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はじめに

この前書きは、次の項で構成されています。

• 対象読者, xv ページ

• 表記法, xv ページ

• Cisco Nexus 9000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, xviii ページ

対象読者
このマニュアルは、Cisco Nexusデバイスの設定および維持に携わる、ネットワーク管理者を対象
としています。

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。

説明表記法

太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよび

キーワードです。

bold

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。italic

省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角カッコで囲んで

示しています。

[x]

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

[x | y]
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説明表記法

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

{x | y}

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意また

は必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表しま

す。角カッコ内の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択

すべき必須の要素を示しています。

[x {y | z}]

ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体

が使用できない場合に使用されます。

variable

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

string

例では、次の表記法を使用しています。

説明表記法

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

screen フォント

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

太字の screen フォント

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

イタリック体の screenフォン
ト

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

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで

囲んで示しています。

[ ]

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

!、#

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。（注）
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「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述され

ています。

注意

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料
Cisco NX-OS 9000シリーズ全体のマニュアルセットは、次の URLから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13386/tsd_products_support_series_home.html

リリースノート

リリースノートは、次の URLから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13386/prod_release_notes_list.html

コンフィギュレーションガイド

これらのマニュアルは、次の URLから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13386/products_installation_and_configuration_guides_list.html

このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。

•『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS High Availability and Redundancy Guide』

•『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Security Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』

その他のソフトウェアのマニュアル

•『Cisco Nexus 7000 Series and 9000 Series NX-OS MIB Quick Reference』

•『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Programmability Guide』

•『Cisco Nexus 9000シリーズ NX-OSシステムメッセージリファレンス』

•『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Troubleshooting Guide』

•『Cisco NX-OS Licensing Guide』
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•『Cisco NX-OS XML Interface User Guide』

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。

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、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、テクニカルサポート、その他の有
用な情報については、次のURLで、『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してくだ
さい。http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』では、シスコの新規および改訂版の技術マニュアル
の一覧を、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
ンテンツをデスクトップに配信することもできます。 RSSフィードは無料のサービスです。
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第 1 章

概要

Cisco NX-OSソフトウェアがサポートするセキュリティ機能を利用すると、ネットワークをパ
フォーマンスの劣化や障害から保護するだけでなく、故意に行われる攻撃や、善意のネットワー

クユーザの意図しない危険な間違いにより生ずるデータの紛失または毀損に対しても保護でき

ます。

この章は、次の項で構成されています。

• 認証、許可、アカウンティング, 1 ページ

• RADIUSおよび TACACS+セキュリティプロトコル, 2 ページ

• LDAP, 3 ページ

• SSHおよび Telnet, 3 ページ

• ユーザアカウントおよびユーザロール, 4 ページ

• IP ACL, 4 ページ

• パスワード暗号化, 4 ページ

• キーチェーン管理, 4 ページ

• コントロールプレーンポリシング, 5 ページ

• レート制限, 5 ページ

• ソフトウェアイメージ, 5 ページ

• 仮想デバイスコンテキスト, 5 ページ

認証、許可、アカウンティング
Authentication,Authorization,Accounting（AAA;認証、許可、アカウンティング）は、3つの独立し
たセキュリティ機能をまとめて一貫性のあるモジュラ形式で設定するためのアーキテクチャフ

レームワークです。
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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。

許可

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では、権限が定義された属性値
（AV）のペアを、対象のユーザに関連付けることで、ユーザに対して特定の権限を許可し
ます。 AAA許可は、ユーザに許可されている操作を示す一連の属性を組み合わせて実行し
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約事項が決定されます。

アカウンティング

ユーザ ID、開始時刻と終了時刻、実行コマンド（PPPなど）、パケット数、バイト数といっ
た、課金、監査、およびレポートに使用するセキュリティサーバ情報の収集と送信を行う

手段を提供します。アカウンティングを使用することで、ユーザがアクセスしているサー

ビスや、ユーザが消費しているネットワークリソース量を追跡できます。

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

（注）

関連トピック

AAAの設定, （7ページ）

RADIUS および TACACS+ セキュリティプロトコル
AAAは、セキュリティ機能の管理にセキュリティプロトコルを使用します。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。

このマニュアルでは、次のセキュリティサーバプロトコルを設定する手順を説明します。
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RADIUS

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/サーバシステムです。RADIUS
は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+

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す。TACACS+は 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動作する
TACACS+デーモンのデータベースで管理されます。 TACACS+では、個別の、およびモ
ジュールでの認証、許可、およびアカウンティング機能が提供されます。

関連トピック

RADIUSの設定, （35ページ）
TACACS+の設定, （67ページ）

LDAP
Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）は、Cisco NX-OS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います。 LDAPでは、1台のアクセスコントロールサーバ（LDAP
デーモン）で認証と認可を個別に提供できます。

関連トピック

LDAPの設定, （111ページ）

SSH および Telnet
セキュアシェル（SSH）サーバを使用すると、SSHクライアントは、Cisco NX-OS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。 Cisco NX-OSソフトウェアの SSHサーバは、市販の一般的な SSHクライアントと相互運用
ができます。

Cisco NX-OSソフトウェアの SSHクライアントは、無償あるいは商用の SSHサーバと連係して動
作します。

Telnetプロトコルは、ホストとの TCP/IP接続を確立します。 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、キーストロークをデバイス間でやり
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。

関連トピック

SSHおよび Telnetの設定, （137ページ）

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティコンフィギュレーションガイドリリース 6.x    
3

概要

LDAP



ユーザアカウントおよびユーザロール
ユーザアカウントを作成して管理し、Cisco NX-OSデバイス上で行える操作を制限するロールを
割り当てることができます。Role-BasedAccessControl（RBAC;ロールベースアクセスコントロー
ル）を使用すると、割り当てたロールにルールを定義して、ユーザが行える管理操作の権限を制

限できます。

関連トピック

ユーザアカウントと RBACの設定, （163ページ）

IP ACL
IP ACLは、トラフィックをパケットのレイヤ 3ヘッダーの IPv4情報に基づいてフィルタリング
するために使用できるルールの順序セットです。各ルールには、パケットがルールに一致するた

めに満たさなければならない条件のセットが規定されています。 Cisco NX-OSソフトウェアは、
ある IPACLがパケットに適用されると判断すると、そのすべてのルールの条件にパケットを照合
し、テストします。最初の一致によってパケットを許可するか拒否するか判定します。一致する

ものがない場合、Cisco NX-OSソフトウェアは適切なデフォルトルールを適用します。 Cisco
NX-OSソフトウェアは、許可されたパケットについては処理を続行し、拒否されたパケットはド
ロップします。

関連トピック

IP ACLの設定, （183ページ）

パスワード暗号化
高度暗号化規格（AES）パスワード暗号化機能では、サポートするアプリケーション（現在は
RADIUSおよび TACACS+）のすべての既存および新規に作成されたクリアテキストパスワード
を、堅牢でリバーシブルのタイプ 6暗号化形式で保存します。マスター暗号キーは、パスワード
を暗号化および復号化するために使用されます。また、この機能を使用して、暗号化が脆弱な既

存のすべてのパスワードをタイプ 6暗号化パスワードに変換することもできます。

関連トピック

パスワード暗号化の設定, （245ページ）

キーチェーン管理
キーチェーン管理を使用すると、キーチェーンの作成と管理を行えます。キーチェーンはキーの

シーケンスを意味します（共有秘密ともいいます）。キーチェーンは、他のデバイスとの通信を

キーベース認証を使用して保護する機能と合わせて使用できます。デバイスでは複数のキーチェー

ンを設定できます。
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キーベース認証をサポートするルーティングプロトコルの中には、キーチェーンを使用してヒッ

トレスキーロールオーバーによる認証を実装できるものがあります。

関連トピック

キーチェーン管理の設定, （251ページ）

コントロールプレーンポリシング
CiscoNX-OSデバイスは、DoS攻撃によるパフォーマンスへの影響を防ぐためにCoPPを備えてい
ます。CiscoNX-OSデバイスのスーパーバイザモジュールには、マネージメントプレーンとコン
トロールプレーンの両方が搭載され、ネットワークの運用にクリティカルなモジュールです。

スーパーバイザモジュールの動作が途絶するような場合には、重大なネットワークの停止につな

がります。スーパーバイザに過剰なトラフィックが加わると、スーパーバイザモジュールが過負

荷になり、Cisco NX-OSデバイス全体のパフォーマンスが低下する可能性があります。スーパー
バイザモジュールへの攻撃には、DoS攻撃のようにコントロールプレーンを流れる IPトラフィッ
クストリームが非常に高いレートで発生するものなど、さまざまな種類があります。攻撃によっ

てコントロールプレーンはこれらのパケットの処理に大量の時間を費やしてしまい、本来のトラ

フィック処理が不可能になります。

関連トピック

コントロールプレーンポリシングの設定, （263ページ）

レート制限
レート制限を行うことで、出力例外のリダイレクトパケットにより、Cisco NX-OSデバイス上の
スーパーバイザモジュールに過剰な負荷がかかるのを回避できます。

関連トピック

レート制限の設定, （295ページ）

ソフトウェアイメージ
Cisco NX-OSオペレーティングシステムをロードするのに必要なソフトウェアイメージは 1つだ
け（nx-osと呼ばれる）です。このイメージは、すべての Cisco Nexus 9000シリーズスイッチで
実行されます。

仮想デバイスコンテキスト
Cisco NX-OSでは、仮想デバイスをエミュレートする Virtual Device Context（VDCs）に、OSおよ
びハードウェアリソースを分割できます。 Cisco Nexus 9000シリーズスイッチは、現在のとこ
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ろ、複数の VDCをサポートしていません。すべてのスイッチリソースはデフォルト VDCで管
理されます。
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第 2 章

AAA の設定

この章では、Cisco NX-OSデバイスで Authentication, Authorization, and Accounting（AAA;認証、
許可、アカウンティング）を設定する手順について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

• AAAについて, 7 ページ

• AAAのライセンス要件, 13 ページ

• AAAの前提条件, 13 ページ

• AAAの注意事項と制約事項, 13 ページ

• AAAのデフォルト設定, 13 ページ

• AAAの設定, 14 ページ

• ローカル AAAアカウンティングログのモニタリングとクリア , 31 ページ

• AAA設定の確認, 31 ページ

• AAAの設定例, 32 ページ

• AAAに関する追加情報, 32 ページ

AAA について
ここでは、Cisco NX-OSデバイスの AAAについて説明します。

AAA セキュリティサービス
AAA機能を使用すると、Cisco NX-OSデバイスを管理するユーザの IDを確認し、ユーザにアク
セスを許可し、ユーザの実行するアクションを追跡できます。 Cisco NX-OSデバイスは、Remote
Access Dial-In User Service（RADIUS）プロトコルまたは Terminal Access Controller Access Control
System Plus（TACACS+）プロトコルをサポートします。
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CiscoNX-OSは入力されたユーザ IDおよびパスワードの組み合わせに基づいて、ローカルデータ
ベースによるローカル認証または許可、あるいは1つまたは複数のAAAサーバによるリモート認
証または許可を実行します。 Cisco NX-OSデバイスと AAAサーバの間の通信は、事前共有秘密
キーによって保護されます。すべての AAAサーバ用または特定の AAAサーバ専用に共通秘密
キーを設定できます。

AAAセキュリティは、次のサービスを実行します。

認証

ログインとパスワードのダイアログ、チャレンジとレスポンス、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応じた暗号化などを使用してユーザを識別しま

す。

認証は、デバイスにアクセスする人物またはデバイスの IDを確認するプロセスです。この
IDの確認は、Cisco NX-OSデバイスにアクセスするエンティティから提供されるユーザ ID
とパスワードの組み合わせに基づいて行われます。CiscoNX-OSデバイスでは、ローカル認
証（ローカルルックアップデータベースを使用）またはリモート認証（1台または複数の
RADIUSサーバまたは TACACS+サーバを使用）を実行できます。

認可

アクセスコントロールを提供します。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プロセスです。 Cisco NX-OSソフトウェアでは、AAA
サーバからダウンロードされる属性を使用して権限付与が行われます。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。

アカウンティング

情報を収集する、情報をローカルのログに記録する、情報を AAAサーバに送信して課金、
監査、レポート作成などを行う方法を提供します。

アカウンティング機能では、CiscoNX-OSデバイスへのアクセスに使用されるすべての管理
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。

Cisco NX-OSソフトウェアでは、認証、許可、およびアカウンティングを個別にサポートして
います。たとえば、アカウンティングは設定せずに、認証と許可を設定したりできます。

（注）

AAA を使用する利点
AAAは、次のような利点を提供します。

•アクセス設定の柔軟性と制御性の向上

•スケーラビリティ
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•標準化された認証方式（RADIUS、TACACS+など）

•複数のバックアップデバイス

リモート AAA サービス
RADIUSプロトコルおよび TACACS+プロトコルを介して提供されるリモート AAAサービスに
は、ローカル AAAサービスと比べて次のような利点があります。

