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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、Cisco Nexus 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

（注）

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

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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表記法

説明

bold

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。

italic

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。

[x]

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 | y]

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 | z}]

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。

variable

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。

string

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。

例では、次の表記法を使用しています。
表記法

説明

screen フォント

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。

太字の 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。

イタリック体の screen フォン 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
ト
で示しています。
<>

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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表記法

説明

!、#

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）

注意

「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。

「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。

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『ASA 1000V Cloud Firewall』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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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

機能

説明

変更されたリリー 参照先
ス

Cisco TrustSec

この機能が導入されました。

4.2(1)SV2(1.1)

ライセンスの変更と高度な
機能

次の機能がライセンスを必要とする高度な機能 4.2(1)SV2(1.1)
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。

Cisco Nexus 1000V
用の Cisco TrustSec
の設定
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）
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機能

説明

変更されたリリー 参照先
ス

DHCP の機能拡張

Cisco Nexus 1000V スイッチで、送信元 IP に基 4.2(1)SV2(1.1)
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 スヌーピング
の設定, （147 ペー
ジ）

ACL ロギング

ACL の許可条件または拒否条件に一致するフ 4.2(1)SV1 (5.1)
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。

MAC ACL の設定

UUFB

スイッチの転送パスがフラッディングしないよ 4.2(1)SV1(4a)
うに不明なユニキャスト パケットをブロックで
きます。

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）

DHCP スヌーピング リレー DHCP パケットの VSM MAC およびポート情報 4.2(1)SV1(4)
エージェント（オプション をリレーするように DHCP を設定できるように
82）
なりました。

DHCP スヌーピング
の設定, （147 ペー
ジ）

DHCP スヌーピング バイン インターフェイスの DHCP スヌーピング バイ 4.2(1)SV1(4)
ディング テーブル
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
の設定, （147 ペー
ジ）

DHCP のイネーブル化

feature DHCP コマンドを使用して DHCP をグ 4.2(1)SV1(4)
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 スヌーピング
の設定, （147 ペー
ジ）

SSH サーバのイネーブル化

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

SSH の設定, （77
ページ）

Telnet サーバをイネーブルに feature DHCP コマンドを使用して Telnet サー
する
バをイネーブルまたはディセーブルにできま
す。

4.2(1)SV1(4)

Telnet の設定, （91
ページ）

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

HTTP サーバのディ
セーブル化, （191
ページ）

VSD

Virtual Service Domain（VSD; 仮想サービス ドメ 4.0(4)SV1(2)
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。

第 3 章「VSD の設
定」
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機能

説明

変更されたリリー 参照先
ス

DHCP スヌーピング

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）ス 4.0(4)SV1(2)
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
の設定, （147 ペー
ジ）

ダイナミック ARP インスペ DAI（Dynamic ARP Inspection）とは、レイヤ 2 4.0(4)SV1(2)
クション（DAI）
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
インスペクションの
設定, （165 ペー
ジ）

IP ソース ガード

IP ソース ガードの
設定, （185 ペー
ジ）

IP ソース ガードは、IP アドレスと MAC を調べ 4.0(4)SV1(2)
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。
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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
Cisco Nexus 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。

（注）

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。

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

Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
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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
Cisco Nexus 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

Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
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ロール

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、Cisco Nexus 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。

Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
10

OL-27736-01-J
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パスワード強度のチェック

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るもの

強力なパスワードに含まれないもの

最低 8 文字

連続する文字（例：abcd）

大文字の英字

文字の繰り返し（例：aaabbb）

小文字の英字

辞書に載っている単語

数字

固有名詞

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。

Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
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有効期限

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。
adm

gdm

mtuser

rpcuser

bin

gopher

neews

shutdown

daemon

haltlp

nobody

sync

ftp

mail

nscd

sys

ftpuser

mailnull

operator

uucp

games

man

rpc

xfs

• 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。

Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
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ユーザ アクセスのデフォルト設定

◦ 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
パラメータ

デフォルト

ユーザ アカウント パスワード

未定義

ユーザ アカウントの有効期限

なし

ユーザ アカウント ロール

network-operator

インターフェイス ポリシー

すべてのインターフェイスにアクセス可能

VLAN ポリシー

すべての VLAN にアクセス可能

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
Cisco Nexus 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)
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パスワード強度チェックのディセーブル化

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# password
strength-check

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。
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。

ステップ 3

switch(config)# show password （任意）
strength-check
パスワードの強度の確認の設定を表示します。

ステップ 4

switch(config)# copy
（任意）
running-config startup-config 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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# no password
strength-check

パスワード強度のチェック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。

ステップ 3

switch(config)# show password
strength-check

（任意）
パスワードの強度の確認の設定を表示します。

Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
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ユーザ アカウントの作成

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

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

（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# 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
コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 1

switch# configure
terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# show role （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。

ステップ 3

switch(config)# username ユーザ アカウントを作成します。
name [password [0 | 5]
password] [expire date] 引数およびキーワードは次のとおりです。
[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。

Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
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コマンドまたはアク
ション

目的
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。

ステップ 4

switch(config)# show
user-account username

新しいユーザ アカウントの設定を表示します。

ステップ 5

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

（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# 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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ロールの作成

• 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# role name role-name

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。
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。

ステップ 3

switch(config-role)# description
description-string

ステップ 4

switch(config-role)# rule number {deny| permit} 特定のコマンドを許可または拒否する
command command-string
規則を作成します。

（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)# 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
• switch(config-role)# rule number {deny | クセスを許可または拒否します。
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。

Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
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コマンドまたはアクション

目的

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、clear users コマンドへのアクセ
スを拒否する規則を設定します。
ステップ 5

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 6

switch(config-role)# show role

（任意）
ユーザ ロールの設定を表示します。

ステップ 7

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

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# role feature-group グループ名を指定して、そのグループのロール
name group-name
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。
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。

ステップ 3

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

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。

ステップ 4

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

機能を機能グループに追加します。

ステップ 5

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

（任意）
機能グループの設定を表示します。

ステップ 6

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

（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。

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。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config) # role name
role-name

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。

ステップ 3

switch(config-role)# interface インターフェイス コンフィギュレーション モード
policy deny
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。
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。

ステップ 4

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

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。
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。

ステップ 5

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

ステップ 6

switch(config-role-featuregrp)# （任意）
copy running-config
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ
startup-config
コンフィギュレーションにコピーします。

（任意）
ロール設定を表示します。
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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
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config) # role name
role-name

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。

ステップ 3

switch(config-role)# vlan
policy deny

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。
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。

ステップ 4

switch(config-role-vlan)#
permit vlan vlan-range

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。
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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コマンドまたはアクション 目的
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。
ステップ 5

switch(config-role)# show role （任意）
role-name
ロール設定を表示します。
role-nameは、作成したロールに割り当てた名前です。

ステップ 6

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

（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# 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。
コマンド

目的

show role

使用可能なユーザ ロールとその規則を表示しま
す。

show role feature

使用可能な機能のリストを表示します。

show role feature-group

使用可能な機能グループのリストを表示しま
す。

show startup-config security

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 running-config security [all]

