、誘導要求の使用をイネー

switch(config)# tacacs-server
directed-request

ステップ 2   

ブルにします。デフォルトではディセーブルに

なっています。

グローバルコンフィギュレーションモードを終

了し、EXECモードに戻ります。
switch(config)# exitステップ 3   

（任意）

TACACS+の directed requestの設定を表示しま
す。

switch(config)# show
tacacs-server directed-request

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# config terminal
switch(config)# tacacs-server directed-request
switch(config)# exit
switch# show tacacs-server directed-request
enabled
switch# copy running-config startup-config

TACACS+ のグローバルタイムアウト間隔の設定
Cisco Nexus 1000Vが任意の TACACS+サーバからの応答を待つ時間を秒単位で設定するには、次
の手順を実行します。これを過ぎるとタイムアウトが宣言されます。

個別の TACACS+サーバに指定したタイムアウトは、グローバルタイムアウト間隔に優先しま
す。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次の作業を実行したことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•認証用に TACACS+をイネーブルにしたこと。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

Cisco Nexus 1000Vがサーバからの応答を待つ時
間を秒単位で指定します。デフォルトのタイム

switch(config)# tacacs-server
timeout seconds

ステップ 2   

アウト間隔は 5秒です。有効な範囲は 1～ 60秒
です。

グローバルコンフィギュレーションモードを終

了し、EXECモードに戻ります。
switch(confi)# exitステップ 3   

（任意）

TACACS+サーバの設定を表示します。
switch(config)# show
tacacs-server

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch(confi)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# tacacs-server timeout 10
switch(config)# exit

switch# n1000v# show tacacs-server
Global TACACS+ shared secret:********
timeout value:10
deadtime value:0
total number of servers:1

following TACACS+ servers are configured:
10.10.2.2:

available on port:49
switch# copy running-config startup-config

個別 TACACS+ ホストのタイムアウト間隔の設定
Cisco Nexus 1000Vが特定の TACACS+サーバからの応答を待つ時間を秒単位で設定するには、次
の手順を実行します。これを過ぎるとタイムアウトが宣言されます。この設定は TACACS+ホス
ト単位で設定します。

個別の TACACS+サーバのタイムアウト設定は、グローバルタイムアウト間隔に優先します。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次の作業を実行したことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•認証用に TACACS+をイネーブルにしたこと。

• TACACS+サーバを設定したこと。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

特定のサーバのタイムアウト間隔を指定しま

す。デフォルトはグローバルタイムアウト間

隔です。

switch(config)# tacacs-server host
{ipv4-address | host-name} timeout
seconds

ステップ 2   
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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

終了し、EXECモードに戻ります。
switch(config)# exitステップ 3   

（任意）

TACACS+サーバの設定を表示します。
switch(config)# show tacacs-serverステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# config terminal
switch(config)# tacacs-server host 10.10.2.2 timeout 10
switch(config)# exit
switch# n1000v# show tacacs-server
Global TACACS+ shared secret:********
timeout value:10
deadtime value:0
total number of servers:1

following TACACS+ servers are configured:
10.10.2.2:

available on port:49
timeout:10

switch# copy running-config startup-config

TACACS+ ホストの TCP ポートの設定
ポート 49（TACACS+要求のデフォルト）以外の TCPポートを設定するには、次の手順を実行し
ます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次の作業を実行したことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•認証用に TACACS+をイネーブルにしたこと。

• TACACS+サーバを設定したこと。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

使用する TCPポートを指定します。switch(config)# tacacs-server host
{ipv4-address | host-name} port
tcp-port

ステップ 2   

指定できるポート範囲：1～ 65535

デフォルトは 49です。

グローバルコンフィギュレーションモードを

終了し、EXECモードに戻ります。
switch(config)# exitステップ 3   

（任意）

TACACS+サーバの設定を表示します。
switch(config)# show tacacs-serverステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# tacacs-server host 10.10.2.2 port 2
switch(config)# exit
switch# show tacacs-server
Global TACACS+ shared secret:********
timeout value:10
deadtime value:0
total number of servers:1

following TACACS+ servers are configured:
10.10.2.2:

available on port:2
timeout:10

switch# copy running-config startup-config

TACACS+ ホストのモニタリングの設定
次の情報を知っている必要があります。

•アイドルタイマーには、TACACS+サーバがアイドル（要求を受信しない）状態を続ける時
間を指定します。これを過ぎると TACACS+サーバにテストパケットが送信されます。

•デフォルトのアイドルタイマー値は0分です。アイドル時間の間隔が0分の場合、TACACS+
サーバの定期モニタリングは実行されません。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次の作業を実行したことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•認証用に TACACS+をイネーブルにしたこと。

• TACACS+サーバを設定したこと。
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手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

サーバモニタリングを設定します。switch(config)# tacacs-server
host {ipv4-address | host-name }

ステップ 2   

次のキーワードと引数があります。test { idle-time minutes |
password password [ idle-time • username：デフォルトは testです。

ネットワークのセキュリティを保護

するために、TACACS+データベー
スに存在しないユーザ名を割り当て

ることを推奨します。

（注）
minutes] | username name
[password password [idle-time
minutes]]}

• password：デフォルトは testです。

• idle-time：デフォルトは 0分です。有効な範
囲は 0～ 1440分です。

TACACS+サーバの定期的なモニタ
リングを行うには、アイドルタイ

マーに 0より大きな値を設定する必
要があります。

（注）

以前に応答しなかったTACACS+サーバのチェック
を始めるまでの時間を分単位で指定します。デフォ

ルト値は0分です。有効な範囲は0～1440分です。

switch(config)# tacacs-server
dead-time minutes

ステップ 3   

グローバルコンフィギュレーションモードを終了

し、EXECモードに戻ります。
switch(config)# exitステップ 4   

（任意）

TACACS+サーバの設定を表示します。
switch(config)# show
tacacs-server

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 6   

switch# configure terminal
switch(config)# tacacs-server host 10.10.2.2 test username pvk2 password a3z9yjqz7 idle-time
3
switch(config)# tacacs-server dead-time 5
switch(config)# exit
switch# show tacacs-server
Global TACACS+ shared secret:********
timeout value:10
deadtime value:5
total number of servers:1
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following TACACS+ servers are configured:
10.10.2.2:

available on port:2
timeout:10

switch# copy running-config startup-config

TACACS+ グローバルデッドタイム間隔の設定
以前に応答しなかったサーバにテストパケットを送信するまで待機する時間を設定するには、次

の手順を実行します。

デッドタイム間隔が 0分の場合、TACACS+サーバは、応答を返さない場合でも、デットとして
マークされません。デッドタイムはグループ単位で設定できます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次の作業を実行したことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•認証用に TACACS+をイネーブルにしたこと。

• TACACS+サーバを設定したこと。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

グローバルなデッドタイム間隔を設定します。

デフォルト値は 0分です。有効な範囲は、1～
1440分です。

switch(config)# tacacs-server
deadtime minutes

ステップ 2   

グローバルコンフィギュレーションモードを

終了し、EXECモードに戻ります。
switch(config)# exitステップ 3   

（任意）

TACACS+サーバの設定を表示します。
switch(config)# show
tacacs-server

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# tacacs-server deadtime 5
switch(config)# exit
switch# show tacacs-server
Global TACACS+ shared secret:********
timeout value:10
deadtime value:5
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total number of servers:1

following TACACS+ servers are configured:
10.10.2.2:

available on port:2
timeout:10

switch# copy running-config startup-config

TACACS+ ホストの統計情報の表示
TACACS+ホストの統計情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

show tacacs-server statistics {hostname | ipv4-address}

TACACS+ の設定例
次に、TACACS+設定の例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# feature tacacs+
switch(config-tacacs+)# tacacs-server key 7 "ToIkLhPpG"
switch# (config-tacacs+)# tacacs-server host 10.10.2.2 key 7 "ShMoMhTl"
switch# (config-tacacs+)# aaa group server tacacs+ TacServer

server 10.10.2.2

TACACS+ 機能の履歴
この表には、機能の追加によるリリースの更新内容のみが記載されています。

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。4.0(4)SV1(1)TACACS+
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第 7 章

SSH の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• SSHの概要, 77 ページ

• SSHの前提条件, 78 ページ

• SSHの注意事項および制約事項, 79 ページ

• デフォルト設定, 79 ページ

• SSHの設定, 79 ページ

• SSHの設定の確認, 87 ページ

• SSHの設定例, 88 ページ

• SSH機能の履歴, 88 ページ

SSH の概要

SSH サーバ
SSHサーバを使用すると、SSHクライアントはセキュアな暗号化された接続を確立できます。
SSHは強化暗号化を使用して認証を行います。 SSHサーバは、市販の一般的な SSHクライアン
トとの相互運用が可能です。

SSHでは、TACACS+ユーザ認証およびローカルに保存されたユーザ名とパスワードがサポート
されます。

SSH クライアント
SSHクライアントは、SSHプロトコルで稼働しデバイス認証および暗号化を提供するアプリケー
ションです。 SSHクライアントをインストールすると、SSHサーバを実行する任意のデバイスと
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の間でセキュアな暗号化された接続を確立できるようになります。この接続を通して、暗号化さ

れたアウトバウンド接続が提供されます。 SSHクライアントは、認証および暗号化により、非セ
キュアなネットワーク上でセキュアな通信ができます。

SSHクライアントは、市販の一般的な SSHサーバと連動します。

SSH サーバキー
SSHでは、セキュアな通信を行うためにサーバキーが必要です。 SSHサーバキーは、次の SSH
オプションに使用できます。

• Rivest, Shamir, and Adelman（RSA）公開キー暗号化を使用した SSHバージョン 2

• Digital System Algrorithm（DSA）を使用した SSHバージョン 2

SSHサービスをイネーブルにする前に、正しいバージョンの SSHサーバキーペアを取得してお
いてください。使用する SSHクライアントのバージョンに応じた SSHサーバキーペアを生成し
ます。 SSHサービスは、SSHバージョン 2で使用する次の 2種類のキーペアを受け入れます。

• dsaオプションを使用すると、SSHバージョン 2プロトコルに対応する DSAキーペアが生成
されます。

• rsaオプションを使用すると、SSHバージョン 2プロトコルに対応する RSAキーペアが生成
されます。

デフォルトでは、1024ビットの RSAキーが生成されます。

SSHは、次の公開キー形式をサポートします。

• OpenSSH

• IETF SSH（SECSH）

• Privacy-Enhanced Mail（PEM）の公開キー証明書

SSHキーをすべて削除すると、SSHサービスを開始できません。注意

SSH の前提条件
SSHには、次の前提条件があります。

•レイヤ 3インターフェイス上に IP、mgmt 0インターフェイス上にアウトオブバンド、イーサ
ネットインターフェイス上にインバンドを設定していること。

• SSHサーバをイネーブルにする前に、SSHキーを取得すること
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SSH の注意事項および制約事項
SSHには、次の注意事項と制限事項があります。

• SSHバージョン 2（SSHv2）のみがサポートされます。

• SSHはデフォルトでイネーブルになります。

• Cisco NX-OSコマンドは Cisco IOSコマンドと異なる場合があります。

デフォルト設定

デフォルトパラメータ

EnabledSSHサーバ

1024ビットで生成された RSAキーSSHサーバキー

1024RSAキー生成ビット数

SSH の設定

SSH サーバキーの生成
セキュリティ要件に応じた SSHサーバキーを生成するには、次の手順を実行します。

デフォルトの SSHサーバキーは、1024ビットで生成される RSAキーです。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

SSHをディセーブルにします。switch(config)# no feature sshステップ 2   

SSHサーバキーを生成します。switch(config)# ssh key {dsa
[force] | rsa [bits[ force]]}

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

bits引数には、キーの生成に使用するビット数
を指定します。有効な範囲は768～2048です。
デフォルト値は 1024です。

既存のキーを置き換える場合は、キーワード

forceを使用します。

SSHをイネーブルにします。switch(config)# feature sshステップ 4   

（任意）

SSHサーバキーを表示します。
switch# show ssh keyステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

switch# configue terminal
switch(config)# no feature ssh
XML interface to system may become unavailable since ssh is disabled
switch(config)# ssh key dsa force
generating dsa key(1024 bits).....
.
generated dsa key
n1000v(config)# feature ssh
n1000v(config)# show ssh key
**************************************
rsa Keys generated:Sun Jul 27 15:18:46 2008

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAyKcb7Nv9Ki1OOId9/tdHHa/ngQujlvK5mXyL/n+DeOXK
fVhHbX2a+V0cm7CCLUkBh+BvZRmpmOVTmU/5awfVhVxMKXMiPOPBc+A6/n3FVroyRwupMki6mWoM6Uwa
GID5gsVPqFjFNSgMWtbhjo97XVKhgjFW+wOVt8QoAcrEtnwEfsnQk1EIr/0XIP1mqTsrqTsmjZ2vLk+f
FzTGYAxMvYZI+BrN47aoH2ywS7CpnODjCDXJuDYSPbc3PA8t0ghU/60m9R+s6AZPuljVQbGfxPrahEu4
GVc6sMJNU1JxmqDJkodhMArObB4Umzj7E3Rdby/ZWx/clTYiXQR1X1VfhQ==

bitcount:2048
fingerprint:
fd:ca:48:73:b9:ee:e7:86:9e:1e:40:46:f1:50:1d:44
**************************************
dsa Keys generated:Sun Jul 27 15:20:12 2008

ssh-dss AAAAB3NzaC1kc3MAAACBALpdxLjXNS/jcCNY+F1QZV9HegxBEb0DMUmq9bSq2N+KAcvHllEh
GnaiHhqarOlcEKqhLbIbuqtKTCvfa+Y1hBIAhWVjg1UR3/M22jqxnfhnxL5YRc1Q7fcesFax0myayAIU
nXrkO5iwv9XHTu+EInRc4kJ0XrG9SxtLmDe/fi2ZAAAAFQDbRabAjZa6GfDpwjXw5smRhrElJwAAAIEA
r50yi3hHawNnb5qgYLXhN+KA8XJF753eCWHtMw7NR8fz6fjQ1R2J97UjjGuQ8DvwpGeNQ5S+AuIo0rGq
svdg7TTecBcbgBOnR7Fs2+W5HiSVEGbvj1xaeK8fkNE6kaJumBB343b8Rgj0G97MP/os1GfkEqmX9glB
0IOM2mgHHyoAAACAfRir27hHy+fw8CxPlsK0R6cFhxYyd/qYYogXFKYIOPxpLoYrjqODeOFThU7TJuBz
aS97eXiruzbffHwzUGfXgmQT5o9IMZRTClWPA/5Ju4O9YABYHccUghf0W+QtgGOT6FOSvBh8uOV0kcHC
GMJAP8omphauZJlc+wgFxhnkyh4=

bitcount:1024
fingerprint:
44:91:32:1f:7a:d1:83:3c:f3:5e:db:53:0a:2d:ce:69
**************************************
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公開キーを持つユーザアカウントの設定

SSH公開キーを設定すると、パスワードを要求されることなく、SSHクライアントを使用してロ
グインできます。 SSH公開キーは、次の 3種類のいずれかの形式で指定できます。

• OpenSSH形式

• Internet Engineering Task Force（IETF）SECSH形式

• Privacy Enhanced Mail（PEM）形式の公開キー証明書

OpenSSH キーの設定
ユーザアカウントに OpenSSH形式の SSH公開キーを指定するには、次の手順を実行します。

SSH公開キーを設定して、SSHクライアントでパスワードの入力を求められずにログインするに
は、次の手順を実行します。 SSH公開キーは、次の 3種類のいずれかの形式で指定できます。

• OpenSSH形式

• Internet Engineering Task Force（IETF）SECSH形式

• Privacy Enhanced Mail（PEM）形式の公開キー証明書

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

• OpenSSH形式の SSH公開キーを作成していること。

•既存のユーザアカウントがあること。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

既存のユーザアカウントでOpenSSH形式の SSH
公開キーを設定します。

switch(config)# username
username sshkey ssh-key

ステップ 2   

ユーザアカウントを作成するには、username
name password pwdコマンドを使用します。

グローバルコンフィギュレーションモードを終

了して、EXECモードに戻ります。
switch(config)# exitステップ 3   

Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)    
   OL-27736-01-J 81

SSH の設定
公開キーを持つユーザアカウントの設定



目的コマンドまたはアクション

（任意）

ユーザアカウントの設定を表示します。

switch# show user-accountステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# username user1 sshkey ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAyK
cb7Nv9Ki1OOId9/tdHHa/ngQujlvK5mXyL/n+DeOXKfVhHbX2a+V0cm7CCLUkBh+BvZRmpmOVTmU/5aw
fVhVxMKXMiPOPBc+A6/n3FVroyRwupMki6mWoM6UwaGID5gsVPqFjFNSgMWtbhjo97XVKhgjFW+wOVt8
QoAcrEtnwEfsnQk1EIr/0XIP1mqTsrqTsmjZ2vLk+fFzTGYAxMvYZI+BrN47aoH2ywS7CpnODjCDXJuD
YSPbc3PA8t0ghU/60m9R+s6AZPuljVQbGfxPrahEu4GVc6sMJNU1JxmqDJkodhMArObB4Umzj7E3Rdby
/ZWx/clTYiXQR1X1VfhQ==
switch(config)# exit
switch# show user-account
user:admin

this user account has no expiry date
roles:network-admin

user:user1
this user account has no expiry date
roles:network-operator
ssh public key: ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAyKcb7Nv9Ki1OOId9/tdH

Ha/ngQujlvK5mXyL/n+DeOXKfVhHbX2a+V0cm7CCLUkBh+BvZRmpmOVTmU/5awfVhVxMKXMiPOPBc+A6
/n3FVroyRwupMki6mWoM6UwaGID5gsVPqFjFNSgMWtbhjo97XVKhgjFW+wOVt8QoAcrEtnwEfsnQk1EI
r/0XIP1mqTsrqTsmjZ2vLk+fFzTGYAxMvYZI+BrN47aoH2ywS7CpnODjCDXJuDYSPbc3PA8t0ghU/60m
9R+s6AZPuljVQbGfxPrahEu4GVc6sMJNU1JxmqDJkodhMArObB4Umzj7E3Rdby/ZWx/clTYiXQR1X1Vf
hQ==
switch# copy running-config startup-config

IETF または PEM キーの設定
ユーザアカウントに IETF SECSHまたは PEM形式の SSH公開キーを指定するには、次の手順を
実行します。

SSH公開キーを設定して、SSHクライアントでパスワードの入力を求められずにログインするに
は、次の手順を実行します。 SSH公開キーは、次の 3種類のいずれかの形式で指定できます。

• OpenSSH形式

• Internet Engineering Task Force（IETF）SECSH形式

• Privacy Enhanced Mail（PEM）形式の公開キー証明書

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•次のいずれかの形式の SSH公開キーを作成していること。

◦ Internet Engineering Task Force（IETF）SECSH形式
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◦ Privacy Enhanced Mail（PEM）形式の公開キー証明書

手順

目的コマンドまたはアクション

サーバから SSHキーが入ったファイルをダウ
ンロードします。サーバは FTP、Secure Copy

switch# copy server-file
bootflash: filename

ステップ 1   

（SCP）、Secure FTP（SFTP）、または TFTP
のいずれかを使用できます。

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。

switch# configure terminalステップ 2   

SSH公開キーを設定します。switch(config)# username
username sshkey file
bootflash:filename

ステップ 3   

グローバルコンフィギュレーションモードを

終了して、EXECモードに戻ります。
switch(config)# exitステップ 4   

（任意）

ユーザアカウントの設定を表示します。

switch# show user-accountステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

switch# copy tftp://10.78.1.10/secsh_file.pub bootflash:secsh_file.pub vrf management
Trying to connect to tftp server......
Connection to server Established.
|
TFTP get operation was successful
switch# configure terminal
switch(config)# username User1 sshkey file bootflash:secsh_file.pub
switch(config)# exit
switch# show user-account
user:admin

this user account has no expiry date
roles:network-admin

user:user2
this user account has no expiry date
roles:network-operator
ssh public key: ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAyKcb7Nv9Ki1OOId9/tdHHa/

ngQujlvK5mXyL/n+DeOXKfVhHbX2a+V0cm7CCLUkBh+BvZRmpmOVTmU/5awfVhVxMKXMiPOPBc+A6/n3FVroyRwupMki6
mWoM6UwaGID5gsVPqFjFNSgMWtbhjo97XVKhgjFW+wOVt8QoAcrEtnwEfsnQk1EIr/0XIP1mqTsrqTsmjZ2vLk+
fFzTGYAxMvYZI+BrN47aoH2ywS7CpnODjCDXJuDYSPbc3PA8t0ghU/60m9R+s6AZPuljVQbGfxPrahEu4GVc6sMJN
U1JxmqDJkodhMArObB4Umzj7E3Rdby/ZWx/clTYiXQR1X1VfhQ==
switch# copy running-config startup-config

SSH セッションの開始
IPを使用してSSHセッションを開始し、リモート装置と接続するには、次の手順を実行します。
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はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•リモートデバイスのホスト名と、必要な場合はユーザ名も取得していること。

•リモートデバイスの SSHサーバがイネーブルであること。

手順

目的コマンドまたはアクション

IPを使用してリモート装置との SSH IPセッショ
ンを作成します。デフォルトの仮想ルーティン

switch# ssh [root@] {ip address |
hostname } [vrf vrf-name]

ステップ 1   

グおよび転送（VRF）インスタンスはデフォルト
VRFです。

switch# ssh root@172.28.30.77
root@172.28.30.77's password:
Last login: Sat Jul 26 11:07:23 2008 from 171.70.209.64

SSH ホストのクリア
SCPまたは SFTPを使用してサーバからファイルをダウンロードした際、またはリモートホスト
へのSSHセッションを開始した際に追加された信頼できるSSHサーバのリストをアカウントから
クリアするには、次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

SSHホストセッションをクリアしま
す。

switch# clear ssh hostsステップ 1   

switch# clear ssh hosts

SSH サーバのディセーブル化
SSHサーバをディセーブルにしてスイッチへの SSHアクセスを禁止するには、この手順を使用し
ます。デフォルトでは、SSHサーバはイネーブルになっています。

SSHをディセーブルにした後で再度イネーブルにするには、初めにSSHサーバキーを生成する必
要があります。
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はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

SSHサーバをディセーブルにします。デフォ
ルトではイネーブルになっています。

switch(config)# no feature sshステップ 2   

（任意）

SSHサーバの設定を表示します。
switch(config)# show ssh serverステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 4   

switch# configure terminal
switch(config)# no feature ssh
XML interface to system may become unavailable since ssh is disabled
switch(config)# show ssh server
ssh is not enabled
switch(config)# copy running-config startup-config

SSH サーバキーの削除
SSHサーバをディセーブルにしたあと、SSHサーバキーを削除するには、次の手順を実行しま
す。

SSHをディセーブルにした後で再度イネーブルにするには、初めにSSHサーバキーを生成する必
要があります。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

SSHサーバをディセーブルにします。switch(config)# no feature sshステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

SSHサーバキーを削除します。switch(config)# no ssh key [dsa |
rsa]

ステップ 3   

デフォルトでは、すべてのSSHキーが削除さ
れます。

（任意）

SSHサーバキーの設定を表示します。
switch(config)# show ssh keyステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーしま

す。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# no feature ssh
switch(config)# no ssh key rsa
switch(config)# show ssh key
**************************************
rsa Keys generated:Sun Jul 27 15:18:46 2008

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAyKcb7Nv9Ki1OOId9/tdHHa/ngQujlvK5mXyL/n+DeOXK
fVhHbX2a+V0cm7CCLUkBh+BvZRmpmOVTmU/5awfVhVxMKXMiPOPBc+A6/n3FVroyRwupMki6mWoM6Uwa
GID5gsVPqFjFNSgMWtbhjo97XVKhgjFW+wOVt8QoAcrEtnwEfsnQk1EIr/0XIP1mqTsrqTsmjZ2vLk+f
FzTGYAxMvYZI+BrN47aoH2ywS7CpnODjCDXJuDYSPbc3PA8t0ghU/60m9R+s6AZPuljVQbGfxPrahEu4
GVc6sMJNU1JxmqDJkodhMArObB4Umzj7E3Rdby/ZWx/clTYiXQR1X1VfhQ==

bitcount:2048
fingerprint:
fd:ca:48:73:b9:ee:e7:86:9e:1e:40:46:f1:50:1d:44
**************************************
dsa Keys generated:Sun Jul 27 15:20:12 2008

ssh-dss AAAAB3NzaC1kc3MAAACBALpdxLjXNS/jcCNY+F1QZV9HegxBEb0DMUmq9bSq2N+KAcvHllEh
GnaiHhqarOlcEKqhLbIbuqtKTCvfa+Y1hBIAhWVjg1UR3/M22jqxnfhnxL5YRc1Q7fcesFax0myayAIU
nXrkO5iwv9XHTu+EInRc4kJ0XrG9SxtLmDe/fi2ZAAAAFQDbRabAjZa6GfDpwjXw5smRhrElJwAAAIEA
r50yi3hHawNnb5qgYLXhN+KA8XJF753eCWHtMw7NR8fz6fjQ1R2J97UjjGuQ8DvwpGeNQ5S+AuIo0rGq
svdg7TTecBcbgBOnR7Fs2+W5HiSVEGbvj1xaeK8fkNE6kaJumBB343b8Rgj0G97MP/os1GfkEqmX9glB
0IOM2mgHHyoAAACAfRir27hHy+fw8CxPlsK0R6cFhxYyd/qYYogXFKYIOPxpLoYrjqODeOFThU7TJuBz
aS97eXiruzbffHwzUGfXgmQT5o9IMZRTClWPA/5Ju4O9YABYHccUghf0W+QtgGOT6FOSvBh8uOV0kcHC
GMJAP8omphauZJlc+wgFxhnkyh4=

bitcount:1024
fingerprint:
44:91:32:1f:7a:d1:83:3c:f3:5e:db:53:0a:2d:ce:69
**************************************
mcs-srvr43(config)# no ssh key rsa
mcs-srvr43(config)# show ssh key
**************************************
could not retrieve rsa key information
**************************************
dsa Keys generated:Sun Jul 27 15:20:12 2008

ssh-dss AAAAB3NzaC1kc3MAAACBALpdxLjXNS/jcCNY+F1QZV9HegxBEb0DMUmq9bSq2N+KAcvHllEh
GnaiHhqarOlcEKqhLbIbuqtKTCvfa+Y1hBIAhWVjg1UR3/M22jqxnfhnxL5YRc1Q7fcesFax0myayAIU
nXrkO5iwv9XHTu+EInRc4kJ0XrG9SxtLmDe/fi2ZAAAAFQDbRabAjZa6GfDpwjXw5smRhrElJwAAAIEA
r50yi3hHawNnb5qgYLXhN+KA8XJF753eCWHtMw7NR8fz6fjQ1R2J97UjjGuQ8DvwpGeNQ5S+AuIo0rGq
svdg7TTecBcbgBOnR7Fs2+W5HiSVEGbvj1xaeK8fkNE6kaJumBB343b8Rgj0G97MP/os1GfkEqmX9glB
0IOM2mgHHyoAAACAfRir27hHy+fw8CxPlsK0R6cFhxYyd/qYYogXFKYIOPxpLoYrjqODeOFThU7TJuBz
aS97eXiruzbffHwzUGfXgmQT5o9IMZRTClWPA/5Ju4O9YABYHccUghf0W+QtgGOT6FOSvBh8uOV0kcHC
GMJAP8omphauZJlc+wgFxhnkyh4=
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bitcount:1024
fingerprint:
44:91:32:1f:7a:d1:83:3c:f3:5e:db:53:0a:2d:ce:69
**************************************
mcs-srvr43(config)# no ssh key dsa
mcs-srvr43(config)# show ssh key
**************************************
could not retrieve rsa key information
**************************************
could not retrieve dsa key information
**************************************
no ssh keys present. you will have to generate them
**************************************