•ファブリック内の各 Cisco NX-OSデバイスのユーザパスワードリストの管理が容易になり
ます。

• AAAサーバはすでに企業内に幅広く導入されており、簡単に AAAサービスに使用できま
す。

•ファブリック内のすべてのCiscoNX-OSデバイスのアカウンティングログを中央で管理でき
ます。

•ファブリック内の各CiscoNX-OSデバイスについてユーザ属性を管理する方が、CiscoNX-OS
デバイスのローカルデータベースを使用するより簡単です。

AAA サーバグループ
認証、許可、アカウンティングのためのリモート AAAサーバは、サーバグループを使用して指
定できます。サーバグループとは、同じ AAAプロトコルを実装した一連のリモート AAAサー
バです。サーバグループの目的は、リモート AAAサーバが応答できなくなったときにフェール
オーバーサーバを提供することです。グループ内の最初のリモートサーバが応答しなかった場

合、いずれかのサーバが応答を送信するまで、グループ内の次のリモートサーバで試行が行われ

ます。サーバグループ内のすべてのAAAサーバが応答しなかった場合、そのサーバグループオ
プションは障害が発生しているものと見なされます。必要に応じて、複数のサーバグループを指

定できます。CiscoNX-OSデバイスは、最初のグループ内のサーバからエラーを受け取った場合、
次のサーバグループ内のサーバで試行します。

AAA サービス設定オプション
Cisco NX-OSデバイスの AAA設定は、サービスベースです。次のサービスごとに異なった AAA
設定を作成できます。

• 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

次の表に、AAAサービス設定オプションごとにCLI（コマンドラインインターフェイス）の関連
コマンドを示します。
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表 1： AAA サービスコンフィギュレーションコマンド

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

aaa accounting defaultユーザセッションアカウンティング

AAAサービスには、次の認証方式を指定できます。

すべての RADIUSサーバ

RADIUSサーバのグローバルプールを使用して認証を行います。

指定サーバグループ

設定した特定の RADIUS、TACACS+、または LDAPサーバグループを使用して認証を行い
ます。

ローカル

ローカルのユーザ名またはパスワードデータベースを使用して認証を行います。

なし

AAA認証が使用されないように指定します。

「指定サーバグループ」方式でなく、「すべてのRADIUSサーバ」方式を指定した場合、Cisco
NX-OSデバイスは、設定された RADIUSサーバのグローバルプールから設定の順に RADIUS
サーバを選択します。このグローバルプールからのサーバは、Cisco NX-OSデバイス上の
RADIUSサーバグループ内で選択的に設定できるサーバです。

（注）

次の表に、AAAサービスに対応して設定できる AAA認証方式を示します。

表 2： AAA サービスのための AAA 認証方式

AAA の方式AAA サービス

サーバグループ、ローカル、なしコンソールログイン認証

サーバグループ、ローカル、なしユーザログイン認証

サーバグループ、ローカルユーザ管理セッションアカウンティング
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コンソールログイン認証、ユーザログイン認証、およびユーザ管理セッションアカウンティ

ングについて、CiscoNX-OSデバイスは各オプションを指定された順序で試行します。その他
の設定済みオプションが失敗した場合、ローカルオプションがデフォルト方式です。 no aaa
authentication login {console | default} fallback error localコマンドを使用すると、コンソール
ログインまたはデフォルトログインの localオプションをディセーブルにできます。

（注）

ユーザログインのための認証および許可プロセス

次の図に、ユーザログインの認証および許可プロセスのフローチャートを示します。

図 1：ユーザログインでの認証と許可のフロー

次に、このプロセスについて順番に説明します。
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• Cisco NX-OSデバイスへのログイン時に、Telnet、SSH、またはコンソールログインのオプ
ションを使用できます。

•サーバグループ認証方式を使用して AAAサーバグループを設定している場合は、Cisco
NX-OSデバイスが次のように、グループ内の最初の AAAサーバに認証要求を送信します。

◦特定の AAAサーバが応答しなかった場合は、その次の AAAサーバ、さらにその次へ
と、各サーバが順に試行されます。この処理は、リモートサーバが認証要求に応答する

まで続けられます。

◦サーバグループのすべてのAAAサーバが応答しなかった場合、その次のサーバグルー
プのサーバが試行されます。

◦コンソールログインでローカルへのフォールバックがディセーブルでないかぎり、設定
されている認証方式がすべて失敗した場合、ローカルデータベースを使用して認証が実

行されます。

• Cisco NX-OSデバイスがリモート AAAサーバ経由で正常に認証を実行した場合は、次の可
能性があります。

◦ AAAサーバプロトコルが RADIUSの場合、cisco-av-pair属性で指定されているユーザ
ロールが認証応答とともにダウンロードされます。

◦ AAAサーバプロトコルが TACACS+の場合、シェルのカスタム属性として指定されて
いるユーザロールを取得するために、もう 1つの要求が同じサーバに送信されます。

•ユーザ名とパスワードがローカルで正常に認証された場合は、Cisco NX-OSデバイスにログ
インでき、ローカルデータベース内で設定されているロールが割り当てられます。

「残りのサーバグループなし」とは、すべてのサーバグループのいずれのサーバからも応答

がないということです。「残りのサーバなし」とは、現在のサーバグループ内のいずれのサー

バからも応答がないということです。

（注）

AES パスワード暗号化およびマスター暗号キー
強力で、反転可能な 128ビットの高度暗号化規格（AES）パスワード暗号化（タイプ 6暗号化と
もいう）をイネーブルにすることができます。タイプ 6暗号化の使用を開始するには、AESパス
ワード暗号化機能をイネーブルにし、パスワード暗号化および復号化に使用されるマスター暗号

キーを設定する必要があります。

AESパスワード暗号化をイネーブルにしてマスターキーを設定すると、タイプ 6パスワード暗号
化をディセーブルにしない限り、サポートされているアプリケーション（現在は RADIUSと
TACACS+）の既存および新規作成されたクリアテキストパスワードがすべて、タイプ 6暗号化
の形式で保存されます。また、既存の弱いすべての暗号化パスワードをタイプ 6暗号化パスワー
ドに変換するように Cisco NX-OSを設定することもできます。
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AAA のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

AAAにはライセンスは必要ありません。ライ
センスパッケージに含まれていない機能はnx-os
イメージにバンドルされており、無料で提供さ

れます。CiscoNX-OSライセンス方式の詳細に
ついては、『CiscoNX-OS LicensingGuide』を参
照してください。

Cisco NX-OS

AAA の前提条件
リモート AAAサーバには、次の前提条件があります。

•少なくとも 1台の RADIUSサーバ、TACACS+サーバ、または LDAPサーバが IPを使用して
到達可能であることを確認します。

• Cisco NX-OSデバイスが、AAAサーバのクライアントとして設定されていること。

•秘密キーが、Cisco NX-OSデバイスおよびリモート AAAサーバに設定されていることを確
認します。

•リモートサーバが Cisco NX-OSデバイスからの AAA要求に応答することを確認します。

AAA の注意事項と制約事項
AAAに関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

•ローカルの Cisco NX-OSデバイス上に設定されているユーザアカウントが、AAAサーバ上
のリモートユーザアカウントと同じ名前の場合、Cisco NX-OSソフトウェアは、AAAサー
バ上に設定されているユーザロールではなく、ローカルユーザアカウントのユーザロール

をリモートユーザに適用します。

AAA のデフォルト設定
次の表に、AAAパラメータのデフォルト設定を示します。
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表 3： AAA パラメータのデフォルト設定

デフォルトパラメータ

ローカルコンソール認証方式

ローカルデフォルト認証方式

ディセーブルログイン認証失敗メッセージ

ディセーブルCHAP認証

ディセーブルMSCHAP認証

ローカルデフォルトアカウンティング方式

250 KBアカウンティングログの表示サイズ

AAA の設定
ここでは、Cisco NX-OSデバイスで AAA機能を設定する手順について説明します。

Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OSコマンドは通常使用す
る Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。

（注）

AAA の設定プロセス
AAA認証およびアカウンティングを設定するには、次の作業を行います。

1 認証にリモート RADIUS、TACACS+、または LDAPサーバを使用する場合は、Cisco NX-OS
デバイス上でホストを設定します。

2 コンソールログイン認証方式を設定します。

3 ユーザログインのためのデフォルトのログイン認証方式を設定します。

4 デフォルト AAAアカウンティングのデフォルト方式を設定します。

コンソールログイン認証方式の設定

ここでは、コンソールログインの認証方式を設定する方法を説明します。
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認証方式には、次のものがあります。

• RADIUSサーバのグローバルプール

• RADIUS、TACACS+、または LDAPサーバの指定サブセット

• Cisco NX-OSデバイスのローカルデータベース

•ユーザ名だけ（none）

デフォルトの方式はローカルですが、ディセーブルにするオプションがあります。

aaa authenticationコマンドの group radiusおよび group server-name形式は、以前に定義され
た RADIUSサーバのセットを参照します。ホストサーバを設定するには、radius server-host
コマンドを使用します。サーバの名前付きグループを作成するには、aaa group server radius
コマンドを使用します。

（注）

リモート認証がイネーブルになっているときにパスワード回復を実行すると、パスワード回復

の実行後すぐにコンソールログインのローカル認証がイネーブルになります。そのため、新

しいパスワードを使用して、コンソールポート経由で Cisco NX-OSデバイスにログインでき
ます。ログイン後は、引き続きローカル認証を使用するか、またはAAAサーバで設定された
管理者パスワードのリセット後にリモート認証をイネーブルにすることができます。パスワー

ド回復プロセスに関する詳細情報については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Troubleshooting
Guide』を参照してください。

（注）

はじめる前に

必要に応じて RADIUS、TACACS+、または LDAPサーバグループを設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. aaa authentication login console {group group-list [none] | local | none}
3. exit
4. （任意） show aaa authentication
5. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

コンソールのログイン認証方式を設定します。aaa authentication login console {group
group-list [none] | local | none}

ステップ 2   

group-list引数には、グループ名をスペースで区切ったリストを
指定します。グループ名は、次のように指定します。

例：
switch(config)# aaa authentication
login console group radius radius

RADIUSサーバのグローバルプールを使用して認証を行い
ます。

named-group

RADIUS、TACACS+、またはLDAPサーバの指定サブセッ
トを使用して認証を行います。

local方式では、認証にローカルデータベースを使用し、none方
式では、AAA認証が使用されないように指定します。

デフォルトのコンソールログイン方式は localです。これは、方
式が何も設定されていない場合、または設定された認証方式す

べてについて応答が得られない場合に、コンソールログインに

対してローカルへのフォールバックがディセーブルでない限り、

使用されます。

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

コンソールログイン認証方式の設定を表示します。

show aaa authentication

例：
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。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   
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デフォルトのログイン認証方式の設定

認証方式には、次のものがあります。

• RADIUSサーバのグローバルプール

• RADIUS、TACACS+、または LDAPサーバの指定サブセット

• Cisco NX-OSデバイスのローカルデータベース

•ユーザ名だけ

デフォルトの方式はローカルですが、ディセーブルにするオプションがあります。

はじめる前に

必要に応じて RADIUS、TACACS+、または LDAPサーバグループを設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. aaa authentication login default {group group-list [none] | local | none}
3. exit
4. （任意） show aaa authentication
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

デフォルト認証方式を設定します。aaa authentication login default
{group group-list [none] | local |
none}

ステップ 2   

group-list引数には、グループ名をスペースで区切ったリストを指定し
ます。グループ名は、次のように指定します。

例：
switch(config)# aaa
authentication login default
group radius

• radius：RADIUSサーバのグローバルプールが認証に使用されま
す。

• named-group：認証に RADIUS、TACACS+または LDAPサーバの
名前付きサブセットを使用します。

local方式では、認証にローカルデータベースを使用し、none方式で
は、AAA認証が使用されないように指定します。デフォルトのログイ
ン方式は localです。これは、方式が何も設定されていない場合、また
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目的コマンドまたはアクション

は設定された方式すべてについて応答が得られない場合に、コンソー

ルログインに対してローカルのフォールバックがディセーブルでない

限り、使用されます。

次のいずれかを設定できます。

• AAA認証グループ

•認証なしの AAA認証グループ

•ローカル認証

•認証なし

localキーワードは、AAA認証グループを設定するときはサ
ポートされません（必須ではありません）。これは、ローカ

ル認証は、リモートサーバが到達不能の場合のデフォルトで

あるためです。たとえば、aaa authentication login default
group g1を設定した場合、AAAグループ g1を使用して認証
を行うことができなければ、ローカル認証が試行されます。

これに対し、aaa authentication login default group g1 noneを
設定した場合、AAAグループ g1を使用して認証を行うこと
ができなければ、認証は実行されません。

（注）

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

デフォルトのログイン認証方式の設定を表示します。

show aaa authentication

例：
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。

copy running-config
startup-config

例：
switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

ローカル認証へのフォールバックのディセーブル化

デフォルトでは、コンソールログインまたはデフォルトログインのリモート認証が設定されてい

る場合、どのAAAサーバにも到達不能なときに（認証エラーになります）、ユーザがCiscoNX-OS
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デバイスからロックアウトされないように、ローカル認証にフォールバックされます。ただし、

セキュリティを向上させるために、ローカル認証へのフォールバックをディセーブルにできます。

ローカル認証へのフォールバックをディセーブルにすると、Cisco NX-OSデバイスがロックさ
れ、パスワード回復を実行しないとアクセスできなくなることがあります。デバイスからロッ

クアウトされないようにするために、ローカル認証へのフォールバックをディセーブルにする

対象は、デフォルトログインとコンソールログインの両方ではなく、いずれかだけにするこ

とを推奨します。

注意

はじめる前に

コンソールログインまたはデフォルトログインのリモート認証を設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. no aaa authentication login {console | default} fallback error local
3. （任意） exit
4. （任意） show aaa authentication
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

コンソールログインまたはデフォルトログインについて、

リモート認証が設定されている場合にどの AAAサーバに
no aaa authentication login {console |
default} fallback error local

例：
switch(config)# no aaa authentication
login console fallback error local

ステップ 2   

も到達不能なときに実行されるローカル認証へのフォール

バックをディセーブルにします。

ローカル認証へのフォールバックをディセーブルにする

と、次のメッセージが表示されます。

"WARNING!!! Disabling fallback can lock your switch."