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。
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コマンド

目的

show user-account

ユーザ アカウント情報を表示します。

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
switch(config-role)# rule
switch(config-role)# rule
switch(config-role)# rule

UserA
3 permit read feature snmp
2 permit read feature dot1x
1 deny command clear *

MIB
MIB

MIB リンク

CISCO-COMMON-MGMT-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

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。
機能名

リリース

機能情報

ユーザ アカウント

4.0(4)SV1(1)

この機能が導入されました。
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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
AAA サービスコンフィギュレーションオプショ 関連コマンド
ン
Telnet または SSH ログイン

aaa authentication login default

コンソール ログイン

aaa authentication login console

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。
認証方式

説明

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

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
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認証方式

説明

なし

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

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 サーバ グループ

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

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
パラメータ

デフォルト

コンソール認証方式

local

デフォルト認証方式

local

ログイン認証失敗メッセージ

Disabled

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
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# configure terminal

ステップ 2

switch(config)# aaa
コンソールまたはデフォルト ログイン認証方式を設定
authentication login {console します。 次のキーワードと引数があります。
| default} {group group-list
• group：サーバ グループによって認証が行われま
[none] | local | none}
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。

• 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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コマンドまたはアクション 目的
• local：ローカル データベースが認証に使用され
ます。
（注）

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。

• none：ユーザ名によって認証が行われます
ステップ 3

switch(config)# exit

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。

ステップ 4

switch# show aaa
authentication

（任意）
設定されたログイン認証方式を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config （任意）
startup-config
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# 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。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# aaa
ログイン認証失敗メッセージをイネーブルにし
authentication login error-enable ます。 デフォルトではディセーブルになって
います。

ステップ 3

switch(config)# exit

ステップ 4

switch# show aaa authentication （任意）
login error-enable
ログイン失敗メッセージの設定を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

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。

（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# 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。
コマンド

目的

show aaa authentication [login {error-enable |
mschap}]

AAA 認証情報を表示します。

show aaa groups

AAA サーバ グループの設定を表示します。

show running-config aaa [all]

実行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

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。

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

31

AAA の設定
AAA の設定例

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。
機能名

リリース

機能情報

AAA

4.0(4)SV1(1)

この機能が導入されました。
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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
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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 Cisco NX-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。
• CHANGE PASSWORD：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。

（注）

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。

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"

（注）

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。
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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

パラメータ

デフォルト

サーバの役割

認証とアカウンティング

デッド タイマー間隔

0分

再送信回数

1

再送信タイマー間隔

5秒

アイドル タイマー間隔

0分

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

test
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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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# radius-server RADIUS サーバの IP アドレスまたはホスト名、
host {ipv4-address | host-name} 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。
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。

ステップ 3

switch(config)# exit

EXEC モードに戻ります。

ステップ 4

switch# show radius-server

（任意）
RADIUS サーバの設定を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

（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# configure terminal
switch(config)# radius-server host 10.10.1.1
switch(config)# exit
switch# show radius-server
switch# copy running-config startup-config
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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
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

switch# configure terminal 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。

ステップ 2

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

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
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。

ステップ 3

switch(config)# exit

ステップ 4

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

EXEC モードに戻ります。

（注）

ステップ 5

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。

switch# copy running-config （任意）
startup-config
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# 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
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# configure terminal

ステップ 2

switch(config)# radius-server 特定の RADIUS サーバの事前共有キーを指定しま
host {ipv4-address | host-name} す。 クリア テキスト形式（0）または暗号化形式
key [0 | 7] key-value
（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。

ステップ 3

switch(config)# exit

EXEC モードに戻ります。

ステップ 4

switch# show radius-server

（任意）
RADIUS サーバの設定を表示します。

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。

（注）

ステップ 5

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。

switch# copy running-config （任意）
startup-config
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# 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
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

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

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
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。

ステップ 3

switch(config-radius)# server RADIUS サーバを、RADIUS サーバ グループのメン
{ipv4-address | server-name} バーとして設定します。
ヒント

ステップ 4

switch(config-radius)#
deadtime minutes

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。

（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。
（注）

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。

ステップ 5

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

ステップ 6

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

（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。
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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コマンドまたはアクション 目的
• 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
ステップ 7

switch(config-radius)# show
radius-server groups
[group-name]

ステップ 8

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

（任意）
RADIUS サーバ グループの設定を表示します。

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。

（注）

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。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# radius-server
directed-request

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。

ステップ 3

switch(config)# exit

EXEC モードに戻ります。

ステップ 4

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

ステップ 5

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

switch# configure terminal

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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

switch(config)# radius-server
timeout seconds

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。

ステップ 3

switch(config-radius)# exit

EXEC モードに戻ります。

ステップ 4

switch(config-radius)# show
radius-server

（任意）
RADIUS サーバの設定を表示します。

ステップ 5

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

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# radius-server
retransmitcount

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
ての RADIUS サーバに適用されます。 デフォル
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コマンドまたはアクション

目的
トの再送信回数は 1 です。有効な範囲は 0 ～ 5
です。

ステップ 3

switch(config)# exit

EXEC モードに戻ります。

ステップ 4

switch# show radius-server

（任意）
RADIUS サーバの設定を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# radius-server
特定のサーバのタイムアウト間隔を指定します。
host { ipv4-address | host-name } デフォルトのタイムアウト間隔は 5 秒です。有
timeout seconds
効な範囲は 1 ～ 60 秒です。
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。
EXEC モードに戻ります。
（注）

ステップ 3

switch(config)# exit
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

switch# show radius-server

（任意）
RADIUS サーバの設定を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

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

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。
（注）

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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

switch(config)# exit

EXEC モードに戻ります。

ステップ 4

switch# show radius-server

（任意）
RADIUS サーバの設定を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# radius-server host （任意）
{ipv4-address | host-name}
特定のホストに RADIUS アカウンティング メッ
acct-port udp-port
セージを受信する UDP ポートを関連付けます。
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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RADIUS 認証サーバの設定

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

switch(config)# radius-server host （任意）
{ipv4-address | host-name}
特定の RADIUS ホストをアカウンティング サー
accounting
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。

ステップ 4

switch(config)# exit

EXEC モードに戻ります。

ステップ 5

switch# show radius-server

（任意）
RADIUS サーバの設定を表示します。

ステップ 6

switch# copy running-config
startup-config

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# radius-server host （任意）
{ipv4-address | hostname}
特定のホストに RADIUS 認証メッセージを受
auth-port udp-port
信する UDP ポートを関連付けます。 デフォル
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RADIUS サーバの定期的モニタリングの設定

コマンドまたはアクション

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

ステップ 3

switch(config)# radius-server host （任意）
{ipv4-address | host-name}
特定の RADIUS ホストを認証サーバとして指
authentication
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。

ステップ 4

switch(config)# exit

EXEC モードに戻ります。

ステップ 5

switch# show radius-server

（任意）
RADIUS サーバの設定を表示します。

ステップ 6

switch# copy running-config
startup-config

（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# 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。