SSH セッションのクリア
デバイスから SSHセッションをクリアするには、次の手順を実行します。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

ユーザセッション情報を表示します。switch# show usersステップ 1   

ユーザ SSHセッションをクリアします。switch# clear line vty-lineステップ 2   

（任意）

ユーザセッション情報を表示します。

switch# show usersステップ 3   

switch# show users
NAME LINE TIME IDLE PID COMMENT
admin tty1 Jul 25 19:13 old 2867
admin pts/0 Jul 28 09:49 00:02 28556 (10.21.148.122)
admin pts/1 Jul 28 09:46 . 28437 (::ffff:10.21.148.122)*
switch# clear line 0
switch# show users
NAME LINE TIME IDLE PID COMMENT
admin tty1 Jul 25 19:13 old 2867
admin pts/1 Jul 28 09:46 . 28437 (::ffff:10.21.148.122)*
mcs-srvr43(config)#

SSH の設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

SSHサーバキーペアの情報を表示します。show ssh key [dsa | rsa]
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目的コマンド

実行コンフィギュレーション内のSSHとユーザ
アカウントの設定を表示します。キーワード

allを指定すると、SSHおよびユーザアカウン
トのデフォルト値が表示されます。

show running-config security [all]

SSHサーバの設定を表示します。show ssh server

SSH の設定例
この例では、OpenSSHキーを使用して SSHを設定する手順を示します。

1 SSHサーバをディセーブルにします。
switch# configure terminal
switch(config)# no feature ssh

2 SSHサーバキーを生成します。
switch(config)# ssh key rsa
generating rsa key(1024 bits).....
.generated rsa key

3 SSHサーバをイネーブルにします。
switch(config)# feature ssh

4 SSHサーバキーを表示します。
switch(config)# show ssh key
rsa Keys generated:Sat Sep 29 00:10:39 2007

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAvWhEBsF55oaPHNDBnpXOTw6+/OdHoLJZKr+MZm99n2U0
ChzZG4svRWmHuJY4PeDWl0e5yE3g3EO3pjDDmt923siNiv5aSga60K36lr39HmXL6VgpRVn1XQFiBwn4
na+H1d3Q0hDt+uWEA0tka2uOtXlDhliEmn4HVXOjGhFhoNE=

bitcount:1024
fingerprint:
51:6d:de:1c:c3:29:50:88:df:cc:95:f0:15:5d:9a:df
**************************************
could not retrieve dsa key information
**************************************

5 OpenSSH形式の SSH公開キーを指定します。
switch(config)# username User1 sshkey ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAy19oF6QaZl9G+3f1XswK3OiW4H7YyUyuA50rv7gsEPjhOBYmsi6PAVKui1nIf/
DQhum+lJNqJP/eLowb7ubO+lVKRXFY/G+lJNIQW3g9igG30c6k6+XVn+NjnI1B7ihvpVh7dLddMOXwOnXHYshXmSiH
3UD/vKyziEh5S4Tplx8=

6 設定を保存します。

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

SSH 機能の履歴
この表には、機能の追加によるリリースの更新内容のみが記載されています。
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機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。4.0(4)SV1(1)SSH

Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)    
   OL-27736-01-J 89

SSH の設定
SSH 機能の履歴



   Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
90 OL-27736-01-J  

SSH の設定
SSH 機能の履歴



第 8 章

Telnet の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• Telnetサーバの概要 , 91 ページ

• Telnetの前提条件, 91 ページ

• Telnetの注意事項と制限事項, 91 ページ

• Telnetのデフォルト設定, 92 ページ

• Telnetの設定, 92 ページ

• Telnetの設定の確認, 94 ページ

• Telnet機能の履歴, 95 ページ

Telnet サーバの概要
Telnetプロトコルは、ホストとの TCP/IP接続の確立を可能にします。 Telnetを使用すると、ある
サイトのユーザが別のサイトのログインサーバとTCP接続を確立し、デバイス間でキーストロー
クをやり取りできます。 Telnetは、リモートデバイスアドレスとして IPアドレスまたはドメイ
ン名のいずれかを受け入れます。

Telnet の前提条件
レイヤ 3インターフェイス上に IP、mgmt 0インターフェイス上にアウトバンド、またはイーサ
ネットインターフェイス上にインバンドを設定していること

Telnet の注意事項と制限事項
• Telnetサーバはデフォルトでイネーブルになっています。
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• Cisco NX-OSコマンドは Cisco IOSコマンドと異なる場合があります。

Telnet のデフォルト設定
デフォルトパラメータ

EnabledTelnetサーバ

Telnet の設定

Telnet サーバのディセーブル化
Telnetサーバはデフォルトでイネーブルになっていますが、必要な場合は、次の手順を実行して
再度イネーブルにすることができます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

Telnetサーバをイネーブルにします。switch(config)# feature telnetステップ 2   

Telnetサーバをイネーブルにします。switch(config)# show telnet serverステップ 3   

（任意）

Telnetサーバの設定を表示します。
switch(config)# show telnet serverステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーし

ます。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# feature telnet
switch(config)# show telnet server
telnet service enabled
switch(config)# copy running-config startup-config
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リモート装置との IP Telnet セッションの開始

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

• Telnetサーバがイネーブルで、リモートデバイスでもイネーブルであること。

•リモートデバイスのホスト名を取得し、必要な場合、リモートデバイスのユーザ名も取得
していること。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した宛先との IPTelnetセッションを作成します。switch# telnet {ip address |
host-name} [port-number] [vrf
vrf-name]

ステップ 1   

次のキーワードと引数があります。

• port-number：このセッションで使用するポート
番号（1～ 65535）。デフォルトのポート番号は
23です。

• vrf-name：デフォルトの VRFはデフォルト VRF
です。

switch# telnet 10.10.1.1

Telnet セッションのクリア

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

ユーザセッション情報を表示します。switch# show usersステップ 1   

ユーザTelnetセッションをクリアします。switch# clear line vty-lineステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

ユーザセッション情報を表示します。

switch# show usersステップ 3   

switch# show users
NAME LINE TIME IDLE PID COMMENT
admin tty1 Jul 25 19:13 old 2867
admin pts/1 Jul 28 14:04 . 31453 (::ffff:171.70.209.8)
admin pts/2 Jul 28 14:04 . 31475 (171.70.209.8)*
switch# clear line 1
switch# show users
NAME LINE TIME IDLE PID COMMENT
admin tty1 Jul 25 19:13 old 2867
admin pts/2 Jul 28 14:04 . 31475 (171.70.209.8)*
switch#

Telnet の設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

実行コンフィギュレーションのユーザアカウン

ト設定を表示します。 allキーワードを指定す
ると、ユーザアカウントのデフォルト値が表示

されます。

show running-config security [all]

Telnetサーバの設定を表示します。show telnet server

現在のホストの設定詳細を表示します。show hosts

接続情報を表示します。show tcp connection

switch# show running-config security all
version 4.0(1)
username admin password 5 $1$xMw2Q/1S$ZEWRvyAxAJAFV0weuSPvg1 role network-admin
username user2 password 5 $1$byNNnnSP$xfXVKjE5UEScvriwX3Kyj0 role network-operator
username user2 sshkey ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAyKcb7Nv9Ki1OOId9/tdHHa/ngQujlvK5mXyL/n+DeOXKfVhHbX2a+V0cm7CCLUkBh+BvZRmpmOVTmU/5awfVhVxMKXMiPOPBc+A6/n3FVroyRwupMki6mW
oM6UwaGID5gsVPqFjFNSgMWtbhjo97XVKhgjFW+wOVt8QoAcrEtnwEfsnQk1EIr/0XIP1mqTsrqTsmjZ2vLk+fFzTGYAxMvYZI+BrN47aoH2ywS7CpnODjCDXJuDYSPbc3PA8t0ghU/60m9R+s6AZPuljVQbGfxPrahEu4GVc6sMJNU1
JxmqDJkodhMArObB4Umzj7E3Rdby/ZWx/clTYiXQR1X1VfhQ==
telnet server enable

banner motd # User Access Verification #

ssh key rsa 1024 force
no ssh key dsa force
ssh server enable
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Telnet 機能の履歴
この表には、機能の追加によるリリースの更新内容のみが記載されています。

機能情報機能名

この機能が導入されました。4.0(4)SV1(1)Telnet
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第 9 章

IP ACL の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• ACLについて , 97 ページ

• IP ACLの前提条件, 103 ページ

• IP ACLの注意事項と制約事項, 103 ページ

• IP ACLのデフォルト設定, 104 ページ

• IP ACLの設定, 104 ページ

• IP ACLの設定の確認, 115 ページ

• IP ACLのモニタリング, 116 ページ

• IP ACLの設定例, 116 ページ

• IP ACLの機能の履歴, 117 ページ

ACL について
ACLは、トラフィックをフィルタリングするための順番に並べられた一連のルールです。デバイ
スは、パケットを適用する ACLを決定する際に、パケットをルールに対してテストしていきま
す。最初に一致したルールで、そのパケットが許可されるか拒否されるかが決定されます。一致

するルールがない場合は、そのデバイスでのデフォルトルールが適用されます。デバイスは、許

可されたパケットは処理し、拒否されたパケットは廃棄します。

ACLを使用すると、ネットワークおよび特定のホストを、不要なトラフィックや望ましくないト
ラフィックから保護できます。たとえば、ACLを使用して、厳重にセキュリティ保護されたネッ
トワークからインターネットに HyperText Transfer Protocol（HTTP;ハイパーテキストトランス
ファプロトコル）トラフィックが流入するのを禁止できます。また、特定のサイトへのHTTPト
ラフィックだけを許可することもできます。その場合は、サイトの IPアドレスが、IP ACLに指
定されているかどうかによって判定します。
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ACL のタイプと適用
ポート ACLをトランクポートに適用すると、その ACLは、当該トランクポート上のすべての
VLAN上のトラフィックをフィルタリングします。

レイヤ 2トラフィックのフィルタリングでは、次のポート ACLのタイプがサポートされます。

• IP ACL：IPv4 ACLは IPトラフィックだけに適用されます。

• MAC ACL：MAC ACLは非 IPトラフィックにだけ適用されます。

ACL の適用順序
ACLは次の順序で適用されます。

1 着信ポート ACL

2 発信ポート ACL

ルール

ACLによるネットワークトラフィックのフィルタリング方法を設定する際に、何を作成、変更、
削除するかを決めるのがルールです。ルールは実行コンフィギュレーション内に表示されます。

ACLをインターフェイスに適用するか、またはインターフェイスにすでに適用されている ACL
内のルールを変更すると、スーパーバイザモジュールは実行コンフィギュレーション内のルール

から ACLのエントリを作成し、それらの ACLエントリを適用可能な I/Oモジュールに送信しま
す。

アクセスリストコンフィギュレーションモードで permitまたは denyコマンドを使用すると、
ACLにルールを作成できます。これにより、デバイスは許可ルール内の基準と一致するトラフィッ
クを許可し、拒否ルール内の基準と一致するトラフィックをブロックします。ルールに一致する

ためにトラフィックが満たさなければならない基準を設定するためのオプションが多数用意され

ています。

送信元と宛先

各ルールには、ルールに一致するトラフィックの送信元と宛先を指定します。指定する送信元お

よび宛先には、特定のホスト、ホストのネットワークまたはグループ、あるいは任意のホストを

使用できます。送信元と宛先の指定方法は、IPACLとMACACLのどちらを設定するかによって
異なります。
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プロトコル

IPACLおよびMACACLでは、トラフィックをプロトコルで識別できます。一部のプロトコルは
名前で指定できます。たとえば、IP ACLでは、ICMPを名前で指定できます。

プロトコルはすべて番号で指定できます。MAC ACLでは、プロトコルをそのプロトコルの
Ethertype番号（16進数）で指定できます。たとえば、MAC ACLルールの IPトラフィックの指
定に 0x0800を使用できます。

IP ACLでは、インターネットプロトコル番号を表す整数でプロトコルを指定できます。たとえ
ば、Layer 2 Tunneling Protocol（L2TP;レイヤ 2トンネリングプロトコル）を指定するには、115
を使用します。

暗黙のルール

IP ACLおよびMACACLには暗黙ルールがあります。暗黙ルールは、実行コンフィギュレーショ
ンには設定されていませんが、ACL内の他のルールと一致しない場合にデバイスがトラフィック
に適用するルールです。 ACLのルール単位の統計情報を維持するようにデバイスを設定した場
合、暗黙ルールの統計情報はデバイスに維持されません。

すべての IP ACLには、不一致の IPトラフィックを拒否する次の暗黙ルールがあります。
deny ip any any

すべてのMAC ACLには、次の暗黙のルールがあります。
deny any any

この暗黙ルールによって、トラフィックのレイヤ 2ヘッダーに指定されているプロトコルに関係
なく、不一致トラフィックが確実に拒否されます。

その他のフィルタリングオプション

追加のオプションを使用してトラフィックを識別できます。これらのオプションは、ACLのタイ
プによって異なります。次のリストには、ほとんどの追加フィルタリングオプションが含まれて

いますが、すべてを網羅しているわけではありません。

• IP ACLは、次の追加フィルタリングオプションをサポートしています。

◦レイヤ 4プロトコル

◦ TCP/UDPポート

◦ ICMPタイプおよびコード

◦ IGMPタイプ

◦優先レベル

◦ DiffServコードポイント（DSCP）値

◦ ACK、FIN、PSH、RST、SYN、または URGビットがセットされた TCPパケット

• MAC ACLは、次の追加フィルタリングオプションをサポートしています。
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◦レイヤ 3プロトコル

◦ VLAN ID

◦サービスクラス（CoS）

シーケンス番号

デバイスはルールのシーケンス番号をサポートしています。入力するすべてのルールにシーケン

ス番号が割り当てられます（ユーザによる割り当てまたはデバイスによる自動割り当て）。シー

ケンス番号によって、次の ACL設定作業が容易になります。

•既存のルールの間に新規のルールを追加する：シーケンス番号を指定することによって、
ACL内での新規ルールの挿入場所を指定します。たとえば、ルール番号 100と 110の間に
新しいルールを挿入する必要がある場合は、シーケンス番号 105を新しいルールに割り当て
ます。

•ルールを削除する：シーケンス番号を使用しない場合は、ルールを削除するのに、次のよう
にルール全体を入力する必要があります。

switch(config-acl)# no permit tcp 10.0.0.0/8 any

このルールに 101番のシーケンス番号が付いていれば、次コマンドだけでルールを削除でき
ます。

switch(config-acl)# no 101

•ルールを移動する：シーケンス番号を使用すれば、同じ ACL内の異なる場所にルールを移
動する必要がある場合に、そのルールのコピーをシーケンス番号で正しい位置に挿入してか

ら、元のルールを削除できます。この方法により、トラフィックを中断せずにルールを移動

できます。

シーケンス番号を使用せずにルールを入力すると、デバイスはそのルールを ACLの最後に追加
し、そのルールの直前のルールのシーケンス番号よりも 10大きい番号を割り当てます。たとえ
ば、ACL内の最後のルールのシーケンス番号が 225で、シーケンス番号を指定せずにルールを追
加した場合、デバイスはその新しいルールにシーケンス番号 235を割り当てます。

さらに、ACL内のルールにシーケンス番号を再割り当てすることも可能です。シーケンス番号の
再割り当ては、ACL内に、100、101のように連続するシーケンス番号のルールがある場合、それ
らのルールの間に 1つ以上のルールを挿入する必要があるときに便利です。

統計情報

デバイスは IPv4 ACLおよびMACACLに設定する各ルールのグローバル統計を維持できます。 1
つの ACLが複数のインターフェイスに適用される場合、ルール統計には、その ACLが適用され
るすべてのインターフェイスと一致する（ヒットする）パケットの合計数が維持されます。

インターフェイスレベルの ACL統計はサポートされていません。（注）
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設定する ACLごとに、その ACLの統計情報をデバイスが維持するかどうかを指定できます。こ
れにより、ACLによるトラフィックフィルタリングが必要かどうかに応じて ACL統計のオン、
オフを指定できます。また、ACL設定のトラブルシューティングにも役立ちます。

デバイスには ACLの暗黙ルールの統計情報は維持されません。たとえば、すべての IPv4 ACLの
末尾にある暗黙の deny ip any anyルールと一致するパケットのカウントはデバイスに維持されま
せん。暗黙ルールの統計情報を維持する場合は、暗黙ルールと同じルールを指定した ACLを明
示的に設定する必要があります。

ACL ロギング
アクセスコントロールリスト（ACL）のロギングを使用して、特定の ACLに影響するフローを
モニタできます。 ACLは、アクセスコントロールエントリ（ACE）でそのオプションのログ
キーワードを設定できます。オプションを設定すると、入力した ACLの許可条件または拒否条
件に一致する各フローの統計情報がソフトウェアで記録されます。

次のコマンドを入力して、ACLにログオプションを適用できます。
switch(config)# ip access-list [name]
switch(config-acl)# permit tcp any 156.10.3.44/24 log

暗黙拒否ルールは ACLのデフォルトアクションです。暗黙拒否ルールに一致するパケットを記
録するには、明示的な拒否ルールを作成し、ログキーワードを追加する必要があります。

ACLのロギングが適用されるのは、ip access-listコマンドで設定された ACLだけです。仮想スー
パーバイザモジュール（VSM）の管理インターフェイスやセレクタ（aaa authen match、qos match
など）のような他のトラフィックは、記録されません。

統計情報およびロギングはフローごとに提供されます。フローは次の IPフローによって定義され
ます。

• VSM ID

•仮想イーサネットモジュール（VEM）ID

•送信元インターフェイス

•プロトコル

•送信元 IPアドレス

•送信元ポート

•宛先 IPアドレス

•宛先ポート

スケーラビリティは次の機能によって提供されます。

•各 Cisco Nexus 1000Vスイッチで最大 64個の VEMをサポートできます。

•各VEMでは最大 5000の許可フローおよび 5000の拒否フローをサポートできます。許可/拒
否フローの最大数は設定可能なオプションです。
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•フローのレポートインターバルは 5～ 86,400秒（1日）の範囲で設定できます。

•設定フローの Syslogレベルは 0～ 7の範囲で指定できます。

•最大 3台の Syslogサーバがサポートされます。

ACL フロー
ACLロギングに関連する ACLフローには次の特性があります。

•同一のACLアクションを実行する同じパケットヘッダー（SrcIP、DstIP、Protocol、SrcPort、
DstPort）を持つ IPv4パケットのストリームを表します。各フローエントリがフローと一致
するパケットの数を追跡します。

•ロギングが対応する入力/出力 ACLポリシーでイネーブルになっている場合にだけ作成され
ます。入力および出力フローは個別に追跡されます。

•各 VEMで最大 10,000の ACLフローを追跡します。フローのスペースは許可/拒否フロー間
で共有され、それぞれの最大値は 5000ですが、これは設定可能です。

•各フローエントリは、次の要素で構成されます。

◦パケットのタプル

◦ ACLアクション

◦方向

◦パケット数

• ACLフローのライフサイクルは次のとおりです。

◦フローは、単一方向ストリーム内の最初のパケットがレイヤ3ACLポリシーと一致する
と作成されます。新しいフロー通知が Syslogサーバに送信されます。

◦フローのタプルと一致するタプルを持つ後続のすべてのパケットにより、フローあたり
のパケットカウンタが増加します。

◦各フローは、設定されたレポート間隔に基づいて、定期的に追跡されます。それぞれの
定期的なレポートによって、最後の定期的なレポート以降に出現したすべてのアクティ

ブフローおよび対応するパケットカウントが、Syslogサーバに報告されます。

◦ 1回の完全な間隔で、フローと一致するパケットが出現しなかった場合、フローエント
リが削除されます。これは、唯一のフローエージング方式です。

◦フローはステートフルではありません。TCPフローの接続トラッキングはありません。

•フローを報告するプロセスは、次のように発生します。

◦フローが作成されるたびに、新しいフローの通知メッセージがSyslogサーバに送信され
ます。
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◦次に、各アクティブフローごとの定期的なレポートが届きます。最後の定期的なレポー
ト以降に、フローと一致するパケットが出現すると、フローはアクティブになります。

◦パケットのタプル、ACLアクション、方向、VEM ID、VSM ID、パケット数を含むフ
ロー情報が Syslogサーバにエクスポートされます。

◦定期的な時間のデフォルト設定は 5分で、最小は 5秒です。新しいユーザ空間の ACL
ロギングスレッドが、定期的なポーリングおよびレポート機能を処理します。

◦フローのスペース使用量を識別する Syslogメッセージが、最大しきい値の 75パーセン
ト、90パーセント、および 100パーセントになったときに、各間隔で一度だけ Syslog
サーバに送信されます。

Syslog メッセージ
Syslogメッセージの特性は次のとおりです。

•フロー情報が含まれている Syslogメッセージは各 VEMからエクスポートされます。

• Syslogクライアント機能はRFC-5424に準拠しており、UDPポート（514）を使用してサーバ
と通信します。

•ホストは、リモート Syslogサーバに到達できる vmknicインターフェイスを使用して設定す
る必要があります。

• ESXi-5.0ホストでは、Syslogメッセージはファイアウォールによってブロックされます。
Cisco Nexus 1000Vには、ポート 514のファイアウォールを開くインストールスクリプトが
あります。

IP ACL の前提条件
• IPACLを設定するためには、IPアドレッシングおよびプロトコルに関する知識が必要です。

• ACLを設定するインターフェイスタイプについての知識が必要です。

IP ACL の注意事項と制約事項
•ほとんどの場合、IPパケットの ACL処理は、I/Oモジュール上で実行されます。管理イン
ターフェイストラフィックは、常にスーパーバイザモジュールで処理されます。この場合、

速度は遅くなります。

• ACLは、ポートチャネルではサポートされていません。
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IP ACL のデフォルト設定
デフォルトパラメータ

デフォルトの IP ACLは存在しません。IP ACL

すべてのACLに暗黙のルールが適用されます。ACLルール

IP ACL の設定

IP ACL の作成
デバイスに IPv4 ACLを作成し、これにルールを追加できます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

名前付き IPACL（最大64文字）を作成し、IPACL
コンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# [no] ip
access-list {name |
match-local-traffic}

ステップ 2   

match-local-trafficオプションは、ローカルに生成さ
れたトラフィックのマッチングをイネーブルにし

ます。

noオプションは指定されたアクセスリストを削除
します。

IP ACL内にルールを作成します。多数のルールを
作成できます。 sequence-number引数には、1～
4294967295の整数を指定できます。

switch(config-acl)#
[sequence-number] { permit |
deny} protocol source
destination

ステップ 3   

permitキーワードと denyキーワードには、トラ
フィックを識別するための多くの方法が用意され

ています。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

その ACLのルールと一致するパケットのグローバ
ル統計をデバイスが維持するように設定します。

switch(config-acl)# statistics
per-entry

ステップ 4   

（任意）

IP ACLの設定を表示します。
switch(config-acl)# show ip
access-lists name

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

switch(config-acl)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

switch# configure terminal
switch(config)# ip access-list acl-01
switch(config-acl)# permit ip 192.168.2.0/24 any
switch(config-acl)# statistics per-entry
switch(config-acl)# show ip access-lists acl-01
switch(config-acl)# copy running-config startup-config

IP ACL の変更
既存の IPv4 ACLに対してルールの追加または削除を行うことができます。既存のルールは変更
できません。ルールを変更するには、そのルールを削除してから、変更を加えたルールを再作成

します。

既存のルールの間に新しいルールを挿入する必要がある場合で、現在のシーケンス番号の空き状

況ではすべてを挿入できないときは、resequenceコマンドを使用してシーケンス番号を再割り当
てします。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

指定した ACLの IP ACLコンフィギュレーション
モードを開始します。

switch(config)# ip access-list
name

ステップ 2   

（任意）

IP ACL内にルールを作成します。シーケンス番号
を指定すると、ACL内のルール挿入位置を指定で

switch(config-acl)#
[sequence-number] { permit |
deny} protocol source
destination

ステップ 3   

きます。シーケンス番号を指定しないと、ルール
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目的コマンドまたはアクション

はACLの末尾に追加されます。 sequence-number引
数には、1～ 4294967295の整数を指定できます。

permitキーワードと denyキーワードには、トラ
フィックを識別するための多くの方法が用意されて

います。

（任意）

指定したルールを IP ACLから削除します。
switch(config-acl)# no
{sequence-number | {permit |
deny} protocol source
destination}

ステップ 4   

permitキーワードと denyキーワードには、トラ
フィックを識別するための多くの方法が用意されて

います。

（任意）

その ACLのルールと一致するパケットのグローバ
ル統計をデバイスが維持するように設定します。

switch(config-acl)# [no]
statistics per-entry

ステップ 5   

noオプションを使用すると、デバイスはその ACL
のグローバル統計の維持を停止します。

（任意）

IP ACLの設定を表示します。
switch(config-acl)# show ip
access-lists name

ステップ 6   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

switch(config-acl)# copy
running-config startup-config

ステップ 7   

switch# configure terminal
switch(config)# ip access-list acl-01
switch(config-acl)# 100 permit ip 192.168.2.0/24 any
switch(config-acl)# no 80
switch(config-acl)# statistics per-entry
switch(config-acl)# show ip access-lists acl-01
switch(config-acl)# copy running-config startup-config

IP ACL の削除
ACLを削除しても、適用されているインターフェイスの設定には影響しません。デバイスは削除
された ACLを空であると見なします。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

• ACLがインターフェイスに適用されているかどうかがわかっていること。
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手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

名前で指定した IPACLを実行コンフィギュレー
ションから削除します。

switch(config)# no ip access-list
name

ステップ 2   

（任意）

IP ACLの設定を表示します。 ACLがインター
フェイスに引き続き適用されている場合は、イ

ンターフェイスが表示されます。

switch(config)# show ip access-list
name summary

ステップ 3   

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 4   

switch# configure terminal
switch(config)# no ip access-list acl-01
switch(config)# show ip access-lists acl-01 summary
switch(config)# copy running-config startup-config

IP ACL 内のシーケンス番号の変更
IP ACL内のルールに付けられたすべてのシーケンス番号を変更できます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

ACL内に記述されているルールにシーケンス番
号を付けます。指定した開始シーケンス番号が最

switch(config)# resequence ip
access-list name
starting-sequence-number
increment

ステップ 2   

初のルールに付けられます。後続の各ルールに

は、直前のルールよりも大きい番号が付けられま

す。番号の間隔は、指定した増分によって決ま

ります。 starting-sequence-number引数と increment
引数は、1～ 4294967295の整数で指定します。
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目的コマンドまたはアクション

IP ACLの設定を表示します。switch(config)# show ip
access-lists name

ステップ 3   

（任意）

IP ACLの設定を表示します。
switch(config)# show ip
access-lists name

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# resequence access-list ip acl-01 100 10
switch(config)# show ip access-lists acl-01
switch(config)# copy running-config startup-config

IP ACL のポート ACL としての適用
IPv4または ACLをレイヤ 2インターフェイスの物理ポートに適用してポート ACLを設定するに
は、次の手順を実行します。

IP ACLはポートプロファイルに設定することもできます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• EXECモードで CLIにログインしていること。