（任意）

コンフィギュレーションモードを終了します。

exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

コンソールログインおよびデフォルトログイン認証方式

の設定を表示します。

show aaa authentication

例：
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。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

AAA 認証のデフォルトユーザロールのイネーブル化
ユーザロールを持たないリモートユーザに、デフォルトのユーザロールを使用して、RADIUS
または TACACS+リモート認証による Cisco NX-OSデバイスへのログインを許可できます。AAA
のデフォルトのユーザロール機能をディセーブルにすると、ユーザロールを持たないリモート

ユーザはデバイスにログインできなくなります。

手順の概要

1. configure terminal
2. aaa user default-role
3. exit
4. （任意） show aaa user default-role
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

AAA認証のためのデフォルトユーザロールをイネー
ブルにします。デフォルトはイネーブルです。

aaa user default-role

例：
switch(config)# aaa user default-role

ステップ 2   

デフォルトユーザロールの機能をディセーブルにする

には、このコマンドの noの形式を使用します。
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目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

AAAデフォルトユーザロールの設定を表示します。
show aaa user default-role

例：
switch# show aaa user default-role

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

ログイン認証失敗メッセージのイネーブル化

ログイン時にリモート AAAサーバが応答しない場合、そのログインは、ローカルユーザデータ
ベースにロールオーバーして処理されます。このような場合に、ログイン失敗メッセージがイ

ネーブルになっていると、次のメッセージがユーザの端末に表示されます。

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

手順の概要

1. configure terminal
2. aaa authentication login error-enable
3. exit
4. （任意） show aaa authentication
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

ログイン認証失敗メッセージをイネーブルにしま

す。デフォルトはディセーブルです。

aaa authentication login error-enable

例：
switch(config)# aaa authentication login
error-enable

ステップ 2   

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

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。

show aaa authentication

例：
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。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 5   

CHAP 認証のイネーブル化
Cisco NX-OSソフトウェアは、チャレンジハンドシェーク認証プロトコル（CHAP）をサポート
しています。このプロトコルは、業界標準のMessage Digest（MD5）ハッシュ方式を使用して応
答を暗号化する、チャレンジレスポンス認証方式のプロトコルです。リモート認証サーバ（RADIUS
または TACACS+）を通じて、Cisco NX-OSデバイスへのユーザログインに CHAPを使用できま
す。

デフォルトでは、Cisco NX-OSデバイスは、Cisco NX-OSデバイスとリモートサーバの間でパス
ワード認証プロトコル（PAP）認証を使用します。 CHAPがイネーブルの場合は、CHAP
Vendor-Specific Attribute（VSA;ベンダー固有属性）を認識するように RADIUSサーバまたは
TACACS+サーバを設定する必要があります。

次の表に、CHAPに必要な RADIUSおよび TACACS+ VSAを示します。
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表 4：CHAP RADIUS および TACACS+ VSA

説明VSAベンダータイプ番号ベンダー ID 番号

AAAサーバからCHAP
ユーザに送信される

チャレンジを保持しま

す。これは、

Access-Requestパケッ
トと Access-Challenge
パケットの両方で使用

できます。

CHAP-Challenge11311

チャレンジに対する応

答として CHAPユーザ
が入力した値を保持し

ます。 Access-Request
パケットだけで使用し

ます。

CHAP-Response11211

はじめる前に

ログイン用の AAA ASCII認証をディセーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. no aaa authentication login ascii-authentication
3. aaa authentication login chap enable
4. （任意） exit
5. （任意） show aaa authentication login chap
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

ASCII認証をディセーブルにします。no aaa authentication login ascii-authentication

例：
switch(config)# no aaa authentication login
ascii-authentication

ステップ 2   

CHAP認証をイネーブルにします。デフォルトは
ディセーブルです。

aaa authentication login chap enable

例：
switch(config)# aaa authentication login
chap enable

ステップ 3   

Cisco NX-OSデバイスで、CHAPと
MSCHAP（またはMSCHAP V2）の両方
をイネーブルにすることはできません。

（注）

（任意）

コンフィギュレーションモードを終了します。

exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4   

（任意）

CHAPの設定を表示します。
show aaa authentication login chap

例：
switch# show aaa authentication login chap

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。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 6   

MSCHAP または MSCHAP V2 認証のイネーブル化
Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol（MSCHAP;マイクロソフトチャレンジハン
ドシェーク認証プロトコル）は、マイクロソフト版の CHAPです。 Cisco NX-OSソフトウェア
は、MSCHAP Version 2（MSCHAP V2）にも対応しています。リモート認証サーバ（RADIUSま
たは TACACS+）を通じて、Cisco NX-OSスイッチへのユーザログインにMSCHAPを使用できま
す。MSCHAP V2では、リモート認証 RADIUSサーバを介した Cisco NX-OSデバイスへのユーザ
ログインだけがサポートされます。MSCHAP V2の場合に TACACS+グループを設定すると、デ
フォルトのAAAログイン認証では、次に設定されている方式が使用されます。他のサーバグルー
プが設定されていない場合は、ローカル方式が使用されます。
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Cisco NX-OSソフトウェアは、次のメッセージを表示する場合があります。

「Warning: MSCHAP V2 is supported only with Radius.」

この警告メッセージは単なる情報メッセージであり、RADIUSでのMSCHAPV2の動作には影
響しません。

（注）

デフォルトでは、Cisco NX-OSデバイスは、Cisco NX-OSデバイスとリモートサーバの間でパス
ワード認証プロトコル（PAP）認証を使用します。MSCHAPまたはMSCHAPV2をイネーブルに
する場合は、MSCHAPおよびMSCHAP V2 Vendor-Specific Attribute（VSA;ベンダー固有属性）を
認識するように RADIUSサーバを設定する必要があります。

次の表に、MSCHAPに必要な RADIUS VSAを示します。

表 5：MSCHAP および MSCHAP V2 RADIUS VSA

説明VSAベンダータイプ番号ベンダー ID 番号

AAAサーバから
MSCHAPまたは
MSCHAP V2ユーザに
送信されるチャレンジ

を保持します。これ

は、Access-Requestパ
ケットと

Access-Challengeパケッ
トの両方で使用できま

す。

MSCHAP-Challenge11311

チャレンジに対する応

答としてMSCHAPま
たはMSCHAP V2ユー
ザが入力した値を保持

します。

Access-Requestパケッ
トでしか使用されませ

ん。

MSCHAP-Response11211

はじめる前に

ログイン用の AAA ASCII認証をディセーブルにします。
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手順の概要

1. configure terminal
2. no aaa authentication login ascii-authentication
3. aaa authentication login {mschap |mschapv2} enable
4. exit
5. （任意） show aaa authentication login {mschap |mschapv2}
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

ASCII認証をディセーブルにします。no aaa authentication login ascii-authentication

例：
switch(config)# no aaa authentication login
ascii-authentication

ステップ 2   

MSCHAPまたはMSCHAP V2認証をイネーブルに
します。デフォルトはディセーブルです。

aaa authentication login {mschap |mschapv2}
enable

例：
switch(config)# aaa authentication login
mschap enable

ステップ 3   

Cisco NX-OSデバイスで、MSCHAPと
MSCHAP V2の両方をイネーブルにする
ことはできません。

（注）

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4   

（任意）

MSCHAPまたはMSCHAP V2の設定を表示しま
す。

show aaa authentication login {mschap |
mschapv2}

例：
switch# show aaa authentication login mschap

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。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 6   
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AAA アカウンティングのデフォルト方式の設定
Cisco NX-OSソフトウェアは、アカウンティングに TACACS+方式と RADIUS方式をサポートし
ます。 Cisco NX-OSデバイスは、ユーザアクティビティをアカウンティングレコードの形で
TACACS+セキュリティサーバまたは RADIUSセキュリティサーバに報告します。各アカウン
ティングレコードに、アカウンティング属性値（AV）のペアが入っており、それが AAAサーバ
に格納されます。

AAAアカウンティングをアクティブにすると、Cisco NX-OSデバイスは、これらの属性をアカウ
ンティングレコードとして報告します。そのアカウンティングレコードは、セキュリティサー

バ上のアカウンティングログに格納されます。

特定のアカウンティング方式を定義するデフォルト方式リストを作成できます。次の方式を含め

ることができます。

RADIUSサーバグループ

RADIUSサーバのグローバルプールを使用してアカウンティングを行います。

指定されたサーバグループ

指定された RADIUSまたは TACACS+サーバグループを使用してアカウンティングを行い
ます。

ローカル

ローカルのユーザ名またはパスワードデータベースを使用してアカウンティングを行いま

す。

サーバグループが設定されていて、そのサーバグループが応答しない場合、デフォルトでは

ローカルデータベースが認証に使用されます。

（注）

はじめる前に

必要に応じて RADIUSまたは TACACS+サーバグループを設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. aaa accounting default {group group-list | local}
3. exit
4. （任意） show aaa accounting
5. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

デフォルトのアカウンティング方式を設定します。aaa accounting default {group
group-list | local}

ステップ 2   

group-list引数には、グループ名をスペースで区切ったリストを
指定します。グループ名は、次のように指定します。

例：
switch(config)# aaa accounting
default group radius

• radius：RADIUSサーバのグローバルプールがアカウンティ
ングに使用されます。

• named-group：TACACS+サーバまたはRADIUSサーバの名
前付きサブセットがアカウンティングに使用されます。

local方式では、アカウンティングにローカルデータベースが使
用されます。

デフォルトの方式は、localです。これはサーバグループが何も
設定されていない場合、または設定されたすべてのサーバグ

ループから応答が得られなかった場合に使用されます。

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

デフォルトのAAAアカウンティング方式の設定を表示します。
show aaa accounting

例：
switch# show aaa accounting

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュ

レーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

Cisco NX-OS デバイスによる AAA サーバの VSA の使用
ベンダー固有属性（VSA）を使用して、AAAサーバ上での Cisco NX-OSユーザロールおよび
SNMPv3パラメータを指定できます。
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VSA について
Internet Engineering Task Force（IETF;インターネット技術特別調査委員会）が、ネットワークア
クセスサーバと RADIUSサーバの間での 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、必須属性の場合に =（等
号）、オプションの属性の場合に *（アスタリスク）です。

Cisco NX-OSデバイスでの認証に RADIUSサーバを使用する場合は、許可情報などのユーザ属性
を認証結果とともに返すように、RADIUSサーバにRADIUSプロトコルで指示します。この許可
情報は、VSAで指定されます。

VSA の形式
次の VSAプロトコルオプションが、Cisco NX-OSソフトウェアで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、
二重引用符で囲んでください。

次の属性が、Cisco NX-OSソフトウェアでサポートされています。
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roles

ユーザに割り当てられたすべてのロールの一覧です。値フィールドは、グループ名を空白

で区切ったリストの入ったストリングです。たとえば、ユーザが network-operatorおよび
network-adminのロールに属している場合、値フィールドは network-operator network-admin
となります。このサブ属性はAccess-AcceptフレームのVSA部分に格納され、RADIUSサー
バから送信されます。この属性は shellプロトコル値とだけ併用できます。次に、ロール属
性を使用する例を示します。

shell:roles=network-operator network-admin

shell:roles*network-operator network-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 network-admin\

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

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

（注）

accountinginfo

標準の RADIUS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。この属性が送信されるのは、スイッチ上の RADIUSクライアントからの
Account-RequestフレームのVSA部分内だけです。この属性は、アカウンティングプロトコ
ル関連の PDUでしか使用できません。

