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AAA について

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

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

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

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

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

•コンソールログイン認証

•ユーザ管理セッションアカウンティング

関連コマンドAAA サービスコンフィギュレーションオプショ
ン

aaa authentication login defaultTelnetまたは SSHログイン

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

認証

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

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

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

認証は次のように実行されます。

説明認証方式

ユーザ名またはパスワードのローカルルック

アップデータベースによって次の認証を行いま

す。

•コンソールログイン認証

•ユーザログイン認証

•ユーザ管理セッションアカウンティング

ローカルデータベース

ユーザ名またはパスワードのローカルルック

アップデータベースによって次の認証を行いま

す。

•コンソールログイン認証

•ユーザログイン認証

•ユーザ管理セッションアカウンティング

リモート RADIUSまたは TACACS+サーバ
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説明認証方式

ユーザ名だけで次の認証を行います。

•コンソールログイン認証

•ユーザログイン認証

•ユーザ管理セッションアカウンティング

なし

図 1：ユーザログインの認証
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許可

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

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

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

結果が AAAに返されてユーザの実際の権限と制限事項が決定されます。

アカウンティング

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

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

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

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

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

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

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

相互にフェールオーバーを提供できます。

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

れます。

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

• VSMが AAAサーバのクライアントとして設定されていること。

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

AAA のデフォルト設定
デフォルトパラメータ

localコンソール認証方式

localデフォルト認証方式

Disabledログイン認証失敗メッセージ

AAA の設定

ログイン認証方式の設定

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

はじめる前に

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

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch# configure terminalステップ 1   

コンソールまたはデフォルトログイン認証方式を設定

します。次のキーワードと引数があります。

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

ステップ 2   

• group：サーバグループによって認証が行われま
す。

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

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

• local：ローカルデータベースが認証に使用され
ます。

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

ての認証方式で応答が得られなかった

場合に使用されます。

（注）

• none：ユーザ名によって認証が行われます

グローバルコンフィギュレーションモードを終了し、

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

（任意）

設定されたログイン認証方式を表示します。

switch# show aaa
authentication

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

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

default: group tacgroup
console: group tacgroup

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

ログイン認証失敗メッセージのイネーブル化

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

次に、ログイン認証エラーメッセージを示します。

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

はじめる前に

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

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

switch# configure terminalステップ 1   

ログイン認証失敗メッセージをイネーブルにし

ます。デフォルトではディセーブルになって

います。

switch(config)# aaa
authentication login error-enable

ステップ 2   

グローバルコンフィギュレーションモードを

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

（任意）

ログイン失敗メッセージの設定を表示します。

switch# show aaa authentication
login error-enable

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

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

AAA 設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

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

AAAサーバグループの設定を表示します。show aaa groups

実行コンフィギュレーションの AAA設定を表
示します。

show running-config aaa [all]

スタートアップコンフィギュレーションのAAA
設定を表示します。

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

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

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

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

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

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。4.0(4)SV1(1)AAA
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