• 1つのインターフェイスに 1つのポート ACLを適用できます。

•適用するACLが存在し、目的に応じたトラフィックフィルタリングが設定されていること。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

指定された vEthernetインターフェイスをイン
ターフェイスコンフィギュレーションモード

にします。

switch(config)# interface vethernet
port

ステップ 2   

インバウンドまたはアウトバウンド IPv4 ACL
をインターフェイスに適用します。1つのイン

switch(config-if)# ip port
access-group access-list [in | out]

ステップ 3   

ターフェイスに 1つのポート ACLを適用でき
ます。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

ACLの設定を表示します。
switch(config-if)# show
running-config aclmgr

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 40
switch(config-if)# ip port access-group acl-l2-marketing-group in
switch(config-if)# show running-config aclmgr
switch(config-if)# copy running-config startup-config

IP ACL のポートプロファイルへの追加
IP ACLをポートプロファイルに追加するには、次の手順を実行します。

次の情報を知っている必要があります。

•新しいポートプロファイルを作成する場合は、インターフェイスタイプ（イーサネットま
たは vEthernet）およびプロファイルに指定する名前。

•このポートプロファイルに対して設定する IPアクセスコントロールリストの名前。

•アクセスリストのパケットフローの方向。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•このポートプロファイルに追加する IP ACLが作成され、名前がわかっていること。

•既存のポートプロファイルを使用する場合は、それが作成され、名前がわかっていること。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

名前付きポートプロファイルのポートプロ

ファイルコンフィギュレーションモードを

開始します。

switch(config)# port-profile [type
{ethernet | vethernet}] name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

着信トラフィックまたは発信トラフィック

のポートプロファイルに名前付きACLを追
加します。

switch(config-port-prof)# ip port
access-group name { in | out }

ステップ 3   

（任意）

確認のためにコンフィギュレーションを表

示します。

switch(config-port-prof)# show
port-profile [brief | expand-interface
| usage] [name profile-name]

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーし

ます。

switch(config-port-prof)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile AccessProf
switch(config-port-prof)# ip port access-group allaccess4 out
switch(config-port-prof)# show port-profile name AccessProf
switch(config-port-prof)# copy running-config startup-config

管理インターフェイスへの IP ACL の適用
管理インターフェイス mgmt0に IPv4または ACLを適用するには、次の手順を実行します。

適用する ACLが存在し、目的に応じたトラフィックフィルタリングが設定されていることを確
認します。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

管理インターフェイスのインターフェイスコ

ンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface mgmt0ステップ 2   

指定したインバウンド IPv4 ACLまたはアウト
バウンド IPv4 ACLをインターフェイスに適用
します。

switch(config-if)# [no] ip
access-groupaccess-list [ in | out
]

ステップ 3   

noオプションは指定された設定を削除します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

ACLの設定を表示します。
switch(config-if)# show ip
access-lists access-list

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# interface mgmt0
switch(config-if)# ip access-group telnet in
switch(config-if)# show ip access-lists telnet summary
IP access list telnet
statistics per-entry
Total ACEs Configured:2

Configured on interfaces:
mgmt0 - ingress (Router ACL)

Active on interfaces:
mgmt0 - ingress (Router ACL)
switch(config-if)# copy running-config startup-config

ACL ロギングの設定
ACLロギングは、すべての仮想イーサネットモジュール（VEM）で、デフォルトでイネーブル
になっています。また、次の事項も ACLロギングの設定に適用されます。

•ログキーワードを追加することによって、ロギングについて任意のルールをイネーブルにで
きます。

•ログキーワードがイネーブルのルールに当てはまるパケットだけが記録されます。

ACL ロギングのディセーブル化
次のコマンドを入力して、VEMでの ACLロギングをディセーブルにできます。

目的コマンド

指定されたVEMでのACLロギングをディセー
ブルにします。

[no] logging ip access-list cache module vem

パケットカウンタを累積する時間間隔の設定

Syslogサーバにレポートする前にパケットカウンタを累積する時間間隔を設定できます。 5～
86,400秒（1日）の範囲の時間を秒単位で入力します。デフォルトは 300秒（5分）です。
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次のいずれかのコマンドを入力して、パケットカウンタを累積する時間を設定できます。

目的コマンド

Syslogサーバにレポートする前にパケットカウ
ンタを累積する時間間隔を秒単位で設定しま

す。numは秒数を示します。

logging ip access-list cache interval secs

デフォルトの時間間隔の設定である 300秒（5
分）に設定を戻します。numは秒数を示しま
す。

[no] logging ip access-list cache interval secs

次に、時間間隔が経過すると定期的に送信される時間間隔の Syslogメッセージのフォーマットの
例を示します。

ACL-LOGGING-6-PERMIT-FLOW-INTERVAL <VSM-id> <VEM-id> <protocol> <source-interface>
<source-ip/source-port)> <destination-ip/destination-port> Hit-count = <nnn>

ACL-LOGGING-6-DENY-FLOW-INTERVAL <VSM-id> <VEM-id> <protocol> <source-interface>
<source-ip/source-port)> <destination-ip/destination-port> Hit-count = <nnn>

次に、時間間隔の条件が満たされると送信される時間間隔の Syslogメッセージのフォーマットの
例を示します。

ACL-LOGGING-6-MAX-PERMIT-FLOW-REACHED: The number of ACL log permit-flows has reached 75%
limit (<n>)
ACL-LOGGING-6-MAX-PERMIT-FLOW-REACHED: The number of ACL log permit-flows has reached 90%
limit (<n>)
ACL-LOGGING-6-MAX-PERMIT-FLOW-REACHED: The number of ACL log permit-flows has reached 100%

limit (<n>)

ACL-LOGGING-6-MAX-DENY-FLOW-REACHED: The number of ACL log deny-flows has reached 75%
limit (<n>)
ACL-LOGGING-6-MAX-DENY-FLOW-REACHED: The number of ACL log deny-flows has reached 90%
limit (<n>)
ACL-LOGGING-6-MAX-DENY-FLOW-REACHED: The number of ACL log deny-flows has reached 100%
limit (<n>)

フローの設定

VEMあたりの拒否フローおよび許可フローの数を設定できます。有効な範囲は 0～ 5000フロー
です。デフォルトは 3000です。 Syslogメッセージは、フローが最大しきい値に近づくと送信さ
れます。最初のメッセージはフローの数が最大しきい値の75パーセントに到達すると送信され、
次のメッセージはフローの数が最大しきい値の 90パーセントに到達すると送信されます。最後
のメッセージはフローの数が 100パーセントの最大しきい値に到達すると送信されます。

許可フローの設定

次のいずれかのコマンドを入力して、許可フローを設定できます。
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目的コマンド

numはフロー数で、許可フロー数を設定し
ます。

logging ip access-list cache max-permit-flows num

デフォルトの許可フロー値である 3000に
設定を戻します。

[no] logging ip access-list cache max-permit-flows

次に、許可フローの Syslogメッセージの例を示します。

•新しいフロー通知メッセージ
- Aug 28 04:17:19 fish-231-157.cisco.com 1 2011-08-28T11:14:23 - n1k-ecology -
ACLLOG-PERMIT-FLOW-CREATE VSM ID: 172.23.231.150, VEM ID:
86d04494-79e2-11df-a573-d0d0fd093c68, Source IP: 192.168.231.22, Destination IP:
192.168.231.21, Source Port: 42196, Destination Port: 8029, Source Interface: Veth2,
Protocol: "TCP"(6), Hit-count = 1

•定期的にフローをレポートするメッセージ
- Aug 28 04:17:20 sfish-231-157.cisco.com 1 2011-08-28T11:14:23 - n1k-acllog –
ACLLOG-PERMIT-FLOW-INTERVAL VSM ID: 172.23.231.150, VEM ID:
86d04494-79e2-11df-a573-d0d0fd093c68, Source IP: 192.168.231.22, Destination IP:
192.168.231.21, Source Port: 42196, Destination Port: 8029, Source Interface: Veth2,
Protocol: "TCP"(6), Hit-count = 1245

•しきい値超過アラームメッセージ
- Aug 28 04:17:22 sfish-231-157.cisco.com 1 2011-08-28T11:14:24 - n1k-acllog -
ACLLOG-MAX-PERMIT-FLOW-REACHED The number of ACL log permit-flows has reached 75 percent

limit (3969)
- Aug 28 04:17:26 sfish-231-157.cisco.com 1 2011-08-28T11:14:26 - n1k-acllog -
ACLLOG-MAX-PERMIT-FLOW-REACHED The number of ACL log permit-flows has reached 90 percent

limit (4969)
- Aug 28 04:17:27 sfish-231-157.cisco.com 1 2011-08-28T11:14:31 - n1k-acllog -
ACLLOG-MAX-PERMIT-FLOW-REACHED The number of ACL log permit-flows has reached 100
percent
limit (5000)

拒否フローの設定

次のいずれかのコマンドを入力して、拒否フローを設定できます。

目的コマンド

numはフロー数で、拒否フロー数を設定しま
す。

logging ip access-list cache max-deny-flows num

デフォルトの拒否フロー値である 3000に設定
を戻します。

[no] logging ip access-list cache max-deny-flows

次に、拒否フローの Syslogメッセージの例を示します。
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•新しいフロー通知メッセージ
- Aug 28 04:17:19 sfish-231-157.cisco.com 1 2011-08-28T11:14:23 - n1k-acllog -
ACLLOG-DENY-FLOW-CREATE VSM ID: 172.23.231.150, VEM ID:
86d04494-79e2-11df-a573-d0d0fd093c68, Source IP: 192.168.231.22, Destination IP:
192.168.231.100, Source Port: 48528, Destination Port: 8029, Source Interface: Veth2,
Protocol: "TCP"(6), Hit-count = 1

•定期的にフローをレポートするメッセージ
- Aug 28 04:17:20 sfish-231-157.cisco.com 1 2011-08-28T11:14:23 - n1k-acllog -
ACLLOG-DENY-FLOW-INTERVAL VSM ID: 172.23.231.150, VEM ID:
86d04494-79e2-11df-a573-d0d0fd093c68, Source IP: 192.168.231.22, Destination IP:
192.168.231.100, Source Port: 47164, Destination Port: 8029, Source Interface: Veth2,

Protocol: "TCP"(6), Hit-count = 1245

•しきい値超過アラームメッセージ
- Aug 28 04:17:27 sfish-231-157.cisco.com 1 2011-08-28T11:14:31 - n1k-acllog -
ACLLOG-MAX-DENY-FLOW-REACHED The number of ACL log deny-flows has reached 75 percent
limit
(4330)
- Aug 28 04:18:27 sfish-231-157.cisco.com 1 2011-08-28T11:15:31 - n1k-acllog -
ACLLOG-MAX-DENY-FLOW-REACHED The number of ACL log deny-flows has reached 90 percent
limit
(4630)
- Aug 28 04:20:17 sfish-231-157.cisco.com 1 2011-08-28T11:17:20 - n1k-acllog -
ACLLOG-MAX-PERMIT-FLOW-REACHED The number of ACL log permit-flows has reached 100
percent
limit (5000)

Syslog サーバの重大度
最大 3台のリモート Syslogサーバに対して、ACLロギング Syslogメッセージの重大度を設定でき
ます。有効な範囲は 0～ 7です。デフォルトの重大度は 6です。

説明重大度重大度コード

システムは使用不能Emergency0

即時対処が必要Alert1

クリティカルな状態Critical2

エラー状態Error3

警告状態警告4

正常だが注意を要する状態Notice5

情報メッセージInformational6

デバッグレベルメッセージDebug7
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Syslog メッセージの重大度の設定
次のいずれかのコマンドを入力して、Syslogメッセージの重大度とメッセージの送信先になるサー
バを設定できます。

目的コマンド

Syslogメッセージを送信する重大度を設定しま
す。levelは 0～ 7の重大度コードです。

acllog match-log-level level

デフォルトの重大度である 6に設定を戻しま
す。

[no] logging ip access-list cache max-deny-flows

重大度を設定するSyslogサーバを指定します。
A.B.C.Dは Syslogサーバの IPアドレスです。
0-7は重大度で、選択できます。

logging server A.B.C.D 0-7

IP ACL の設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

IP ACLの設定および IP ACLが適用されている
インターフェイスを含めて、ACLの設定を表示
します。

show running-config aclmgr

すべての IPv4アクセスコントロールリスト
（ACL）または特定の IPv4ACLを表示します。

show ip access-lists [name]

設定済みのすべての IPv4 ACLまたは名前付き
IPv4 ACLの要約を表示します。

show ip access-list [name] summary

ACLが適用されたインターフェイスの設定を表
示します。

show running-config interface

VSMの ACLロギング設定を表示します。show logging ip access-list status

VEM ACLロギング設定を表示します。vemcmd show acllog config
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IP ACL のモニタリング
IP ACLのモニタリングには、次のいずれかのコマンドを使用します。

目的コマンド

IPv4ACLの設定を表示します。 IPv4ACLに statistics per-entry
コマンドが含まれている場合は、show ip access-listsコマンド
の出力に、各ルールと一致したパケットの数が含まれます。

show ip access-lists

すべての IPv4 ACLまたは特定の IPv4 ACLの統計情報をク
リアします。

clear ip access-list counters

IP ACL の設定例
次に、acl-01という名前の IPv4 ACLを作成し、これをポート ACLとして vEthernetインターフェ
イス 40に適用する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# ip access-list acl-01
switch(config-acl)# permit ip 192.168.2.0/24 any
switch(config-acl# interface vethernet 40
switch(config-acl# ip port access-group acl-01 in

次に、ローカルに生成されたトラフィックのアクセスリストマッチングをイネーブルにする例を

示します。

switch# ip access-list match-local-traffic

次に、VSMの ACLロギングの設定を確認する例を示します。
switch# show logging ip access-list status
Max deny flows = 3000
Max permit flows = 3000
Alert interval = 300
Match log level = 6
VSM IP = 192.168.1.1
Syslog IP = 10.1.1.1
Syslog IP = 0.0.0.0
Syslog IP = 0.0.0.0
ACL Logging enabled on module(s):
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
ACL Logging disabled on module(s):
3

次に、VEMの ACLロギングの設定を確認する例を示します。
switch# vemcmd show acllog config
ACL-Log Config:
Status: enabled
Reporting Interval: 300
Max Permit Flows: 3000
Max Deny Flows: 3000
Syslog Facility : 4
Syslog Severity: 6
Syslog Srvr 1: 10.1.1.1

   Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
116 OL-27736-01-J  

IP ACL の設定
IP ACL のモニタリング



Syslog Srvr 2: 0.0.0.0
Syslog Srvr 3: 0.0.0.0
VSM: 192.168.1.1

IP ACL の機能の履歴
この表には、機能の追加によるリリースの更新内容のみが記載されています。

機能情報リリース機能の履歴

この機能が導入されました。4.2(1)SV1(5.1)ACLロギング

この機能が導入されました。4.2(1) SV1(4)mgmt0インターフェイスの IP
ACL

この機能が導入されました。4.0(4)SV1(1)IP ACL
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第 10 章

MAC ACL の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• MAC ACLの概要, 119 ページ

• MAC ACLの前提条件, 119 ページ

• MAC ACLの注意事項と制約事項, 120 ページ

• MAC ACLのデフォルト設定, 120 ページ

• MAC ACLの設定, 120 ページ

• MAC ACLの設定の確認, 126 ページ

• MAC ACLのモニタリング, 127 ページ

• MAC ACLの設定例, 127 ページ

• MAC ACLの機能の履歴, 128 ページ

MAC ACL の概要
MAC ACLは、各パケットのレイヤ 2ヘッダー内の情報を使用してトラフィックをフィルタリン
グする ACLです。

MAC ACL の前提条件
• MACACLを設定するためには、MACアドレッシングおよびプロトコルに関する知識が必要
です。

•このマニュアルで示す ACLの概念を理解している必要があります。
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MAC ACL の注意事項と制約事項
•ほとんどの場合、IPパケットの ACL処理は、I/Oモジュール上で実行されます。管理イン
ターフェイストラフィックは、常にスーパーバイザモジュールで処理されます。この場合、

速度は遅くなります。

• ACLは、ポートチャネルではサポートされていません。

MAC ACL のデフォルト設定
デフォルトパラメータ

デフォルトではMAC ACLは存在しません。MAC ACL

すべてのACLに暗黙のルールが適用されます。ACLルール

MAC ACL の設定

MAC ACL の作成
MAC ACLを作成し、これにルールを追加するには、次の手順を実行します。また、ACLをポー
トプロファイルに追加する場合にも、次の手順を実行します。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次の作業を実行したことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•作成する ACLに割り当てる名前があること。

• ACLをポートプロファイルに追加する場合は、そのポートプロファイルが作成されている
こと。

また、ポートプロファイルに ACLを追加する場合は、次の事項がわかっていること。

•既存のポートプロファイルを使用する場合は、すでにそのポートプロファイルを作成して
おり、名前を知っていること。

•新しいポートプロファイルを作成する場合は、インターフェイスタイプ（イーサネットま
たは vEthernet）とポートプロファイルに付与する名前。

•アクセスリストのパケットフローの方向。
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手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

MACACLを作成して、ACLコンフィギュレー
ションモードを開始します。

switch(config)#mac access-list
name

ステップ 2   

MAC ACL内にルールを作成します。switch(config-mac-acl)# {permit |
deny} source destination protocol

ステップ 3   

permitキーワードと denyキーワードには、ト
ラフィックを識別するための多くの方法が用意

されています。

（任意）

そのACLのルールと一致するパケットのグロー
バル統計をデバイスが維持するように設定しま

す。

switch(config-mac-acl)# statistics
per-entry

ステップ 4   

（任意）

確認のためにMACACLの設定を表示します。
switch(config-mac-acl)# showmac
access-lists name

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch(config-mac-acl)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

switch# configure terminal
switch(config)# mac access-list acl-mac-01
switch(config-mac-acl)# permit 00c0.4f00.0000 0000.00ff.ffff any
switch(config-mac-acl)# statistics per-entry
switch(config-mac-acl)# show mac access-lists acl-mac-01
switch(config-mac-acl)# copy running-config startup-config

MAC ACL の変更
既存のMAC ACLを変更して、ルールの追加または削除を行うには、次の手順を実行します。

既存のシーケンス番号の間にルールを追加する場合などに、シーケンス番号を再割り当てするに

は、resequenceコマンドを使用します。

はじめる前に

•この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

•既存のMAC ACLでは、既存のルールを変更できません。

•既存のMAC ACL内で、ルールの追加または削除を実行できます。
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手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

MACACLを作成して、ACLコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

switch(config)#mac access-list
name

ステップ 2   

（任意）

MAC ACL内にルールを作成します。シーケンス
番号を指定すると、ACL内のルール挿入位置を指

switch(config-mac-acl)#
[sequence-number] {permit |
deny} source destination protocol

ステップ 3   

定できます。シーケンス番号を指定しないと、

ルールは ACLの末尾に追加されます。

permitキーワードと denyキーワードには、トラ
フィックを識別するための多くの方法が用意され

ています。

（任意）

指定したルールをMAC ACLから削除します。
switch(config-mac-acl)# no
{sequence-number | {permit |
deny} source destination
protocol}

ステップ 4   

permitキーワードと denyキーワードには、トラ
フィックを識別するための多くの方法が用意され

ています。

そのACLのルールと一致するパケットのグローバ
ル統計をデバイスが維持するように設定します。

switch(config-mac-acl)# [no]
statistics per-entry

ステップ 5   

noオプションを使用すると、デバイスはそのACL
のグローバル統計の維持を停止します。

（任意）

確認のためにMAC ACLの設定を表示します。
switch(config-mac-acl)# show
mac access-lists name

ステップ 6   

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

switch(config-mac-acl)# copy
running-config startup-config

ステップ 7   

switch# configure terminal
switch(config)# mac access-list acl-mac-01
switch(config-mac-acl)# 100 permit mac 00c0.4f00.00 0000.00ff.ffff any
switch(config-mac-acl)# no 80
switch(config-mac-acl)# statistics per-entry
switch(config-mac-acl)# show mac access-lists acl-mac-01
switch(config-mac-acl)# copy running-config startup-config
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MAC ACL の削除
現在適用されているACLを削除できます。ACLを削除しても、そのACLが適用されていたイン
ターフェイスの設定は影響を受けません。削除された ACLは空であると見なされます。

MAC ACLが設定されているインターフェイスを見つけるには、show mac access-listsコマンドを
summaryキーワードとともに使用します。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• EXECモードで CLIにログインしていること。

• ACLがインターフェイスに適用されているかどうかがわかっていること。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

指定したMAC ACLを実行コンフィギュレー
ションから削除します。

switch(config)# nomac access-list
name

ステップ 2   

（任意）

MAC ACLの設定を表示します。 ACLがイン
ターフェイスに引き続き適用されている場合

は、インターフェイスが表示されます。

switch(config)# show mac
access-lists name summary

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 4   

switch# configure terminal
switch(config)# no mac access-list acl-mac-01
switch(config)# show mac access-lists acl-mac-01 summary
switch(config)# copy running-config startup-config

MAC ACL 内のシーケンス番号の変更
MAC ACLのルールに割り当てられているシーケンス番号を変更するには、次の手順を実行しま
す。ACLにルールを挿入する必要がある場合で、シーケンス番号が不足しているときは、再割り
当てすると便利です。
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はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

ACL内に記述されているルールにシーケンス番
号を付けます。starting-sequence numberに指定し

switch(config)# resequence mac
access-list name
starting-sequence-number
increment

ステップ 2   

たシーケンス番号が最初のルールに付けられま

す。後続の各ルールには、直前のルールよりも

大きい番号が付けられます。番号の間隔は、指

定した増分によって決まります。

（任意）

確認のためにMAC ACLの設定を表示します。
switch(config-mac-acl)# showmac
access-lists name

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 4   

switch# configure terminal
switch(config)# resequence mac access-list acl-mac-01 100 10
switch(config-mac-acl)# show mac access-lists acl-mac-01
switch(config-mac-acl)# copy running-config startup-config

MAC ACL のポート ACL としての適用
MAC ACLをポート ACLとして適用するには、次の手順を実行します。

MAC ACLは、ポートプロファイルを使用してポートに適用することもできる。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• EXECモードで CLIにログインしていること。

•適用する ACLが存在し、必要な方法でトラフィックをフィルタリングするように設定され
ていること。
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手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

指定したインターフェイスのインターフェ

イスコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch(config)# interface vethernet
port

ステップ 2   

MAC ACLをインターフェイスに適用しま
す。

switch(config-if)#mac port
access-group access-list [in | out]

ステップ 3   

（任意）

ACLの設定を表示します。
switch(config-if)# show
running-config aclmgr

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーし

ます。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 35
switch(config-if)# mac port access-group acl-01 in
switch(config-if)# show running-config aclmgr
switch(config-if)# copy running-config startup-config

MAC ACL のポートプロファイルへの追加

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•このポートプロファイルに追加するMAC ACLが作成され、名前がわかっていること。

•既存のポートプロファイルを使用する場合は、その名前がわかっていること。

•新しいポートプロファイルを作成する場合は、インターフェイスタイプ（イーサネットま
たは vEthernet）およびそのプロファイルに付与する名前がわかっていること。

•アクセスリストのパケットフローの方向がわかっていること。
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手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

指定されたポートプロファイルのポートプ

ロファイルコンフィギュレーションモード

を開始します。

switch(config)# port-profile [type
{ethernet | vethernet}] name

ステップ 2   

着信トラフィックまたは発信トラフィックの

ポートプロファイルに名前付き ACLを追加
します。

switch(config-port-prof)#mac port
access-group name {in | out}

ステップ 3   

（任意）

確認のためにコンフィギュレーションを表示

します。

switch(config-port-prof)# show
port-profile name profile-name

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーし

ます。

switch(config-port-prof)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

switch# configure termnal
switch(config)# port-profile AccessProf
switch(config-port-prof)# show port-profile name AccessProf
switch(config-port-prof)# copy running-config startup-config

MAC ACL の設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

MAC ACLの設定を表示します。show mac access-lists

MACACL、MACACLが適用されるインターフェイスな
ど、MAC ACLの設定を表示します。

show running-config aclmgr

ACLを適用したインターフェイスの設定を表示します。show running-config interface
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MAC ACL のモニタリング
MAC ACLのモニタリングには、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

MAC ACLの設定を表示します。MAC ACLに
statistics per-entryコマンドが含まれている場合
は、showmac access-listsコマンドの出力に、各
ルールと一致したパケットの数が含まれます。

show mac access-lists

すべてのMAC ACL、または特定のMAC ACL
の統計情報を消去します。

clear mac access-list counters

MAC ACL の設定例

任意のプロトコル用に MAC ACL を作成する設定例
次に、MAC ACL acl-mac-01を作成して任意のプロトコルのMAC 00c0.4f00.00.000.00ff.ffffを許可
し、ACLを vEthernetインターフェイス 35の発信トラフィックのポートACLとして適用する例を
示します。

switch(config)# configure terminal
switch(config)# mac access-list acl-mac-01
permit 00c0.4f00.0000 0000.00ff.ffff any

switch(config-mac-acl)# interface vethernet 35
switch(config-if)# mac port access-group acl-mac-01 out

ポートプロファイルに MAC ACL を追加する設定例
次に、ポートプロファイル AccessProfにMAC ACL allaccess4を追加する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile AccessProf
switch(config-port-prof)# mac port access-group allaccess4 out
switch(config-port-prof)# show port-profile name AccessProf
port-profile AccessProf
description: allaccess4
type: vethernet
status: disabled
capability l3control: no
pinning control-vlan: -
pinning packet-vlan: -
system vlans: none
port-group:
max ports: 32
inherit:
config attributes:
mac port access-group allaccess4 out

evaluated config attributes:
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mac port access-group allaccess4 out
assigned interfaces:

MAC ACL の機能の履歴
この表には、機能の追加によるリリースの更新内容のみが記載されています。

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。4.0(4)SV1(1)MAC ACL
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第 11 章

ポートセキュリティの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• ポートセキュリティの概要, 129 ページ

• ポートセキュリティの注意事項と制約事項, 134 ページ

• ポートセキュリティのデフォルト設定, 135 ページ

• ポートセキュリティの設定, 135 ページ

• ポートセキュリティの設定の確認, 145 ページ

• セキュアMACアドレスの表示, 145 ページ

• ポートセキュリティの設定例, 145 ページ

• ポートセキュリティの機能の履歴, 145 ページ

ポートセキュリティの概要
ポートセキュリティを使用すると、限定されたセキュアMACアドレスセットからのインバウン
ドトラフィックを許可するレイヤ 2インターフェイスを設定できます。セキュアなMACアドレ
スからのトラフィックは、同じ VLAN内の別のインターフェイス上では許可されません。「セ
キュア」にできるMACアドレスの数は、インターフェイス単位で設定します。

セキュア MAC アドレスの学習
次の情報で、セキュアMACアドレスの学習について説明します。

• MACアドレスは学習というプロセスによってセキュアアドレスになります。

•学習できるアドレスの数には制限があります。

•アドレス学習は、ポートセキュリティがイネーブルになっているインターフェイスで実行す
ることができます。
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スタティック方式

•スタティック学習方式では、ユーザが手動でインターフェイス設定にセキュアMACアドレ
スを追加したり、設定から削除したりできます。

•スタティックセキュアMACアドレスのエントリは、明示的に削除するまで、インターフェ
イスの設定内に維持されます。

•スタティック方式では、ダイナミック方式またはスティッキ方式のアドレス学習がイネーブ
ルになっているかどうかに関係なく、セキュアアドレスを追加できます。

ダイナミック方式

•デフォルトでは、インターフェイスのポートセキュリティをイネーブルにすると、ダイナ
ミック学習方式がイネーブルになります。この方式では、デバイスは、入力トラフィックが