AAA サーバ上での Cisco NX-OS のユーザロールおよび SNMPv3 パラメータの指定
AAAサーバでVSA cisco-av-pairを使用して、次の形式で、Cisco NX-OSデバイスのユーザロール
マッピングを指定できます。

shell:roles="roleA roleB …"

cisco-av-pair属性にロールオプションを指定しなかった場合のデフォルトのユーザロールは、
network-operatorです。

次のように SNMPv3認証とプライバシープロトコル属性を指定することもできます。
shell:roles="roleA roleB..." snmpv3:auth=SHA priv=AES-128

SNMPv3認証プロトコルに指定できるオプションは、SHAとMD5です。プライバシープロトコ
ルに指定できるオプションは、AES-128と DESです。 cisco-av-pair属性にこれらのオプションを
指定しなかった場合のデフォルトの認証プロトコルは、MD5と DESです。
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ローカル AAA アカウンティングログのモニタリングとク
リア

Cisco NX-OSデバイスは、AAAアカウンティングアクティビティのローカルログを保持してい
ます。このログはモニタリングしたりクリアしたりできます。

手順の概要

1. show accounting log [size | last-index | start-seqnum number | start-time year month day hh:mm:ss]
2. （任意） clear accounting log [logflash]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

アカウンティングログを表示します。このコマンド出力には、デ

フォルトで最大 250,000バイトのアカウンティングログが表示され
show accounting log [size | last-index
| start-seqnum number | start-time year
month day hh:mm:ss]

ステップ 1   

ます。コマンドの出力を制限する場合は、size引数を使用します。

例：
switch# show accounting log

指定できる範囲は 0～ 250000バイトです。また、ログ出力の開始
シーケンス番号または開始時間を指定できます。開始インデックス

の範囲は、1～ 1000000です。アカウンティングログファイルに
ある最後のインデックス番号の値を表示するには、last-indexキー
ワードを使用します。

（任意）

アカウンティングログの内容をクリアします。 logflashキーワード
はログフラッシュに保存されているアカウンティングログをクリ

アします。

clear accounting log [logflash]

例：
switch# clear aaa accounting log

ステップ 2   

AAA 設定の確認
AAAの設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

AAAアカウンティングの設定
を表示します。

show aaa accounting

AAA認証ログイン設定情報を
表示します。

show aaa authentication [login {ascii-authentication | chap |
error-enable |mschap |mschapv2}]
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目的コマンド

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

AAA の設定例
次に、AAAを設定する例を示します。

aaa authentication login default group radius
aaa authentication login console group radius
aaa accounting default group radius

AAA に関する追加情報
ここでは、AAAの実装に関する追加情報について説明します。

関連資料

参照先関連項目

『Cisco NX-OS Licensing Guide』Cisco NX-OSのライセンス

標準

タイトル標準

—この機能では、新規の標準がサポートされるこ

とも、一部変更された標準がサポートされるこ

ともありません。また、既存の標準に対するサ

ポートが変更されることもありません。
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MIB

MIB のリンクMIB

サポートされている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。

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus9000/
Nexus9000MIBSupportList.html

AAAに関連するMIB
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第 3 章

RADIUS の設定

この章では、Cisco NX-OSデバイスで Remote Access Dial-In User Service（RADIUS）プロトコル
を設定する手順について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

• RADIUSについて, 35 ページ

• RADIUSのライセンス要件, 39 ページ

• RADIUSの前提条件, 40 ページ

• RADIUSの注意事項と制約事項, 40 ページ

• RADIUSのデフォルト設定, 40 ページ

• RADIUSサーバの設定, 41 ページ

• RADIUS設定の確認, 63 ページ

• RADIUSサーバのモニタリング, 63 ページ

• RADIUSサーバ統計情報のクリア, 64 ページ

• RADIUSの設定例, 65 ページ

• 次の作業 , 65 ページ

• RADIUSに関する追加情報, 65 ページ

RADIUS について
RADIUS分散クライアント/サーバシステムを使用すると、不正アクセスからネットワークを保
護できます。シスコの実装では、RADIUSクライアントは Cisco NX-OSデバイスで稼働し、すべ
てのユーザ認証情報およびネットワークサービスアクセス情報が格納された中央のRADIUSサー
バに認証要求およびアカウンティング要求を送信します。
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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。

• 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を使用したCiscoNX-OSデバイスをネッ
トワークに追加できます。この作業は、AAAサーバに移行するときの最初の手順になりま
す。

•リソースアカウンティングが必要なネットワーク。RADIUSアカウンティングは、RADIUS
認証またはRADIUS許可とは個別に使用できます。RADIUSアカウンティング機能を使用す
ると、サービスの開始および終了時に、セッション中に使用したリソース（時間、パケッ

ト、バイトなど）の量を示すデータを送信できます。インターネットサービスプロバイダー

（ISP）は、RADIUSアクセスコントロールおよびアカウンティング用ソフトウェアのフリー
ウェア版を使用して、特殊なセキュリティおよび課金ニーズに対応しています。

•認証プロファイルをサポートするネットワークネットワークで RADIUSサーバを使用する
と、AAA認証を設定し、ユーザごとのプロファイルをセットアップできます。ユーザごと
のプロファイルにより、Cisco NX-OSデバイスは、既存の RADIUSソリューションを使用し
てポートを容易に管理できると同時に、共有リソースを効率的に管理してさまざまなサービ

スレベル契約（SLA）を提供できます。

RADIUS の動作
ユーザが RADIUSを使用して Cisco NX-OSデバイスへのログインおよび認証を試行すると、次の
プロセスが実行されます。

•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。

•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。

•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

ユーザが認証されました。

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。
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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、新しいパスワードを選択するよう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。

•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）

•接続パラメータ（ホストまたはクライアントの IPv4または IPv6アドレス、アクセスリス
ト、ユーザタイムアウト）

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
理時間を節約するために、定期的に RADIUSサーバをモニタリングし、RADIUSサーバが応答を
返す（アライブ）かどうかを調べるよう、Cisco NX-OSデバイスを設定できます。 Cisco NX-OS
デバイスは、応答を返さない RADIUSサーバをデッド（dead）としてマークし、デッド RADIUS
サーバには AAA要求を送信しません。 Cisco NX-OSデバイスは定期的にデッド RADIUSサーバ
をモニタリングし、それらが応答を返したら、アライブ状態に戻します。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サーバの状態がデッドまたはアライブに変わると、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、CiscoNX-OSデバイスによって、障害が発生したことを知らせ
るエラーメッセージが表示されます。
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次の図に、RADIUSサーバモニタリングの状態を示します。

図 2： RADIUS サーバの状態

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

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

（注）

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。

Cisco NX-OSデバイスでの認証に RADIUSサーバを使用する場合は、許可情報などのユーザ属性
を認証結果とともに返すように、RADIUSサーバにRADIUSプロトコルで指示します。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、Cisco NX-OSソフトウェアで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。

   Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティコンフィギュレーションガイドリリース 6.x
38

RADIUS の設定
ベンダー固有属性



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。

Cisco NX-OSソフトウェアでは、次の属性が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 network-operatorおよび
network-adminのロールに属している場合、値フィールドは network-operator network-admin
となります。このサブ属性はAccess-AcceptフレームのVSA部分に格納され、RADIUS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。次に、Cisco
Access Control Server（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 network-admin

shell:roles*“network-operator network-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 network-admin\

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

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

（注）

accountinginfo

標準の RADIUS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 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 Protocol Data Unit（PDU;プロトコルデータユニット）だけです。

RADIUS 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。
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ライセンス要件製品

RADIUSにはライセンスは必要ありません。ラ
イセンスパッケージに含まれていない機能は

nx-osイメージにバンドルされており、無料で
提供されます。CiscoNX-OSライセンス方式の
詳細については、『Cisco NX-OS Licensing
Guide』を参照してください。

Cisco NX-OS

RADIUS の前提条件
RADIUSには、次の前提条件があります。

• RADIUSサーバの IPv4または IPv6IPアドレスまたはホスト名を取得していること。

• RADIUSサーバからキーを取得すること。

• CiscoNX-OS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。

RADIUS の注意事項と制約事項
RADIUSに関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

• Cisco NX-OSデバイスに設定できる RADIUSサーバの最大数は 64です。

•ローカルの Cisco NX-OSデバイス上に設定されているユーザアカウントが、AAAサーバ上
のリモートユーザアカウントと同じ名前の場合、Cisco NX-OSソフトウェアは、AAAサー
バ上に設定されているユーザロールではなく、ローカルユーザアカウントのユーザロール

をリモートユーザに適用します。

•ワンタイムパスワードをサポートするのは RADIUSプロトコルだけです。

RADIUS のデフォルト設定
次の表に、RADIUSパラメータのデフォルト設定を示します。

表 6： RADIUS パラメータのデフォルト設定

デフォルトパラメータ

認証とアカウンティングサーバの役割

0分デッドタイマー間隔
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デフォルトパラメータ

1再送信回数

5秒再送信タイマー間隔

1812認証ポート

1813アカウンティングポート

0分アイドルタイマー間隔

testサーバの定期的モニタリングのユーザ名

testサーバの定期的モニタリングのパスワード

RADIUS サーバの設定
ここでは、Cisco NX-OSデバイスで RADIUSサーバを設定する手順を説明します。

Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能の Cisco NX-OSコマンドは従来の Cisco IOSコ
マンドと異なる点があるため注意が必要です。

（注）

RADIUS サーバの設定プロセス
1 Cisco NX-OSデバイスと RADIUSサーバとの接続を確立します。

2 RADIUSサーバの RADIUS秘密キーを設定します。

3 必要に応じて、AAA認証方式用に、RADIUSサーバのサブセットを使用して RADIUSサーバ
グループを設定します。

4 必要に応じて、次のオプションのパラメータを設定します。

•デッドタイム間隔

•ユーザログイン時の RADIUSサーバの指定の許可

•タイムアウト間隔

• TCPポート

5 （任意）RADIUS設定の配布がイネーブルになっている場合は、ファブリックに対してRADIUS
設定をコミットします。
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関連トピック

RADIUSサーバホストの設定, （42ページ）

グローバル RADIUSキーの設定, （43ページ）

RADIUS サーバホストの設定
リモートのRADIUSサーバにアクセスするには、RADIUSサーバの IPアドレスまたはホスト名を
設定する必要があります。最大 64の RADIUSサーバを設定できます。

RADIUSサーバの IPアドレスまたはホスト名をCiscoNX-OSデバイスに設定するとき、デフォ
ルトでは RADIUSサーバはデフォルトの RADIUSサーバグループに追加されます。 RADIUS
サーバを別の RADIUSサーバグループに追加することもできます。

（注）

はじめる前に

サーバがすでにサーバグループのメンバーとして設定されていることを確認します。

サーバが RADIUSトラフィックを認証するよう設定されていることを確認します。

Cisco NX-OS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。

手順の概要

1. configure terminal
2. radius-server host {ipv4-address | ipv6-address | hostname}
3. （任意） show radius {pending | pending-diff}
4. （任意） radius commit
5. exit
6. （任意） show radius-server
7. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

認証に使用する RADIUSサーバの IPv4または IPv6
アドレスまたはホスト名を指定します。

radius-server host {ipv4-address | ipv6-address
| hostname}

例：
switch(config)# radius-server host
10.10.1.1

ステップ 2   

（任意）

配布するために保留状態になっているRADIUS設定
を表示します。

show radius {pending | pending-diff}

例：
switch(config)# show radius pending

ステップ 3   

（任意）

一時データベース内にあるRADIUSの設定変更を実
行コンフィギュレーションに適用します。

radius commit

例：
switch(config)# radius commit

ステップ 4   

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5   

（任意）

RADIUSサーバの設定を表示します。
show radius-server

例：
switch# show radius-server

ステップ 6   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 7   

関連トピック

特定の RADIUSサーバ用のキーの設定, （45ページ）

グローバル RADIUS キーの設定
Cisco NX-OSデバイスで使用するすべてのサーバの RADIUSキーを設定できます。 RADIUSキー
とは、Cisco NX-OSデバイスと TACACS+サーバホスト間の共有秘密テキストストリングです。

はじめる前に

リモート RADIUSサーバの RADIUSキーの値を取得します。

リモート RADIUSサーバに RADIUSキーを設定します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. radius-server key [0 | 6 | 7] key-value
3. exit
4. （任意） show radius-server
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

すべての RADIUSサーバ用の RADIUSキーを指定します。
key-valueがクリアテキスト（0）の形式か、タイプ6暗号化（6）

radius-server key [0 | 6 | 7] key-value

例：
switch(config)# radius-server key
0 QsEfThUkO

ステップ 2   

形式か、タイプ 7暗号化（7）形式かを指定できます。 Cisco
NX-OSソフトウェアでは、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キーを暗号化します。デフォルトの

形式はクリアテキストです。最大で 63文字の長さまで指定可
能です。

デフォルトでは、RADIUSキーは設定されません。

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

RADIUSサーバの設定を表示します。
show radius-server

例：
switch# show radius-server

ステップ 4   

RADIUSキーは実行コンフィギュレーションに暗号化
された形式で保存されます。暗号化された RADIUS
キーを表示するには、show running-configコマンドを
使用します。

（注）

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュ

レーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   
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関連トピック

