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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 1：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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アドレスの最大数を 1に設定し、接続された装置のMACアドレスを設定すると、その装置に
はポートの全帯域幅が保証されます。

ヒント

インターフェイス 1つあたりの許容されるセキュアMACアドレスの数は、次の制限値によって
決定されます。

•デバイスの最大数：デバイスが許容できるセキュアMACアドレスの最大数は 8192です。こ
の値は変更できません。新しいアドレスを学習するとデバイスの最大数を超過してしまう場

合、たとえインターフェイスやVLANの最大数に達していなくても、デバイスは新しいアド
レスの学習を許可しません。

•インターフェイスの最大数：ポートセキュリティで保護されるインターフェイスごとに、セ
キュアMACアドレスの最大数を設定できます。デフォルトでは、インターフェイスの最大
アドレス数は 1です。インターフェイスの最大数を、デバイスの最大数より大きくすること
はできません。

• VLANの最大数：ポートセキュリティで保護される各インターフェイスについて、VLANあ
たりのセキュアMACアドレスの最大数を設定できます。 VLANの最大数を、インターフェ
イスの最大数より大きくすることはできません。VLAN最大数の設定が適しているのは、ト
ランクポートの場合だけです。 VLANの最大数には、デフォルト値はありません。

インターフェイスあたりの、VLANとインターフェイスの最大数は必要に応じて設定できます。
ただし、新しい制限値が、適用されるセキュアアドレス数よりも少ない場合は、まず、セキュア

MACアドレスの数を減らす必要があります。

セキュリティ違反と処理

次のいずれかが発生すると、ポートセキュリティ機能によってセキュリティ違反がトリガーされ

ます。

•あるインターフェイスにセキュアMACアドレス以外のアドレスから入力トラフィックが着
信し、そのアドレスを学習するとセキュアMACアドレスの適用可能な最大数を超えてしま
う場合。

あるインターフェイスに VLANとインターフェイスの両方の最大数が設定されている場合
は、どちらかの最大数を超えると、違反が発生します。たとえば、ポートセキュリティが

設定されている単一のインターフェイスについて、次のように想定します。

◦ VLAN 1の最大アドレス数は 5です。

◦このインターフェイスの最大アドレス数は 10です。

次のいずれかが発生すると、違反が検出されます。

◦ VLAN 1のアドレスが 5つ学習されていて、6番めのアドレスからのインバウンドトラ
フィックが VLAN 1のインターフェイスに着信した場合
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◦このインターフェイス上のアドレスが 10個学習されていて、11番めのアドレスからの
インバウンドトラフィックがこのインターフェイスに着信した場合

•あるインターフェイスのセキュアMACアドレスになっているアドレスからの入力トラフィッ
クが、そのインターフェイスと同じ VLAN内の別のインターフェイスに着信した場合。

特定のセキュアポートでセキュアMACアドレスが設定または学習されたあ
と、同一 VLAN上の別のポートでポートセキュリティがセキュアMACアド
レスを検出したときに発生する一連のイベントは、MAC移動違反と呼ばれま
す。

（注）

インターフェイス上でセキュリティ違反が発生したときは、そのインターフェイスのポートセ

キュリティ設定で指定されている処理が適用されます。デバイスが実行できる処理は次のとおり

です。

•シャットダウン：違反をトリガーしたパケットの受信インターフェイスをシャットダウンし
ます。このインターフェイスはエラーディセーブル状態になります。これがデフォルトの

処理です。インターフェイスの再起動後も、セキュアMACアドレスを含めて、ポートセ
キュリティの設定は維持されます。

シャットダウン後にデバイスが自動的にインターフェイスを再起動するように設定するに

は、errdisableグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。あるいは、shutdown
および no shut downのインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを入力することに
より、手動でインターフェイスを再起動することもできます。
switch(config)# errdisable recovery cause psecure-violation
switch(config)# copy running-config startup-config (Optional)

•保護：違反の発生を防止します。インターフェイスの最大MACアドレス数に到達するまで
アドレス学習を継続し、到達後はそのインターフェイスでの学習をディセーブルにして、セ