（注）

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。

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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グローバル デッド タイム間隔の設定

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# radius-server host
{ipv4-address | host-name} test
{idle-time minutes | password
password [idle-time minutes] |
username name [password
password [idle-timeminutes]]}

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
パスワードは test です。 デフォルトのアイドル
タイマー値は 0 分です。 指定できる範囲は、0 ～
1440 分です。
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。
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
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。
（注）

ステップ 3

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

ステップ 4

switch(config)# exit

EXEC モードに戻ります。

ステップ 5

switch# show radius-server

（任意）
RADIUS サーバの設定を表示します。

ステップ 6

switch# copy running-config
startup-config

（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# 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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（注）

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。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# radius-server
deadtime minutes

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。

ステップ 3

switch(config)# exit

EXEC モードに戻ります。

ステップ 4

switch# show radius-server

（任意）
RADIUS サーバの設定を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

（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# 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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RADIUS 設定の確認

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# test aaa server radius {ipv4-address RADIUS サーバにテスト メッセージを
| server-name} [vrf vrf-name] username
送信して可用性を確認します。
password

ステップ 2

switch(config)# test aaa group group-name RADIUS サーバ グループにテスト メッ
username password
セージを送信して可用性を確認します。

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。
コマンド

目的

show running-config radius [all]

実行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

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

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。

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。
機能名

リリース

機能情報

RADIUS

4.0(4)SV1(1)

この機能が導入されました。
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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

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。

（注）

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。
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

（注）

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。

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
パラメータ

デフォルト

TACACS+

Disabled

デッド タイマー間隔

0分

タイムアウト間隔

5秒

アイドル タイマー間隔

0分

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

test

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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（注）

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。

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。

注意

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。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# [no] tacacs+
enable

TACACS+ をイネーブルまたはディセーブル
にします。

ステップ 3

switch(config)# exit

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。

ステップ 4

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

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# 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

ステップ 1

コマンドまたはアク
ション

目的

switch# configure
terminal

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。
次のいずれかを実行します。
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コマンドまたはアク
ション

目的
• 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。

ステップ 2

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

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。
• 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。

ステップ 3

switch(config)#
Cisco Nexus 1000V とこの特定の TACACS+ サーバ ホスト
tacacs-server host {
の間で共有されるキーを指定します。
ipv4-address | host-name}
0：使用するクリア テキスト ストリング（キー）を指定し
key [0 | 7] shared_key
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。

ステップ 4

switch(config)# exit

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。

ステップ 5

switch# show
tacacs-server

（任意）
TACACS+ サーバの設定を表示します。
（注）

ステップ 6

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

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。

（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。
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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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# tacacs-server host サーバの IP アドレスまたはホスト名を
{ipv4-address | host-name}
TACACS+ サーバ ホストとして設定します。

ステップ 3

switch(config)# exit

ステップ 4

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

ステップ 5

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

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。

（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。
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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
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# configure terminalt 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。

ステップ 2

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

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。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 3

switch(config-tacacs+)# server TACACS+ サーバのホスト名または IP アドレスを
{ ipv4-address | host-name} TACACS+ サーバ グループのメンバーとして設定しま
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）

ステップ 4

switch(config-tacacs+)#
deadtime minutes

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。

（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。
（注）

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。

ステップ 5

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

（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。

ステップ 6

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

（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。
• 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

ステップ 7

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

ステップ 8

switch(config-tacacs+)# copy （任意）
running-config
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コン
startup-config
フィギュレーションにコピーします。

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）。

（注）

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。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# tacacs-server
directed-request

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
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。

ステップ 3

switch(config)# exit

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。

ステップ 4

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

（任意）
TACACS+ の directed request の設定を表示しま
す。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

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

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 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# tacacs-server
timeout seconds

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
アウト間隔は 5 秒です。 有効な範囲は 1 ～ 60 秒
です。

ステップ 3

switch(confi)# exit

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。

ステップ 4

switch(config)# show
tacacs-server

（任意）
TACACS+ サーバの設定を表示します。

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

69

TACACS+ の設定
個別 TACACS+ ホストのタイムアウト間隔の設定

コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

switch(confi)# copy
（任意）
running-config startup-config 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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# tacacs-server host 特定のサーバのタイムアウト間隔を指定しま
{ipv4-address | host-name} timeout す。 デフォルトはグローバル タイムアウト間
seconds
隔です。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

switch(config)# exit

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。

ステップ 4

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

ステップ 5

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

（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 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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

switch# configure terminal

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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

switch(config)# tacacs-server host 使用する TCP ポートを指定します。
{ipv4-address | host-name} port
指定できるポート範囲：1 ～ 65535
tcp-port
デフォルトは 49 です。

ステップ 3

switch(config)# exit

ステップ 4

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

ステップ 5

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

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。

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# tacacs-server
サーバ モニタリングを設定します。
host {ipv4-address | host-name }
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。
minutes] | username name
（注）
ネットワークのセキュリティを保護
[password password [idle-time
するために、TACACS+ データベー
minutes]]}
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。
• 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。
（注）
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。

ステップ 3

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

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。

ステップ 4

switch(config)# exit

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。

ステップ 5

switch(config)# show
tacacs-server

（任意）
TACACS+ サーバの設定を表示します。

ステップ 6

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

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# tacacs-server
deadtime minutes

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。

ステップ 3

switch(config)# exit

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。

ステップ 4

switch(config)# show
tacacs-server

（任意）
TACACS+ サーバの設定を表示します。

ステップ 5

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

（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# 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。
機能名

リリース

機能情報

TACACS+

4.0(4)SV1(1)

この機能が導入されました。
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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

注意

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。

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
パラメータ

デフォルト

SSH サーバ

Enabled

SSH サーバ キー

1024 ビットで生成された RSA キー

RSA キー生成ビット数

1024

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# no feature ssh

SSH をディセーブルにします。

ステップ 3

switch(config)# ssh key {dsa
[force] | rsa [bits[ force]]}

SSH サーバ キーを生成します。
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コマンドまたはアクション

目的
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。

ステップ 4

switch(config)# feature ssh

SSH をイネーブルにします。

ステップ 5

switch# show ssh key

（任意）
SSH サーバ キーを表示します。

ステップ 6

switch# copy running-config
startup-config

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# username
username sshkey ssh-key

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。
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。

ステップ 3

switch(config)# exit

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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

switch# show user-account

（任意）
ユーザ アカウントの設定を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# copy server-file
bootflash: filename

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

ステップ 2

switch# configure terminal

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。

ステップ 3

switch(config)# username
username sshkey file
bootflash:filename

SSH 公開キーを設定します。

ステップ 4

switch(config)# exit

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。

ステップ 5

switch# show user-account

（任意）
ユーザ アカウントの設定を表示します。

ステップ 6

switch# copy running-config
startup-config

（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 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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

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
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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

switch# clear ssh hosts

SSH ホスト セッションをクリアしま
す。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# no feature ssh