RADIUSサーバグループの設定, （46ページ）
AESパスワード暗号化およびマスター暗号キーについて, （245ページ）

特定の RADIUS サーバ用のキーの設定
Cisco NX-OSデバイスで、特定の RADIUSサーバ用のキーを設定できます。 RADIUSキーは、
Cisco NX-OSデバイスと特定の RADIUSサーバとの間で共有する秘密テキストストリングです。

はじめる前に

1つまたは複数の RADIUSサーバホストを設定します。

リモート RADIUSサーバのキーの値を取得します。

RADIUSサーバにキーを設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. radius-server host {ipv4-address | ipv6-address | hostname} key [0 | 6 | 7] key-value
3. exit
4. （任意） show radius-server
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

特定の RADIUSサーバ用の RADIUSキーを指定します。
key-valueがクリアテキスト（0）の形式か、タイプ 6暗号化

radius-server host {ipv4-address |
ipv6-address | hostname} key [0 | 6 | 7]
key-value

ステップ 2   

（6）形式か、タイプ 7暗号化（7）形式かを指定できます。

例：
switch(config)# radius-server host
10.10.1.1 key 0 PlIjUhYg

CiscoNX-OSソフトウェアでは、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キーを暗号化します。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。

この RADIUSキーがグローバル RADIUSキーの代わりに使用
されます。
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目的コマンドまたはアクション

設定モードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

RADIUSサーバの設定を表示します。
show radius-server

例：
switch# show radius-server

ステップ 4   

RADIUSキーは実行コンフィギュレーションに暗号
化された形式で保存されます。暗号化された

RADIUSキーを表示するには、show running-config
コマンドを使用します。

（注）

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュ

レーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

関連トピック

RADIUSサーバホストの設定, （42ページ）

AESパスワード暗号化およびマスター暗号キーについて, （245ページ）

RADIUS サーバグループの設定
サーバグループを使用して、1台または複数台のリモート AAAサーバによる認証を指定できま
す。グループのメンバーはすべて、RADIUSプロトコルに属している必要があります。設定した
順序に従ってサーバが試行されます。

これらのサーバグループはいつでも設定できますが、設定したグループを有効にするには、AAA
サービスに適用する必要があります。

はじめる前に

グループ内のすべてのサーバが RADIUSサーバであることを確認します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. aaa group server radius group-name
3. server {ipv4-address | ipv6-address | hostname}
4. （任意） deadtime minutes
5. （任意） server {ipv4-address | ipv6-address | hostname}
6. （任意） use-vrf vrf-name
7. exit
8. （任意） show radius-server groups [group-name]
9. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

RADIUSサーバグループを作成し、そのグループのRADIUS
サーバグループコンフィギュレーションサブモードを開始

aaa group server radius group-name

例：
switch(config)# aaa group server
radius RadServer
switch(config-radius)#

ステップ 2   

します。 group-name引数は、最大 127文字の長さの英数字
のストリングで、大文字小文字が区別されます。

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

server {ipv4-address | ipv6-address |
hostname}

例：
switch(config-radius)# server
10.10.1.1

ステップ 3   

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

（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。

deadtime minutes

例：
switch(config-radius)# deadtime 30

ステップ 4   

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

（注）
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

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

server {ipv4-address | ipv6-address |
hostname}

例：
switch(config-radius)# server
10.10.1.1

ステップ 5   

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

ヒント

（任意）

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。

use-vrf vrf-name

例：
switch(config-radius)# use-vrf vrf1

ステップ 6   

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config-radius)# exit
switch(config)#

ステップ 7   

（任意）

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

例：
switch(config)# show radius-server
groups

ステップ 8   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 9   

関連トピック

RADIUSデッドタイム間隔の設定, （60ページ）

RADIUS サーバグループのためのグローバル発信元インターフェイス
の設定

RADIUSサーバグループにアクセスする際に使用する、RADIUSサーバグループ用のグローバル
発信元インターフェイスを設定できます。また、特定の RADIUSサーバグループ用に異なる発
信元インターフェイスを設定することもできます。デフォルトでは、Cisco NX-OSソフトウェア
は、使用可能なあらゆるインターフェイスを使用します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. ip radius source-interface interface
3. exit
4. （任意） show radius-server
5. （任意） copy running-config startup config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)

ステップ 1   

このデバイスで設定されているすべての RADIUS
サーバグループ用のグローバル発信元インターフェ

イスを設定します。

ip radius source-interface interface

例：
switch(config)# ip radius source-interface
mgmt 0

ステップ 2   

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

RADIUSサーバの設定情報を表示します。
show radius-server

例：
switch# show radius-server

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 5   

関連トピック

RADIUSサーバグループの設定, （46ページ）

ログイン時にユーザによる RADIUS サーバの指定を許可
デフォルトでは、CiscoNX-OSデバイスはデフォルトのAAA認証方式に基づいて認証要求を転送
します。 VRFと認証要求送信先 RADIUSサーバをユーザが指定できるように Cisco NX-OSデバ
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イスを設定するには、directed-requestオプションをイネーブルにします。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 VRF、hostnameは設定された RADIUSサーバの名前です。

directed-requestオプションをイネーブルにすると、Cisco NX-OSデバイスでは認証に RADIUS
方式だけを使用し、デフォルトのローカル方式は使用しないようになります。

（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。（注）

手順の概要

1. configure terminal
2. radius-server directed-request
3. （任意） show radius {pending | pending-diff}
4. （任意） radius commit
5. exit
6. （任意） show radius-server directed-request
7. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

ログイン時に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します。デフォ
ルトはディセーブルです。

radius-server directed-request

例：
switch(config)# radius-server
directed-request

ステップ 2   

（任意）

配布するために保留状態になっている RADIUS設定
を表示します。

show radius {pending | pending-diff}

例：
switch(config)# show radius pending

ステップ 3   

（任意）

一時データベース内にある RADIUSの設定変更を実
行コンフィギュレーションに適用します。

radius commit

例：
switch(config)# radius commit

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5   

（任意）

directed requestの設定を表示します。
show radius-server directed-request

例：
switch# show radius-server
directed-request

ステップ 6   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 7   

グローバルな RADIUS 送信リトライ回数とタイムアウト間隔の設定
すべての RADIUSサーバに対するグローバルな再送信リトライ回数とタイムアウト間隔を設定で
きます。デフォルトでは、Cisco NX-OSデバイスはローカル認証に戻す前に、RADIUSサーバへ
の送信を 1回だけ再試行します。このリトライの回数は、サーバごとに最大 5回まで増やすこと
ができます。タイムアウト間隔には、Cisco NX-OSデバイスが RADIUSサーバからの応答を待つ
時間を指定します。これを過ぎるとタイムアウトエラーになります。

手順の概要

1. configure terminal
2. radius-server retransmit count
3. radius-server timeout seconds
4. （任意） show radius {pending | pending-diff}
5. （任意） radius commit
6. exit
7. （任意） show radius-server
8. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

すべてのRADIUSサーバの再送信回数を指定します。
デフォルトの再送信回数は 1で、範囲は 0～ 5です。

radius-server retransmit count

例：
switch(config)# radius-server retransmit
3

ステップ 2   

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、範囲
は 1～ 60秒です。

radius-server timeout seconds

例：
switch(config)# radius-server timeout 10

ステップ 3   

（任意）

配布するために保留状態になっているRADIUS設定を
表示します。

show radius {pending | pending-diff}

例：
switch(config)# show radius pending

ステップ 4   

（任意）

一時データベース内にあるRADIUSの設定変更を実行
コンフィギュレーションに適用します。

radius commit

例：
switch(config)# radius commit

ステップ 5   

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 6   

（任意）

RADIUSサーバの設定を表示します。
show radius-server

例：
switch# show radius-server

ステップ 7   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config
startup-config

ステップ 8   
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サーバに対する RADIUS 送信リトライ回数とタイムアウト間隔の設定
デフォルトでは、Cisco NX-OSデバイスはローカル認証に戻す前に、RADIUSサーバへの送信を
1回だけ再試行します。このリトライの回数は、サーバごとに最大 5回まで増やすことができま
す。 Cisco NX-OSデバイスが、タイムアウトエラーを宣言する前に、RADIUSサーバからの応答
を待機するタイムアウト間隔も設定できます。

はじめる前に

1つまたは複数の RADIUSサーバホストを設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. radius-server host {ipv4-address | ipv6-address | hostname} retransmit count
3. radius-server host {ipv4-address | ipv6-address | hostname} timeout seconds
4. （任意） show radius {pending | pending-diff}
5. （任意） radius commit
6. exit
7. （任意） show radius-server
8. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

特定のサーバに対する再送信回数を指定します。デフォ

ルトはグローバル値です。

radius-server host {ipv4-address |
ipv6-address | hostname} retransmit count

例：
switch(config)# radius-server host
server1 retransmit 3

ステップ 2   

特定の RADIUSサーバに指定した再送信回数
は、すべてのRADIUSサーバに指定した再送信
回数より優先されます。

（注）

特定のサーバの送信タイムアウト間隔を指定します。デ

フォルトはグローバル値です。

radius-server host {ipv4-address |
ipv6-address | hostname} timeout seconds

例：
switch(config)# radius-server host
server1 timeout 10

ステップ 3   

特定のRADIUSサーバに指定したタイムアウト
間隔は、すべてのRADIUSサーバに指定したタ
イムアウト間隔より優先されます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

配布するために保留状態になっている RADIUS設定を表
示します。

show radius {pending | pending-diff}

例：
switch(config)# show radius pending

ステップ 4   

（任意）

一時データベース内にある RADIUSの設定変更を実行コ
ンフィギュレーションに適用し、CFSによるユーザロー

radius commit

例：
switch(config)# radius commit

ステップ 5   

ル設定の配布機能をイネーブルにしている場合は、RADIUS
設定を他の Cisco NX-OSデバイスに配布します。

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 6   

（任意）

RADIUSサーバの設定を表示します。
show radius-server

例：
switch# show radius-server

ステップ 7   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config
startup-config

ステップ 8   

関連トピック

RADIUSサーバホストの設定, （42ページ）

RADIUS サーバのアカウンティングおよび認証属性の設定
RADIUSサーバをアカウンティング専用、または認証専用に使用するかを指定できます。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。また、デフォルト
のポートとの競合が発生する場合は、RADIUSアカウンティングメッセージと認証メッセージの
送信先である宛先 UDPポート番号を指定することもできます。

はじめる前に

1つまたは複数の RADIUSサーバホストを設定します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. （任意） radius-server host {ipv4-address | ipv6-address | hostname} acct-port udp-port
3. （任意） radius-server host {ipv4-address | ipv6-address | hostname} accounting
4. （任意） radius-server host {ipv4-address | ipv6-address | hostname} auth-port udp-port
5. （任意） radius-server host {ipv4-address | ipv6-address | hostname} authentication
6. （任意） show radius {pending | pending-diff}
7. （任意） radius commit
8. exit
9. （任意） show radius-server
10. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

（任意）

RADIUSアカウンティングのメッセージに使用する
UDPポートを指定します。デフォルトのUDPポート
は 1813です。指定できる範囲は 0～ 65535です。

radius-server host {ipv4-address | ipv6-address |
hostname} acct-port udp-port

例：
switch(config)# radius-server host
10.10.1.1 acct-port 2004

ステップ 2   

（任意）

RADIUSサーバをアカウンティングだけに使用するこ
とを指定します。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。

radius-server host {ipv4-address | ipv6-address |
hostname} accounting

例：
switch(config)# radius-server host
10.10.1.1 accounting

ステップ 3   

（任意）

RADIUS認証メッセージ用の UDPポートを指定しま
す。デフォルトの UDPポートは 1812です。指定で
きる範囲は 0～ 65535です。

radius-server host {ipv4-address | ipv6-address |
hostname} auth-port udp-port

例：
switch(config)# radius-server host
10.10.2.2 auth-port 2005

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）

RADIUSサーバを認証だけに使用することを指定しま
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。

radius-server host {ipv4-address | ipv6-address |
hostname} authentication

例：
switch(config)# radius-server host
10.10.2.2 authentication

ステップ 5   

（任意）

配布するために保留状態になっている RADIUS設定
を表示します。

show radius {pending | pending-diff}

例：
switch(config)# show radius pending

ステップ 6   

（任意）

一時データベース内にある RADIUSの設定変更を実
行コンフィギュレーションに適用します。

radius commit

例：
switch(config)# radius commit

ステップ 7   

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 8   

（任意）

RADIUSサーバの設定を表示します。
show radius-server

例：
switch(config)# show radius-server

ステップ 9   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 10   

関連トピック

RADIUSサーバホストの設定, （42ページ）

RADIUS サーバのグローバルな定期モニタリングの設定
各サーバに個別にテストパラメータを設定しなくても、すべてのRADIUSサーバの可用性をモニ
タリングできます。テストパラメータが設定されていないサーバは、グローバルレベルのパラ

メータを使用してモニタリングされます。

各サーバ用に設定されたテストパラメータは、グローバルのテストパラメータより優先され

ます。

（注）
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グローバルコンフィギュレーションパラメータには、サーバで使用するユーザ名とパスワード、