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

達していなければ、デバイスはそのアドレスをセキュアアドレスにして、トラフィックを許

可します。

•ダイナミックアドレスはエージングされ、エージングの期限に達するとドロップされます。

•ダイナミックアドレスは、再起動後は維持されません。

スティッキ方式

•スティッキ方式をイネーブルにすると、デバイスは、ダイナミックアドレス学習と同じ方法
でMACアドレスをセキュアアドレスにします。これらのアドレスは、copy run startコマ
ンドを使用して、実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションに

コピーすると、再起動後も維持することができます。

•ダイナミックとスティッキのアドレス学習は両方同時にイネーブルにできません。あるイン
ターフェイスのスティッキ学習をイネーブルにすると、ダイナミック学習が停止されて、代

わりにスティッキ学習が使用されます。スティッキ学習をディセーブルにすると、ダイナ

ミック学習が再開されます。

•スティッキセキュアMACアドレスはエージングされません。

ダイナミックアドレスのエージング

ダイナミック方式で学習されたMACアドレスはエージングされ、エージングの期限に達すると
ドロップされます。エージングの期限は、インターフェイスごとに設定できます。有効な範囲は

0～ 1440分です。0を設定すると、エージングはディセーブルになります。

アドレスエージングの判断には、2つの方法があります。
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•非アクティブ：適用可能なインターフェイス上のアドレスからデバイスが最後にパケットを
受信して以降の経過時間。

•絶対時間：デバイスがアドレスを学習して以降の経過時間。これがデフォルトのエージング
方法ですが、デフォルトのエージング時間は 0分（エージングはディセーブル）です。

セキュア MAC アドレスの最大数
セキュアポート上のセキュアMACアドレスは、他の標準的なMACと同じMACアドレステー
ブルに挿入されます。MACテーブルの上限に達すると、その VLANに対する新しいセキュア
MACの学習は行われなくなります。

セキュアポート上のセキュアMACアドレスは、他の標準的なMACと同じMACアドレステー
ブルに挿入されます。MACテーブルの上限に達すると、その VLANに対する新しいセキュア
MACの学習は行われなくなります。

次の図で示すように、VEMの各VLANには、セキュアMACアドレスを最大数まで保存できる転
送テーブルがあります。

図 7：VEM あたりのセキュア MAC アドレス

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

Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)    
   OL-27736-01-J 131

ポートセキュリティの設定

セキュア MAC アドレスの最大数



アドレスの最大数を 1に設定し、接続された装置のMACアドレスを設定すると、その装置に
はポートの全帯域幅が保証されます。

ヒント

インターフェイス 1つあたりの許容されるセキュアMACアドレスの数は、次の制限値によって
決定されます。

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

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

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

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

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

MACアドレスの数を減らす必要があります。

セキュリティ違反と処理

次のいずれかが発生すると、ポートセキュリティ機能によってセキュリティ違反がトリガーされ

ます。

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

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

設定されている単一のインターフェイスについて、次のように想定します。

◦ VLAN 1の最大アドレス数は 5です。

◦このインターフェイスの最大アドレス数は 10です。

次のいずれかが発生すると、違反が検出されます。

◦ VLAN 1のアドレスが 5つ学習されていて、6番めのアドレスからのインバウンドトラ
フィックが VLAN 1のインターフェイスに着信した場合
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◦このインターフェイス上のアドレスが 10個学習されていて、11番めのアドレスからの
インバウンドトラフィックがこのインターフェイスに着信した場合

•あるインターフェイスのセキュアMACアドレスになっているアドレスからの入力トラフィッ
クが、そのインターフェイスと同じ VLAN内の別のインターフェイスに着信した場合。

特定のセキュアポートでセキュアMACアドレスが設定または学習されたあ
と、同一 VLAN上の別のポートでポートセキュリティがセキュアMACアド
レスを検出したときに発生する一連のイベントは、MAC移動違反と呼ばれま
す。

（注）

インターフェイス上でセキュリティ違反が発生したときは、そのインターフェイスのポートセ

キュリティ設定で指定されている処理が適用されます。デバイスが実行できる処理は次のとおり

です。

•シャットダウン：違反をトリガーしたパケットの受信インターフェイスをシャットダウンし
ます。このインターフェイスはエラーディセーブル状態になります。これがデフォルトの

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

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

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

•保護：違反の発生を防止します。インターフェイスの最大MACアドレス数に到達するまで
アドレス学習を継続し、到達後はそのインターフェイスでの学習をディセーブルにして、セ

キュアMACアドレス以外のアドレスからの入力トラフィックをすべてドロップします。

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

フィックを受信したインターフェイスに対して処理が適用されます。MAC移動違反は、別のイ
ンターフェイスですでに保護されているMACアドレスを検出したポートでトリガーされます。

ポートセキュリティとポートタイプ

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

•アクセスポート：レイヤ2アクセスポートとして設定したインターフェイスにポートセキュ
リティを設定できます。アクセスポートでポートセキュリティが適用されるのは、アクセ

ス VLANだけです。
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•トランクポート：レイヤ2トランクポートとして設定したインターフェイスにポートセキュ
リティを設定できます。アクセスポートには、VLAN最大数を設定しても効果はありませ
ん。デバイスが VLAN最大数を適用するのは、トランクポートに関連付けられた VLANだ
けです。

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

•イーサネットポート：ポートセキュリティはイーサネットポートではサポートされません。

•イーサネットポートチャネル：イーサネットポートチャネルでは、ポートセキュリティは
サポートされていません。

アクセスポートからトランクポートへの変更による影響

ポートセキュリティが設定されているレイヤ 2インターフェイスでアクセスポートをトランク
ポートに変更すると、ダイナミック方式で学習されたすべてのセキュアアドレスがドロップされ

ます。ネイティブトランク VLANに接続されているデバイスは、スタティック方式またはス
ティッキ方式で学習したアドレスを移行します。

トランクポートからアクセスポートへの変更による影響

ポートセキュリティが設定されているレイヤ 2インターフェイスでトランクポートをアクセス
ポートに変更すると、ダイナミック方式で学習されたすべてのセキュアアドレスがドロップされ

ます。設定済みのMACアドレスおよびスティッキMACアドレスは、ネイティブトランクVLAN
に存在せず、移動先のアクセスポートに設定されたアクセスVLANとも一致しない場合はすべて
ドロップされます。

ポートセキュリティの注意事項と制約事項
•ポートセキュリティは、次でサポートされていません。

◦イーサネットインターフェイス

◦イーサネットポートチャネルインターフェイス

◦スイッチドポートアナライザ（SPAN）の宛先ポート

•ポートセキュリティは他の機能に依存しません。

•ポートセキュリティは 802.1Xをサポートしていません。

•ポートセキュリティは、すでにスタティックMACアドレスを持つインターフェイスでは設
定できません。

• VLANにスタティックMACアドレスがすでに存在する場合、それが別のインターフェイス
でプログラムされている場合でも、その VLANのインターフェイスでポートセキュリティ
をイネーブルにすることはできません。
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ポートセキュリティのデフォルト設定

デフォルトパラメータ

DisabledInterface

DynamicMACアドレスラーニング方式

1セキュアMACアドレスのインターフェイス最
大数

シャットダウンセキュリティ違反時の処理

ポートセキュリティの設定

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

レイヤ 2インターフェイスに対してポートセキュリティをイネーブルまたはディセーブルにする
には、次の手順を実行します。

ルーテッドインターフェイスでは、ポートセキュリティをイネーブルにできません。（注）

はじめる前に

•この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

•デフォルトでは、ポートセキュリティはすべてのインターフェイスでディセーブルです。

•インターフェイスのポートセキュリティをイネーブルにすると、MACアドレスのダイナミッ
ク学習もイネーブルになります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したインターフェイスのインターフェイス

コンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface type
number

ステップ 2   

インターフェイス上でポートセキュリティをイ

ネーブルにします。

switch(config-if)# [no] switchport
port-security

ステップ 3   

noオプションを使用すると、そのインターフェ
イスのポートセキュリティがディセーブルにな

ります。

（任意）

ポートセキュリティの設定を表示します。

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

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 36
switch(config-if)# switchport port-security
switch(config-if)# show running-config port-security
switch(config-if)# copy running-config startup-config

スティッキ MAC アドレスラーニングのイネーブル化またはディセー
ブル化

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•設定するインターフェイスのポートセキュリティがイネーブルであること。

•ダイナミックMACアドレスラーニングがインターフェイスのデフォルトです。

•デフォルトでは、スティッキMACアドレスラーニングはディセーブルです。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したインターフェイスのインターフェイス

コンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface type
number

ステップ 2   

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

switch(config-if)# [no] switchport
port-security mac-address sticky

ステップ 3   

noオプションを使用すると、スティッキMAC
アドレスラーニングがディセーブルになりま

す。

（任意）

ポートセキュリティの設定を表示します。

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

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 36
switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
switch(config-if)# show running-config port-security
switch(config-if)# copy running-config startup-config

インターフェイスのスタティックセキュア MAC アドレスの追加

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•インターフェイスのセキュアMACアドレス最大数に達しているかどうかを確認しているこ
と。 show port-securityコマンドを使用できます。

•設定するインターフェイスのポートセキュリティがイネーブルであること。

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

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したインターフェイスのインターフェイス

コンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface type
number

ステップ 2   

現在のインターフェイスのポートセキュリティ

にスタティックMACアドレスを設定します。
switch(config-if)# [no] switchport
port-securitymac-address address
[vlanvlan-ID]

ステップ 3   

そのアドレスからのトラフィックを許可する

VLANを指定する場合は、vlanキーワードを使
用します。

（任意）

ポートセキュリティの設定を表示します。

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

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 36
switch(config-if)# switchport port-security mac-address 0019.D2D0.00AE
switch(config-if)# show running-config port-security
switch(config-if)# copy running-config startup-config

インターフェイスからのスタティックまたはスティッキセキュア MAC
アドレスの削除

レイヤ 2インターフェイスからスタティック方式またはスティッキ方式のセキュアMACアドレ
スを削除するには、次の手順を実行します。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•設定するインターフェイスのポートセキュリティがイネーブルであること。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したインターフェイスのインターフェイ

スコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch(config)# interface type
number

ステップ 2   

現在のインターフェイスのポートセキュリ

ティからMACアドレスを削除します。
switch(config-if)# no switchport
port-security mac-address address

ステップ 3   

（任意）

ポートセキュリティの設定を表示します。

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

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーしま

す。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 36
switch(config-if)# no switchport port-security mac-address 0019.D2D0.00AE
switch(config-if)# show running-config port-security
switch(config-if)# copy running-config startup-config

ダイナミックセキュア MAC アドレスの削除
ダイナミック方式で学習された特定のアドレス、または特定のインターフェイスでダイナミック

に学習されたすべてのアドレスを削除するには、この手順を使用します。

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

（注）

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

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

switch(config)# clear
port-security dynamic {interface
vethernet number | address
address} [vlan vlan-ID]

ステップ 2   

次のキーワードと引数があります。
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目的コマンドまたはアクション

• interface：指定したインターフェイスでダイナ
ミックに学習されたアドレスがすべて削除さ

れます。

• address：ダイナミックに学習された指定の単
一アドレスが削除されます。

• vlan：特定の VLANのアドレスが削除されま
す。

（任意）

セキュアMACアドレスを表示します。
switch(config)# show
port-security address

ステップ 3   

switch# configure terminal
switch(config)# clear port-security dynamic interface vethernet 36
switch(config)# show port-security address

MAC アドレスの最大数の設定
レイヤ 2インターフェイスで学習可能なMACアドレスまたはスタティックに設定可能なMACア
ドレスの最大数を設定するには、次の手順を実行します。レイヤ 2インターフェイス上の VLAN
単位でもMACアドレスの最大数を設定できます。設定できる最大アドレス数は 4096です。

セキュアMACアドレスは、レイヤ 2転送テーブル（L2FT）を共有します。各VLANの転送テー
ブルには最大 1024エントリを保持できます。

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

に設定されたアドレス数よりも小さい数を最大数に指定すると、コマンドは拒否されます。

（注）

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•設定するインターフェイスのポートセキュリティがイネーブルであること。

•デフォルトでは、各インターフェイスのセキュアMACアドレスの最大数は 1です。

• VLANには、セキュアMACアドレス数のデフォルトの最大値はありません。

•ダイナミック方式で学習されたアドレスをすべて削除するには、shutdownおよびnoshutdown
コマンドを使用して、インターフェイスを再起動します。
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手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

指定したインターフェイスのインターフェイスコ

ンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface type
number

ステップ 2   

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

switch(config-if)# [no]
switchport port-security
maximum number [vlan vlan-ID]

ステップ 3   

レスの最大数を設定します。 numberの最大値は
4096です。 noオプションを使用すると、MACア
ドレスの最大数がデフォルト値（1）にリセットさ
れます。

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

（任意）

ポートセキュリティの設定を表示します。

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

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 36
switch(config-if)# switchport port-security maximum 425
switch(config-if)# show running-config port-security
switch(config-if)# copy running-config startup-config

アドレスエージングのタイプと期間の設定

ダイナミック方式で学習されたMACアドレスがエージング期限に到達した時期を判断するため
に使用されるMACアドレスエージングのタイプと期間を設定するには、次の手順を実行します。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•設定するインターフェイスのポートセキュリティがイネーブルであること。

•デフォルトのエージングタイムは 0分（エージングはディセーブル）です。

•デフォルトのエージングタイプは絶対エージングです。
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手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

指定したインターフェイスのインターフェイスコ

ンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface type
number

ステップ 2   

ダイナミックに学習されたMACアドレスにデバ
イスが適用するエージングタイプを設定します。

switch(config-if)# [no]
switchport port-security aging
type {absolute | inactivity}

ステップ 3   

noオプションを使用すると、エージングタイプが
デフォルト値（絶対エージング）にリセットされ

ます。

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

switch(config-if)# [no]
switchport port-security aging
time minutes

ステップ 4   

します。 minutesの最大値は 1440です。 noオプ
ションを使用すると、エージングタイムがデフォ

ルト値である 0（エージングはディセーブル）に
リセットされます。

（任意）

ポートセキュリティの設定を表示します。

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

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 6   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 36
switch(config-if)# switchport port-security aging type inactivity
switch(config-if)# switchport port-security aging time 120
switch(config-if)# show running-config port-security
switch(config-if)# copy running-config startup-config

セキュリティ違反時の処理の設定

セキュリティ違反に対するインターフェイスの対応方法を設定するには、次の手順を実行します。

セキュリティ違反に対する次のインターフェイスの応答を設定できます。

• protect：十分な数のセキュアMACアドレスを削除してMACアドレス数が最大値を下回る
まで、送信元アドレスが不明なパケットをドロップします。

• restrict：十分な数のセキュアMACアドレスを削除してMACアドレス数が最大値を下回る
まで、送信元アドレスが不明なパケットをドロップし、SecurityViolationカウンタを増分させ
ます。
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• shutdown：（デフォルト）即時にインターフェイスを errdisableステートにして、SNMPト
ラップ通知を送信します。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•設定するインターフェイスのポートセキュリティがイネーブルであること。

•デフォルトのセキュリティ処理では、セキュリティ違反が発生したポートがシャットダウン
されます。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

指定したインターフェイスのインターフェイスコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface type
number

ステップ 2   

現在のインターフェイスのポートセキュリティにセキュ

リティ違反時の処理を設定します。 noオプションを使
switch(config-if)# [no]
switchport port-security
violation {protect | restrict |
shutdown}

ステップ 3   

用すると、違反時の処理がデフォルト値（インターフェ

イスのシャットダウン）にリセットされます。

次のキーワードと引数があります。

• protect：十分な数のセキュアMACアドレスを削除
してMACアドレス数が最大値を下回るまで、送信
元アドレスが不明なパケットをドロップします。

• restrict：十分な数のセキュアMACアドレスを削
除してMACアドレス数が最大値を下回るまで、送
信元アドレスが不明なパケットをドロップし、

Security Violationカウンタを増分させます。

• shutdown：（デフォルト）即時にインターフェイ
スを errdisableステートにして、SNMPトラップ通
知を送信します。

（任意）

ポートセキュリティの設定を表示します。

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

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 36
switch(config-if)# switchport port-security violation protect
switch(config-if)# show running-config port-security
switch(config-if)# copy running-config startup-config

ポートセキュリティ違反がディセーブルなポートの回復

ポートセキュリティ違反がディセーブルなインターフェイスを自動的に回復するには、次の手順

を実行します。インターフェイスを errdisableステートから手動で回復するには、shutdownコマ
ンドを入力してから、no shutdownコマンドを入力する必要があります。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

指定したインターフェイスのインターフェイス

コンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface type
number

ステップ 2   

セキュリティ違反がディセーブルな特定のポー

トの期間指定された自動リカバリをイネーブル

にします。

switch(config-if)# errdisable
recovery cause psecure-violation

ステップ 3   

秒単位のタイマーリカバリ間隔を 30～ 65535
秒に設定します。

switch(config-if)# errdisable
recovery interval seconds

ステップ 4   

（任意）

指定したインターフェイスのインターフェイス

コンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface type
number

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 36
switch(config-if)# errdisable recovery cause psecure-violation
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switch(config-if)# errdisable recovery interval 30
switch(config-if)# copy running-config startup-config

ポートセキュリティの設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

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

ポートセキュリティのステータスを表示しま

す。

show port-security

セキュア MAC アドレスの表示
セキュアMACアドレスを表示するには、show port-security addressコマンドを使用します。

ポートセキュリティの設定例
次に、VLANとインターフェイスのセキュアアドレス最大数が指定されている vEthernet 36イン
ターフェイスのポートセキュリティ設定の例を示します。この例のインターフェイスはトランク

ポートです。違反時の処理は Protect（保護）に設定されています。
switch# config terminal
switch(config)# interface vethernet 36
switch(config-if)# switchport port-security
switch(config-if)# switchport port-security maximum 10
switch(config-if)# switchport port-security maximum 7 vlan 10
switch(config-if)# switchport port-security maximum 3 vlan 20
switch(config-if)# switchport port-security violation protect

ポートセキュリティの機能の履歴
この表には、機能の追加によるリリースの更新内容のみが記載されています。

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。4.0(4)SV1(1)ポートセキュリティ
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第 12 章

DHCP スヌーピングの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• DHCPスヌーピングの概要, 147 ページ

• DHCPスヌーピングのライセンス要件, 148 ページ

• DHCPスヌーピングの前提条件, 148 ページ

• DHCPスヌーピングの注意事項および制約事項, 149 ページ

• DHCP設定のデフォルト設定, 149 ページ

• DHCPスヌーピング機能の設定, 150 ページ

• DHCPスヌーピング設定の確認, 162 ページ

• DHCPスヌーピングのモニタリング , 163 ページ

• DHCPスヌーピングの設定例, 163 ページ

• 標準, 163 ページ

• DHCPスヌーピングの機能の履歴, 163 ページ

DHCP スヌーピングの概要
DHCPスヌーピングは、信頼できないホストと信頼できる DHCPサーバとの間でファイアウォー
ルのように機能します。具体的には、次の処理を実行します。

•信頼できない発信元からの DHCPメッセージを検証するとともに、DHCPサーバからの無効
な応答メッセージを除外します。

• DHCPスヌーピングバインディングデータベースを構築し、管理する。このデータベースに
は、リース IPアドレスを持つ、信頼できないホストに関する情報が保存されています。

• DHCPスヌーピングバインディングデータベースを使用して、信頼できないホストからの以
降の要求を検証する。
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ダイナミック ARPインスペクション（DAI）および IPソースガードも、DHCPスヌーピングバ
インディングデータベースに格納された情報を使用します。

DHCPスヌーピングは、VLANごとにグローバルにイネーブルになっています。デフォルトでは、
すべての VLANで DHCPスヌーピングは非アクティブです。この機能は、1つの VLAN上また
は VLANの特定の範囲でイネーブルにできます。

DHCP スヌーピングのライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

ライセンス要件機能

Release 4.2(1)SV2(1.1)以降では、階層ベースの
ライセンスのアプローチが Cisco Nexus 1000V
で採用されています。 Cisco Nexus 1000Vは、
Essentialと Advancedの 2つのエディションで
出荷されます。スイッチエディションが

Advancedエディションとして設定されている場
合、ライセンスを必要とする高度な機能として

DHCPスヌーピング、ダイナミックARPインス
ペクション（DAI）、および IPソースガード
（IPSG）を使用できます。

Release 4.2(1)SV2(1.1)以降では、
featuredhcpコマンドを使用してCisco
Nexus 1000VのDHCPスヌーピングを
イネーブルにします。スイッチエ

ディションがEssentialの場合、feature
コマンドは失敗します。

（注）

CiscoNexus 1000Vのライセンス要件の詳細につ
いては、『Cisco Nexus 1000V License
Configuration Guide』を参照してください。

DHCPスヌーピング

DHCP スヌーピングの前提条件
DHCPスヌーピングを設定するには、DHCPに関する知識が必要です。

この機能のライセンス要件については、「DHCPスヌーピングのライセンス要件」を参照してく
ださい。
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DHCP スヌーピングの注意事項および制約事項
• DHCPスヌーピングデータベースは各 VEM上に作成され、1つのデータベースに最大 2048
個のバインディングを格納できます。

• DHCPスヌーピングをシームレス VSDにするために、サービス VMポートは、デフォルト
で信頼できるポートとなっています。これらのポートを「信頼できない」と設定しても、そ

の設定は無視されます。

• VSMの接続に VEMが使用される場合、つまり VSMの VSM Asynchronous Inter-process
Communication（AIPC）、管理、およびインバンドのポートが特定のVEM上にある場合は、
これらの仮想イーサネットインターフェイスが信頼できるインターフェイスとして設定され

ている必要があります。

• Cisco Nexus 1000Vからのデバイスアップストリームの接続インターフェイスは、このデバ
イスでDHCPスヌーピングがイネーブルになっている場合、「信頼できる」として設定する
必要があります。

• 128を超える ACL（MACと IP ACLの組み合わせ）を設定する場合は、VSM RAMが 3 GB
（3072 MB）に設定されていることを確認します。

DHCP 設定のデフォルト設定
デフォルトパラメータ

DisabledDHCP機能

DisabledDHCPスヌーピンググローバル

DisabledDHCPスヌーピング VLAN

EnabledDHCPスヌーピングのMACアドレス検証

信頼できる：イーサネットインターフェイス、

vEthernetインターフェイス、およびポートチャ
ネル（VSD機能に参加しているもの）。信頼
できない：VSD機能に参加していないvEthernet
インターフェイス。

DHCPスヌーピング信頼状態
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DHCP スヌーピング機能の設定

DHCP スヌーピングの最小限の設定
1 DHCP機能をイネーブルにします。
2 DHCPスヌーピングをグローバルにイネーブルにします。

3 少なくとも 1つの VLANで、DHCPスヌーピングをイネーブルにします。

デフォルトでは、DHCPスヌーピングはすべての VLANでディセーブルになります。

4 DHCPサーバとデバイスが、信頼できるインターフェイスを使用して接続されていることを確
認します。

DHCP 機能のイネーブル化またはディセーブル化
デフォルトでは、DHCPはディセーブルです。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

DHCPスヌーピングをグローバルにイネーブル化しま
す。 noオプションを使用すると、DHCPスヌーピング

switch(config)# feature
dhcp

ステップ 2   

がディセーブルになりますが、既存の DHCPスヌーピ
ング設定は保存されます。 DHCPスヌーピングはライ
センスを必要とする高度な機能として使用できます。

CiscoNexus1000Vのライセンス要件の詳細については、
『Cisco Nexus 1000V License Configuration Guide』を参
照してください。

（任意）

使用可能な各機能の状態（イネーブルまたはディセー

ブル）を表示します。

switch(config)# show
feature

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 4   

switch# configure terminal
switch(config)# feature dhcp
switch(config)# show feature
Feature Name Instance State
-------------------- -------- --------
dhcp-snooping 1 enabled
http-server 1 enabled
lacp 1 enabled
netflow 1 disabled
port-profile-roles 1 enabled
private-vlan 1 disabled
sshServer 1 enabled
tacacs 1 enabled
telnetServer 1 enabled
switch(config)# copy running-config startup-config

DHCP スヌーピングのグローバルなイネーブル化またはディセーブル
化

DHCPスヌーピングに関する次の情報を知っておく必要があります。

•デフォルトでは、DHCPスヌーピングはグローバルにディセーブルです。

• DHCPスヌーピングがグローバルにディセーブルになると、DHCPスヌーピングはすべて停
止し、DHCPメッセージは中継されなくなります。

• DHCPスヌーピングを設定した後でグローバルにディセーブルにした場合も、残りの設定は
維持されます。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

DHCPをグローバルにイネーブルにします。DHCP
スヌーピングはライセンスを必要とする高度な機

能として使用できます。

switch(config)# feature dhcpステップ 2   

IPDHCPスヌーピングをイネーブルにします。no
オプションを使用すると、DHCPスヌーピングが

switch(config)# [no] ip dhcp
snooping

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ディセーブルになりますが、既存のDHCPスヌー
ピング設定は保存されます。

（任意）

DHCPスヌーピング設定を表示します。
switch(config)# show
running-config dhcp

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# ip dhcp snooping
switch(config)# show running-config dhcp
switch(config)# copy running-config startup-config

VLAN に対する DHCP スヌーピングのイネーブル化またはディセーブル
化

デフォルトでは、DHCPスヌーピングはすべての VLANでディセーブルになります。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

DHCPをグローバルにイネーブルにします。
DHCPスヌーピングはライセンスを必要とする高
度な機能として使用できます。

switch(config)# feature dhcpステップ 2   

vlan-listで指定するVLANのDHCPスヌーピング
をイネーブルにします。 noオプションを使用す

switch(config)# [no] ip dhcp
snooping vlan vlan-list

ステップ 3   

ると、指定した VLANの DHCPスヌーピングが
ディセーブルになります。

（任意）

DHCPスヌーピング設定を表示します。
switch(config)# show
running-config dhcp

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# ip dhcp snooping vlan 100,200,250-252
switch(config)# show running-config dhcp
switch(config)# copy running-config startup-config

DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証のイネーブル化またはディ
セーブル化

MACアドレス検証はデフォルトでイネーブルになります。

ここでは、DHCPスヌーピングのMACアドレス検証をイネーブルまたはディセーブルにする手順
を説明します。信頼できないインターフェイスからパケットを受信し、この送信元MACアドレ
スとDHCPクライアントハードウェアアドレスが一致しない場合、アドレス検証によってデバイ
スはパケットをドロップします。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

DHCPスヌーピングのMACアドレス検証をイ
ネーブルにします。 noオプションを使用する

switch(config)# [no] ip dhcp
snooping verify mac-address

ステップ 2   

とMACアドレス検証がディセーブルになりま
す。

（任意）

DHCPスヌーピング設定を表示します。
switch(config)# show
running-config dhcp

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 4   

switch# configure terminal
switch(config)# ip dhcp snooping verify mac-address
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switch(config)# show running-config dhcp
switch(config)# copy running-config startup-config

送信元 IP によるフィルタリングのイネーブル化
展開の仮想マシン（VM）にスタティック IPアドレスが割り当てられており、VMの電源が頻繁
にオンとオフの間で切り替わると、VMのMACアドレスが変更されます。この状況は、ダイナ
ミックARPインスペクション（DAI）および Cisco Nexus 1000V上の IPソースガード（IPSG）の
機能に影響を及ぼします。 Cisco Nexus 1000Vに同じ IP-MACアドレスバインディングはありま
せん。したがって、これらの VMからのトラフィックはドロップされます。

Release 4.2(1)SV2(1.1)から、この問題を修正するために、DHCP機能の新しいオプションが提供さ
れます。 IPアドレスとMACアドレスのペアに基づくトラフィックのフィルタリングではなく、
送信元 IPアドレスにのみ基づいてトラフィックをフィルタリングできます。 Cisco Nexus 1000V
はMACアドレスを無視し、VMからのトラフィックの送信元 IPアドレスだけを検証します。新
しい機能はスタティックバインディングのみに適用され、ダイナミックバインディングの場合と

同様に、新しいMACアドレスでCisco Nexus 1000Vのダイナミックバインディングがアップデー
トされます。

CiscoNexus 1000Vスイッチで送信元 IPによるフィルタリングをイネーブルにするには、フィルタ
モードを ipフィルタリングに設定します。デフォルトのフィルタリングモードは、ip-macフィ
ルタリングです。送信元 IPアドレスに基づいてトラフィックをフィルタリングするには、次の項
を参照してください。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。 DHCP機能が
Cisco Nexus 1000Vスイッチでイネーブルになっている必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

DHCPをグローバルにイネーブルにします。
DHCPスヌーピングはライセンスを必要とする
高度な機能として使用できます。

switch(config)# feature dhcpステップ 2   

フィルタモードを設定します。これはグロー

バルコマンドです。

switch(config)# ip source binding
filter-mode { ip | ip-mac }

ステップ 3   

（任意）

スイッチのフィルタモードを表示します。

switch(config)# show ip source
binding filter-mode

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

showコマンドの出力を表示します。フィルタ
モードは出力の一部として表示されます。

switch(config)# show ip arp
inspection

ステップ 5   

（任意）

showコマンドの出力を表示します。フィルタ
モードは出力の一部として表示されます。

switch(config)# show ip arp
inspection vlanvlan-id

ステップ 6   

（任意）

showコマンドの出力を表示します。フィルタ
モードは出力の一部として表示されます。

switch(config)# show ip verify
source

ステップ 7   

（任意）

showコマンドの出力を表示します。フィルタ
モードは出力の一部として表示されます。

switch(config)# show ip verify
source interface
vethernetinterface-number

ステップ 8   

次の例では、トラフィックは ipフィルタモードに基づいてフィルタリングされます。
switch# configure terminal
switch(config)# ip source binding filter-mode ip

switch(config)# show ip source binding filter-mode
DHCP Snoop Filter Mode(for static bindings) = IP-MAC

switch(config)# show ip arp inspection
Source Mac Validation : Disabled
Destination Mac Validation : Disabled
IP Address Validation : Disabled

Filter Mode(for static bindings): IP

Vlan : 1
-----------
Configuration : Disabled
Operation State : Inactive

switch(config)# show ip arp inspection vlan 1
Source Mac Validation : Disabled
Destination Mac Validation : Disabled
IP Address Validation : Disabled

Filter Mode(for static bindings): IP

Vlan : 100
-----------
Configuration : Disabled
Operation State : Inactive

switch(config)# show ip verify source
Filter Mode(for static bindings): IP
IP source guard is enabled on the following interfaces:
------------------------------------------------------

IP source guard operational entries:
-----------------------------------
Interface Filter-mode IP-address Mac-address Vlan
------------ ----------- ---------- -------------- ----
(config)#
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switch(config)# show ip verify source interface vethernet 1
Filter Mode(for static bindings): IP-MAC
IP source guard is disabled on this interface.