キュアMACアドレス以外のアドレスからの入力トラフィックをすべてドロップします。

セキュアMACアドレスからの入力トラフィックが、そのアドレスをセキュアアドレスにしたイ
ンターフェイスとは異なるインターフェイスに着信したことにより違反が発生した場合は、トラ

フィックを受信したインターフェイスに対して処理が適用されます。MAC移動違反は、別のイ
ンターフェイスですでに保護されているMACアドレスを検出したポートでトリガーされます。

ポートセキュリティとポートタイプ

ポートセキュリティを設定できるのは、レイヤ 2インターフェイスだけです。各種のインター
フェイスまたはポートとポートセキュリティについて次に詳しく説明します。

•アクセスポート：レイヤ2アクセスポートとして設定したインターフェイスにポートセキュ
リティを設定できます。アクセスポートでポートセキュリティが適用されるのは、アクセ

ス VLANだけです。
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•トランクポート：レイヤ2トランクポートとして設定したインターフェイスにポートセキュ
リティを設定できます。アクセスポートには、VLAN最大数を設定しても効果はありませ
ん。デバイスが VLAN最大数を適用するのは、トランクポートに関連付けられた VLANだ
けです。

• SPANポート：SPAN送信元ポートにはポートセキュリティを設定できますが、SPAN宛先
ポートには設定できません。

•イーサネットポート：ポートセキュリティはイーサネットポートではサポートされません。

•イーサネットポートチャネル：イーサネットポートチャネルでは、ポートセキュリティは
サポートされていません。

アクセスポートからトランクポートへの変更による影響

ポートセキュリティが設定されているレイヤ 2インターフェイスでアクセスポートをトランク
ポートに変更すると、ダイナミック方式で学習されたすべてのセキュアアドレスがドロップされ

ます。ネイティブトランク VLANに接続されているデバイスは、スタティック方式またはス
ティッキ方式で学習したアドレスを移行します。

トランクポートからアクセスポートへの変更による影響

ポートセキュリティが設定されているレイヤ 2インターフェイスでトランクポートをアクセス
ポートに変更すると、ダイナミック方式で学習されたすべてのセキュアアドレスがドロップされ

ます。設定済みのMACアドレスおよびスティッキMACアドレスは、ネイティブトランクVLAN
に存在せず、移動先のアクセスポートに設定されたアクセスVLANとも一致しない場合はすべて
ドロップされます。

ポートセキュリティの注意事項と制約事項
•ポートセキュリティは、次でサポートされていません。

◦イーサネットインターフェイス

◦イーサネットポートチャネルインターフェイス

◦スイッチドポートアナライザ（SPAN）の宛先ポート

•ポートセキュリティは他の機能に依存しません。

•ポートセキュリティは 802.1Xをサポートしていません。

•ポートセキュリティは、すでにスタティックMACアドレスを持つインターフェイスでは設
定できません。

• VLANにスタティックMACアドレスがすでに存在する場合、それが別のインターフェイス
でプログラムされている場合でも、その VLANのインターフェイスでポートセキュリティ
をイネーブルにすることはできません。
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ポートセキュリティのデフォルト設定

デフォルトパラメータ

DisabledInterface

DynamicMACアドレスラーニング方式

1セキュアMACアドレスのインターフェイス最
大数

シャットダウンセキュリティ違反時の処理

ポートセキュリティの設定

レイヤ 2 インターフェイスに対するポートセキュリティのイネーブル
化またはディセーブル化

レイヤ 2インターフェイスに対してポートセキュリティをイネーブルまたはディセーブルにする
には、次の手順を実行します。

ルーテッドインターフェイスでは、ポートセキュリティをイネーブルにできません。（注）

はじめる前に

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

•デフォルトでは、ポートセキュリティはすべてのインターフェイスでディセーブルです。

•インターフェイスのポートセキュリティをイネーブルにすると、MACアドレスのダイナミッ
ク学習もイネーブルになります。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