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。

ステップ 3

switch(config)# show ssh server

（任意）
SSH サーバの設定を表示します。

ステップ 4

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

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# no feature ssh

SSH サーバをディセーブルにします。

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

85

SSH の設定
SSH サーバ キーの削除

コマンドまたはアクション

目的

switch(config)# no ssh key [dsa |
rsa]

SSH サーバ キーを削除します。

ステップ 4

switch(config)# show ssh key

（任意）
SSH サーバ キーの設定を表示します。

ステップ 5

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

（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。

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。

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=

Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
86

OL-27736-01-J

SSH の設定
SSH セッションのクリア

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# show users

ユーザ セッション情報を表示します。

ステップ 2

switch# clear line vty-line

ユーザ SSH セッションをクリアします。

ステップ 3

switch# show users

（任意）
ユーザ セッション情報を表示します。

switch# show users
NAME
LINE
admin
tty1
admin
pts/0
admin
pts/1
switch# clear line 0
switch# show users
NAME
LINE
admin
tty1
admin
pts/1
mcs-srvr43(config)#

TIME
IDLE
Jul 25 19:13 old
Jul 28 09:49 00:02
Jul 28 09:46
.

PID COMMENT
2867
28556 (10.21.148.122)
28437 (::ffff:10.21.148.122)*

TIME
IDLE
Jul 25 19:13 old
Jul 28 09:46
.

PID COMMENT
2867
28437 (::ffff:10.21.148.122)*

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。
コマンド

目的

show ssh key [dsa | rsa]

SSH サーバ キー ペアの情報を表示します。
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コマンド

目的

show running-config security [all]

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 ssh server

SSH サーバの設定を表示します。

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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機能名

リリース

機能情報

SSH

4.0(4)SV1(1)

この機能が導入されました。
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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
パラメータ

デフォルト

Telnet サーバ

Enabled

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# feature telnet

Telnet サーバをイネーブルにします。

ステップ 3

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

ステップ 4

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

ステップ 5

switch(config)# copy running-config （任意）
startup-config
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# 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
コマンドまたはアクション
ステップ 1 switch# telnet {ip address |
host-name} [port-number] [vrf
vrf-name]

目的
指定した宛先との IP Telnet セッションを作成します。
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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# show users

ユーザ セッション情報を表示します。

ステップ 2

switch# clear line vty-line

ユーザ Telnet セッションをクリアします。
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ステップ 3

switch# show users
NAME
LINE
admin
tty1
admin
pts/1
admin
pts/2
switch# clear line 1
switch# show users
NAME
LINE
admin
tty1
admin
pts/2
switch#

コマンドまたはアクション

目的

switch# show users

（任意）
ユーザ セッション情報を表示します。

TIME
IDLE
Jul 25 19:13 old
Jul 28 14:04
.
Jul 28 14:04
.

PID COMMENT
2867
31453 (::ffff:171.70.209.8)
31475 (171.70.209.8)*

TIME
IDLE
Jul 25 19:13 old
Jul 28 14:04
.

PID COMMENT
2867
31475 (171.70.209.8)*

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。
コマンド

目的

show running-config security [all]

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 telnet server

Telnet サーバの設定を表示します。

show hosts

現在のホストの設定詳細を表示します。

show tcp connection

接続情報を表示します。

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。
機能名
Telnet

機能情報
4.0(4)SV1(1)

この機能が導入されました。
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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、IP ACL と MAC ACL 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
IP ACL および MAC ACL 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 MAC ACL 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 MAC ACL 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。

（注）

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。
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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 3 ACL 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
• IP ACL 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
パラメータ

デフォルト

IP ACL

デフォルトの IP ACL は存在しません。

ACL ルール

すべての ACL に暗黙のルールが適用されます。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

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

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

ステップ 3

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

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。
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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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

switch(config-acl)# statistics
per-entry

（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。

ステップ 5

switch(config-acl)# show ip
access-lists name

（任意）
IP ACL の設定を表示します。

ステップ 6

switch(config-acl)# copy
（任意）
running-config startup-config 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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# ip access-list
name

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。

ステップ 3

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

（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
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
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。

ステップ 4

ステップ 5

switch(config-acl)# no
{sequence-number | {permit |
deny} protocol source
destination}

（任意）
指定したルールを IP ACL から削除します。

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

（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。

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。

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。
ステップ 6

switch(config-acl)# show ip
access-lists name

ステップ 7

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

（任意）
IP ACL の設定を表示します。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# no ip access-list
name

名前で指定した IP ACL を実行コンフィギュレー
ションから削除します。

ステップ 3

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

ステップ 4

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

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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

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

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
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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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

switch(config)# show ip
access-lists name

IP ACL の設定を表示します。

ステップ 4

switch(config)# show ip
access-lists name

（任意）
IP ACL の設定を表示します。

ステップ 5

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

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# interface vethernet 指定された vEthernet インターフェイスをイン
port
ターフェイス コンフィギュレーション モード
にします。

ステップ 3

switch(config-if)# ip port
インバウンドまたはアウトバウンド IPv4 ACL
access-group access-list [in | out] をインターフェイスに適用します。 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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

switch(config-if)# show
running-config aclmgr

（任意）
ACL の設定を表示します。

ステップ 5

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

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

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

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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

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

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。

ステップ 4

switch(config-port-prof)# show
（任意）
port-profile [brief | expand-interface 確認のためにコンフィギュレーションを表
| usage] [name profile-name]
示します。

ステップ 5

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

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# interface mgmt0 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。

ステップ 3

switch(config-if)# [no] ip
指定したインバウンド IPv4 ACL またはアウト
access-groupaccess-list [ in | out バウンド IPv4 ACL をインターフェイスに適用
]
します。
noオプションは指定された設定を削除します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

switch(config-if)# show ip
access-lists access-list

（任意）
ACL の設定を表示します。

ステップ 5

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

（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# 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。
コマンド

目的

[no] logging ip access-list cache module vem

指定された VEM での ACL ロギングをディセー
ブルにします。

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。
コマンド

目的

logging ip access-list cache interval secs

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。

[no] 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。

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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コマンド

目的

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

num はフロー数で、許可フロー数を設定し
ます。

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

デフォルトの許可フロー値である 3000 に
設定を戻します。

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。
コマンド

目的

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

num はフロー数で、拒否フロー数を設定しま
す。

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

デフォルトの拒否フロー値である 3000 に設定
を戻します。

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。
重大度コード

重大度

説明

0

Emergency

システムは使用不能

1

Alert

即時対処が必要

2

Critical

クリティカルな状態

3

Error

エラー状態

4

警告

警告状態

5

Notice

正常だが注意を要する状態

6

Informational

情報メッセージ

7

Debug

デバッグレベル メッセージ
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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。
コマンド

目的

acllog match-log-level level

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。

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

デフォルトの重大度である 6 に設定を戻しま
す。

logging server A.B.C.D 0-7

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。

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。
コマンド

目的

show running-config aclmgr

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 ip access-lists [name]