インターフェイスの信頼状態の設定

ここでは、特定の仮想インターフェイスが DHCPメッセージの送信元として信頼できるものかど
うかを設定する手順を説明します。次のいずれかの方法を使用して、DHCP信頼状態を設定でき
ます。

•レイヤ 2 vEthernetインターフェイス

•レイヤ 2 vEthernetインターフェイスのポートプロファイル

デフォルトでは、vEthernetインターフェイスは「信頼できない」となっています。ただし、信頼
できる他の機能（VSDなど）によって使用される特殊な vEthernetポートは例外です。

DHCPスヌーピング、DAI、および IPソースガードをシームレスにするために、仮想サービスド
メイン（VSD）サービスVMポートはデフォルトで信頼できるポートとなっています。これらの
ポートを「信頼できない」と設定しても、その設定は無視されます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• EXECモードで CLIにログインしていること。

• vEthernetインターフェイスがレイヤ 2インターフェイスとして設定されていること。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

指定した vEthernetインターフェイスのイン
ターフェイスコンフィギュレーションモー

switch(config)# interface vethernet
interface-number

ステップ 2   

ドを開始します。インターフェイス設定を• switch(config)# port-profile
profilename
指定したポートプロファイルの

ポートプロファイルコンフィ

使用して、インターフェイスを信頼できるイ

ンターフェイスとして設定します。

ギュレーションモードを開始し

ます。ポートプロファイル設定

を使用して、インターフェイス

を信頼できるインターフェイス

として設定します。

   Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
156 OL-27736-01-J  

DHCP スヌーピングの設定
インターフェイスの信頼状態の設定



目的コマンドまたはアクション

DHCPスヌーピングに関してインターフェイ
スを信頼できるインターフェイスとして設定

switch(config-if)# [no] ip dhcp snooping
trust

ステップ 3   

します。 noオプションを使用すると、ポー
トは信頼できないインターフェイスとして設

定されます。

（任意）

DHCPスヌーピング設定を表示します。
switch(config-if)# show running-config
dhcp

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーし

ます。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 3
switch(config-if)# ip dhcp snooping trust
switch(config-if)# show running-config dhcp
switch(config-if)# copy running-config startup-config

switch(config)# port-profile vm-data
switch(config-port-profile)# ip dhcp snooping trust
switch(config-port-profile)# show running-config dhcp
switch(config-port-profile)# copy running-config startup-config

DHCP パケットのレート制限の設定
各ポートで受信するDHCPパケット/秒のレートの制限を設定するには、次の手順を実行します。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

次の情報を知っている必要があります。

•ポートは、この手順で設定したDHCPパケット/秒のレートの制限を超えると、errdisabled状
態になります。

•インターフェイスまたはポートプロファイルにレート制限を設定できます。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定した vEthernetインターフェイスのイ
ンターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

switch(config)# interface vethernet
interface-number

ステップ 2   

• switch(config)# port-profile
profilename
指定したポートプロファイルの

ポートプロファイルコンフィ

ギュレーションモードを開始し

ます。

DHCPパケット/秒（1～ 2048）のレート
に制限を設定します。 noオプションは
レート制限を削除します。

switch(config-if)# [no] ip dhcp snooping
limit rate rate

ステップ 3   

（任意）

DHCPスヌーピング設定を表示します。
switch(config-if)# show running-config
dhcp

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スター

トアップコンフィギュレーションにコピー

します。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 3
switch(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 30
switch(config-if)# show running-config dhcp
switch(config-if)# copy running-config startup-config

switch(config)# port-profile vm-data
switch(config-port-profile)# ip dhcp snooping limit rate 30
switch(config-port-profile)# show running-config dhcp
switch(config-port-profile)# copy running-config startup-config

DHCP レート制限違反がディセーブルなポートの検出
DHCPレート制限の超過がディセーブルになっているポートの検出をグローバルに設定するには、
次の手順を実行します。

インターフェイスを errdisableステートから手動で回復するには、shutdownコマンドを入力して
から、no shutdownコマンドを入力する必要があります。

設定されたレートに違反すると、ポートは自動的に errdisable状態になります。（注）

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。
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手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

DHCPをグローバルにイネーブルにします。
DHCPスヌーピングはライセンスを必要とする
高度な機能として使用できます。

switch(config)# feature dhcpステップ 2   

DHCPerror-disabled検出をイネーブルにします。
noオプションを使用すると、DHCPerror-disabled
検出がディセーブルになります。

switch(config)# [no] errdisable
detect cause dhcp-rate-limit

ステップ 3   

（任意）

DHCPスヌーピング設定を表示します。
switch(config)# show
running-config dhcp

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# errdisable detect cause dhcp-rate-limit
switch(config)# show running-config dhcp
switch(config)# copy running-config startup-config

DHCP レート制限違反がディセーブルなポートの回復
DHCPレート制限の違反がディセーブルになっているポートの自動リカバリをグローバルに設定
するには、次の手順を実行します。

レートによって errdisableステートになるポート。

インターフェイスを errdisableステートから手動で回復するには、shutdownコマンドを入力して
から、no shutdownコマンドを入力する必要があります。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

DHCP error-disabled検出をイネーブルにしま
す。 noオプションを使用すると、DHCP
error-disabled検出がディセーブルになります。

switch(config)# [no] errdisable
recovery cause dhcp-rate-limit

ステップ 2   

DHCP error-disabled回復間隔を設定します。
timer-intervalは秒数（30～ 65535）です。

switch(config)# errdisable recovery
interval

ステップ 3   

（任意）

DHCPスヌーピング設定を表示します。
switch(config)# show
running-config dhcp

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# errdisable detect cause dhcp-rate-limit
switch(config)# errdisable recovery interval 30
switch(config)# show running-config dhcp
switch(config)# copy running-config startup-config

DHCP スヌーピングバインディングデータベースのクリア
DHCPスヌーピングバインディングデータベースのクリアについては、次の項を参照してくださ
い。

すべてのバインディングエントリの消去

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

DHCPスヌーピングバインディングデータ
ベースに動的に追加されたエントリを消去し

ます。

switch# clear ip dhcp snooping
binding

ステップ 1   

（任意）

DHCPスヌーピングバインディングデータ
ベースを表示します。

switch# show ip dhcp snooping
binding

ステップ 2   
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switch# clear ip dhcp snooping binding
switch# show ip dhcp snooping binding

インターフェイスのバインディングエントリの消去

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•インターフェイスに関する次の情報が収集されていること。

◦ VLAN ID

◦ IPアドレス

◦ MACアドレス

手順

目的コマンドまたはアクション

DHCPスヌーピングバインディングデー
タベースから、動的に追加されたインター

フェイスのエントリを消去します。

switch# clear ip dhcp snooping binding
[{vlan vlan-idmac mac-addr ip ip-addr
interface interface-id} | vlan vlan-id1 |
interface interface-id1]

ステップ 1   

DHCPスヌーピングバインディングデー
タベースを表示します。

switch# show ip dhcp snooping bindingステップ 2   

switch# clear ip dhcp snooping binding vlan 10 mac EEEE.EEEE.EEEE ip 10.10.10.1 interface
vethernet 1
switch# show ip dhcp snooping binding

DHCP のスイッチおよび回線情報のリレー
DHCPパケットのVSMMACアドレスおよび vEthernetポート情報のリレーをグローバルに設定す
るには、次の手順を実行します。これは、オプション82およびリレーエージェント情報オプショ
ンとも呼ばれます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。
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手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

DHCPパケットの VSM MACアドレスおよび
vEthernetポート情報をリレーするよう DHCP
を設定します。

switch(config)# [no] ip dhcp
snooping information option

例：

ステップ 2   

この設定を削除するには、noオプションを使
用します。

（任意）

DHCPスヌーピング設定を表示します。
switch(config)# show
running-config dhcp

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 4   

switch# configure terminal
switch(config)# ip dhcp snooping information option
switch(config)# show running-config dhcp
!Command: show running-config dhcp
!Time: Fri Dec 17 11:30:22 2010

version 4.2(1)SV1(4)
ip dhcp snooping information option
service dhcp
ip dhcp relay
ip dhcp relay information option
switch(config)# copy running-config startup-config

DHCP スヌーピング設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

DHCPスヌーピング設定を表示します。show running-config dhcp

DHCPスヌーピングに関する一般的な情報を表
示します。

show ip dhcp snooping

DHCPスヌーピングバインディングテーブル
の内容を表示します。

show ip dhcp snooping binding
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目的コマンド

DHCPなどの使用可能な機能と、それらがイ
ネーブルかどうかを表示します。

show feature

DHCP スヌーピングのモニタリング
DHCPスヌーピングの統計情報をモニタするには、show ip dhcp snooping statisticsコマンドを使
用します。

DHCP スヌーピングの設定例
次に、2つの VLAN上で DHCPスヌーピングをイネーブルにする例を示します。vEthernetイン
ターフェイス5が「信頼できる（trusted）」となっているのは、DHCPサーバがこのインターフェ
イスに接続されているからです。

switch# configure terminal
switch(config)# feature dhcp
switch(config)# interface vethernet 5
switch(config-if)# ip dhcp snooping trust
switch(config-if)# ip dhcp snooping vlan 1, 50

標準

タイトル標準

『Dynamic Host Configuration Protocol』

（http://tools.ietf.org/html/rfc2131）

RFC-2131

『DHCP Relay Agent Information Option』

（http://tools.ietf.org/html/rfc3046）

RFC-3046

DHCP スヌーピングの機能の履歴
この表には、機能の追加によるリリースの更新内容のみが記載されています。
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機能情報リリース機能名

DHCPスヌーピングを高度な機
能として使用できるようになり

ました。機能をイネーブルに

するには、feature dhcpコマン
ドを使用します。

4.2(1)SV2(1.1)ライセンスの変更

CiscoNexus 1000Vスイッチで、
送信元 IPに基づくフィルタリ
ングをイネーブルにできるよう

になりました。

4.2(1)SV2(1.1)送信元 IPによるフィルタリン
グのイネーブル化

DHCPパケットのVSMMACお
よびポート情報のリレーを設定

できます。

4.2(1)SV1(4)リレーエージェント（オプショ

ン 82）

DHCP機能をグローバルにイ
ネーブルにするコマンドが追加

されました。

4.2(1)SV1(4)feature dhcpコマンド

この機能が導入されました。4.0(4)SV1(2)
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第 13 章

ダイナミック ARP インスペクションの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• ダイナミック ARPインスペクション（DAI）に関する情報, 165 ページ

• DAIの前提条件, 169 ページ

• DAIの注意事項と制約事項, 169 ページ

• DAIのデフォルト設定, 170 ページ

• DAI機能の設定, 170 ページ

• DAIの設定の確認, 180 ページ

• DAIのモニタリング , 180 ページ

• DAIの設定例, 180 ページ

• 標準, 183 ページ

• DAIの機能の履歴, 183 ページ

ダイナミック ARP インスペクション（DAI）に関する情
報

DAI機能の詳細については、次の項を参照してください。

ARP
ダイナミックARPインスペクション（DAI）とは、有効なARP要求と応答だけが中継されるよう
にするための機能です。信頼できないポート上でのすべてのARP要求と応答は、この機能によっ
て代行受信されます。代行受信されたパケットが有効な IP-to-MACアドレスバインディングを持
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つことが検証されると、ローカルARPキャッシュが更新されるか、適切な宛先にパケットが転送
されます。この機能がイネーブルのときは、無効な ARPパケットはドロップされます。

ARPでは、IPアドレスをMACアドレスにマッピングすることで、レイヤ 2ブロードキャストド
メイン内の IP通信を実現します。たとえば、ホスト Bがホスト Aに情報を送信しようとして、
ホスト Bの ARPキャッシュにホスト AのMACアドレスがないという場合、 ARPの用語では、
ホスト Bが送信者、ホスト Aはターゲットになります。

ホスト Bは、ホスト Aの IPアドレスに関連付けられたMACアドレスを取得するため、このブ
ロードキャストドメイン内の全ホストに対してブロードキャストメッセージを送信します。こ

のブロードキャストドメイン内のホストはすべてARP要求を受信し、ホストAはMACアドレス
で応答します。

Release 4.2(1)SV2(1.1)からは、IPアドレスとMACアドレスのペアに基づくトラフィックのフィル
タリングではなく、送信元 IPアドレスにのみ基づいてトラフィックをフィルタリングできます。
詳細については、送信元 IPによるフィルタリングのイネーブル化,（154ページ）を参照してくだ
さい。

ARP スプーフィング攻撃
ARPスプーフィング攻撃とは、要求されていないARP応答を送りつけてホストのキャッシュを更
新するというものです。それ以降は、攻撃者が検出されてARPキャッシュ内の情報が修正されな
い限り、トラフィックは攻撃者を介して転送されます。

ARPスプーフィング攻撃を受けると、レイヤ 2ネットワークに接続されたホスト、スイッチ、お
よびルータのARPキャッシュに偽りの情報が送信されるので、これらの機器に影響が及ぶ可能性
があります。次の図に、ARPキャッシュポイズニングの例を示します。

図 8：ARP キャッシュポイズニング

この図では、ホストA、B、CはインターフェイスA、B、Cを介してデバイスに接続されており、
これらのインターフェイスはすべて同じサブネット上にあります。カッコ内は、各ホストの IPア
ドレスとMACアドレスを示します。たとえば、ホストAは IPアドレス IAとMACアドレスMA
を使用します。

ホスト Aがホスト Bに IPデータを送信する必要がある場合、ホスト Aは IPアドレス IBに関連
付けられたMACアドレスを求めるARP要求をブロードキャストします。デバイスおよびホスト
Bがこの ARP要求を受信すると、IPアドレス IAおよびMACアドレスMAを持つホストを表す
バインディングが、デバイスおよびホスト Bの ARPキャッシュに追加されます。
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ホスト Bが応答すると、IPアドレス IBおよびMACアドレスMBを持つホストを表すバインディ
ングが、デバイスとホスト Aの ARPキャッシュに追加されます。

ホスト Cは、次の 2つの ARP応答を偽造してブロードキャストすれば、ホスト Aとホスト Bを
欺く（スプーフィング）ことができます。

• IPアドレス IAとMACアドレスMCを持つホストの応答

• IPアドレス IBとMACアドレスMCを持つホストの応答

このような応答を受け取ると、ホストBは、IAに送られるはずであったトラフィックの宛先MAC
アドレスとしてMCを使用します。つまり、そのトラフィックはホスト Cによって代行受信され
ます。同様に、ホストAとデバイスは、IBに送られるはずのトラフィックの宛先MACアドレス
としてMCを使用します。

ホスト Cは IAおよび IBの本当のMACアドレスを知っているので、代行受信したトラフィック
を転送できます。

DAI および ARP スプーフィング
DAIは、ARPの要求と応答を検証するための機能です。具体的には、次のような処理を実行しま
す。

•信頼できないポートを経由したすべての ARP要求および ARP応答を代行受信します。

• ARPキャッシュの更新やパケットの転送を行う前に、そのパケットに対応する有効な IPア
ドレスとMACアドレスのバインディングが存在することを確認します。

•無効な ARPパケットはドロップします。

DAIによってARPパケットの有効性を判断するときの基準となる有効な IP-to-MACバインディン
グは、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）スヌーピングバインディングデータベースに
保存されています。このデータベースは、VLANとデバイスに対して DHCPスヌーピングがイ
ネーブルになっている場合に、DHCPスヌーピング機能によって構築されます。このデータベー
スには、管理者が作成したスタティックエントリが格納されていることもあります。

信頼できるインターフェイス上で受信されたARPパケットは、一切の検査なしで転送されます。
信頼できないインターフェイス上では、デバイスは有効性を確認できたパケットだけを転送しま

す。

管理者は、ARPパケットの宛先MACアドレス、送信元MACアドレス、および IPアドレスの検
証をイネーブルまたはディセーブルにすることができます。

インターフェイスの信頼状態とネットワークセキュリティ

DAIによって、インターフェイスは「信頼できる」と「信頼できない」に分類されます。

一般的なネットワークでは、インターフェイスは次のように設定されます。

•信頼できない：ホストに接続されているインターフェイス。
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パケットは DAIによって検証されます。

•信頼できる：デバイスに接続されているインターフェイス。

パケットは、DAIによる検証をすべてバイパスします。

この設定では、デバイスからネットワークに送信されるARPパケットはすべて、セキュリティ検
査をバイパスします。VLAN内、またはネットワーク内のその他の場所では、他の検査を実行す
る必要はありません。

信頼状態の設定は、慎重に行ってください。信頼すべきインターフェイスを信頼できないイ

ンターフェイスとして設定すると、接続が失われる場合があります。

注意

次の図では、デバイス Aおよびデバイス Bの両方が、ホスト 1およびホスト 2を収容する VLAN
上で DAIを実行していると仮定します。ホスト 1およびホスト 2が、デバイス Aに接続されて
いる DHCPサーバから IPアドレスを取得すると、デバイス Aだけがホスト 1の IPアドレスと
MACアドレスをバインドします。デバイス Aとデバイス B間のインターフェイスが信頼できな
い場合は、ホスト 1からのARPパケットはデバイスBではドロップされ、ホスト 1およびホスト
2の間の接続は切断されます。

図 9：DAI をイネーブルにした VLAN での ARP パケット検証

信頼できないインターフェイスを信頼できるインターフェイスとして設定すると、ネットワーク

にセキュリティホールが生じる可能性があります。デバイス Aが DAIを実行していなければ、
ホスト 1はデバイスBのARPキャッシュを簡単にポイズニングできます（デバイス間のリンクが
信頼できるものとして設定されている場合はホスト 2も同様）。この状況は、デバイス BがDAI
を実行している場合でも発生する場合があります。

DAIは、DAIが稼働するデバイスに接続されているホスト（信頼できないインターフェイス上）
がネットワーク内の他のホストのARPキャッシュをポイズニングしないように保証します。ただ
し、DAIが稼働するデバイスに接続されているホストのキャッシュがネットワークの他の部分の
ホストによってポイズニングされるのを防ぐことはできません。
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ネットワークの設定によっては、VLAN内の一部のデバイスで ARPパケットを検証できない
場合もあります。

（注）

DAI の前提条件
•次のものを理解している必要があります。

◦ ARP

◦ DHCPスヌーピング

• Cisco Nexus 1000V上で動作するソフトウェアが DAIをサポートしている必要があります。

• VEM機能レベルが、DAIをサポートするリリースに更新されている必要があります。

DAI の注意事項と制約事項
• DAIは入力セキュリティ機能であり、出力検査は行いません。

•ホストが接続されているデバイスがDAIをサポートしていない場合や、そのデバイスでDAI
がイネーブルになっていない場合は、DAIの効果はありません。 1つのレイヤ 2ブロード
キャストドメインだけを標的とする攻撃を防ぐには、DAIが有効なドメインと、そうではな
いドメインとを分離させてください。これにより、DAIが有効なドメイン内のホストのARP
キャッシュをセキュリティ保護できます。

• DAIによって、着信ARP要求およびARP応答内の IP-to-MACアドレスバインディングが検
証されます。スタティックエントリが設定されていない場合は、DAIが設定されている
VLANに対して DHCPスヌーピングもイネーブルにする必要があります。

• DAIがサポートされるのは、vEthernetインターフェイスとプライベートVLANポートです。

• DAIが ARPパケットの有効性を判断するためにダイナミック IP-MACアドレスバインディ
ングを使用するように設定する場合は、DHCPスヌーピングが設定されていることを確認し
ます。

•仮想サービスドメイン（VSD）サービス VMポートは、デフォルトで信頼できるポートと
なっています。管理者が VSDポートを「信頼できない」と設定しても、DAIでは信頼でき
るポートとして扱われます。
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DAI のデフォルト設定
デフォルトパラメータ

VLANはDAIの対象としては設定されません。VLAN

信頼しないVSD内ではない vEthernetインターフェイスの
信頼状態

信頼できるVSD内の vEthernetインターフェイスの信頼状
態

信頼できるイーサネットポートチャネルの信頼状態

15パケット/秒（pps）信頼できないインターフェイスに対する着信

ARPパケットレート制限

無制限信頼できるインターフェイスに対する着信ARP
パケットレート制限

1秒レート制限バースト間隔

error-disabled状態の検出と回復は設定されませ
ん。

DAI error-disabled状態インターフェイスの検出
と回復

検査は実行されません。有効性検査

ARP要求および応答の統計情報VLAN統計情報

DAI 機能の設定

DAI 対象の VLAN の設定
デフォルトでは、VLANは DAIの対象としては設定されません。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

• DHCPスヌーピングをイネーブルにしていること。

• DAIの対象として設定する VLANが作成されていること。
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手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

指定した 1つ以上の VLANを DAIの対象と
して設定します。

switch(config)# ip arp inspection
vlan list

ステップ 2   

（任意）

指定した VLANのリストの DAIステータス
を表示します。

switch(config)# show ip arp
inspection vlan list

ステップ 3   

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーし

ます。

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

ステップ 4   

switch# configure terminal
switch(config)# ip arp inspection vlan 13
switch(config)# show ip arp inspection vlan 13
switch(config)# copy running-config startup-config

信頼できる vEthernet インターフェイスの設定

はじめる前に

この手順を開始する前に、次の情報を知っている必要があります。

•デフォルトでは、vEthernetインターフェイスの状態は「信頼できない」です（VSDに属して
いる場合を除く）。

•インターフェイスが信頼できない状態である場合は、すべてのARP要求および応答の検証が
行われ、IP-MACアドレスバインディングが有効な場合にのみ、ローカルキャッシュが更新
されてパケットが転送されます。パケットの IP-MACアドレスバインディングが無効な場
合は、パケットがドロップされます。

•信頼できるインターフェイスで受信されたARPパケットは、転送されますが、検証は行われ
ません。

•信頼できるインターフェイスの設定は、次のどちらでも行うことができます。

◦インターフェイス自体

◦インターフェイスが割り当てられている既存のポートプロファイル

信頼できるインターフェイスの設定をポートプロファイルで行う場合は、ポートプロ

ファイルが作成済みで名前がわかっていることが必要です。
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この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

指定した vEthernetインターフェイスのイ
ンターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

switch(config)# interface vethernet
interface-number

ステップ 2   

• switch(config)# port-profile
profilename
指定したポートプロファイルの

ポートプロファイルコンフィギュ

レーションモードを開始します。

DHCPスヌーピングに関してインターフェ
イスを信頼できるインターフェイスとして

switch(config-if)# [no] ip arp inspection
trust

ステップ 3   

設定します。noオプションを使用すると、
ポートは信頼できないインターフェイスと

して設定されます。

インターフェイスを、信頼できる ARPイ
ンターフェイスとして設定します。

switch(config-if)# ip arp inspection trustステップ 4   

• switch(config-port-prof)# ip arp
inspection trust
このポートプロファイルに割り当

てられるインターフェイスを、信

頼できる ARPインターフェイス
として設定します。

（任意）

特定のインターフェイスの信頼状態および

ARPパケットレートを表示します。

switch(config-if)# show ip arp inspection
interface vethernet interface-number

ステップ 5   

（任意）

ポートプロファイル設定を表示します。

ARP信頼状態も表示されます。

switch(config-if)# show port-profile
profilename

ステップ 6   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピー

します。

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

ステップ 7   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 3
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switch(config-if)# ip arp inspection trust
switch(config-if)# show ip arp inspection interface vethernet 3
switch(config-if)# copy running-config startup-config

switch(config)# port-profile vm-data
switch(config-port-profile)# ip arp inspection trust
switch(config-port-profile)# show port-profile vm-data
switch(config-port-profile)# copy running-config startup-config

vEthernet インターフェイスの信頼できないインターフェイスへのリ
セット

デフォルトでは、vEthernetインターフェイスの状態は「信頼できない」です（VSDに属している
場合を除く）。 vEthernetインターフェイスから信頼できるという指定を削除し、デフォルトの信
頼できないという指定に戻すには、次の手順を実行します。