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

指定したインターフェイスのインターフェイス

コンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface type
number

ステップ 2   

インターフェイス上でポートセキュリティをイ

ネーブルにします。

switch(config-if)# [no] switchport
port-security

ステップ 3   

noオプションを使用すると、そのインターフェ
イスのポートセキュリティがディセーブルにな

ります。

（任意）

ポートセキュリティの設定を表示します。

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

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 36
switch(config-if)# switchport port-security
switch(config-if)# show running-config port-security
switch(config-if)# copy running-config startup-config

スティッキ MAC アドレスラーニングのイネーブル化またはディセー
ブル化

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•設定するインターフェイスのポートセキュリティがイネーブルであること。

•ダイナミックMACアドレスラーニングがインターフェイスのデフォルトです。

•デフォルトでは、スティッキMACアドレスラーニングはディセーブルです。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

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

指定したインターフェイスのインターフェイス

コンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface type
number

ステップ 2   

そのインターフェイスのスティッキMACアド
レスラーニングをイネーブルにします。

switch(config-if)# [no] switchport
port-security mac-address sticky

ステップ 3   

noオプションを使用すると、スティッキMAC
アドレスラーニングがディセーブルになりま

す。

（任意）

ポートセキュリティの設定を表示します。

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

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 36
switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
switch(config-if)# show running-config port-security
switch(config-if)# copy running-config startup-config

インターフェイスのスタティックセキュア MAC アドレスの追加

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•インターフェイスのセキュアMACアドレス最大数に達しているかどうかを確認しているこ
と。 show port-securityコマンドを使用できます。

•設定するインターフェイスのポートセキュリティがイネーブルであること。

•デフォルトでは、インターフェイスにスタティックセキュアMACアドレスは設定されませ
ん。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

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

指定したインターフェイスのインターフェイス

コンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface type
number

ステップ 2   

現在のインターフェイスのポートセキュリティ

にスタティックMACアドレスを設定します。
switch(config-if)# [no] switchport
port-securitymac-address address
[vlanvlan-ID]

ステップ 3   

そのアドレスからのトラフィックを許可する

VLANを指定する場合は、vlanキーワードを使
用します。

（任意）

ポートセキュリティの設定を表示します。

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

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 36
switch(config-if)# switchport port-security mac-address 0019.D2D0.00AE
switch(config-if)# show running-config port-security
switch(config-if)# copy running-config startup-config

インターフェイスからのスタティックまたはスティッキセキュア MAC
アドレスの削除

レイヤ 2インターフェイスからスタティック方式またはスティッキ方式のセキュアMACアドレ
スを削除するには、次の手順を実行します。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•設定するインターフェイスのポートセキュリティがイネーブルであること。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモード

を開始します。

switch# configure terminalステップ 1   

   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  

ポートセキュリティの設定

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



目的コマンドまたはアクション

指定したインターフェイスのインターフェイ

スコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch(config)# interface type
number

ステップ 2   

現在のインターフェイスのポートセキュリ

ティからMACアドレスを削除します。
switch(config-if)# no switchport
port-security mac-address address

ステップ 3   

（任意）

ポートセキュリティの設定を表示します。

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

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーしま

す。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 36
switch(config-if)# no switchport port-security mac-address 0019.D2D0.00AE
switch(config-if)# show running-config port-security
switch(config-if)# copy running-config startup-config

ダイナミックセキュア MAC アドレスの削除
ダイナミック方式で学習された特定のアドレス、または特定のインターフェイスでダイナミック

に学習されたすべてのアドレスを削除するには、この手順を使用します。

ダイナミック方式で学習されたアドレスをすべて削除するには、shutdownおよびno shutdown
コマンドを使用して、インターフェイスを再起動します。

（注）

はじめる前に

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

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch# configure terminalステップ 1   

ダイナミックに学習されたセキュアMACアドレス
を削除します。次の方法で指定できます。

switch(config)# clear
port-security dynamic {interface
vethernet number | address
address} [vlan vlan-ID]

ステップ 2   

次のキーワードと引数があります。
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目的コマンドまたはアクション