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 IPv4 ACL を表示します。

show ip access-list [name] summary

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 running-config interface

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 logging ip access-list status

VSM の ACL ロギング設定を表示します。

vemcmd show acllog config

VEM ACL ロギング設定を表示します。
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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。
コマンド

目的

show ip access-lists

IPv4 ACL の設定を表示します。 IPv4 ACL 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。

clear ip access-list counters

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。

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
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
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
ACL Logging disabled on module(s):
3

status

18
32
48
64

19
33 34 35
49 50 51
65 66

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
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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。
機能の履歴

リリース

機能情報

ACL ロギング

4.2(1)SV1(5.1)

この機能が導入されました。

mgmt0 インターフェイスの IP
ACL

4.2(1) SV1(4)

この機能が導入されました。

IP ACL

4.0(4)SV1(1)

この機能が導入されました。
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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
• MAC ACL 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
パラメータ

デフォルト

MAC ACL

デフォルトでは MAC ACL は存在しません。

ACL ルール

すべての ACL に暗黙のルールが適用されます。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# mac access-list
name

MAC ACL 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。

ステップ 3

switch(config-mac-acl)# {permit | MAC ACL 内にルールを作成します。
deny} source destination protocol
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。

ステップ 4

switch(config-mac-acl)# statistics （任意）
per-entry
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。

ステップ 5

switch(config-mac-acl)# show mac （任意）
access-lists name
確認のために MAC ACL の設定を表示します。

ステップ 6

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

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# mac access-list
name

MAC ACL 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。

ステップ 3

switch(config-mac-acl)#
（任意）
[sequence-number] {permit |
MAC ACL 内にルールを作成します。 シーケンス
deny} source destination protocol 番号を指定すると、ACL 内のルール挿入位置を指
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。

ステップ 4

ステップ 5

switch(config-mac-acl)# no
{sequence-number | {permit |
deny} source destination
protocol}

（任意）
指定したルールを MAC ACL から削除します。

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

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。

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。

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。
ステップ 6

switch(config-mac-acl)# show
mac access-lists name

（任意）
確認のために MAC ACL の設定を表示します。

ステップ 7

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

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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# no mac access-list 指定した MAC ACL を実行コンフィギュレー
name
ションから削除します。

ステップ 3

switch(config)# show mac
access-lists name summary

（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。

ステップ 4

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

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# resequence mac ACL 内に記述されているルールにシーケンス番
access-list name
号を付けます。starting-sequence number に指定し
starting-sequence-number
たシーケンス番号が最初のルールに付けられま
increment
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。

ステップ 3

switch(config-mac-acl)# show mac （任意）
access-lists name
確認のために MAC ACL の設定を表示します。

ステップ 4

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

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# interface vethernet 指定したインターフェイスのインターフェ
port
イス コンフィギュレーション モードを開始
します。

ステップ 3

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

MAC ACL をインターフェイスに適用しま
す。

ステップ 4

switch(config-if)# show
running-config aclmgr

（任意）
ACL の設定を表示します。

ステップ 5

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

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

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

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。

ステップ 3

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

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。

ステップ 4

switch(config-port-prof)# show
port-profile name profile-name

（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。

ステップ 5

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

（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# 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。
コマンド

目的

show mac access-lists

MAC ACL の設定を表示します。

show running-config aclmgr

MAC ACL、MAC ACL 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 interface

ACL を適用したインターフェイスの設定を表示します。
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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。
コマンド

目的

show mac access-lists

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、show mac 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。

clear mac access-list counters

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。

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。
機能名

リリース

機能情報

MAC ACL

4.0(4)SV1(1)

この機能が導入されました。
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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。
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ヒント

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。
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。

（注）

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。

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
パラメータ

デフォルト

Interface

Disabled

MAC アドレス ラーニング方式

Dynamic

セキュア MAC アドレスのインターフェイス最 1
大数
セキュリティ違反時の処理

シャットダウン

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。

（注）

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。

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

switch# configure terminal

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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

switch(config)# interface type
number

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。

ステップ 3

switch(config-if)# [no] switchport インターフェイス上でポート セキュリティをイ
port-security
ネーブルにします。
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。

ステップ 4

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

（任意）
ポート セキュリティの設定を表示します。

ステップ 5

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

（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# 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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

switch# configure terminal

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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

switch(config)# interface type
number

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。

ステップ 3

switch(config-if)# [no] switchport そのインターフェイスのスティッキ MAC アド
port-security mac-address sticky レス ラーニングをイネーブルにします。
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。

ステップ 4

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

（任意）
ポート セキュリティの設定を表示します。

ステップ 5

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

（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# 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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

switch# configure terminal

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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

switch(config)# interface type
number

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。

ステップ 3

switch(config-if)# [no] switchport 現在のインターフェイスのポート セキュリティ
port-security mac-address address にスタティック MAC アドレスを設定します。
[vlanvlan-ID]
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。

ステップ 4

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

（任意）
ポート セキュリティの設定を表示します。

ステップ 5

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

（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# 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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

switch# configure terminal

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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

switch(config)# interface type
number

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。

ステップ 3

switch(config-if)# no switchport
現在のインターフェイスのポート セキュリ
port-security mac-address address ティから MAC アドレスを削除します。

ステップ 4

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

（任意）
ポート セキュリティの設定を表示します。

ステップ 5

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

（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# 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。

（注）

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。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# clear
ダイナミックに学習されたセキュア MAC アドレス
port-security dynamic {interface を削除します。次の方法で指定できます。
vethernet number | address
次のキーワードと引数があります。
address} [vlan vlan-ID]
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コマンドまたはアクション

目的
• 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。

ステップ 3

switch(config)# show
port-security address

（任意）
セキュア MAC アドレスを表示します。

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。

（注）

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。

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 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。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# interface type
number

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。

ステップ 3

switch(config-if)# [no]
現在のインターフェイスで学習可能な MAC アド
switchport port-security
レスまたはスタティックに設定可能な MAC アド
maximum number [vlan vlan-ID] 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。

ステップ 4

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

（任意）
ポート セキュリティの設定を表示します。

ステップ 5

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

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# interface type
number

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。

ステップ 3

switch(config-if)# [no]
ダイナミックに学習された MAC アドレスにデバ
switchport port-security aging イスが適用するエージング タイプを設定します。
type {absolute | inactivity}
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。

ステップ 4

switch(config-if)# [no]
ダイナミックに学習された MAC アドレスがドロッ
switchport port-security aging プされるまでのエージング タイムを分単位で設定
time minutes
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。

ステップ 5

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

（任意）
ポート セキュリティの設定を表示します。

ステップ 6

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

（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# 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
コマンドまたはアクショ
ン

目的

ステップ 1

switch# configure terminal 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。

ステップ 2

switch(config)# interface type 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
number
ギュレーション モードを開始します。

ステップ 3

switch(config-if)# [no]
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
switchport port-security
リティ違反時の処理を設定します。 no オプションを使
violation {protect | restrict | 用すると、違反時の処理がデフォルト値（インターフェ
shutdown}
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。