およびアイドルタイマーなどがあります。アイドルタイマーには、RADIUSサーバがどのくら
いの期間要求を受信しなかった場合に、Cisco NX-OSデバイスがテストパケットを送信するかを
指定します。このオプションを設定して定期的にサーバをテストしたり、1回だけテストを実行
したりできます。

ネットワークのセキュリティを保護するために、RADIUSデータベースの既存のユーザ名と同
じものを使用しないことを推奨します。

（注）

デフォルトのアイドルタイマー値は 0分です。アイドルタイムインターバルが 0分の場合、
RADIUSサーバの定期的なモニタリングは実行されません。

（注）

はじめる前に

RADIUSをイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. radius-server test {idle-time minutes | password password [idle-time minutes] | username name

[password password [idle-time minutes]]}
3. radius-server deadtime minutes
4. exit
5. （任意） show radius-server
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

グローバルな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
radius-server test {idle-time minutes |
password password [idle-time minutes] |
username name [password password [idle-time
minutes]]}

ステップ 2   

スワードは testです。アイドルタイマーのデフォルト値
は 0分です。有効な範囲は 0～ 1440分です。

例：
switch(config)# radius-server test
username user1 password Ur2Gd2BH
idle-time 3

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

（注）
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目的コマンドまたはアクション

Cisco NX-OSデバイスが、前回応答しなかった RADIUS
サーバをチェックするまでの時間（分）を指定します。

radius-server deadtime minutes

例：
switch(config)# radius-server deadtime
5

ステップ 3   

デフォルト値は 0分です。有効な範囲は 0～ 1440分で
す。

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4   

（任意）

RADIUSサーバの設定を表示します。
show radius-server

例：
switch# show radius-server

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

関連トピック

各 RADIUSサーバの定期モニタリングの設定, （58ページ）

各 RADIUS サーバの定期モニタリングの設定
各RADIUSサーバの可用性をモニタリングできます。コンフィギュレーションパラメータには、
サーバで使用するユーザ名とパスワード、およびアイドルタイマーなどがあります。アイドル

タイマーには、RADIUSサーバがどのくらいの期間要求を受信しなかった場合に Cisco NX-OSス
イッチがテストパケットを送信するかを指定します。このオプションを設定して定期的にサーバ

をテストしたり、1回だけテストを実行したりできます。

各サーバ用に設定されたテストパラメータは、グローバルのテストパラメータより優先され

ます。

（注）

セキュリティ上の理由から、RADIUSデータベース内の既存のユーザ名と同じテストユーザ
名を設定しないことを推奨します。

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

（注）

はじめる前に

RADIUSをイネーブルにします。

1つまたは複数の RADIUSサーバホストを追加します。

手順の概要

1. configure terminal
2. radius-server host {ipv4-address | ipv6-address | hostname} test {idle-timeminutes | password password

[idle-time minutes] | username name [password password [idle-time minutes]]}
3. radius-server deadtime minutes
4. exit
5. （任意） show radius-server
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

サーバモニタリング用のパラメータを個別に指定しま

す。デフォルトのユーザ名は test、デフォルトのパス
radius-server host {ipv4-address | ipv6-address
| hostname} test {idle-time minutes | password
password [idle-time minutes] | username name
[password password [idle-time minutes]]}

ステップ 2   

ワードは testです。アイドルタイマーのデフォルト値
は 0分です。有効な範囲は 0～ 1440分です。

例：
switch(config)# radius-server host
10.10.1.1 test username user1 password
Ur2Gd2BH idle-time 3

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

（注）

CiscoNX-OSデバイスが、前回応答しなかったRADIUS
サーバをチェックするまでの時間（分）を指定します。

radius-server deadtime minutes

例：
switch(config)# radius-server deadtime 5

ステップ 3   

デフォルト値は 0分です。有効な範囲は 1～ 1440分で
す。
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目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4   

（任意）

RADIUSサーバの設定を表示します。
show radius-server

例：
switch# show radius-server

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 6   

関連トピック

RADIUSサーバホストの設定, （42ページ）

RADIUSサーバのグローバルな定期モニタリングの設定, （56ページ）

RADIUS 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できます。デッドタイム間隔には、Cisco
NX-OSデバイスが、RADIUSサーバをデッド状態であると宣言した後、そのサーバがアライブ状
態に戻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の間隔を指定します。デ

フォルト値は 0分です。

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

（注）

手順の概要

1. configure terminal
2. radius-server deadtime minutes
3. （任意） show radius {pending | pending-diff}
4. （任意） radius commit
5. exit
6. （任意） show radius-server
7. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

デッドタイム間隔を設定します。デフォルト値は

0分です。有効な範囲は 1～ 1440分です。
radius-server deadtime minutes

例：
switch(config)# radius-server deadtime 5

ステップ 2   

（任意）

配布するために保留状態になっているRADIUS設定
を表示します。

show radius {pending | pending-diff}

例：
switch(config)# show radius pending

ステップ 3   

（任意）

一時データベース内にあるRADIUSの設定変更を実
行コンフィギュレーションに適用します。

radius commit

例：
switch(config)# radius commit

ステップ 4   

設定モードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5   

（任意）

RADIUSサーバの設定を表示します。
show radius-server

例：
switch# show radius-server

ステップ 6   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 7   

関連トピック

RADIUSサーバグループの設定, （46ページ）

ワンタイムパスワードの設定

RSA SecurIDトークンサーバを使用することで、Cisco NX-OSデバイスでワンタイムパスワード
（OTP）をサポートできます。この機能を使用すると、ユーザは、暗証番号（ワンタイムパス
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ワード）とその時点で RSA SecurIDトークンに表示されるトークンコードの両方を入力すること
で、Cisco NX-OSデバイスに対する認証を実行できます。

Cisco NX-OSデバイスにログインするために使用されるトークンコードは、60秒ごとに変更
されます。デバイス検出に関する問題を防ぐために、Cisco Secure ACS内部データベースに存
在する異なるユーザ名を使用することを推奨します。

（注）

はじめる前に

Cisco NX-OSデバイスで、RADIUSサーバホストとデフォルトのリモートログイン認証を設定し
ます。

次のものがインストールされていることを確認します。

• Cisco Secure Access Control Server（ACS）Version 4.2

• RSA Authentication Manager Version 7.1（RSA SecurIDトークンサーバ）

• RSA ACE Agent/Client

ワンタイムパスワードをサポートするために、Cisco NX-OSデバイスで（RADIUSサーバホスト
とリモート認証以外の）設定を行う必要はありません。ただし、Cisco Secure ACSを次のように
設定する必要があります。

1 RSA SecurIDトークンサーバ認証をイネーブルにします。

2 RSA SecurIDトークンサーバを不明ユーザポリシーデータベースに追加します。

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対し手動でテストメッセージを送信できます。

手順の概要

1. test aaa server radius {ipv4-address | ipv6-address | hostname} [vrf vrf-name] username password
2. test aaa group group-name username password

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

RADIUSサーバにテストメッセージを送信し
て可用性を確認します。

test aaa server radius {ipv4-address | ipv6-address |
hostname} [vrf vrf-name] username password

例：
switch# test aaa server radius 10.10.1.1 user1
Ur2Gd2BH

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

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

test aaa group group-name username password

例：
switch# test aaa group RadGroup user2 As3He3CI

ステップ 2   

RADIUS 設定の確認
RADIUSの設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

Cisco Fabric ServicesのRADIUS設定の配布状況
と他の詳細事項を表示します。

show radius {status | pending | pending-diff}

実行コンフィギュレーションのRADIUS設定を
表示します。

show running-config radius [all]

スタートアップコンフィギュレーションの

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

設定済みのすべてのRADIUSサーバのパラメー
タを表示します。

show radius-server [hostname | ipv4-address |
ipv6-address] [directed-request | groups | sorted |
statistics]

RADIUS サーバのモニタリング
Cisco NX-OSデバイスが保持している RADIUSサーバのアクティビティに関する統計情報をモニ
タします。

はじめる前に

1つまたは複数の RADIUSサーバホストを設定します。

手順の概要

1. show radius-server statistics {hostname | ipv4-address | ipv6-address}
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

RADIUS統計情報を表示します。show radius-server statistics {hostname | ipv4-address | ipv6-address}

例：
switch# show radius-server statistics 10.10.1.1

ステップ 1   

関連トピック

RADIUSサーバホストの設定, （42ページ）

RADIUSサーバ統計情報のクリア, （64ページ）

RADIUS サーバ統計情報のクリア
Cisco NX-OSデバイスが保持している RADIUSサーバのアクティビティに関する統計情報を表示
します。

はじめる前に

Cisco NX-OSデバイスの RADIUSサーバを設定します。

手順の概要

1. （任意） show radius-server statistics {hostname | ipv4-address | ipv6-address}
2. clear radius-server statistics {hostname | ipv4-address | ipv6-address}

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

（任意）

Cisco NX-OSデバイスの RADIUSサーバ
統計情報を表示します。

show radius-server statistics {hostname | ipv4-address |
ipv6-address}

例：
switch# show radius-server statistics 10.10.1.1

ステップ 1   

RADIUSサーバ統計情報をクリアします。clear radius-server statistics {hostname | ipv4-address |
ipv6-address}

ステップ 2   

例：
switch# clear radius-server statistics 10.10.1.1
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関連トピック

RADIUSサーバホストの設定, （42ページ）

RADIUS の設定例
次に、RADIUSを設定する例を示します。
radius-server key 7 "ToIkLhPpG"
radius-server host 10.10.1.1 key 7 "ShMoMhTl" authentication accounting
aaa group server radius RadServer

server 10.10.1.1

次の作業
これで、サーバグループも含めて AAA認証方式を設定できるようになります。

RADIUS に関する追加情報
ここでは、RADIUSの実装に関する追加情報について説明します。

関連資料

参照先関連項目

Cisco NX-OSライセンスガイドCisco NX-OSのライセンス

『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Unicast Routing
Configuration Guide』

VRFコンフィギュレーション

標準

タイトル標準

—この機能では、新規の標準がサポートされるこ

とも、一部変更された標準がサポートされるこ

ともありません。また、既存の標準に対するサ

ポートが変更されることもありません。
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MIB

MIB のリンクMIB

サポートされている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。

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus9000/
Nexus9000MIBSupportList.html

RADIUSに関連するMIB
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第 4 章

TACACS+ の設定

この章では、Cisco NX-OSデバイス上で Terminal Access Controller Access Control System Plus
（TACACS+）プロトコルを設定する手順について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

• TACACS+の概要, 67 ページ

• TACACS+のライセンス要件, 72 ページ

• TACACS+の前提条件, 72 ページ

• TACACS+の注意事項と制約事項, 72 ページ

• TACACS+のデフォルト設定, 73 ページ

• TACACS+の設定, 73 ページ

• TACACS+サーバのモニタリング, 105 ページ

• TACACS+サーバ統計情報のクリア, 105 ページ

• TACACS+の設定の確認, 106 ページ

• TACACS+の設定例, 107 ページ

• 次の作業 , 108 ページ

• TACACS+に関する追加情報, 108 ページ

TACACS+ の概要
TACACS+は、CiscoNX-OS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WindowsNT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。 Cisco NX-OS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。
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TACACS+では、認証、許可、アカウンティングの各ファシリティを個別に提供します。TACACS+
では、単一のアクセスコントロールサーバ（TACACS+デーモン）が各サービス（認証、許可、
およびアカウンティング）を別個に提供します。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。 Cisco NX-OSデバイスは、TACACS+プロトコルを使用して集中型の
認証を行います。

TACACS+ の利点
TACACS+には、RADIUS認証にはない次の利点があります。

•独立した AAAファシリティを提供する。たとえば、Cisco NX-OSデバイスは、認証を行わ
ずにアクセスを許可できます。

• AAAクライアントとサーバ間のデータ送信に TCPトランスポートプロトコルを使用してい
るため、コネクション型プロトコルによる確実な転送を実行する。

•スイッチと AAAサーバ間でプロトコルペイロード全体を暗号化して、高度なデータ機密性
を実現する。 RADIUSプロトコルはパスワードだけを暗号化します。

ユーザログインにおける TACACS+ の動作
ユーザがTACACS+を使用して、パスワード認証プロトコル（PAP）によるログインをCiscoNX-OS
デバイスに対して試行すると、次のプロセスが実行されます。

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

う求めますが、ユーザの母親の旧姓などの追加項目を求めることもできます。

（注）

1 Cisco NX-OSデバイスが接続を確立すると、TACACS+デーモンにアクセスして、ユーザ名と
パスワードを取得します。

2 Cisco NX-OSデバイスは、最終的に TACACS+デーモンから次のいずれかの応答を受信しま
す。

ACCEPT

ユーザの認証に成功したので、サービスを開始します。 Cisco NX-OSデバイスがユーザ
の許可を要求している場合は、許可が開始されます。
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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。