• interface：指定したインターフェイスでダイナ
ミックに学習されたアドレスがすべて削除さ

れます。

• address：ダイナミックに学習された指定の単
一アドレスが削除されます。

• vlan：特定の VLANのアドレスが削除されま
す。

（任意）

セキュアMACアドレスを表示します。
switch(config)# show
port-security address

ステップ 3   

switch# configure terminal
switch(config)# clear port-security dynamic interface vethernet 36
switch(config)# show port-security address

MAC アドレスの最大数の設定
レイヤ 2インターフェイスで学習可能なMACアドレスまたはスタティックに設定可能なMACア
ドレスの最大数を設定するには、次の手順を実行します。レイヤ 2インターフェイス上の VLAN
単位でもMACアドレスの最大数を設定できます。設定できる最大アドレス数は 4096です。

セキュアMACアドレスは、レイヤ 2転送テーブル（L2FT）を共有します。各VLANの転送テー
ブルには最大 1024エントリを保持できます。

インターフェイスですでに学習されているアドレス数またはインターフェイスにスタティック

に設定されたアドレス数よりも小さい数を最大数に指定すると、コマンドは拒否されます。

（注）

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•設定するインターフェイスのポートセキュリティがイネーブルであること。

•デフォルトでは、各インターフェイスのセキュアMACアドレスの最大数は 1です。

• VLANには、セキュアMACアドレス数のデフォルトの最大値はありません。

•ダイナミック方式で学習されたアドレスをすべて削除するには、shutdownおよびnoshutdown
コマンドを使用して、インターフェイスを再起動します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch# configure terminalステップ 1   

指定したインターフェイスのインターフェイスコ

ンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface type
number

ステップ 2   

現在のインターフェイスで学習可能なMACアド
レスまたはスタティックに設定可能なMACアド

switch(config-if)# [no]
switchport port-security
maximum number [vlan vlan-ID]

ステップ 3   

レスの最大数を設定します。 numberの最大値は
4096です。 noオプションを使用すると、MACア
ドレスの最大数がデフォルト値（1）にリセットさ
れます。

最大数を適用する VLANを指定する場合は、vlan
キーワードを使用します。

（任意）

ポートセキュリティの設定を表示します。

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

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 36
switch(config-if)# switchport port-security maximum 425
switch(config-if)# show running-config port-security
switch(config-if)# copy running-config startup-config

アドレスエージングのタイプと期間の設定

ダイナミック方式で学習されたMACアドレスがエージング期限に到達した時期を判断するため
に使用されるMACアドレスエージングのタイプと期間を設定するには、次の手順を実行します。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•設定するインターフェイスのポートセキュリティがイネーブルであること。

•デフォルトのエージングタイムは 0分（エージングはディセーブル）です。

•デフォルトのエージングタイプは絶対エージングです。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch# configure terminalステップ 1   

指定したインターフェイスのインターフェイスコ

ンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface type
number

ステップ 2   

ダイナミックに学習されたMACアドレスにデバ
イスが適用するエージングタイプを設定します。

switch(config-if)# [no]
switchport port-security aging
type {absolute | inactivity}

ステップ 3   

noオプションを使用すると、エージングタイプが
デフォルト値（絶対エージング）にリセットされ

ます。

ダイナミックに学習されたMACアドレスがドロッ
プされるまでのエージングタイムを分単位で設定

switch(config-if)# [no]
switchport port-security aging
time minutes

ステップ 4   

します。 minutesの最大値は 1440です。 noオプ
ションを使用すると、エージングタイムがデフォ

ルト値である 0（エージングはディセーブル）に
リセットされます。

（任意）

ポートセキュリティの設定を表示します。

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

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 6   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 36
switch(config-if)# switchport port-security aging type inactivity
switch(config-if)# switchport port-security aging time 120
switch(config-if)# show running-config port-security
switch(config-if)# copy running-config startup-config