ステップ 4

switch(config-if)# show
（任意）
running-config port-security ポート セキュリティの設定を表示します。
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ステップ 5

コマンドまたはアクショ
ン

目的

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

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# interface type
number

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。

ステップ 3

switch(config-if)# errdisable
セキュリティ違反がディセーブルな特定のポー
recovery cause psecure-violation 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。

ステップ 4

switch(config-if)# errdisable
recovery interval seconds

秒単位のタイマー リカバリ間隔を 30 ～ 65535
秒に設定します。

ステップ 5

switch(config)# interface type
number

（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# 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。
コマンド

目的

show running-config port-security

ポート セキュリティの設定を表示します。

show port-security

ポート セキュリティのステータスを表示しま
す。

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

maximum 10
maximum 7 vlan 10
maximum 3 vlan 20
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。
機能名

リリース

機能情報

ポート セキュリティ

4.0(4)SV1(1)

この機能が導入されました。
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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。
機能

ライセンス要件

DHCP スヌーピング

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、
feature dhcp 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。
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。
（注）

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
パラメータ

デフォルト

DHCP 機能

Disabled

DHCP スヌーピング グローバル

Disabled

DHCP スヌーピング VLAN

Disabled

DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証

Enabled

DHCP スヌーピング信頼状態

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。
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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
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

switch# configure terminal 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。

ステップ 2

switch(config)# feature
dhcp

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
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。
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。

ステップ 3

switch(config)# show
feature

（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。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 4

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

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# feature dhcp

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。

ステップ 3

switch(config)# [no] ip dhcp
snooping

IP 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ると、DHCP スヌーピングが
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コマンドまたはアクション

目的
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。

ステップ 4

switch(config)# show
running-config dhcp

ステップ 5

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

（任意）
DHCP スヌーピング設定を表示します。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# feature dhcp

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。

ステップ 3

switch(config)# [no] ip dhcp
snooping vlan vlan-list

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
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。

ステップ 4

switch(config)# show
running-config dhcp

（任意）
DHCP スヌーピング設定を表示します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

switch(config)# copy
（任意）
running-config startup-config 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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# [no] ip dhcp
snooping verify mac-address

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
と MAC アドレス検証がディセーブルになりま
す。

ステップ 3

switch(config)# show
running-config dhcp

（任意）
DHCP スヌーピング設定を表示します。

ステップ 4

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

（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# 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。
Cisco Nexus 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# feature dhcp

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。

ステップ 3

switch(config)# ip source binding フィルタ モードを設定します。 これはグロー
filter-mode { ip | ip-mac }
バル コマンドです。

ステップ 4

switch(config)# show ip source
binding filter-mode

（任意）
スイッチのフィルタ モードを表示します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5

switch(config)# show ip arp
inspection

（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。

ステップ 6

switch(config)# show ip arp
inspection vlanvlan-id

（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。

ステップ 7

switch(config)# show ip verify
source

（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。

ステップ 8

switch(config)# show ip verify
source interface
vethernetinterface-number

（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。

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
Operation State

: Disabled
: 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
Operation State

: Disabled
: 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
---------------------(config)#

IP-address
----------

Mac-address
--------------

Vlan
----
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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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# interface vethernet
interface-number

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。 インターフェイス設定を
• switch(config)# port-profile
使用して、インターフェイスを信頼できるイ
profilename
指定したポート プロファイルの ンターフェイスとして設定します。
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。 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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

switch(config-if)# [no] ip dhcp snooping DHCP スヌーピングに関してインターフェイ
trust
スを信頼できるインターフェイスとして設定
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。

ステップ 4

switch(config-if)# show running-config （任意）
dhcp
DHCP スヌーピング設定を表示します。

ステップ 5

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

switch# configure terminal

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。
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

switch(config)# interface vethernet
interface-number

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)# 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。
ステップ 3

switch(config-if)# [no] ip dhcp snooping DHCP パケット/秒（1 ～ 2048）のレート
limit rate rate
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。

ステップ 4

switch(config-if)# show running-config （任意）
dhcp
DHCP スヌーピング設定を表示します。

ステップ 5

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

（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# 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。

（注）

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。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# feature dhcp

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。

ステップ 3

switch(config)# [no] errdisable
detect cause dhcp-rate-limit

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。

ステップ 4

switch(config)# show
running-config dhcp

（任意）
DHCP スヌーピング設定を表示します。

ステップ 5

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

（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# 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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

switch# configure terminal

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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

switch(config)# [no] errdisable
recovery cause dhcp-rate-limit

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。

ステップ 3

switch(config)# errdisable recovery DHCP error-disabled 回復間隔を設定します。
interval
timer-interval は秒数（30 ～ 65535）です。

ステップ 4

switch(config)# show
running-config dhcp

（任意）
DHCP スヌーピング設定を表示します。

ステップ 5

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

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# clear ip dhcp snooping
binding

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。

ステップ 2

switch# show ip dhcp snooping
binding

（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。
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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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# clear ip dhcp snooping binding
[{vlan vlan-id mac mac-addr ip ip-addr
interface interface-id} | vlan vlan-id1 |
interface interface-id1]

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。

ステップ 2

switch# show ip dhcp snooping binding

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# 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 VSM MAC 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。

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

161

DHCP スヌーピングの設定
DHCP スヌーピング設定の確認

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# [no] ip dhcp
snooping information option

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。

例：

この設定を削除するには、no オプションを使
用します。

ステップ 3

switch(config)# show
running-config dhcp

（任意）
DHCP スヌーピング設定を表示します。

ステップ 4

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

（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# 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。
コマンド

目的

show running-config dhcp

DHCP スヌーピング設定を表示します。

show ip dhcp snooping

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 binding

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。
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コマンド

目的

show feature

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。

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
標準

タイトル

RFC-2131

『Dynamic Host Configuration Protocol』
（http://tools.ietf.org/html/rfc2131）
『DHCP Relay Agent Information Option』

RFC-3046

（http://tools.ietf.org/html/rfc3046）

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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機能名

リリース

機能情報

ライセンスの変更

4.2(1)SV2(1.1)

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。

送信元 IP によるフィルタリン
グのイネーブル化

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。

リレーエージェント（オプショ 4.2(1)SV1(4)
ン 82）

DHCP パケットの VSM MAC お
よびポート情報のリレーを設定
できます。

feature dhcp コマンド

4.2(1)SV1(4)

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。

4.0(4)SV1(2)

この機能が導入されました。
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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。

注意

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。
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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（注）

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。

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
パラメータ

デフォルト

VLAN

VLAN は DAI の対象としては設定されません。

VSD 内ではない vEthernet インターフェイスの 信頼しない
信頼状態
VSD 内の vEthernet インターフェイスの信頼状 信頼できる
態
イーサネット ポート チャネルの信頼状態