インターフェイスが信頼できない状態である場合は、すべてのARP要求および応答の検証が行わ
れ、IP-MACアドレスバインディングが有効な場合にのみ、ローカルキャッシュが更新されてパ
ケットが転送されます。パケットの IP-MACアドレスバインディングが無効な場合は、パケット
がドロップされます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

指定した vEthernetインターフェイスのイン
ターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始します。

switch(config)# interface vethernet
interface-number

ステップ 2   

インターフェイスから信頼できるという指定

を削除し、デフォルトの信頼できない状態に

戻します。

switch(config-if)# default ip arp
inspection trust

ステップ 3   

（任意）

特定のインターフェイスの信頼状態およびARP
パケットレートを表示します。

switch(config-if)# show ip arp
inspection interface vethernet
interface-number

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   
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switch# config t
switch(config)# interface vethernet 3
switch(config-if)# default ip arp inspection trust
switch(config-if)# show ip arp inspection interface vethernet 3
switch(config-if)# copy running-config startup-config

DAI レート制限の設定
ここでは、ARP要求と応答のレート制限を設定する手順を説明します。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを知っておく必要があります。

•トランクポートでは集約が行われるので、トランクポートのレート上限は高く設定してく
ださい。

•着信パケットのレートが設定レートを超えると、インターフェイスは自動的に errdisable状態
になります。

•デフォルトの DAIレート制限は次のとおりです。

◦信頼できないインターフェイス = 15パケット/秒

◦信頼できるインターフェイス =無制限

◦バースト間隔 = 1秒

•インターフェイスのレート制限は、次のどちらでも行うことができます。

◦インターフェイス自体

◦インターフェイスが割り当てられている既存のポートプロファイル

ポートプロファイルを設定する場合は、ポートプロファイルが作成済みで名前がわかっ

ていることが必要です。

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

指定した vEthernetインターフェイスのインター
フェイスコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch(config)# interface vethernet
interface-number

ステップ 2   

• switch(config)# port-profile
profilename
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目的コマンドまたはアクション

指定したポートプロファイ

ルのポートプロファイルコ

ンフィギュレーションモー

ドを開始します。

インターフェイスまたはポートプロファイルでの

ARPインスペクションの制限値を、次のとおりに
設定します。

switch(config-if)# ip arp inspection
limit {rate pps [burst interval l
bint] | none}

ステップ 3   

次のキーワードと引数があります。

• rate：指定できる値は 1～ 2048パケット/秒
（pps）で、この範囲の値を指定します。

◦信頼できないインターフェイスのデフォ
ルト = 15パケット/秒。

◦信頼できるインターフェイスのデフォル
ト =無制限。

• burst interval：指定できる値は 1～ 15秒（デ
フォルトは1秒）で、この範囲の値を指定し
ます。

• none：パケット/秒が無制限であることを指定
します。

（任意）

DAIの設定も含めて、DHCPスヌーピング設定を
表示します。

switch(config-if)# show
running-config dhcp

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 3
switch(config-if)# ip arp inspection limit rate 30
switch(config-if)# show running-config dhcp
switch(config-if)# copy running-config startup-config

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile vm-data
switch(config-port-prof)# ip arp inspection limit rate 30
switch(config-port-prof)# show running-config dhcp
switch(config-port-prof)# copy running-config startup-config
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DAI レート制限のデフォルト値へのリセット
ここでは、ARP要求と応答のレート制限を設定する手順を説明します。

この手順を開始する前に、次のことを知っておく必要があります。

•トランクポートでは集約が行われるので、トランクポートのレート上限は高く設定してく
ださい。

•着信パケットのレートが設定レートを超えると、インターフェイスは自動的に errdisable状態
になります。

•デフォルトの DAIレート制限は次のとおりです。

◦信頼できないインターフェイス = 15パケット/秒

◦信頼できるインターフェイス =無制限

◦バースト間隔 = 1秒

•インターフェイスのレート制限は、次のどちらでも行うことができます。

◦インターフェイス自体

◦インターフェイスが割り当てられている既存のポートプロファイル

ポートプロファイルを設定する場合は、ポートプロファイルが作成済みで名前がわかっ

ていることが必要です。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

DAI機能をイネーブルにします。 DAIはライセン
スを必要とする高度な機能として使用できます。

switch(config)# feature dhcpステップ 2   

指定したvEthernetインターフェイスのインターフェ
イスコンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface
vethernet interface-number

ステップ 3   

設定されている DAIレート制限をインターフェイ
スから削除し、デフォルト値に戻します。

switch(config-if)# default ip arp
inspection limit {rate pps
[burst intervall bint] | none}

ステップ 4   

次のキーワードと引数があります。
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目的コマンドまたはアクション

• rate：信頼できないインターフェイスのデフォ
ルト = 15パケット/秒。

◦信頼できないインターフェイスのデフォ
ルト = 15パケット/秒。

◦信頼できるインターフェイスのデフォル
ト =無制限。

• burst interval：デフォルト = 1秒。

• none：パケット/秒の制限なし

（任意）

DAIレート制限を含むDHCPスヌーピング設定を表
示します。

switch(config)# show
running-config dhcp

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 6   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 3
switch(config-if)# default ip arp inspection limit rate
switch(config)# show running-config dhcp
switch(config)# copy running-config startup-config

Error-Disabled 状態のインターフェイスの検出と回復
デフォルトでは、インターフェイスは DAI error-disabled回復を行うようには設定されません。

インターフェイスをerror-disabled状態から手動で回復するには、次の順でコマンドを実行します。

1 shutdown

2 no shutdown

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。
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手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

ARPインスペクションの結果 error-disabled状態
となったインターフェイスを検出するように設

定します。

switch(config)# [no] errdisable
detect cause arp-inspection

ステップ 2   

noオプションを使用すると、検出がディセーブ
ルになります。

ARPインスペクションの結果 error-disabled状態
となったインターフェイスを回復するように設

定します。

switch(config)# [no] errdisable
recovery cause arp-inspection

ステップ 3   

ARPインスペクションの結果 error-disabledと
なったインターフェイスの回復間隔を設定しま

す。

switch(config)# errdisable
recovery interval timer-interval

ステップ 4   

timer-interval：指定できる値は 30～ 65535秒で
す。

（任意）

errdisableの設定を表示します。
switch(config)# show
running-config | include
errdisable

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 6   

switch# configure terminal
switch(config)# errdisable detect cause arp-inspection
switch(config)# errdisable recovery cause arp-inspection
switch(config)# errdisable recovery interval 30
switch(config)# show running-config | include errdisable
switch(config-if)# copy running-config startup-config

ARP パケットの検証
検証の対象は次のアドレスです。デフォルトでは、これらの検証はディセーブルになっています。

•宛先MACアドレス

イーサネットヘッダー内の宛先MACアドレスをARP本体のターゲットMACアドレスと比
較し、MACアドレスが無効であるパケットをドロップします。

• IPアドレス
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ARP本体を検査し、無効な、および予期しない IPアドレス（0.0.0.0、255.255.255.255、IPマ
ルチキャストアドレスなど）を検出します。送信元 IPアドレスの検証は、ARP要求と応答
の両方で行われます。ターゲット IPアドレスは ARP応答でだけチェックされます。

•送信元MACアドレス

ARP要求および応答について、イーサネットヘッダー内の送信元MACアドレスを ARP本
体の送信者MACアドレスと比較し、MACアドレスが無効である場合はパケットをドロップ
します。

管理者が検証の設定を行うと、それまでの検証設定は上書きされます。（注）

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

指定した検証をイネーブルにします。以前保存さ

れた既存の検証設定がある場合は上書きします。

switch(config)# [no] ip arp
inspection validate {[src-mac]
[dst-mac] [ip]}

ステップ 2   

•送信元MAC

•宛先MAC

• IP

この 3つすべての検証を指定することもできます
が、少なくとも 1つを指定する必要があります。

検証をディセーブルにするには、noオプションを
使用します。

（任意）

DAIの設定も含めて、DHCPスヌーピング設定を
表示します。

switch(config)# show
running-config dhcp

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 4   

switch# configure terminal
switch(config)# ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
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switch(config)# show running-config dhcp
switch(config)# copy running-config startup-config

DAI の設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

DAIの設定を表示します。show running-config dhcp

DAIのステータスを表示します。show ip arp inspection

特定のインターフェイスの信頼状態およびARP
パケットレートを表示します。

show ip arp inspection interface vethernet
interface-number

特定の VLANの DAI設定を表示します。show ip arp inspection vlan vlan-ID

DAI のモニタリング
DAIをモニタするには、次のいずれかのコマンドを使用します。

目的コマンド

DAIの統計情報を表示します。show ip arp inspection statistics

指定されている VLANの DAI統計情報を表示
します。

show ip arp inspection statistics vlan vlan-ID

DAI統計情報をクリアします。clear ip arp inspection statistics

DAI の設定例
この例では、次の 2つの VEMが存在するネットワークで DAIを設定する方法を示します。

•一方の VEMは、真正なWebサーバと DHCPサーバをホスティングしています。

•他方のVEMは、クライアント仮想マシン（VM1）と、不正なWebサーバが存在する仮想マ
シン（VM 2）をホスティングしています。VM 1は、vEthernetインターフェイス 3に接続さ
れています。このインターフェイスはデフォルトで信頼できない状態となっており、VLAN
1に属しています。 VM 2は、vEthernet 10と VLAN 1に接続されています。
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DAIがイネーブルでないときは、VM2がVM1のARPキャッシュに偽の情報を送る（スプーフィ
ング）こともできてしまいます。その方法は、ARP要求が生成されていないけれどもパケットを
送信するというものです。このパケットを受け取った VM 1は、自身のトラフィックを、真正な
Webサーバではなく VM 2のWebサーバに送信します。

DAIがイネーブルならば、VM 2が VM 1の ARPキャッシュをスプーフィングしようとして、要
求されていないにもかかわらず送信したARPパケットは、ドロップされます。その IP-to-MACバ
インディングが不正であることが、DAIによって検出されるからです。ARPキャッシュをスプー
フィングする試みは失敗に終わり、VM 1は真正なWebサーバに接続されます。

DAIによって着信 ARP要求および ARP応答の IP-to-MACアドレスバインディングを検証す
るには、DHCPスヌーピングデータベースが必要です。 IPアドレスを動的に割り当てられた
ARPパケットを許可するには、DHCPスヌーピングをイネーブルにする必要があります。

（注）

VLAN 1 での DAI のイネーブル化と設定の確認
switch# configure terminal
switch(config)# ip arp inspection vlan 1
switch(config)# show ip arp inspection vlan 1

Source Mac Validation : Disabled
Destination Mac Validation : Disabled
IP Address Validation : Disabled

Vlan : 1
-----------
Configuration : Enabled
Operation State : Active
n1000v(config)#

DAI がパケットを処理する前後の統計情報の確認
switch# show ip arp inspection statistics vlan 1

Vlan : 1
-----------
ARP Req Forwarded = 0
ARP Res Forwarded = 0
ARP Req Dropped = 0
ARP Res Dropped = 0
DHCP Drops = 0
DHCP Permits = 0
SMAC Fails-ARP Req = 0
SMAC Fails-ARP Res = 0
DMAC Fails-ARP Res = 0
IP Fails-ARP Req = 0
IP Fails-ARP Res = 0
switch#
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2 つの ARP 要求の許可
VM 1が 2つの ARP要求を送信し、この要求で指定された IPアドレスは 10.0.0.1、MACアドレス
は 0002.0002.0002であるとします。要求が両方とも許可されたことは、次のコマンド出力で確認
できます。

switch# show ip arp inspection statistics vlan 1

Vlan : 1
-----------
ARP Req Forwarded = 2
ARP Res Forwarded = 0
ARP Req Dropped = 0
ARP Res Dropped = 0
DHCP Drops = 0
DHCP Permits = 2
SMAC Fails-ARP Req = 0
SMAC Fails-ARP Res = 0
DMAC Fails-ARP Res = 0
IP Fails-ARP Req = 0
IP Fails-ARP Res = 0

ARP 要求パケットのドロップとエラーメッセージのロギング
VM 2が IPアドレス 10.0.0.3を指定して ARP要求を送信しようとすると、このパケットはドロッ
プされ、エラーメッセージがログに記録されます。

00:12:08: %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 2 Invalid ARPs (Req) on vEthernet3, vlan
1.([0002.0002.0002/10.0.0.3/0000.0000.0000/0.0.0.0/02:42:35 UTC Fri Jul 13 2008])

DAI の統計情報の表示例
switch# show ip arp inspection statistics vlan 1
switch#

Vlan : 1
-----------
ARP Req Forwarded = 2
ARP Res Forwarded = 0
ARP Req Dropped = 2
ARP Res Dropped = 0
DHCP Drops = 2
DHCP Permits = 2
SMAC Fails-ARP Req = 0
SMAC Fails-ARP Res = 0
DMAC Fails-ARP Res = 0
IP Fails-ARP Req = 0
IP Fails-ARP Res = 0
switch#
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標準

タイトル標準

『An Ethernet Address Resolution Protocol』

http://tools.ietf.org/html/
rfc826http://tools.ietf.org/html/rfc826

RFC-826

DAI の機能の履歴
この表には、機能の追加によるリリースの更新内容のみが記載されています。

機能情報リリース機能名

DAIを高度な機能として使用で
きるようになりました。機能

をイネーブルにするには、

feature dhcpコマンドを使用し
ます。

4.2(1)SV2(1.1)ライセンスの変更

CiscoNexus 1000Vスイッチで、
送信元 IPに基づくフィルタリ
ングをイネーブルにできるよう

になりました。

4.2(1)SV2(1.1)送信元 IPによるフィルタリン
グのイネーブル化

この機能が導入されました。4.0(4)SV1(2)DAI
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第 14 章

IP ソースガードの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• IPソースガードの概要, 185 ページ

• IPソースガードの前提条件, 186 ページ

• IPソースガイドの注意事項と制約事項, 186 ページ

• IPソースガードのデフォルト設定, 187 ページ

• IPソースガード機能の設定, 187 ページ

• IPソースガードの設定の確認, 189 ページ

• IPソースガードバインディングのモニタリング, 189 ページ

• IPソースガードの設定例, 189 ページ

• IPソースガードの機能の履歴, 190 ページ

IP ソースガードの概要
IPソースガードとは、インターフェイス単位のトラフィックフィルタです。各パケットの IPア
ドレスとMACアドレスが、DynamicHost Configuration Protocol（DHCP）スヌーピングバインディ
ングテーブル内のダイナミックまたはスタティック IPソースエントリの IP-MACアドレスバイ
ンディングと一致する場合にのみ、IPトラフィックを許可します。

DHCPスヌーピングで信頼状態になっていないレイヤ 2インターフェイスの IPソースガードをイ
ネーブルにできます。 IPソースガードは、アクセスモードとトランクモードで動作するように
設定されているインターフェイスをサポートしています。 IPソースガードを最初にイネーブルに
すると、次のトラフィックを除いて、そのインターフェイス上のインバウンド IPトラフィックが
すべてブロックされます。

• DHCPパケット。DHCPパケットは、DHCPスヌーピングによって検査が実行され、その結
果に応じて転送またはドロップされます。
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• Cisco Nexus 1000Vで設定したスタティック IPソースエントリからの IPトラフィック。

デバイスが IPトラフィックを許可するのは、DHCPスヌーピングによって IPパケットの IPアド
レスとMACアドレスのバインディングテーブルエントリが追加された場合、またはユーザがス
タティック IPソースエントリを設定した場合です。

パケットの IPアドレスとMACアドレスがバインディングテーブルエントリにも、スタティック
IPソースエントリにもない場合、その IPパケットはドロップされます。たとえば、show ip dhcp
snooping bindingコマンドによって表示されたバインディングテーブルエントリが次のとおりで
あるとします。
MacAddress IpAddress LeaseSec Type VLAN Interface
---------- ---------- --------- ------ ------- ---------
00:02:B3:3F:3B:99 10.5.5.2 6943 dhcp-snooping 10 vEthernet3

IPアドレスが 10.5.5.2の IPパケットをデバイスが受信した場合、IPソースガードによってこのパ
ケットが転送されるのは、このパケットのMACアドレスが 00:02:B3:3F:3B:99のときだけです。

Release 4.2(1)SV2(1.1)からは、IPアドレスとMACアドレスのペアに基づくトラフィックのフィル
タリングではなく、送信元 IPアドレスにのみ基づいて IPトラフィックをフィルタリングできま
す。詳細については、送信元 IPによるフィルタリングのイネーブル化, （154ページ）を参照し
てください。

IP ソースガードの前提条件
• IPソースガードを設定するためには、DHCPスヌーピングについての知識が必要です。

• DHCPスヌーピングがイネーブルになっている。

IP ソースガイドの注意事項と制約事項
• IPソースガードは、インターフェイス上の IPトラフィックを、IP-MACアドレスバインディ
ングテーブルエントリまたはスタティック IPソースエントリに送信元が含まれているトラ
フィックだけに制限します。インターフェイス上の IPソースガードを初めてイネーブルに
する際には、そのインターフェイス上のホストが DHCPサーバから新しい IPアドレスを受
信するまで、IPトラフィックが中断されることがあります。

• IPソースガード（IPSG）機能が Cisco Nexus 1000Vスイッチでイネーブルになっている場合
は、重複 IPアドレスがポートで検出されるたびに、errdisableになります。

• IPソースガードの機能は、DHCPスヌーピング（IP-MACアドレスバインディングテーブ
ルの構築および維持に関して）、またはスタティック IPソースエントリの手動での維持に
依存しています。

• IPソースガードをシームレスにするために、仮想サービスドメイン（VSD）サービス VM
ポートは、デフォルトで信頼できるポートとなっています。これらのポートを「信頼できな

い」と設定しても、その設定は無視されます。

   Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
186 OL-27736-01-J  

IP ソースガードの設定
IP ソースガードの前提条件



IP ソースガードのデフォルト設定
デフォルトパラメータ

各インターフェイスでディセーブルIPソースガード

None.デフォルトではスタティック IPソースエ
ントリはありません。デフォルトの IPソース
エントリもありません。

IPソースエントリ

IP ソースガード機能の設定

レイヤ 2 インターフェイスに対する IP ソースガードのイネーブル化ま
たはディセーブル化

デフォルトでは、すべてのインターフェイスに対して IPソースガードはディセーブル。インター
フェイスまたはポートプロファイルに IPソースガードを設定できます。

はじめる前に

DHCPスヌーピングがイネーブルになっていることを確認してください。

手順

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。

switch# configure terminal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-numberは、DHCPス
switch(config)# interface vethernet
interface-number

ステップ 2   

ヌーピングにおいて信頼できるものとして扱う• switch(config)# port-profile
profilename
指定したポートプロファイル

のポートプロファイルコン

かどうかを設定する vEthernetインターフェイ
スです。

フィギュレーションモードを

開始します。

インターフェイスの IPソースガードをイネー
ブルにします。 noオプションを使用すると、

switch(config-if)# [no] ip verify
source dhcp-snooping-vlan

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

そのインターフェイスの IPソースガードが
ディセーブルになります。

（任意）

IPソースガードの設定も含めて、DHCPスヌー
ピングの実行コンフィギュレーションを表示し

ます。

switch(config-if)# show
running-config dhcp

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 3
switch(config-if)# ip verify source dhcp-snooping vlan
switch(config-if)# show running-config dhcp
switch(config-if)# copy running-config startup-config

switch(config)# port-profile vm-data
switch(config-port-profile)# ip verify source dhcp-snooping vlan
switch(config-port-profile)# show running-config dhcp
switch(config-port-profile)# copy running-config startup-config

スタティック IP ソースエントリの追加または削除
デフォルトでは、デバイスにはスタティック IPソースエントリは設定されていません。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

IPSG機能をイネーブルにします。 IPSGはライ
センスを必要とする高度な機能として使用でき

ます。

switch(config)# feature dhcpステップ 2   

現在のインターフェイスのスタティック IPソー
スエントリを作成します。スタティック IPソー

switch(config)# [no] ip source
binding IP-address MAC-address
vlan vlan-ID interface vethernet
interface-number

ステップ 3   

スエントリを削除する場合は、noオプションを
使用します。

（任意）

スタティック IPソースエントリを含めて、指定
したインターフェイスの IP-MACアドレスバイ

switch(config)# show ip dhcp
snooping binding [interface
vethernet interface-number]

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

ンディングを表示します。スタティックエント

リは、Typeカラムに「static」と表示されます。

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# ip source binding 10.5.22.17 001f.28bd.0013 vlan 100 interface ethernet 3
switch(config)# show ip dhcp snooping binding interface ethernet 3
switch(config)# copy running-config startup-config

IP ソースガードの設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

IPソースガード設定を含む、DHCPスヌーピン
グ設定を表示します。

show running-config dhcp

IP-MACアドレスバインディングを表示しま
す。

show ip verify source

IP ソースガードバインディングのモニタリング
IPソースガードバインディングをモニタするには、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

IPアドレスとMACアドレスのバインディング
を表示します。

show ip verify source

IP ソースガードの設定例
スタティック IPソースエントリを作成し、インターフェイスの IPソースガードをイネーブルに
する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# ip source binding 10.5.22.17 001f.28bd.0013 vlan 100 interface vethernet 3
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switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config)# no shutdown
switch(config)# ip verify source dhcp-snooping-vlan

IP ソースガードの機能の履歴
この表には、機能の追加によるリリースの更新内容のみが記載されています。

機能情報リリース機能名

IPソースガードを高度な機能
として使用できるようになりま

した。機能をイネーブルにす

るには、feature dhcpコマンド
を使用します。

4.2(1)SV2(1.1)ライセンスの変更

CiscoNexus 1000Vスイッチで、
送信元 IPに基づくフィルタリ
ングをイネーブルにできるよう

になりました。

4.2(1)SV2(1.1)送信元 IPによるフィルタリン
グのイネーブル化

この機能が導入されました。4.0(4)SV1(2)IPソースガード
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第 15 章

HTTP サーバのディセーブル化

この章の内容は、次のとおりです。

• HTTPサーバについて, 191 ページ

• HTTPサーバの注意事項と制約事項, 191 ページ

• HTTPサーバのデフォルト設定, 192 ページ

• HTTPサーバのディセーブル化, 192 ページ

• HTTP設定の確認, 193 ページ

• HTTPサーバのディセーブル化に関する関連マニュアル, 193 ページ

• 標準, 193 ページ

• HTTPサーバのディセーブル化の機能の履歴, 193 ページ

HTTP サーバについて
セキュリティ上の問題に対応するために CLIからオフにすることができる HTTPサーバは、仮想
スーパーバイザモジュール（VSM）に埋め込まれています。

HTTP サーバの注意事項と制約事項
• HTTPサーバは、デフォルトでイネーブルになっています。

• HTTPサーバがディセーブルの場合、VMware Update Manager（VUM）は仮想イーサネット
モジュール（VEM）をインストールしません。 VEMのインストール中に、VUMは HTTP
サーバに直接通信して、VSMから必要なモジュール情報を取得します。VEMをインストー
ルするには、次のいずれかを実行する必要があります。

◦ VEMのインストール中に HTTPサーバをイネーブルにし、VEMのインストール後に
HTTPサーバをディセーブルにすることによって、VUMを使用する。
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◦ VUMを使用せずに手動で VEMをインストールする。

• VSMからCisco Nexus 1000VXMLプラグインを取得するには、HTTPサーバをイネーブルに
する必要があります。

HTTP サーバのデフォルト設定
HTTPサーバは、デフォルトでイネーブルになっています。

HTTP サーバのディセーブル化
デフォルトでは、HTTPサーバはイネーブルになっています。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

HTTPサーバをディセーブルにします。switch(config)# no feature
http-server

ステップ 2   

（任意）

HTTPサーバの設定を表示します（イネーブ
ルまたはディセーブル）。

switch(config)# show http-serverステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーしま

す。

switch(config) copy running-config
startup-config

ステップ 4   

switch# configure terminal
switch(config)# no feature http-server
switch(config)# show http-server
http-server disabled
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
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HTTP 設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

HTTPサーバの設定を表示します。show http-server

LACPなどの使用可能な機能と、それらがイネー
ブルかどうかを表示します。

show feature

HTTP サーバのディセーブル化に関する関連マニュアル
参照先関連項目

『Cisco Nexus 1000V Command Reference』すべてのコマンド構文、コマンドモード、コマ

ンド履歴、デフォルト、使用上のガイドライ

ン、例

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。

HTTP サーバのディセーブル化の機能の履歴
この表には、機能の追加によるリリースの更新内容のみが記載されています。

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。4.2(1)SV1(4)HTTPサーバのディセーブル化
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第 16 章

不明なユニキャストフラッディングのブ

ロック

この章の内容は、次のとおりです。

• UUFBについて , 195 ページ

• UUFBの注意事項と制限事項, 196 ページ

• UUFBのデフォルト設定, 196 ページ

• UUFBの設定, 196 ページ

• 標準, 200 ページ

• 不明なユニキャストパケットをブロックする設定例, 200 ページ

• UUFBの機能の履歴, 200 ページ

UUFB について
不明なユニキャストパケットのフラッディング（UUFB）は、望ましくないトラフィックが VM
に到達するセキュリティリスクを防ぐために、転送パス上の不明なユニキャストフラッディング

を制限します。UUFBは、vEthernetインターフェイスおよびイーサネットインターフェイスの両
方で受信された不明なユニキャストアドレス宛てのパケットによって、VLANでフラッディング
が発生しないようにします。 UUFBが適用されると、VEMはアップリンクポートに着信した不
明なユニキャストパケットをドロップします。

不明なユニキャストパケットをグローバルにディセーブルにした後、ポートプロファイルの 1つ
のインターフェイスまたはすべてのインターフェイスでのユニキャストフラッディングを許可で

きます。

また、インターフェイスまたはポートプロファイルを設定して、不明なユニキャストがブロック

されないようにすることもできます。
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UUFB の注意事項と制限事項
• UUFBを設定する前に、showmoduleコマンドを入力して、VSMのHAペアとすべてのVEM
が最新リリースにアップグレードされていることを確認します。

•仮想サービスドメイン（VSD）ポートに対してUUFBを明示的にディセーブルにする必要が
あります。これは VSDポートプロファイルで行うことができます。

• VMwareによって提供されるMACアドレス以外のMACアドレスを使用して、アプリケー
ションまたは VMのポートで UUFBを明示的にディセーブルにする必要があります。

•不明なユニキャストがブロックされないように、インターフェイスを設定できます。

•不明なユニキャストパケットは、Unified Computing and Servers（UCS）がエンドホストモー
ドで実行されている場合、UCS-Fabric Interconnectによってドロップされます。

UUFB のデフォルト設定
デフォルトパラメータ

Disableduufb enable

Disabledswitchport uufb disable

UUFB の設定

スイッチでの不明なユニキャストフラッディングのグローバルなブ

ロック

スイッチの転送パスがフラッディングしないように不明なユニキャストパケットをグローバルに

ブロックするには、次の手順を使用します。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。
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手順

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

に切り替えます。

switch# configure terminalステップ 1   

VSMの UUFBをグローバルに設定します。switch(config)# [no] uufb enableステップ 2   

（任意）

VSMの UUFBグローバル設定を表示しま
す。

switch(config)# show uufb statusステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーし

ます。

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

ステップ 4   

switch# configure terminal
switch(config)# uufb enable
switch(config)# show uufb status
UUFB Status: Enabled
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%

不明なユニキャストフラッディングを許可するようにインターフェイ

スを設定する

VSMのフラッディングをグローバルにブロックした場合に、不明なユニキャストパケットによっ
て vEthernetインターフェイスがフラッディングするのを許可するには、次の手順を実行します。
グローバル設定に関係なく、特定のインターフェイスで不明なユニキャストパケットがブロック