セキュリティ違反時の処理の設定

セキュリティ違反に対するインターフェイスの対応方法を設定するには、次の手順を実行します。

セキュリティ違反に対する次のインターフェイスの応答を設定できます。

• protect：十分な数のセキュアMACアドレスを削除してMACアドレス数が最大値を下回る
まで、送信元アドレスが不明なパケットをドロップします。

• restrict：十分な数のセキュアMACアドレスを削除してMACアドレス数が最大値を下回る
まで、送信元アドレスが不明なパケットをドロップし、SecurityViolationカウンタを増分させ
ます。
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• shutdown：（デフォルト）即時にインターフェイスを errdisableステートにして、SNMPト
ラップ通知を送信します。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

•設定するインターフェイスのポートセキュリティがイネーブルであること。

•デフォルトのセキュリティ処理では、セキュリティ違反が発生したポートがシャットダウン
されます。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

switch# configure terminalステップ 1   

指定したインターフェイスのインターフェイスコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface type
number

ステップ 2   

現在のインターフェイスのポートセキュリティにセキュ

リティ違反時の処理を設定します。 noオプションを使
switch(config-if)# [no]
switchport port-security
violation {protect | restrict |
shutdown}

ステップ 3   

用すると、違反時の処理がデフォルト値（インターフェ

イスのシャットダウン）にリセットされます。

次のキーワードと引数があります。

• protect：十分な数のセキュアMACアドレスを削除
してMACアドレス数が最大値を下回るまで、送信
元アドレスが不明なパケットをドロップします。

• restrict：十分な数のセキュアMACアドレスを削
除してMACアドレス数が最大値を下回るまで、送
信元アドレスが不明なパケットをドロップし、

Security Violationカウンタを増分させます。

• shutdown：（デフォルト）即時にインターフェイ
スを errdisableステートにして、SNMPトラップ通
知を送信します。

（任意）

ポートセキュリティの設定を表示します。

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

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 36
switch(config-if)# switchport port-security violation protect
switch(config-if)# show running-config port-security
switch(config-if)# copy running-config startup-config

ポートセキュリティ違反がディセーブルなポートの回復

ポートセキュリティ違反がディセーブルなインターフェイスを自動的に回復するには、次の手順

を実行します。インターフェイスを errdisableステートから手動で回復するには、shutdownコマ
ンドを入力してから、no shutdownコマンドを入力する必要があります。

はじめる前に

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

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

switch# configure terminalステップ 1   

指定したインターフェイスのインターフェイス

コンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface type
number

ステップ 2   

セキュリティ違反がディセーブルな特定のポー

トの期間指定された自動リカバリをイネーブル

にします。

switch(config-if)# errdisable
recovery cause psecure-violation

ステップ 3   

秒単位のタイマーリカバリ間隔を 30～ 65535
秒に設定します。

switch(config-if)# errdisable
recovery interval seconds

ステップ 4   

（任意）

指定したインターフェイスのインターフェイス

コンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface type
number

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 36
switch(config-if)# errdisable recovery cause psecure-violation
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switch(config-if)# errdisable recovery interval 30
switch(config-if)# copy running-config startup-config

ポートセキュリティの設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

ポートセキュリティの設定を表示します。show running-config port-security

ポートセキュリティのステータスを表示しま

す。

show port-security

セキュア MAC アドレスの表示
セキュアMACアドレスを表示するには、show port-security addressコマンドを使用します。

ポートセキュリティの設定例
次に、VLANとインターフェイスのセキュアアドレス最大数が指定されている vEthernet 36イン
ターフェイスのポートセキュリティ設定の例を示します。この例のインターフェイスはトランク

ポートです。違反時の処理は Protect（保護）に設定されています。
switch# config terminal
switch(config)# interface vethernet 36
switch(config-if)# switchport port-security
switch(config-if)# switchport port-security maximum 10
switch(config-if)# switchport port-security maximum 7 vlan 10
switch(config-if)# switchport port-security maximum 3 vlan 20
switch(config-if)# switchport port-security violation protect

ポートセキュリティの機能の履歴
この表には、機能の追加によるリリースの更新内容のみが記載されています。

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。4.0(4)SV1(1)ポートセキュリティ
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