信頼できる

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

15 パケット/秒（pps）

信頼できるインターフェイスに対する着信 ARP 無制限
パケット レート制限
レート制限バースト間隔

1秒

DAI error-disabled 状態インターフェイスの検出 error-disabled 状態の検出と回復は設定されませ
と回復
ん。
有効性検査

検査は実行されません。

VLAN 統計情報

ARP 要求および応答の統計情報

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# ip arp inspection
vlan list

指定した 1 つ以上の VLAN を DAI の対象と
して設定します。

ステップ 3

switch(config)# show ip arp
inspection vlan list

（任意）
指定した VLAN のリストの DAI ステータス
を表示します。

ステップ 4

switch(config)# copy running-config 実行コンフィギュレーションを、スタート
startup-config
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# interface vethernet
interface-number

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)# 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。
ステップ 3

switch(config-if)# [no] ip arp inspection DHCP スヌーピングに関してインターフェ
trust
イスを信頼できるインターフェイスとして
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。

ステップ 4

switch(config-if)# ip arp inspection trust 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-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。

ステップ 5

switch(config-if)# show ip arp inspection （任意）
interface vethernet interface-number
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。

ステップ 6

switch(config-if)# show port-profile
profilename

（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。

ステップ 7

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

（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# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 3

Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
172

OL-27736-01-J

ダイナミック ARP インスペクションの設定
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

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# interface vethernet 指定した vEthernet インターフェイスのイン
interface-number
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。

ステップ 3

switch(config-if)# default ip arp
inspection trust

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。

ステップ 4

switch(config-if)# show ip arp
inspection interface vethernet
interface-number

（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。

ステップ 5

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

（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。
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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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# interface vethernet 指定した vEthernet インターフェイスのインター
interface-number
フェイス コンフィギュレーション モードを開始
• switch(config)# port-profile します。
profilename
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コマンドまたはアクション

目的

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。
ステップ 3

switch(config-if)# ip arp inspection インターフェイスまたはポート プロファイルでの
limit {rate pps [burst interval l
ARP インスペクションの制限値を、次のとおりに
bint] | none}
設定します。
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。

ステップ 4

switch(config-if)# show
running-config dhcp

（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。

ステップ 5

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

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# feature dhcp

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。

ステップ 3

switch(config)# interface
vethernet interface-number

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。

ステップ 4

switch(config-if)# default ip arp 設定されている DAI レート制限をインターフェイ
inspection limit {rate pps
スから削除し、デフォルト値に戻します。
[burst intervall bint] | none}
次のキーワードと引数があります。
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コマンドまたはアクション

目的
• 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

ステップ 5

switch(config)# show
running-config dhcp

ステップ 6

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

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# [no] errdisable
detect cause arp-inspection

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。
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。

ステップ 3

switch(config)# [no] errdisable
recovery cause arp-inspection

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。

ステップ 4

switch(config)# errdisable
recovery interval timer-interval

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。
timer-interval：指定できる値は 30 ～ 65535 秒で
す。

ステップ 5

switch(config)# show
running-config | include
errdisable

（任意）
errdisable の設定を表示します。

ステップ 6

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

（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# 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。

（注）

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。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# [no] ip arp
指定した検証をイネーブルにします。以前保存さ
inspection validate {[src-mac] れた既存の検証設定がある場合は上書きします。
[dst-mac] [ip]}
• 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。

ステップ 3

switch(config)# show
running-config dhcp

（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。

ステップ 4

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

（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# 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。
コマンド

目的

show running-config dhcp

DAI の設定を表示します。

show ip arp inspection

DAI のステータスを表示します。

show ip arp inspection interface vethernet
interface-number

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 vlan vlan-ID

特定の VLAN の DAI 設定を表示します。

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。
コマンド

目的

show ip arp inspection statistics

DAI の統計情報を表示します。

show ip arp inspection statistics vlan vlan-ID

指定されている VLAN の DAI 統計情報を表示
します。

clear ip arp inspection statistics

DAI 統計情報をクリアします。

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（VM 1）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、VM 2 が VM 1 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。

（注）

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。

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
ARP Res Forwarded
ARP Req Dropped
ARP Res Dropped
DHCP Drops
DHCP Permits
SMAC Fails-ARP Req
SMAC Fails-ARP Res
DMAC Fails-ARP Res
IP Fails-ARP Req
IP Fails-ARP Res
switch#

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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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
ARP Res Forwarded
ARP Req Dropped
ARP Res Dropped
DHCP Drops
DHCP Permits
SMAC Fails-ARP Req
SMAC Fails-ARP Res
DMAC Fails-ARP Res
IP Fails-ARP Req
IP Fails-ARP Res

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
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
ARP Res Forwarded
ARP Req Dropped
ARP Res Dropped
DHCP Drops
DHCP Permits
SMAC Fails-ARP Req
SMAC Fails-ARP Res
DMAC Fails-ARP Res
IP Fails-ARP Req
IP Fails-ARP Res
switch#

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

2
0
2
0
2
2
0
0
0
0
0
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標準

標準
標準

タイトル

RFC-826

『An Ethernet Address Resolution Protocol』
http://tools.ietf.org/html/
rfc826http://tools.ietf.org/html/rfc826

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。
機能名

リリース

機能情報

ライセンスの変更

4.2(1)SV2(1.1)

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。

送信元 IP によるフィルタリン
グのイネーブル化

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。

DAI

4.0(4)SV1(2)

この機能が導入されました。
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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、Dynamic Host 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
---------00:02:B3:3F:3B:99

IpAddress
---------10.5.5.2

LeaseSec
Type
VLAN
--------- -----------6943
dhcp-snooping 10

Interface
--------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。
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IP ソース ガードのデフォルト設定
パラメータ

デフォルト

IP ソース ガード

各インターフェイスでディセーブル

IP ソース エントリ

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 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# interface vethernet
interface-number

ステップ 3

switch(config-if)# [no] ip verify
source dhcp-snooping-vlan

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
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
かどうかを設定する vEthernet インターフェイ
profilename
指定したポート プロファイル スです。
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、
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コマンドまたはアクション

目的
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。

ステップ 4

switch(config-if)# show
running-config dhcp

（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。

ステップ 5

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

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# feature dhcp

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。

ステップ 3

switch(config)# [no] ip source
binding IP-address MAC-address
vlan vlan-ID interface vethernet
interface-number

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
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。

ステップ 4

switch(config)# show ip dhcp
snooping binding [interface
vethernet interface-number]

（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
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コマンドまたはアクション

目的
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。

ステップ 5

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

（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# 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。
コマンド

目的

show running-config dhcp

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 ip verify source

IP-MAC アドレス バインディングを表示しま
す。

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。
コマンド

目的

show ip verify source

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。

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。
機能名

リリース

機能情報

ライセンスの変更

4.2(1)SV2(1.1)

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。

送信元 IP によるフィルタリン
グのイネーブル化

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。

IP ソース ガード

4.0(4)SV1(2)

この機能が導入されました。
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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 1000V XML 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# no feature
http-server

HTTP サーバをディセーブルにします。

ステップ 3

switch(config)# show http-server （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）。