されないようにする場合も、この手順を使用します。

すでに不明なユニキャストパケットをグローバルにブロックしている場合、ポートプロファイル

の 1つのインターフェイスまたはすべてのインターフェイスでユニキャストフラッディングを許
可できます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)    
   OL-27736-01-J 197

不明なユニキャストフラッディングのブロック

不明なユニキャストフラッディングを許可するようにインターフェイスを設定する



手順

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に

切り替えます。

switch# configure terminalステップ 1   

指定したインターフェイスに対してインター

フェイスコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch(config)# interface vethernet
interface-number

ステップ 2   

指定されたインターフェイスに対するユニキャ

ストパケットフラッディングのブロックをディ

セーブルにします。

switch(config)# [no] switchport
uufb disable

ステップ 3   

（任意）

確認のため、インターフェイスの実行コンフィ

ギュレーションを表示します。

switch(config)# show
running-config vethernet
interface-number

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 100
switch(config-if)# switchport uufb disable
switch(config-if)# show running-config interface veth100

!Command: show running-config interface Vethernet100
!Time: Fri Jun 10 12:43:53 2011

version 4.2(1)SV1(4a)

interface Vethernet100
description accessvlan
switchport access vlan 30
switchport uufb disable

switch(config-if)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%

不明なユニキャストフラッディングを許可するようにポートプロファ

イルを設定する

VSMのフラッディングをグローバルにブロックした場合に、不明なユニキャストパケットによる
既存のvEthernetポートプロファイルのインターフェイスのフラッディングを許可するには、次の
手順を実行します。グローバル設定に関係なく、特定のポートプロファイルで不明なユニキャス

トパケットがブロックされないようにする場合も、この手順を使用します。
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すでに不明なユニキャストパケットをグローバルにディセーブルにしている場合は、ポートプロ

ファイルの 1つのインターフェイスまたはすべてのインターフェイスでのユニキャストフラッ
ディングを許可できます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•フラッディングを許可する vEthernetポートプロファイルが設定されていること。

手順

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に

切り替えます。

switch# configure terminalステップ 1   

指定されたポートプロファイルのコンフィギュ

レーションモードを開始します。

switch(config)# port-profile
profile-name

ステップ 2   

指定されたポートプロファイルのすべてのイ

ンターフェイスに対するユニキャストパケッ

switch(config-port-prof)# [no]
switchport uufb disable

ステップ 3   

トフラッディングのブロックをディセーブル

にします。

（任意）

確認のため、指定されたポートプロファイル

の設定を表示します。

switch(config-port-prof)# show
running-config port-profile
profile-name

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch(config-port-prof)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile accessprof
switch(config-port-prof)# switchport uufb disable
switch(config-port-prof)# show running-config port-profile accessprof

!Command: show running-config port-profile accessprof
!Time: Fri Jun 10 12:06:38 2011

version 4.2(1)SV1(4a)
port-profile type vethernet accessprof
vmware port-group
switchport mode access
switchport access vlan 300
switchport uufb disable
no shutdown
description all_access

switch(config-port-prof)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
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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。

不明なユニキャストパケットをブロックする設定例
次に、VSMの転送パスがグローバルにフラッディングしないように不明なユニキャストパケット
をブロックする例を示します。

n1000v# config terminal
n1000v(config)# uufb enable
n1000v(config)# show uufb status
UUFB Status: Enabled
n1000v(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%

UUFB の機能の履歴
この表には、機能の追加によるリリースの更新内容のみが記載されています。

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。4.2(1)SV1(4a)UUFB
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第 17 章

Cisco TrustSec の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• Cisco TrustSecの概要, 201 ページ

• Cisco TrustSecのライセンス要件, 206 ページ

• Cisco TrustSecの前提条件 , 206 ページ

• Cisco TrustSecの注意事項と制約事項 , 206 ページ

• デフォルト設定, 207 ページ

• Cisco TrustSecの設定, 207 ページ

• Cisco TrustSecの設定の確認, 220 ページ

• Cisco TrustSecの機能の履歴, 221 ページ

Cisco TrustSec の概要

Cisco TrustSec のアーキテクチャ
Cisco TrustSecのセキュリティアーキテクチャは、信頼できるネットワークデバイスのクラウド
を確立することによってセキュアなネットワークを構築することができます。クラウド内の各デ

バイスは、そのネイバーによって認証されます。クラウド内のデバイス間リンクでの通信は、暗

号化、メッセージ整合性検査、データパスリプレイ防止メカニズムを組み合わせたセキュリティ

で保護されます。

Cisco TrustSecは、認証時に取得したデバイスおよびユーザ識別情報を使用して、パケットがネッ
トワークに入るときにそのパケットを分類またはタギングします。これらのパケットは、データ

パスで識別し、セキュリティおよびその他のポリシー条件を適用できるように、Cisco TrustSec
ネットワークへの入口でタグ付けされます。このタグは、SecurityGroup Tag（SGT;セキュリティ
グループタグ）と呼ばれることもあります。エンドポイント装置がSGTに応じてトラフィックを
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フィルタリングできるようにすることにより、アクセスコントロールポリシーをネットワークに

強制できます。

入力とは、パケットが宛先へのパス上で最初の Cisco TrustSec対応デバイスに入るときのこと
です。出力とは、パス上で最後の Cisco TrustSec対応デバイスから出るときのことです。

（注）

次の図に、Cisco TrustSecクラウドの例を示します。

図 10： Cisco TrustSec ネットワーククラウドの例

Cisco TrustSecアーキテクチャは、主に次のコンポーネントで構成されています。

•認証：CiscoTrustSecネットワークにデバイスを加入させる前に、各デバイスのアイデンティ
ティを検証します。

•許可：認証されたデバイスのアイデンティティに基づいて、CiscoTrustSecネットワークのリ
ソースへのアクセス権レベルを決定します。

•アクセスコントロール：各パケットのソースタグを使用して、パケット単位でアクセスポ
リシーを適用します。

•セキュア通信：Cisco TrustSecネットワークの各リンク上のパケットに、暗号化、整合性検
査、データパスリプレイ防止を提供します。
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SGACL と SGT
Security Group Access List（SGACL;セキュリティグループアクセスリスト）を使用すると、割り
当てられたセキュリティグループに基づいてユーザが実行できる操作を制御できます。許可を

ロールにまとめることにより、セキュリティポリシーの管理が容易になります。 Cisco NX-OSデ
バイスにユーザを追加する際に、1つ以上のセキュリティグループを割り当てれば、ユーザは適
切な許可を即座に受け取ることができます。セキュリティグループを変更することにより、新し

い許可を追加したり、現在の許可を制限することもできます。

Cisco TrustSecはセキュリティグループに、Security Group Tag（SGT;セキュリティグループタ
グ）という 16ビットの固有のタグを割り当てます。 Cisco NX-OSデバイス内の SGTの数は認証
済みのネットワークエンティティの数に制限されます。SGTは全社内の送信元の許可を示す単一
ラベルです。範囲は Cisco TrustSecネットワーク内でグローバルです。

管理サーバは、セキュリティポリシーの設定に基づいて SGTを引き出します。これらを手動で
設定する必要はありません。

いったん認証されると、Cisco TrustSecはデバイスを送信元とするすべてのパケットに、そのデバ
イスが割り当てられているセキュリティグループを表すSGTを付けます。タグ付けされたパケッ
トはネットワークを通じて Cisco TrustSecヘッダーで SGTを運びます。このタグは、送信元のグ
ループを表しているので、送信元の SGTとして参照されます。 Cisco TrustSecは、ネットワーク
の出口で、パケットの宛先デバイスに割り当てられているグループを判断し、アクセスコント

ロールポリシーを適用します。

Cisco TrustSecはセキュリティグループ間のアクセスコントロールポリシーを定義します。Cisco
TrustSecは、ネットワーク内のデバイスをセキュリティグループに割り当て、セキュリティグ
ループ間およびセキュリティグループ内でアクセスコントロールを適用することにより、ネット

ワーク内でアクセスコントロールを行います。次の図に、SGACLポリシーの例を示します。

図 11： SGACL ポリシーの例
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Cisco TrustSecネットワークでは、次の図のように SGTの割り当てと SGACLの強制が実行されま
す。

図 12： Cisco TrustSec ネットワークでの SGT と SGACL

CiscoNX-OSデバイスは、従来のACLの IPアドレスではなく、デバイスグループにCiscoTrustSec
アクセスコントロールポリシーを定義します。このような組み合わせの解除によって、ネット

ワーク全体でネットワークデバイスを自由に移動し、IPアドレスを変更できます。ネットワーク
トポロジ全体を変更することが可能です。ロールと許可が同じであれば、ネットワークが変更さ

れてもセキュリティポリシーには影響しません。 Cisco TrustSecによって、ACLのサイズが大幅
に節約され、保守作業も簡単になります。

従来の IPネットワークでは、設定されているアクセスコントロールエントリ（ACE）の数は次
のようにして決まります。

ACE数 =（指定された発信元の数）X（指定された宛先の数）X（指定された許可の数）

Cisco TrustSecでは、次の式を使用します。

ACE数 =指定された許可の数

送信元セキュリティグループの判断

Cisco TrustSecクラウドの入口のネットワークデバイスは、Cisco TrustSecクラウドにパケットを
転送する際に、パケットに SGTをタグ付けできるように、Cisco TrustSecクラウドに入るパケッ
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トの SGTを判断する必要があります。出口のネットワークデバイスは、SGACLを適用できるよ
うに、パケットの SGTを判断する必要があります。

ネットワークデバイスは、次のいずれかの方法でパケットの SGTを判断できます。

•ポリシー取得時に送信元の SGTを取得する：Cisco TrustSec認証フェーズ後、ネットワーク
デバイスは認証サーバからポリシーを取得します。認証サーバは、ピアデバイスが信頼で

きるかどうかを伝えます。ピアデバイスが信頼できる場合、認証サーバはそのピアデバイ

スから着信するすべてのパケットに適用する SGTも提供します。

• Cisco TrustSecヘッダーの送信元 SGTフィールドを取得する：信頼できるピアデバイスから
パケットが着信した場合、そのパケットにとってネットワークデバイスが Cisco TrustSecク
ラウド内の最初のネットワークデバイスではない場合に、Cisco TrustSecヘッダーの SGT
フィールドで正しい値が伝送されます。

•送信元 IPアドレスに基づいて送信元 SGTを検索する：場合によっては、送信元 IPアドレス
に基づいてパケットのSGTを判断するようにポリシーを手動で設定できます。SGTExchange
Protocol（SXP）も、IP-address-to-SGTマッピングテーブルに値を格納できます。

Cisco Nexus 1000V 上での SGT の伝播のための SXP
SXPを使用すると、Cisco TrustSecのハードウェアサポートがないネットワークデバイスに SGT
を伝播できます。 SXPプロトコルは、アップストリーム Cisco TrustSec対応スイッチまで、仮想
マシンと対応するSGTの IPアドレスを伝播するために使用されます。出力側では、CiscoTrustSec
対応ディストリビューションスイッチの出力インターフェイスで、ロールベースアクセスコン

トロール（RBACL）が適用されます。

SXPで SGTを伝播するには、次の手順を実行します。

• SXP接続の設定：SXPスピーカーまたは SXPリスナーとして SXP接続の各ピアを設定する
必要があります。スピーカーデバイスはリスナーデバイスに SXP情報（IP-SGTマッピン
グ）を配布します。 Cisco Nexus 1000Vの Cisco TrustSecでは、Cisco Nexus 1000Vはすべての
ピア接続で SXPスピーカーとして設定されます。

• IP-SGTマッピングの追跡と取得：仮想マシンに手動で SGTを割り当てる必要があります。
SGTの設定は、ポートプロファイルまたは仮想イーサネットインターフェイスに割り当て
られます。仮想マシンを起動すると、ポートプロファイルに割り当てられたSGTの設定が、
仮想マシンに関連付けられます。

ポートに割り当てられた IPアドレスを Cisco Nexus 1000Vで追跡できるように、IPデバイス
トラッキングと DHCPスヌーピングを設定する必要があります。 IPデバイストラッキング
とDHCPスヌーピングの両方を設定した場合、両方の送信元から学習した情報が使用され、
すべてのインターフェイスの IPアドレスが取得されます。

• SXPによる IP-SGTマッピングの伝達：SXPプラットフォームで、IP-SGTマッピングはSXP
のローカルデータベースに保存され、SXPによって SXPリスナーに配信されます。新しい
IP-SGTマッピングが作成されると、Cisco Nexus 1000Vはローカルデータベースで新しい
IP-SGTマッピングを確認するか、コピーします。その後、変更が SXPによってアップスト
リーム SXPリスナーに伝達されます。
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SXP接続を手動で設定するには、次の作業を行う必要があります。

• SXPデータの整合性と認証が必要になる場合は、ピアデバイスの両方に同じ SXPパスワー
ドを設定する必要があります。SXPパスワードは各ピア接続に対して明示的に指定すること
も、デバイスに対してグローバルに設定することもできます。SXPパスワードは必須ではあ
りません。

•各ピアを SXP接続に SXPスピーカーまたは SXPリスナーとして設定する必要があります。
スピーカーデバイスはリスナーデバイスに SXP情報を渡します。

•送信元 IPアドレスを指定して各ピアの関係付けに使用したり、特定の送信元 IPアドレスを
設定していないピア接続に対してデフォルトの送信元 IPアドレスを設定したりすることがで
きます。

Cisco TrustSec のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

ライセンス要件機能

この機能には、Advancedライセンスが必要で
す。 Cisco Nexus 1000Vのライセンス要件の詳
細については、『Cisco Nexus 1000V License
Configuration Guide』を参照してください。

Cisco TrustSec

Cisco TrustSec の前提条件
Cisco TrustSecの前提条件は次のとおりです。

• Cisco TrustSec機能をイネーブルにする必要があります。

• Cisco TrustSec SXPをイネーブルにする必要があります。

• Advanced Servicesライセンスをインストールする必要があります。

Cisco TrustSec の注意事項と制約事項
Cisco TrustSecに関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

• Cisco TrustSecは IPv4アドレスだけをサポートします。

• Cisco Nexus 1000Vの VSMは、常にすべてのピア接続で SXPスピーカーとして設定されま
す。
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•仮想マシンに SGTを割り当てるには、ポートプロファイルまたは vEthernetインターフェイ
スで SGTの相互作用を手動で設定する必要があります。これは、管理インターフェイスま
たはイーサネットインターフェイスではサポートされません。

• DVSのシステム全体で最大 2048の IP-SGTマッピングを学習できます。これは、DHCPス
ヌーピングと、ARPおよび IPトラフィックインスペクションによる個々の仮想マシンのデ
バイストラッキングで学習したエントリの両方を合計した数です。

• IP-SGTマッピングは最大 64の SXPピアデバイスに伝達できます。

デフォルト設定

表 4：Cisco TrustSec のデフォルト設定

デフォルトパラメータ

DisabledCisco TrustSec

DisabledSXP

なしSXPデフォルトパスワード

120秒SXP復帰期間

60秒SXPリトライ期間

Enabledデバイストラッキング

60秒インターフェイスの削除ホールドタイマー

Cisco TrustSec の設定

Cisco TrustSec 機能のイネーブル化
Cisco TrustSecを設定する前に、Cisco Nexus 1000Vで Cisco TrustSec機能をイネーブルにする必要
があります。

はじめる前に

• EXECモードで CLIにログインしていること。

• Advanced Servicesライセンスがインストールされていることを確認します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。switch# configure terminalステップ 1   

Cisco TrustSec機能をイネーブルに（no形式を
使用した場合はディセーブルに）します。

switch(config)# [no] feature ctsステップ 2   

（任意）

Cisco TrustSecの設定を表示します。
switch(config)# show ctsステップ 3   

（任意）

機能がイネーブルになったステータスを表示

します。

switch(config)# show featureステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config
startup-config

ステップ 5   

次に、Cisco TrustSec機能をイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# feature cts
switch(config)# show cts
CTS Global Configuration
==============================
CTS support : enabled
CTS device identity : not configured
SGT : 0
CTS caching support : disabled

Number of CTS interfaces in
DOT1X mode : 0
Manual mode : 0
switch(config)#

switch(config)# show feature
Feature Name Instance State
-------------------- -------- --------
cts 1 enabled
dhcp-snooping 1 enabled
http-server 1 enabled
lacp 1 disabled
netflow 1 disabled
network-segmentation 1 disabled
port-profile-roles 1 disabled
private-vlan 1 disabled
segmentation 1 disabled
sshServer 1 enabled
tacacs 1 disabled
telnetServer 1 enabled
vtracker 1 disabled
switch(config)#
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Cisco TrustSec SXP のイネーブル化
Cisco Nexus 1000Vで、Cisco TrustSec SXPをイネーブルにできます。

はじめる前に

• EXECモードで CLIにログインしていること。

• Cisco TrustSec機能をイネーブルにする必要があります。

• Advanced Servicesライセンスをインストールする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

Cisco TrustSec SXP機能をイネーブルに（no形式
を使用した場合はディセーブルに）します。デ

フォルトではディセーブルになっています。

switch(config)# [no] cts sxp
enable

ステップ 2   

（任意）

Cisco TrustSec SXPの設定を表示します。
switch(config)# show cts sxpステップ 3   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

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

ステップ 4   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次に、Cisco TrustSec SXPをイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# cts sxp enable
switch(config)# show cts sxp
CTS SXP Configuration:
SXP enabled
SXP default password configured
SXP retry timeout:60
SXP reconcile timeout:120
Minimum SXP Version: 1
Maximum SXP Version:1
switch(config)#
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Cisco TrustSec デバイストラッキングの設定
デバイストラッキングを設定して、仮想イーサネットポート上でアドレス解決プロトコル（ARP）
および IPトラフィックを調べることで、仮想マシンの IPアドレスの学習をイネーブルにできま
す。

はじめる前に

• EXECモードで CLIにログインしていること。

• Cisco TrustSec SXPをイネーブルにする必要があります。

• Cisco TrustSec機能をイネーブルにする必要があります。

• Advanced Servicesライセンスをインストールする必要があります。

手順

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。switch# configure
terminal

ステップ 1   

Cisco TrustSecのデバイストラッキングをイネーブルにし
ます。

switch(config)# cts device
tracking

ステップ 2   

Cisco Nexus 1000Vは、VEMでの ARP/IPトラ
フィックインスペクションおよび DHCPスヌー
ピングからの IPアドレスの追跡をサポートしま
す。 Cisco TrustSecデバイストラッキングは、
VEMでの ARP/IPトラフィックインスペクショ
ンを使用して IPアドレスを追跡します。 Cisco
TrustSecデバイストラッキングで DHCPスヌー
ピングからの IPアドレスの追跡をイネーブルに
するには、DHCPスヌーピング機能もイネーブ
ルにする必要があります。

（注）

デフォルトでは、デバイストラッキングはイネーブルで

す。

（任意）

CiscoTrustSecデバイストラッキングの設定を表示します。
switch(config)# show cts
device tracking

ステップ 3   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーショ

ンをスタートアップコンフィギュレーションにコピーし

て、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 4   
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次に、Cisco TrustSecデバイストラッキングを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# cts device tracking
enabled
switch(config)#

デフォルトの SXP パスワードの設定
デフォルトでは、SXPは接続のセットアップ時にパスワードを使用しません。 Cisco NX-OSデバ
イスにデフォルトの SXPパスワードを設定できます。

はじめる前に

• EXECモードで CLIにログインしていること。

• Cisco TrustSec SXPをイネーブルにする必要があります。

• Cisco TrustSec機能をイネーブルにする必要があります。

• Advanced Servicesライセンスをインストールする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

次のオプションを使用してSXPのデフォルトパス
ワードを設定します。

switch(config)# cts sxp default
password [word | 7] password

ステップ 2   

• word：デフォルトパスワードを暗号化しない
ことを指定します。

• 7：デフォルトパスワードを暗号化すること
を指定します。

デフォルトでは、SXPパスワードは使用されませ
ん。

（任意）

SXPの設定を表示します。
switch(config)# show cts sxpステップ 3   

（任意）

Cisco TrustSecの実行コンフィギュレーションを表
示します。

switch(config)# show
running-config cts

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

ションにコピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 5   

次に、デフォルト SXPパスワードを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# cts sxp default password 7 CiscoPassword
switch(config)# cts cts sxp
CTS SXP Configuration:
SXP enabled
SXP default password configured
SXP retry timeout:60
SXP reconcile timeout:120
Minimum SXP Version: 1
Maximum SXP Version:1

デフォルトの SXP 送信元 IPv4 アドレスの設定
Cisco NX-OSソフトウェアは、送信元 IPv4アドレスが指定されないと、新規の TCP接続すべてに
デフォルトの送信元 IPv4アドレスを使用します。デフォルト SXP送信元 IPv4アドレスを設定し
ても、既存の TCP接続には影響しません。

はじめる前に

• EXECモードで CLIにログインしていること。

• Cisco TrustSec SXPをイネーブルにする必要があります。

• Cisco TrustSec機能をイネーブルにする必要があります。

• Advanced Servicesライセンスをインストールする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

SXPのデフォルトパスワードを設定します。cts sxp default password passwordステップ 2   

SXPのデフォルトの送信元 IPv4アドレスを
設定します。

switch(config)# cts sxp default
source-ip src-ip-addr

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

SXPの設定を表示します。
switch(config)# show cts sxpステップ 4   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィ

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

ステップ 5   

ギュレーションにコピーして、変更を継続的

に保存します。

次に、デフォルトの SXP送信元 IPv4アドレスを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch# cts sxp default password xyzexy
switch(config)# cts sxp default source-ip 10.78.1.73
switch(config)# show cts sxp
CTS SXP Configuration:
SXP enabled
SXP default password configured
Default Source IP Address:10.78.1.73
SXP retry timeout:60
SXP reconcile timeout:120
Minimum SXP Version: 1
Maximum SXP Version:1
switch(config)#

ポートプロファイルでの Cisco TrustSec SGT の設定
ポートプロファイル設定の一部として、またはvEthernetインターフェイスに固有のCiscoTrustSec
Security Group Tag（SGT）を設定できます。その後、SGTはポートプロファイルを継承するすべ
ての仮想マシンに関連付けられます。

はじめる前に

• EXECモードで CLIにログインしていること。

• Cisco TrustSec SXPをイネーブルにする必要があります。

• Cisco TrustSec機能をイネーブルにする必要があります。

• Advanced Servicesライセンスをインストールする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

名前付きポートプロファイルのポートプロファ

イルコンフィギュレーションモードを開始しま

switch(config)# port-profile
name

ステップ 2   

す。ポートプロファイルが存在しない場合は、

作成されます。

デバイスから送信されるパケットの SGTを設定
します。 tag引数は、0xhhhh形式の 16進数値で

switch(config-port-prof)# cts sgt
tag

ステップ 3   

表したデバイスのローカル SGTです。範囲は、
1～ 65519です。

（任意）

IPアドレスから Cisco TrustSecの SGTへのマッピ
ングを表示します。

switch(config-port-prof)# show
cts sxp sgt-map

ステップ 4   

（任意）

ポートプロファイル設定を表示します。

switch(config-port-prof)# show
running-configuration
port-profile name

ステップ 5   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

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

ステップ 6   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次に、ポートプロファイル設定の一部として Cisco TrustSec SGTを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile kumar
switch(config-port-prof)# cts stg 6766
switch(config-port-prof)# show cts sxp sgt-map
switch(config-port-prof)# show running-config port-profile kumar
!Command: show running-config port-profile kumar
!Time: Wed Sep 26 22:58:16 2012
version 4.2(1)SV2(1.1)
port-profile type vethernet kumar
vmware port-group
switchport mode access
switchport access vlan 353
cts sgt 6766
no shutdown
system vlan 353
state enabled
switch(config-port-prof)#

次に、vEthernetインターフェイスに Cisco TrustSec SGTを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile kumar
switch(config-port-prof)# capability l3control
switch(config-port-prof)# vmware port-group
switch(config-port-prof)# switchport mode access
switch(config-port-prof)# switchport access vlan 353
switch(config-port-prof)# cts sgt 6766
switch(config-port-prof)# no shutdown
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switch(config-port-prof)# system vlan 353
switch(config-port-prof)# state enabled
switch(config-port-prof)# show running-config interface vethernet 1
!Command: show running-config interface Vethernet1
!Time: Wed Sep 26 22:59:39 2012
version 4.2(1)SV2(1.1)
interface Vethernet1
inherit port-profile kumar
description VMware VMkernel, vmk1
vmware dvport 65 dvswitch uuid "c1 0c 33 50 36 73 e3 9b-26 5f db 02 b3 79 cc b8"
vmware vm mac 0050.5665.7F77
cts sgt 888
switch(config)#

Cisco TrustSec SXP のピア接続の設定
スピーカーおよびリスナーの両方のデバイスで SXPピア接続を設定する必要があります。パス
ワード保護を使用している場合は、両方のデバイスで同じパスワードを使用してください。

デフォルトの SXP送信元 IPアドレスが設定されていない場合に、接続の SXP送信元アドレス
を指定しないと、Cisco NX-OSソフトウェアは既存のローカル IPアドレスから SXP送信元 IP
アドレスを抽出します。 SXP送信元アドレスは Cisco NX-OSデバイスから開始される各 TCP
接続によって異なる可能性があります。

（注）

Cisco Nexus 1000Vでは SXPスピーカーモードだけがサポートされます。したがって、リス
ナーで SXPピアを設定する必要があります。

（注）

はじめる前に

• EXECモードで CLIにログインしていること。

• Cisco TrustSec SXPをイネーブルにする必要があります。

• Cisco TrustSec機能をイネーブルにする必要があります。

• Advanced Servicesライセンスをインストールする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

SXPアドレス接続を設定します。switch(config)# [no] cts sxp
connection peer

ステップ 2   

• source：送信元の IPv4アドレスを指定します。デ
フォルトの送信元は、cts sxp default source-ipコマ
ンドを使用して設定した IPv4アドレスです。

peer-ip-address source
source-ip-address] password
{[default] | [ none [ required]
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目的コマンドまたはアクション

password} [ mode {listener}
[vrf { default |management}]

• password：次のオプションを使用して、SXPが接
続に使用するパスワードを指定します。

◦ default：cts sxp default passwordコマンドを
使用して設定したデフォルトのSXPパスワー
ドを使用します。

◦ none：パスワードを使用しません。

◦ required：このコマンドで指定したパスワー
ドを使用します。

• mode：リモートピアデバイスのロールを指定しま
す。Cisco Nexus 1000Vは接続のスピーカーとして
のみ動作するため、リスナーとしてピアを設定す

る必要があります。

• vrfキーワードでは、ピアに対する VRFを指定し
ます。デフォルトは、デフォルトの仮想ルーティ

ングおよび転送（VRF）インスタンスです。

（任意）

SXP接続とステータスを表示します。
switch(config)# show cts sxp
connection

ステップ 3   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレー

ションをスタートアップコンフィギュレーションにコ

ピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 4   

次に、Cisco TrustSecピア接続を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# cts sxp connection peer 1.2.3.4 password none mode listener vrf management
switch(config)# show cts sxp connection

スタティック IP-SGT バインディングの設定
IPホストアドレスとセキュリティグループタグ（SGT）のスタティックバインディングを定義
できます。スタティック IP-SGTバインディングは VRFのコンテキストで設定され、デフォルト
VRFに適用されます。スタティック IP-SGTバインディングは、SXPやローカルで認証済みのホ
ストなどのソースから得られたダイナミックバインディングよりも優先されます。特定のホスト