ERROR

デーモンによる認証サービスの途中でエラーが発生したか、またはデーモンと Cisco
NX-OSデバイスの間のネットワーク接続でエラーが発生しました。Cisco NX-OSデバイ
スがERROR応答を受信すると、CiscoNX-OSデバイスは代替方式でユーザ認証を試行し
ます。

認証が終了し、Cisco NX-OSデバイスで許可がイネーブルになっていれば、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、Cisco NX-OSデバイスは再度 TACACS+デーモンにアクセスし
ます。デーモンは ACCEPTまたは REJECT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、Point-to-Point Protocol（PPP;ポイントツーポイントプロトコル）、Serial
Line Internet Protocol（SLIP;シリアルラインインターネットプロトコル）、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（IPv4または IPv6）、アクセ
スリスト、ユーザタイムアウト）

デフォルトの TACACS+ サーバ暗号化タイプおよび秘密キー
スイッチを TACACS+サーバに対して認証するには、TACACS+秘密キーを設定する必要があり
ます。秘密キーとは、Cisco NX-OSデバイスと TACACS+サーバホスト間の共有秘密テキストス
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
（スペースは使用できません）。 Cisco NX-OSデバイス上のすべての TACACS+サーバ設定で使
用されるグローバルな秘密キーを設定できます。

グローバルな秘密キーの設定は、個々の 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無効にできます。

TACACS+ サーバのコマンド許可サポート
デフォルトでは、認証されたユーザがコマンドラインインターフェイス（CLI）でコマンドを入
力したときに、Cisco NX-OSソフトウェアのローカルデータベースに対してコマンド許可が行わ
れます。また、TACACS+を使用して、認証されたユーザに対して許可されたコマンドを確認す
ることもできます。
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TACACS+ サーバのモニタリング
応答を返さない TACACS+サーバがあると、AAA要求の処理に遅延が発生する可能性がありま
す。AAA要求の処理時間を節約するため、Cisco NX-OSデバイスは定期的に TACACS+サーバを
モニタリングし、TACACS+サーバが応答を返す（アライブ）かどうかを調べることができます。
Cisco NX-OSデバイスは、応答を返さない TACACS+サーバをデッド（dead）としてマークし、
デッド TACACS+サーバには AAA要求を送信しません。また、Cisco NX-OSデバイスは、定期
的にデッド TACACS+サーバをモニタリングし、それらが応答を返したら、アライブ状態に戻し
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、TACACS+サーバ
が稼働状態であることを確認します。 TACACS+サーバの状態がデッドまたはアライブに変わる
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、Cisco NX-OSデバイスに
よって、パフォーマンスに影響が出る前に、障害が発生していることを知らせるエラーメッセー

ジが表示されます。

次の図に、TACACS+サーバモニタリングのサーバの状態を示します。

図 3： TACACS+ サーバの状態

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

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

（注）

TACACS+ のベンダー固有属性
Internet Engineering Task Force（IETF;インターネット技術特別調査委員会）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Vendor-Specific Attribute（VSA;ベンダー
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固有属性）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。

TACACS+ 用の Cisco 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、必須属性の場合に =（等
号）、オプションの属性の場合に *（アスタリスク）です。

Cisco NX-OSデバイスでの認証に TACACS+サーバを使用した場合、TACACS+プロトコルは
TACACS+サーバに対し、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、Cisco NX-OSソフトウェアで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。

Cisco NX-OSソフトウェアでは、次の属性が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 network-operatorおよび
network-adminのロールに属している場合、値フィールドは network-operator network-admin
となります。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。次に、

Cisco 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 network-admin

shell:roles*network-operator network-admin

VSAを shell:roles*"network-operator network-admin"として指定した場
合、この VSAはオプション属性としてフラグ設定され、他のシスコ
デバイスはこの属性を無視します。

（注）
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accountinginfo

標準の 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 Protocol Data Unit（PDU;プロトコルデータユニット）だけです。

TACACS+ のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

TACACS+にはライセンスは必要ありません。
ライセンスパッケージに含まれていない機能は

nx-osイメージにバンドルされており、無料で
提供されます。CiscoNX-OSライセンス方式の
詳細については、『Cisco NX-OS Licensing
Guide』を参照してください。

Cisco NX-OS

TACACS+ の前提条件
TACACS+には、次の前提条件があります。

• TACACS+サーバの IPv4または IPv6アドレスまたはホスト名を取得すること。

• TACACS+サーバから秘密キーを取得すること（ある場合）。

• Cisco NX-OSデバイスが、AAAサーバの TACACS+クライアントとして設定されているこ
と。

TACACS+ の注意事項と制約事項
TACACS+に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

• Cisco NX-OSデバイスに設定できる TACACS+サーバの最大数は 64です。

•ローカルの Cisco NX-OSデバイス上に設定されているユーザアカウントが、AAAサーバ上
のリモートユーザアカウントと同じ名前の場合、Cisco NX-OSソフトウェアは、AAAサー
バ上に設定されているユーザロールではなく、ローカルユーザアカウントのユーザロール

をリモートユーザに適用します。

•グループ内に 6台以上のサーバが設定されている場合は、デッドタイム間隔を設定すること
を推奨します。 6台以上のサーバを設定する必要がある場合は、デッドタイム間隔を 0より
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大きな値に設定し、テストユーザ名とテストパスワードを設定することで、デッドサーバ

のモニタリングを有効にしてください。

• TACACS+サーバでのコマンド認証は、非コンソールセッションにのみ使用できます。コン
ソールを使用してサーバにログインすると、コマンド認可はディセーブルになります。

TACACS+ のデフォルト設定
次の表に、TACACS+パラメータのデフォルト設定値を示します。

表 7： TACACS+ パラメータのデフォルト設定

デフォルトパラメータ

ディセーブルTACACS+

0分デッドタイマー間隔

5秒タイムアウト間隔

0分アイドルタイマー間隔

testサーバの定期的モニタリングのユーザ名

testサーバの定期的モニタリングのパスワード

ディセーブルTACACS+許可の特権レベルサポート

TACACS+ の設定
ここでは、Cisco NX-OSデバイスで TACACS+サーバを設定する手順を説明します。

Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能の Cisco NX-OSコマンドは従来の Cisco IOSコ
マンドと異なる点があるため注意が必要です。

（注）
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TACACS+ サーバの設定プロセス

ステップ 1 TACACS+をイネーブルにします。

ステップ 2 TACACS+サーバと Cisco NX-OSデバイスとの接続を確立します。

ステップ 3 TACACS+サーバの秘密キーを設定します。

ステップ 4 必要に応じて、AAA認証方式用に、TACACS+サーバのサブセットを使用して TACACS+サーバグルー
プを設定します。

ステップ 5 （任意）TCPポートを設定します。

ステップ 6 （任意）必要に応じて、TACACS+サーバの定期モニタリングを設定します。

ステップ 7 （任意）TACACS+の配布がイネーブルになっている場合は、ファブリックに対して TACACS+設定をコ
ミットします。

関連トピック

TACACS+のイネーブル化 , （74ページ）

TACACS+ のイネーブル化
デフォルトでは、Cisco NX-OSデバイスの TACACS+機能はディセーブルに設定されています。
認証に関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。

手順の概要

1. configure terminal
2. feature tacacs+
3. exit
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

TACACS+をイネーブルにします。feature tacacs+

例：
switch(config)# feature tacacs+

ステップ 2   

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 4   

TACACS+ サーバホストの設定
リモートのTACACS+サーバにアクセスするには、CiscoNX-OSデバイス上でそのTACACS+サー
バの IPアドレスかホスト名を設定する必要があります。最大 64の TACACS+サーバを設定でき
ます。

TACACS+サーバの IPアドレスまたはホスト名を Cisco NX-OSデバイスに設定するとき、デ
フォルトでは TACACS+サーバはデフォルトの TACACS+サーバグループに追加されます。
TACACS+サーバは別の TACACS+サーバグループに追加することもできます。

（注）

はじめる前に

TACACS+をイネーブルにします。

リモート TACACS+サーバの IPアドレス（IPv4または IPv6）またはホスト名を取得しているこ
と。

手順の概要

1. configure terminal
2. tacacs-server host {ipv4-address | ipv6-address | hostname}
3. （任意） show tacacs+ {pending | pending-diff}
4. （任意） tacacs+ commit
5. exit
6. （任意） show tacacs-server
7. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

TACACS+サーバの IPアドレス（IPv4または
IPv6）、またはホスト名を指定します。

tacacs-server host {ipv4-address | ipv6-address
| hostname}

例：
switch(config)# tacacs-server host
10.10.2.2

ステップ 2   

（任意）

配布するために保留状態になっている TACACS+設
定を表示します。

show tacacs+ {pending | pending-diff}

例：
switch(config)# show tacacs+ pending

ステップ 3   

（任意）

一時データベース内にある TACACS+の設定変更を
実行コンフィギュレーションに適用します。

tacacs+ commit

例：
switch(config)# tacacs+ commit

ステップ 4   

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5   

（任意）

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

例：
switch# show tacacs-server

ステップ 6   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 7   

関連トピック

TACACS+のイネーブル化 , （74ページ）
TACACS+サーバグループの設定, （79ページ）
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グローバル TACACS+ キーの設定
Cisco NX-OSデバイスで使用するすべてのサーバについて、グローバルレベルで秘密 TACACS+
キーを設定できます。秘密キーとは、Cisco NX-OSデバイスと TACACS+サーバホスト間の共有
秘密テキストストリングです。

はじめる前に

TACACS+をイネーブルにします。

リモート TACACS+サーバの秘密キーの値を取得します。

手順の概要

1. configure terminal
2. tacacs-server key [0 | 6 | 7] key-value
3. exit
4. （任意） show tacacs-server
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

すべての TACACS+サーバ用の TACACS+キーを指定します。
key-valueがクリアテキスト（0）の形式か、タイプ6暗号化（6）

tacacs-server key [0 | 6 | 7] key-value

例：
switch(config)# tacacs-server key
0 QsEfThUkO

ステップ 2   

形式か、タイプ 7暗号化（7）形式かを指定できます。 Cisco
NX-OSソフトウェアでは、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キーを暗号化します。デフォルトの

形式はクリアテキストです。最大で 63文字の長さまで指定可
能です。

デフォルトでは、秘密キーは設定されていません。

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

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

例：
switch# show tacacs-server

ステップ 4   

秘密キーは実行コンフィギュレーションに暗号化され

た形式で保存されます。暗号化された秘密キーを表示

するには、show running-configコマンドを使用しま
す。

（注）

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュ

レーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

関連トピック

TACACS+のイネーブル化 , （74ページ）
AESパスワード暗号化およびマスター暗号キーについて, （245ページ）

特定の TACACS+ サーバ用のキーの設定
TACACS+サーバの秘密キーを設定できます。秘密キーとは、Cisco NX-OSデバイスと TACACS+
サーバホスト間の共有秘密テキストストリングです。

はじめる前に

TACACS+をイネーブルにします。

リモート TACACS+サーバの秘密キーの値を取得します。

手順の概要

1. configure terminal
2. tacacs-server host {ipv4-address | ipv6-address | host-name} key [0 | 6 | 7] key-value
3. exit
4. （任意） show tacacs-server
5. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

特定の TACACS+サーバの秘密キーを指定します。 key-value
がクリアテキスト（0）の形式か、タイプ 6暗号化（6）形式

tacacs-server host {ipv4-address |
ipv6-address | host-name} key [0 | 6 | 7]
key-value

ステップ 2   

か、タイプ7暗号化（7）形式かを指定できます。CiscoNX-OS

例：
switch(config)# tacacs-server host
10.10.1.1 key 0 PlIjUhYg

ソフトウェアでは、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キーを暗号化します。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。

グローバル秘密キーではなく、この秘密キーが使用されます。

設定モードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

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

例：
switch# show tacacs-server

ステップ 4   

秘密キーは実行コンフィギュレーションに暗号化さ

れた形式で保存されます。暗号化された秘密キーを

表示するには、showrunning-configコマンドを使用
します。

（注）

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュ

レーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

関連トピック

AESパスワード暗号化およびマスター暗号キーについて, （245ページ）

TACACS+ サーバグループの設定
サーバグループを使用して、1台または複数台のリモートAAAサーバによるユーザ認証を指定す
ることができます。グループのメンバーはすべて、TACACS+プロトコルに属している必要があ
ります。設定した順序に従ってサーバが試行されます。
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これらのサーバグループはいつでも設定できますが、設定したグループを有効にするには、AAA
サービスに適用する必要があります。

はじめる前に

TACACS+をイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. aaa group server tacacs+ group-name
3. server {ipv4-address | ipv6-address | hostname}
4. exit
5. （任意） show tacacs-server groups
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

TACACS+サーバグループを作成し、そのグループの
TACACS+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。

aaa group server tacacs+ group-name

例：
switch(config)# aaa group server tacacs+
TacServer
switch(config-tacacs+)#

ステップ 2   

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

server {ipv4-address | ipv6-address | hostname}

例：
switch(config-tacacs+)# server 10.10.2.2

ステップ 3   

指定した TACACS+サーバが見つからない場合は、
tacacs-serverhost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。