ステップ 4

switch(config) copy running-config （任意）
startup-config
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# 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。
コマンド

目的

show http-server

HTTP サーバの設定を表示します。

show feature

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。

HTTP サーバのディセーブル化に関する関連マニュアル
関連項目

参照先

すべてのコマンド構文、コマンド モード、コマ 『Cisco Nexus 1000V Command Reference』
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。
機能名

リリース

HTTP サーバのディセーブル化 4.2(1)SV1(4)

機能情報
この機能が導入されました。
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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、show module 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
パラメータ

デフォルト

uufb enable

Disabled

switchport uufb disable

Disabled

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# [no] uufb enable

VSM の UUFB をグローバルに設定します。

ステップ 3

switch(config)# show uufb status

（任意）
VSM の UUFB グローバル設定を表示しま
す。

ステップ 4

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

（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# 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ポート プロファイルを設定する

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# interface vethernet 指定したインターフェイスに対してインター
interface-number
フェイス コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 3

switch(config)# [no] switchport
uufb disable

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。

ステップ 4

switch(config)# show
running-config vethernet
interface-number

（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。

ステップ 5

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

（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# 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# port-profile
profile-name

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。

ステップ 3

switch(config-port-prof)# [no]
switchport uufb disable

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
ト フラッディングのブロックをディセーブル
にします。

ステップ 4

switch(config-port-prof)# show
running-config port-profile
profile-name

（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。

ステップ 5

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

（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# 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。
機能名

リリース

機能情報

UUFB

4.2(1)SV1(4a)

この機能が導入されました。

Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
200

OL-27736-01-J

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、Security Group 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。

（注）

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。
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：Cisco TrustSec 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、Cisco TrustSec 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

Cisco NX-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 Cisco TrustSec
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。 SGT Exchange
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、Cisco TrustSec
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。
機能

ライセンス要件

Cisco TrustSec

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 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

パラメータ

デフォルト

Cisco TrustSec

Disabled

SXP

Disabled

SXP デフォルト パスワード

なし

SXP 復帰期間

120 秒

SXP リトライ期間

60 秒

デバイス トラッキング

Enabled

インターフェイスの削除ホールド タイマー

60 秒

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

コンフィギュレーション モードに入ります。

ステップ 2

switch(config)# [no] feature cts 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。

ステップ 3

switch(config)# show cts

（任意）
Cisco TrustSec の設定を表示します。

ステップ 4

switch(config)# show feature

（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。

ステップ 5

copy running-config
startup-config

（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。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# [no] cts sxp
enable

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。

ステップ 3

switch(config)# show cts sxp

（任意）
Cisco TrustSec SXP の設定を表示します。

ステップ 4

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

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
コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 1

switch# configure
terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# cts device Cisco TrustSec のデバイス トラッキングをイネーブルにし
tracking
ます。
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。
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。
（注）

ステップ 3

switch(config)# show cts （任意）
device tracking
Cisco TrustSec デバイス トラッキングの設定を表示します。

ステップ 4

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

（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。
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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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# cts sxp default 次のオプションを使用して SXP のデフォルト パス
password [word | 7] password ワードを設定します。
• 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。

ステップ 3

switch(config)# show cts sxp

（任意）
SXP の設定を表示します。

ステップ 4

switch(config)# show
running-config cts

（任意）
Cisco TrustSec の実行コンフィギュレーションを表
示します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

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

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

cts sxp default password password SXP のデフォルト パスワードを設定します。

ステップ 3

switch(config)# cts sxp default
source-ip src-ip-addr

SXP のデフォルトの送信元 IPv4 アドレスを
設定します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

switch(config)# show cts sxp

（任意）
SXP の設定を表示します。

ステップ 5

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

（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。

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
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)#

10.78.1.73

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 Cisco TrustSec
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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

switch# configure terminal

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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

switch(config)# port-profile
name

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。 ポート プロファイルが存在しない場合は、
作成されます。

ステップ 3

switch(config-port-prof)# cts sgt デバイスから送信されるパケットの SGT を設定
tag
します。 tag 引数は、0xhhhh 形式の 16 進数値で
表したデバイスのローカル SGT です。 範囲は、
1 ～ 65519 です。

ステップ 4

switch(config-port-prof)# show （任意）
cts sxp sgt-map
IP アドレスから Cisco TrustSec の SGT へのマッピ
ングを表示します。

ステップ 5

switch(config-port-prof)# show （任意）
running-configuration
ポート プロファイル設定を表示します。
port-profile name

ステップ 6

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

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。

（注）

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。

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

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。

ステップ 2 switch(config)# [no] cts sxp
SXP アドレス接続を設定します。
connection peer
• source：送信元の IPv4 アドレスを指定します。 デ
peer-ip-address source
フォルトの送信元は、cts sxp default source-ip コマ
source-ip-address] password
{[default] | [ none [ required]
ンドを使用して設定した IPv4 アドレスです。
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コマンドまたはアクション 目的
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。

ステップ 3 switch(config)# show cts sxp
connection

（任意）
SXP 接続とステータスを表示します。

ステップ 4 switch(config)# copy
（任意）
running-config startup-config 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。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# cts role-based IP ホスト アドレスとセキュリティ グループ タグ
sgt-map ip-address sgt sgt
（SGT）のスタティック バインディングを設定し
ます。
• 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。

ステップ 3

switch(config)# vrf context

（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。

ステップ 4

switch(config)# show cts
role-based sgt-map

（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。

ステップ 5

switch(config)# show cts ipsgt （任意）
entries
SXP SGT エントリを表示します。

ステップ 6

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

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# cts sxp
retry-period seconds

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。

ステップ 3

switch(config)# show cts sxp

（任意）
SXP の設定を表示します。

ステップ 4

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

（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
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コマンドまたはアクション

目的
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
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# configure terminal

ステップ 2

switch(config)# [ no] cts
インターフェイスの削除ホールド タイマーの期間を指
interface delete-hold seconds 定します。 デフォルト値は 60 秒（1 分）です。 範囲
は 0 ～ 64000 です。

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。

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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コマンドまたはアクション 目的
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。
ステップ 3

switch(config)# show cts
interface delete-hold timer

（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。

ステップ 4

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

（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。

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。
コマンド

目的

show cts

Cisco Nexus 1000V での Cisco TrustSec のグロー
バル設定を表示します。

show cts sxp

Cisco TrustSec SXP の設定を表示します。

show cts device tracking

Cisco TrustSec デバイス トラッキングの設定を
表示します。

show cts sxp connection

Cisco TrustSec SXP の接続を表示します。

show cts role-based sgt-map

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 ipsgt entries

SXP SGT エントリを表示します。

show cts interface delete-hold timer

Cisco TrustSec 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。
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コマンド

目的

show running-configuration cts

Cisco TrustSec の実行コンフィギュレーション情
報を表示します。

Cisco TrustSec の機能の履歴
機能名

機能名

リリース

Cisco TrustSec

4.2(1)SV2(1.1)

この機能が導入されました。
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