IPアドレスについて唯一の既知のバインディングがスタティック IP-SGTバインディングの場合、
このバインディングが SXPピアにエクスポートされます。スタティック IP-SGTバインディング
は VRFのコンテキストで設定されるため、SXPピアにエクスポートできるように、同じ VRFで
スタティック IP-SGTバインディングを設定する必要があります。
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はじめる前に

• EXECモードで CLIにログインしていること。

• Cisco TrustSec SXPをイネーブルにする必要があります。

• Cisco TrustSec機能をイネーブルにする必要があります。

• Advanced Servicesライセンスをインストールする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

IPホストアドレスとセキュリティグループタグ
（SGT）のスタティックバインディングを設定し
ます。

switch(config)# cts role-based
sgt-map ip-address sgt sgt

ステップ 2   

• ip-address：ホストの IPアドレスを指定しま
す。

• sgt：IPアドレスに対応する SGTを指定しま
す。指定できる範囲は 1～ 65519です。

（任意）

VRFのコンテキストで IP-SGTバインディングを
指定します。デフォルトはデフォルトVRFです。

switch(config)# vrf contextステップ 3   

（任意）

IPアドレスから Cisco TrustSecの SGTへのマッピ
ングを表示します。

switch(config)# show cts
role-based sgt-map

ステップ 4   

（任意）

SXP SGTエントリを表示します。
switch(config)# show cts ipsgt
entries

ステップ 5   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレーショ

ンにコピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 6   

次に、スタティック IP-SGTバインディングを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# cts role-based sgt-map 1.1.1.1 100
switch(config)# vrf context management
switch(config-vrf)# cts role-based sgt-map 2.2.2.3 200
switch(config-vrf)# exit
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switch(config)# show cts role-based sgt-map
IP ADDRESS SGT VRF/VLAN SGT CONFIGURATION
1.1.1.1 100 vrf:1 CLI Configured
2.2.2.3 200 vrf:2 CLI Configured
cinquedia(config)# show cts ipsgt entries
Interface SGT IP ADDRESS VRF Learnt
-------------- ------ ---------------- ---------- ---------
- 100 1.1.1.1 default Cli Configured
- 200 2.2.2.3 management Cli Configured

switch(config)# show cts ipsgt entries vrf management
Interface SGT IP ADDRESS Pushed Learnt
-------------- ------ ---------------- ---------- ---------
Vethernet1 888 10.10.101.10 Yes DHCP
10.78.1.78 Yes Device Tracking
Vethernet2 6766 10.78.1.76 Yes Device Tracking
- 545 99.10.10.10 Yes Cli Configured

SXP リトライ期間の変更
SXPリトライ期間によって、Cisco NX-OSソフトウェアが SXP接続を再試行する頻度が決まりま
す。 SXP接続が正常に確立されなかった場合、Cisco NX-OSソフトウェアは SXPリトライ期間タ
イマーの終了後に、新たな接続の確立を試行します。デフォルト値は 60秒（1分）です。 SXP
再試行期間を 0秒に設定するとタイマーは無効になり、接続は再試行されません。

はじめる前に

• EXECモードで CLIにログインしていること。

• Cisco TrustSec SXPをイネーブルにする必要があります。

• Cisco TrustSec機能をイネーブルにする必要があります。

• Advanced Servicesライセンスをインストールする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

SXPリトライタイマー期間を指定します。デ
フォルト値は 60秒（1分）です。範囲は 0～
64000です。

switch(config)# cts sxp
retry-period seconds

ステップ 2   

（任意）

SXPの設定を表示します。
switch(config)# show cts sxpステップ 3   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

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

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次に、SXPリトライ期間を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# cts sxp retry-period 60
switch(config)# show cts sxp
CTS SXP Configuration:
SXP enabled
SXP retry timeout:60
SXP reconcile timeout:120
Minimum SXP Version: 1
Maximum SXP Version:1
switch(config)#

インターフェイスの削除ホールドタイマーの変更

インターフェイスの削除ホールドタイマーの時間は、インターフェイスが関与していない状態に

なってから、そのインターフェイスが IP-SGTマッピングを保持する時間を決定します。タイマー
の期限が切れると、IP-SGTマッピングはインターフェイスとピアから削除されます。

はじめる前に

• EXECモードで CLIにログインしていること。

• Cisco TrustSec SXPをイネーブルにする必要があります。

• Cisco TrustSec機能をイネーブルにする必要があります。

• Advanced Servicesライセンスをインストールする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

インターフェイスの削除ホールドタイマーの期間を指

定します。デフォルト値は 60秒（1分）です。範囲
は 0～ 64000です。

switch(config)# [ no] cts
interface delete-hold seconds

ステップ 2   

タイマーが0に設定されている場合、IP-SGTマッピン
グはただちに削除されます。

このコマンドの no形式を使用すると、インターフェ
イスが関与していない状態になってもタイマーが開始
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目的コマンドまたはアクション

されず、IP-SGTエントリが常にインターフェイス上で
保持されるようになります。

（任意）

インターフェイスの削除ホールドタイマーの時間を表

示します。

switch(config)# show cts
interface delete-hold timer

ステップ 3   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレー

ションをスタートアップコンフィギュレーションにコ

ピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 4   

次に、インターフェイスの削除ホールドタイマーを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# cts interface delete-hold 60
switch(config)# show cts interface delete-hold timer
60
switch(config)#

Cisco TrustSec の設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

Cisco Nexus 1000Vでの Cisco TrustSecのグロー
バル設定を表示します。

show cts

Cisco TrustSec SXPの設定を表示します。show cts sxp

Cisco TrustSecデバイストラッキングの設定を
表示します。

show cts device tracking

Cisco TrustSec SXPの接続を表示します。show cts sxp connection

IPアドレスから Cisco TrustSecの SGTへのマッ
ピングを表示します。

show cts role-based sgt-map

SXP SGTエントリを表示します。show cts ipsgt entries

CiscoTrustSecインターフェイスの削除ホールド
タイマー期間を表示します。

show cts interface delete-hold timer
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目的コマンド

CiscoTrustSecの実行コンフィギュレーション情
報を表示します。

show running-configuration cts

Cisco TrustSec の機能の履歴
リリース機能名機能名

この機能が導入されました。4.2(1)SV2(1.1)Cisco TrustSec

Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)    
   OL-27736-01-J 221

Cisco TrustSec の設定
Cisco TrustSec の機能の履歴



   Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
222 OL-27736-01-J  

Cisco TrustSec の設定
Cisco TrustSec の機能の履歴



索引

A

AAA 6, 25
ACL 98
タイプ 98
ルール 98

ACLフロー 102
ACLプロトコル 99
ACLロギング 101
ARP 147

C

Cisco TrustSec 201, 203, 206, 207
SGACL 203
SGT 203
アーキテクチャ 201
イネーブル化 207
ライセンス要件 206

D

DHCP 147
DHCPスヌーピング 8, 148
ライセンス要件 148

I

ID、シスコのベンダー 36
IP ACL 97
IP Telnetセッションの開始 93
IPソースガード 8

M

MAC ACL 119, 120
前提条件 119
注意事項および制約事項 120
デフォルト設定 120

MACアドレスの学習 129
MIB 23

R

RADIUS 25
RADIUSサーバモニタリング 35
RADIUSセキュリティプロトコル 6
RADIUSの動作 34
RADUIS 33

S

SGACL 203
説明 203

SGT 203, 205, 213
SXPによる伝播 205
手動設定 213
説明 203

SGT Exchange Protocol。参照先： SXP
SSH 25
ssh 7
SSHクライアント 77
SSHサーバ 77
SXP 205, 212, 218

SGT伝播 205
デフォルトの送信元 IPアドレスの設定 212
リトライ期間の変更 218

Syslogメッセージ 103

Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)    
   OL-27736-01-J IN-1



T

TACACS+ 25, 55, 57
TACACS+セキュリティプロトコル 7
TACACS+のイネーブル化 62
TACACS+のディセーブル化 62
telnet 25
Telnetサーバ 91

U

UUFB 195

あ

アカウンティング 28
アクセスコントロールリスト 7
アクセスポート 134
宛先 98
アドレスエージング 130

い

イネーブル化 13, 30, 42, 68, 92, 135, 136, 209
Cisco TrustSec 209
RADIUSサーバへの誘導要求 42
TACACS+サーバの誘導要求 68
Telnetサーバ 92
スティッキMACアドレスラーニング 136
パスワード強度 13
レイヤ 2インターフェイスに対するポートセキュリ
ティ 135
ログイン認証失敗メッセージ 30

インターフェイスのセキュアMACアドレス 131

え

エージング 130

か

確認 22, 31, 52, 87, 94, 115, 126, 145
AAAの設定 31
IP ACLの設定 115

確認 (続き)
MAC ACLの設定 126
RADIUSの設定 52
SSHの設定 87
Telnetの設定 94
ポートセキュリティの設定 145
ユーザアクセスの設定 22

仮想サービスドメイン 6

き

キー、グローバル RADIUS 39
起動 83

SSHセッション 83
機能の履歴 23, 32, 53, 75, 88, 95, 117, 128, 145, 200, 221

AAA 32
IP ACL 117
MAC ACL 128
RADIUS 53
SSH 88
TACACS+ 75
Telnet 95
TrustSec 221
UUFB 200
ポートセキュリティ 145
ユーザアカウント 23

許可 28
拒否フローおよび許可フロー 112

く

クリア 84, 87, 93
SSHセッション 87
SSHホスト 84
Telnetセッション 93

グローバルタイムアウト 43
グローバルタイムアウト間隔 69
グローバルな事前共有キー 56

こ

公開キー 81
個別の TACACS+ 70

   Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
IN-2 OL-27736-01-J  

索引



さ

サーバ、SSH 77
サーバキー 78
サーバグループ 28
サーバホスト、設定 38
削除 85, 106, 123, 138, 139

IP ACL 106
MAC ACL 123
MACアドレス 138
SSHサーバキー 85
ダイナミックセキュアMACアドレス 139

作成 15, 16, 18, 104, 120
IP ACL 104
MAC ACL 120
機能グループ 18
ユーザアカウント 15
ロール 16

し

シスコの VSA 58
事前共有キー 56
手動モニタリング 51

す

スタティック方式 130
スティッキ方式 130
スヌーピング 147

せ

生成 79
SSHサーバキー 79

セキュアシェル 25
セキュリティサーバ 25
セキュリティサービス 25
設定 20, 21, 29, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 63, 65, 66, 71, 72, 74, 81, 82, 111, 

112, 113, 115, 140, 141, 142, 197, 198, 210, 211, 215, 216
AAA 29
Cisco TrustSec SXPのピア接続 215
Cisco TrustSecデバイストラッキング 210
IETFまたは PEMキー 82
MACアドレスの最大数 140
OpenSSHキー 81

設定 (続き)
RADIUSアカウンティングサーバ 47
RADIUSサーバキー 40
RADIUSサーバグループ 40
RADIUSサーバの定期的なモニタリング 49
RADIUS認証サーバ 48
Syslogメッセージの重大度 115
TACACS+グローバルデッドタイム間隔 74
TACACS+サーバグループ 66
TACACS+サーバホスト 65
TACACS+ホストの TCPポート 71
TACACS+ホストのモニタリング 72
VLANアクセス 21
アドレスエージングのタイプと期間 141
インターフェースアクセス 20
共有キー 63
許可フロー 112
拒否フロー 113
グローバルデッドタイム間隔 50
スタティック IP-SGTバインディング 216
セキュリティ違反時の処理 142
タイムアウト間隔 45
デフォルトの SXPパスワード 211
パケットカウンタを累積する時間間隔 111
不明なユニキャストフラッディングを許可するように

インターフェイスを 197
不明なユニキャストフラッディングを許可するように

ポートプロファイルを 198
リトライ 46

設定の確認 220
TrustSec 220

設定例 23, 75, 88, 145, 200
SSH 88
TACACS+ 75
機能グループ 23
不明なユニキャストパケットのブロック 200
ポートセキュリティ 145
ロール 23

前提条件 28, 37, 58, 78, 91, 103, 206
AAA 28
Cisco TrustSec 206
IP ACL 103
RADIUS 37
SSH 78
TACACS+ 58
Telnet 91

Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)    
   OL-27736-01-J IN-3

索引



そ

送信元 98

た

ダイナミック ARP 147
ダイナミック ARPインスペクション 8
ダイナミックアドレスのエージング 130
ダイナミック方式 130
タイムアウト間隔 70

ち

注意事項および制約事項 134
ポートセキュリティ 134

注意事項と制限事項 12, 29, 37, 58, 79, 91, 103, 196, 206
AAA 29
Cisco TrustSec 206
IP ACL 103
RADIUS 37
SSH 79
TACACS+ 58
Telnet 91
UUFB 196
ユーザアカウント 12

つ

追加 109, 125, 137
IP ACL 109
スタティックセキュアMACアドレス 137
ポートプロファイルへのMAC ACLの 125

て

ディセーブル化 14, 84, 111
ACLロギング 111
SSHサーバ 84
パスワード強度 14

適用 108, 110, 124
IP ACL 110
ポート ACLとしての IP ACL 108
ポート ACLとしてのMAC ACL 124

デフォルト設定 13, 29, 37, 59, 79, 92, 104, 135, 196, 207
AAA 29

デフォルト設定 (続き)
IP ACL 104
RADIUS 37
SSH 79
TACACS+ 59
Telnet 92
TrustSec 207
UUFB 196
ポートセキュリティ 135
ユーザアクセス 13

と

トランクポート 134

に

入力トラフィック 132
認証 26

ね

ネットワーク環境 33

は

パスワードのチェック 11

ひ

表示 52, 75, 145
RADIUSサーバ統計情報 52
TACACS+ホストの統計情報 75
セキュアMACアドレス 145

ふ

フィルタリング 99
ブロック 196
不明なユニキャストフラッディングのグローバルな 196

   Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
IN-4 OL-27736-01-J  

索引



へ

変更 105, 107, 121, 123, 219
IP ACL 105
MAC ACL 121
MAC ACL内のシーケンス番号 123
インターフェイスの削除ホールドタイマー 219
シーケンス番号 107

ベンダー ID 36
ベンダー固有属性 57

ほ

ポートセキュリティ 8, 129, 133
ホストの設定 38

も

モニタリング 116, 127
IP ACL 116
MAC ACL 127

モニタリング、手動 51

ゆ

有効期限 12
ユーザアカウント 5, 12

ユーザアカウントの注意事項 12
ユーザ名 10
ユーザログイン、TACACS+ 56

り

リカバリ 144
ポートセキュリティ違反がディセーブルなポート 144

る

ルール 99, 100
シーケンス番号 100
統計情報 100

れ

例 52
RADIUS 52

例 32
AAA 32

ろ

ロール 10

Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)    
   OL-27736-01-J IN-5

索引



   Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
IN-6 OL-27736-01-J  

索引


	Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
	目次
	はじめに
	対象読者
	表記法
	Nexus 1000V シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料
	マニュアルに関するフィードバック
	マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

	新機能および変更された機能に関する情報
	セキュリティ設定の新機能と変更情報

	セキュリティの概要
	ユーザ アカウント
	仮想サービス ドメイン
	認証、許可、アカウンティング（AAA）
	RADIUS セキュリティ プロトコル
	TACACS+ セキュリティ プロトコル
	SSH
	Telnet
	アクセス コントロール リスト（ACL）
	ポート セキュリティ
	DHCP スヌーピング
	ダイナミック ARP インスペクション
	IP ソース ガード

	ユーザ アカウントの管理
	ユーザ アカウントについて
	ロール
	ユーザ名
	パスワード
	パスワード強度のチェック
	有効期限

	ユーザ アカウント作成の注意事項と制限事項
	ユーザ アカウント作成の注意事項
	ユーザ アクセスのデフォルト設定
	ユーザ アクセスの設定
	パスワード強度チェックのイネーブル化
	パスワード強度チェックのディセーブル化
	ユーザ アカウントの作成
	ロールの作成
	機能グループの作成
	インターフェイス アクセスの設定
	VLAN アクセスの設定

	ユーザ アクセス設定の確認
	設定例
	機能グループ作成の設定例
	ロール作成の設定例

	MIB
	ユーザ アカウント機能の履歴

	AAA の設定
	AAA について
	AAA セキュリティ サービス
	認証
	許可
	アカウンティング

	AAA サーバ グループ

	AAA の前提条件
	注意事項と制限事項
	AAA のデフォルト設定
	AAA の設定
	ログイン認証方式の設定
	ログイン認証失敗メッセージのイネーブル化

	AAA 設定の確認
	AAA の設定例
	AAA 機能の履歴

	RADIUS の設定
	RADIUS について
	RADIUS ネットワーク環境
	RADIUS の動作
	RADIUS サーバ モニタリング
	ベンダー固有属性

	RADIUS の前提条件
	注意事項と制限事項
	デフォルト設定
	RADIUS サーバの設定
	RADIUS サーバ ホストの設定
	RADIUS グローバル キーの設定
	RADIUS サーバ キーの設定
	RADIUS サーバ グループの設定
	RADIUS サーバの誘導要求のイネーブル化
	すべての RADIUS サーバのグローバル タイムアウトの設定
	すべての RADIUS サーバのグローバル リトライ回数の設定
	単一 RADIUS サーバのタイムアウト間隔の設定
	単一 RADIUS サーバのリトライ回数の設定
	RADIUS アカウンティング サーバの設定
	RADIUS 認証サーバの設定
	RADIUS サーバの定期的モニタリングの設定
	グローバル デッド タイム間隔の設定
	RADIUS サーバまたはサーバ グループの手動モニタリング

	RADIUS 設定の確認
	RADIUS サーバ統計情報の表示
	RADIUS の設定例
	RADIUS の機能の履歴

	TACACS+ の設定
	TACACS+ について
	ユーザ ログインにおける TACACS+ の動作
	デフォルトの TACACS+ サーバ暗号化タイプと事前共有キー
	TACACS+ サーバのモニタリング
	ベンダー固有属性
	シスコの VSA 形式


	TACACS+ の前提条件
	TACACS+ の注意事項と制約事項
	TACACS+ のデフォルト設定
	TACACS+ の設定
	TACACS+ のイネーブル化またはディセーブル化
	共有キーの設定
	TACACS+ サーバ ホストの設定
	TACACS+ サーバ グループの設定
	TACACS+ サーバの誘導要求のイネーブル化
	TACACS+ のグローバル タイムアウト間隔の設定
	個別 TACACS+ ホストのタイムアウト間隔の設定
	TACACS+ ホストの TCP ポートの設定
	TACACS+ ホストのモニタリングの設定
	TACACS+ グローバル デッド タイム間隔の設定

	TACACS+ ホストの統計情報の表示
	TACACS+ の設定例
	TACACS+ 機能の履歴

	SSH の設定
	SSH の概要
	SSH サーバ
	SSH クライアント
	SSH サーバ キー

	SSH の前提条件
	SSH の注意事項および制約事項
	デフォルト設定
	SSH の設定
	SSH サーバ キーの生成
	公開キーを持つユーザ アカウントの設定
	OpenSSH キーの設定
	IETF または PEM キーの設定

	SSH セッションの開始
	SSH ホストのクリア
	SSH サーバのディセーブル化
	SSH サーバ キーの削除
	SSH セッションのクリア

	SSH の設定の確認
	SSH の設定例
	SSH 機能の履歴

	Telnet の設定
	Telnet サーバの概要
	Telnet の前提条件
	Telnet の注意事項と制限事項
	Telnet のデフォルト設定
	Telnet の設定
	Telnet サーバのディセーブル化
	リモート装置との IP Telnet セッションの開始
	Telnet セッションのクリア

	Telnet の設定の確認
	Telnet 機能の履歴

	IP ACL の設定
	ACL について
	ACL のタイプと適用
	ACL の適用順序
	ルール
	送信元と宛先
	プロトコル
	暗黙のルール
	その他のフィルタリング オプション
	シーケンス番号

	統計情報
	ACL ロギング
	ACL フロー
	Syslog メッセージ


	IP ACL の前提条件
	IP ACL の注意事項と制約事項
	IP ACL のデフォルト設定
	IP ACL の設定
	IP ACL の作成
	IP ACL の変更
	IP ACL の削除
	IP ACL 内のシーケンス番号の変更
	IP ACL のポート ACL としての適用
	IP ACL のポート プロファイルへの追加
	管理インターフェイスへの IP ACL の適用
	ACL ロギングの設定
	ACL ロギングのディセーブル化
	パケット カウンタを累積する時間間隔の設定
	フローの設定
	許可フローの設定
	拒否フローの設定

	Syslog サーバの重大度
	Syslog メッセージの重大度の設定


	IP ACL の設定の確認
	IP ACL のモニタリング
	IP ACL の設定例
	IP ACL の機能の履歴

	MAC ACL の設定
	MAC ACL の概要
	MAC ACL の前提条件
	MAC ACL の注意事項と制約事項
	MAC ACL のデフォルト設定
	MAC ACL の設定
	MAC ACL の作成
	MAC ACL の変更
	MAC ACL の削除
	MAC ACL 内のシーケンス番号の変更
	MAC ACL のポート ACL としての適用
	MAC ACL のポート プロファイルへの追加

	MAC ACL の設定の確認
	MAC ACL のモニタリング
	MAC ACL の設定例
	任意のプロトコル用に MAC ACL を作成する設定例
	ポート プロファイルに MAC ACL を追加する設定例

	MAC ACL の機能の履歴

	ポート セキュリティの設定
	ポート セキュリティの概要
	セキュア MAC アドレスの学習
	スタティック方式
	ダイナミック方式
	スティッキ方式

	ダイナミック アドレスのエージング
	セキュア MAC アドレスの最大数
	インターフェイスのセキュア MAC アドレス

	セキュリティ違反と処理
	ポート セキュリティとポート タイプ
	アクセス ポートからトランク ポートへの変更による影響
	トランク ポートからアクセス ポートへの変更による影響


	ポート セキュリティの注意事項と制約事項
	ポート セキュリティのデフォルト設定
	ポート セキュリティの設定
	レイヤ 2 インターフェイスに対するポート セキュリティのイネーブル化またはディセーブル化
	スティッキ MAC アドレス ラーニングのイネーブル化またはディセーブル化
	インターフェイスのスタティック セキュア MAC アドレスの追加
	インターフェイスからのスタティックまたはスティッキ セキュア MAC アドレスの削除
	ダイナミック セキュア MAC アドレスの削除
	MAC アドレスの最大数の設定
	アドレス エージングのタイプと期間の設定
	セキュリティ違反時の処理の設定
	ポート セキュリティ違反がディセーブルなポートの回復

	ポート セキュリティの設定の確認
	セキュア MAC アドレスの表示
	ポート セキュリティの設定例
	ポート セキュリティの機能の履歴

	DHCP スヌーピングの設定
	DHCP スヌーピングの概要
	DHCP スヌーピングのライセンス要件
	DHCP スヌーピングの前提条件
	DHCP スヌーピングの注意事項および制約事項
	DHCP 設定のデフォルト設定
	DHCP スヌーピング機能の設定
	DHCP スヌーピングの最小限の設定
	DHCP 機能のイネーブル化またはディセーブル化
	DHCP スヌーピングのグローバルなイネーブル化またはディセーブル化
	VLAN に対する DHCP スヌーピングのイネーブル化またはディセーブル化
	DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証のイネーブル化またはディセーブル化
	送信元 IP によるフィルタリングのイネーブル化
	インターフェイスの信頼状態の設定
	DHCP パケットのレート制限の設定
	DHCP レート制限違反がディセーブルなポートの検出
	DHCP レート制限違反がディセーブルなポートの回復
	DHCP スヌーピング バインディング データベースのクリア
	すべてのバインディング エントリの消去
	インターフェイスのバインディング エントリの消去

	DHCP のスイッチおよび回線情報のリレー

	DHCP スヌーピング設定の確認
	DHCP スヌーピングのモニタリング
	DHCP スヌーピングの設定例
	標準
	DHCP スヌーピングの機能の履歴

	ダイナミック ARP インスペクションの設定
	ダイナミック ARP インスペクション（DAI）に関する情報
	ARP
	ARP スプーフィング攻撃
	DAI および ARP スプーフィング
	インターフェイスの信頼状態とネットワーク セキュリティ

	DAI の前提条件
	DAI の注意事項と制約事項
	DAI のデフォルト設定
	DAI 機能の設定
	DAI 対象の VLAN の設定
	信頼できる vEthernet インターフェイスの設定
	vEthernet インターフェイスの信頼できないインターフェイスへのリセット
	DAI レート制限の設定
	DAI レート制限のデフォルト値へのリセット
	Error-Disabled 状態のインターフェイスの検出と回復
	ARP パケットの検証

	DAI の設定の確認
	DAI のモニタリング
	DAI の設定例
	VLAN 1 での DAI のイネーブル化と設定の確認
	DAI がパケットを処理する前後の統計情報の確認
	2 つの ARP 要求の許可
	ARP 要求パケットのドロップとエラー メッセージのロギング
	DAI の統計情報の表示例

	標準
	DAI の機能の履歴

	IP ソース ガードの設定
	IP ソース ガードの概要
	IP ソース ガードの前提条件
	IP ソース ガイドの注意事項と制約事項
	IP ソース ガードのデフォルト設定
	IP ソース ガード機能の設定
	レイヤ 2 インターフェイスに対する IP ソース ガードのイネーブル化またはディセーブル化
	スタティック IP ソース エントリの追加または削除

	IP ソース ガードの設定の確認
	IP ソース ガード バインディングのモニタリング
	IP ソース ガードの設定例
	IP ソース ガードの機能の履歴

	HTTP サーバのディセーブル化
	HTTP サーバについて
	HTTP サーバの注意事項と制約事項
	HTTP サーバのデフォルト設定
	HTTP サーバのディセーブル化
	HTTP 設定の確認
	HTTP サーバのディセーブル化に関する関連マニュアル
	標準
	HTTP サーバのディセーブル化の機能の履歴

	不明なユニキャスト フラッディングのブロック
	UUFB について
	UUFB の注意事項と制限事項
	UUFB のデフォルト設定
	UUFB の設定
	スイッチでの不明なユニキャスト フラッディングのグローバルなブロック
	不明なユニキャスト フラッディングを許可するようにインターフェイスを設定する
	不明なユニキャスト フラッディングを許可するようにポート プロファイルを設定する

	標準
	不明なユニキャスト パケットをブロックする設定例
	UUFB の機能の履歴

	Cisco TrustSec の設定
	Cisco TrustSec の概要
	Cisco TrustSec のアーキテクチャ
	SGACL と SGT
	送信元セキュリティ グループの判断

	Cisco Nexus 1000V 上での SGT の伝播のための SXP

	Cisco TrustSec のライセンス要件
	Cisco TrustSec の前提条件
	Cisco TrustSec の注意事項と制約事項
	デフォルト設定
	Cisco TrustSec の設定
	Cisco TrustSec 機能のイネーブル化
	Cisco TrustSec SXP のイネーブル化
	Cisco TrustSec デバイス トラッキングの設定
	デフォルトの SXP パスワードの設定
	デフォルトの SXP 送信元 IPv4 アドレスの設定
	ポート プロファイルでの Cisco TrustSec SGT の設定
	Cisco TrustSec SXP のピア接続の設定
	スタティック IP-SGT バインディングの設定
	SXP リトライ期間の変更
	インターフェイスの削除ホールド タイマーの変更

	Cisco TrustSec の設定の確認
	Cisco TrustSec の機能の履歴

	索引