TACACS+サーバグループコンフィギュレーション
モードを終了します。

exit

例：
switch(config-tacacs+)# exit
switch(config)#

ステップ 4   

（任意）

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

例：
switch(config)# show tacacs-server groups

ステップ 5   
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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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 6   

関連トピック

TACACS+のイネーブル化 , （74ページ）
リモート AAAサービス, （9ページ）

TACACS+サーバホストの設定, （75ページ）

TACACS+デッドタイム間隔の設定, （91ページ）

TACACS+ サーバグループのためのグローバル発信元インターフェイス
の設定

TACACS+サーバグループにアクセスする際に使用する、TACACS+サーバグループ用のグロー
バル発信元インターフェイスを設定できます。また、特定の TACACS+サーバグループ用に異な
る発信元インターフェイスを設定することもできます。デフォルトでは、CiscoNX-OSソフトウェ
アは、使用可能なあらゆるインターフェイスを使用します。

手順の概要

1. configure terminal
2. ip tacacs source-interface interface
3. exit
4. （任意） show tacacs-server
5. （任意） copy running-config startup config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

このデバイスで設定されているすべての TACACS+
サーバグループ用のグローバル発信元インターフェ

イスを設定します。

ip tacacs source-interface interface

例：
switch(config)# ip tacacs source-interface
mgmt 0

ステップ 2   

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

TACACS+サーバの設定情報を表示します。
show tacacs-server

例：
switch# show tacacs-server

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 5   

関連トピック

TACACS+のイネーブル化 , （74ページ）
TACACS+サーバグループの設定, （79ページ）

ユーザによるログイン時の TACACS+ サーバ指定の許可
スイッチ上でdirected-request（誘導要求）オプションをイネーブルにすることにより、認証要求の
送信先のTACACS+サーバをユーザが指定できるようになります。デフォルトでは、CiscoNX-OS
デバイスはデフォルトの AAA認証方式に基づいて認証要求を転送します。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 VRF、hostnameは設定された TACACS+サーバの名前です。

directed-requestオプションをイネーブルにすると、CiscoNX-OSデバイスでは認証にTACACS+
方式だけを使用し、デフォルトのローカル方式は使用しないようになります。

（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。（注）
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はじめる前に

TACACS+をイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. tacacs-server directed-request
3. （任意） show tacacs+ {pending | pending-diff}
4. （任意） tacacs+ commit
5. exit
6. （任意） show tacacs-server directed-request
7. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

ログイン時に、ユーザが認証要求の送信先となる

TACACS+サーバを指定できるようにします。デフォ
ルトではディセーブルになっています。

tacacs-server directed-request

例：
switch(config)# tacacs-server
directed-request

ステップ 2   

（任意）

保留状態になっているTACACS+設定を表示します。
show tacacs+ {pending | pending-diff}

例：
switch(config)# show tacacs+ pending

ステップ 3   

（任意）

一時データベース内にある TACACS+の設定変更を
実行コンフィギュレーションに適用します。

tacacs+ commit

例：
switch(config)# tacacs+ commit

ステップ 4   

設定モードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5   

（任意）

TACACS+の directed requestの設定を表示します。
show tacacs-server directed-request

例：
switch# show tacacs-server
directed-request

ステップ 6   
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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。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 7   

関連トピック

TACACS+のイネーブル化 , （74ページ）

TACACS+ サーバのタイムアウト間隔の設定
Cisco NX-OSデバイスが、タイムアウトエラーを宣言する前に、TACACS+サーバからの応答を
待機するタイムアウト間隔を設定できます。タイムアウト間隔には、Cisco NX-OSデバイスが
TACACS+サーバからの応答を待つ時間を指定します。これを過ぎるとタイムアウトエラーにな
ります。

はじめる前に

TACACS+をイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. tacacs-server host {ipv4-address | ipv6-address | hostname} timeout seconds
3. （任意） show tacacs+ {pending | pending-diff}
4. （任意） tacacs+ commit
5. exit
6. （任意） show tacacs-server
7. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

特定のサーバのタイムアウト間隔を指定します。デ

フォルトはグローバル値です。

tacacs-server host {ipv4-address | ipv6-address
| hostname} timeout seconds

例：
switch(config)# tacacs-server host
server1 timeout 10

ステップ 2   

特定の TACACS+サーバに指定したタイム
アウト間隔は、すべての TACACS+サーバ
に指定したタイムアウト間隔より優先され

ます。

（注）

（任意）

配布するために保留状態になっている TACACS+設定
を表示します。

show tacacs+ {pending | pending-diff}

例：
switch(config)# show tacacs+ pending

ステップ 3   

（任意）

一時データベース内にある TACACS+の設定変更を実
行コンフィギュレーションに適用します。

tacacs+ commit

例：
switch(config)# tacacs+ commit

ステップ 4   

設定モードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5   

（任意）

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

例：
switch# show tacacs-server

ステップ 6   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config
startup-config

ステップ 7   

関連トピック

TACACS+のイネーブル化 , （74ページ）

TCP ポートの設定
別のアプリケーションとポート番号が競合している場合は、TACACS+サーバ用に別の TCPポー
トを設定できます。デフォルトでは、Cisco NX-OSデバイスはすべての TACACS+要求にポート
49を使用します。

はじめる前に

TACACS+をイネーブルにします。
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手順の概要

1. configure terminal
2. tacacs-server host {ipv4-address | ipv6-address | hostname} port tcp-port
3. （任意） show tacacs+ {pending | pending-diff}
4. （任意） tacacs+ commit
5. exit
6. （任意） show tacacs-server
7. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

サーバに送る TACACS+メッセージに使用する TCP
ポートを指定します。デフォルトの TCPポートは
49です。有効な範囲は 1～ 65535です。

tacacs-server host {ipv4-address | ipv6-address
| hostname} port tcp-port

例：
switch(config)# tacacs-server host
10.10.1.1 port 2

ステップ 2   

（任意）

配布するために保留状態になっている TACACS+設
定を表示します。

show tacacs+ {pending | pending-diff}

例：
switch(config)# show tacacs+ distribution
pending

ステップ 3   

（任意）

一時データベース内にある TACACS+の設定変更を
実行コンフィギュレーションに適用します。

tacacs+ commit

例：
switch(config)# tacacs+ commit

ステップ 4   

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5   

（任意）

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

例：
switch# show tacacs-server

ステップ 6   
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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。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 7   

関連トピック

TACACS+のイネーブル化 , （74ページ）

TACACS+ サーバのグローバルな定期モニタリングの設定
各サーバに個別にテストパラメータを設定しなくても、すべての TACACS+サーバの可用性をモ
ニタリングできます。テストパラメータが設定されていないサーバは、グローバルレベルのパ

ラメータを使用してモニタリングされます。

各サーバ用に設定されたテストパラメータは、グローバルのテストパラメータより優先され

ます。

（注）

グローバルコンフィギュレーションパラメータには、サーバで使用するユーザ名とパスワード、

およびアイドルタイマーなどがあります。アイドルタイマーには、TACACS+サーバがどのくら
いの期間要求を受信しなかった場合に、Cisco NX-OSデバイスがテストパケットを送信するかを
指定します。このオプションを設定して定期的にサーバをテストしたり、1回だけテストを実行
したりできます。

テストパラメータは、すべてのスイッチに配布されます。ファブリック内に旧リリースが稼

動しているスイッチが 1つでもある場合は、ファブリック内のすべてのスイッチにテストパ
ラメータが配布されなくなります。

（注）

ネットワークのセキュリティ保護のため、TACACS+データベース内の既存のユーザ名と同じ
ユーザ名を使用しないことを推奨します。

（注）

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。

（注）
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はじめる前に

TACACS+をイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. tacacs-server test {idle-time minutes | password password [idle-time minutes] | username name

[password password [idle-time minutes]]}
3. tacacs-server dead-time minutes
4. exit
5. （任意） show tacacs-server
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

グローバルな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
tacacs-server test {idle-time minutes |
password password [idle-time minutes] |
username name [password password [idle-time
minutes]]}

ステップ 2   

スワードは testです。アイドルタイマーのデフォルト値
は 0分です。有効な範囲は 0～ 1440分です。

例：
switch(config)# tacacs-server test
username user1 password Ur2Gd2BH
idle-time 3

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

（注）

CiscoNX-OSデバイスが、前回応答しなかったTACACS+
サーバをチェックするまでの時間（分）を指定します。

tacacs-server dead-time minutes

例：
switch(config)# tacacs-server dead-time
5

ステップ 3   

デフォルト値は 0分です。有効な範囲は 0～ 1440分で
す。

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4   

（任意）

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

例：
switch# show tacacs-server

ステップ 5   
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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。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

関連トピック

各 TACACS+サーバの定期モニタリングの設定, （89ページ）

各 TACACS+ サーバの定期モニタリングの設定
各 TACACS+サーバの可用性をモニタリングできます。コンフィギュレーションパラメータに
は、サーバで使用するユーザ名とパスワード、およびアイドルタイマーなどがあります。アイド

ルタイマーには、TACACS+サーバがどのくらいの期間要求を受信しなかった場合に、CiscoNX-OS
デバイスがテストパケットを送信するかを指定します。このオプションを設定して定期的にサー

バをテストしたり、1回だけテストを実行したりできます。

各サーバ用に設定されたテストパラメータは、グローバルのテストパラメータより優先され

ます。

（注）

ネットワークのセキュリティ保護のため、TACACS+データベース内の既存のユーザ名と同じ
ユーザ名を使用しないことを推奨します。

（注）

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。

（注）

テストパラメータは、すべてのスイッチに配布されます。テストパラメータは、ファブリッ

ク内のスイッチには配信されません。

（注）

はじめる前に

TACACS+をイネーブルにします。

1つまたは複数の TACACS+サーバホストを追加します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. tacacs-server host {ipv4-address | ipv6-address | hostname} test {idle-timeminutes | password password

[idle-time minutes] | username name [password password [idle-time minutes]]}
3. tacacs-server dead-time minutes
4. exit
5. （任意） show tacacs-server
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

サーバモニタリング用のパラメータを個別に指定しま

す。デフォルトのユーザ名は test、デフォルトのパス
tacacs-server host {ipv4-address | ipv6-address
| hostname} test {idle-time minutes | password
password [idle-time minutes] | username name
[password password [idle-time minutes]]}

ステップ 2   

ワードは testです。アイドルタイマーのデフォルト値
は 0分です。有効な範囲は 0～ 1440分です。

例：
switch(config)# tacacs-server host
10.10.1.1 test username user1 password
Ur2Gd2BH idle-time 3

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

（注）

CiscoNX-OSデバイスが、前回応答しなかったTACACS+
サーバをチェックするまでの時間（分）を指定します。

tacacs-server dead-time minutes

例：
switch(config)# tacacs-server dead-time 5

ステップ 3   

デフォルト値は 0分です。有効な範囲は 0～ 1440分で
す。

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4   

（任意）

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

例：
switch# show tacacs-server

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 6   
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関連トピック

TACACS+サーバホストの設定, （75ページ）

TACACS+サーバのグローバルな定期モニタリングの設定, （87ページ）

TACACS+ デッドタイム間隔の設定
すべての TACACS+サーバのデッドタイム間隔を設定できます。デッドタイム間隔には、Cisco
NX-OSデバイスが TACACS+サーバをデッド状態であると宣言した後、そのサーバがアライブ状
態に戻ったかどうかを判断するためにテストパケットを送信するまでの間隔を指定します。

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。デッドタイマーはグループ単位で設定できます。

（注）

はじめる前に

TACACS+をイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. tacacs-server deadtime minutes
3. （任意） show tacacs+ {pending | pending-diff}
4. （任意） tacacs+ commit
5. exit
6. （任意） show tacacs-server
7. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

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。

tacacs-server deadtime minutes

例：
switch(config)# tacacs-server deadtime 5

ステップ 2   

（任意）

保留状態になっている TACACS+設定を表示しま
す。

show tacacs+ {pending | pending-diff}

例：
switch(config)# show tacacs+ pending

ステップ 3   

（任意）

一時データベース内にある TACACS+の設定変更を
実行コンフィギュレーションに適用します。

tacacs+ commit

例：
switch(config)# tacacs+ commit

ステップ 4   

設定モードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5   

（任意）

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

例：
switch# show tacacs-server

ステップ 6   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 7   

ASCII 認証の設定
TACACS+サーバで ASCII認証をイネーブルにできます。

はじめる前に

TACACS+をイネーブルにします。
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手順の概要

1. configure terminal
2. aaa authentication login ascii-authentication
3. （任意） show tacacs+ {pending | pending-diff}
4. （任意） tacacs+ commit
5. exit
6. （任意） show tacacs-server
7. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

ASCII認証をイネーブルにします。デフォルトは
ディセーブルです。

aaa authentication login ascii-authentication

例：
switch(config)# aaa authentication login
ascii-authentication

ステップ 2   

（任意）

保留状態になっている TACACS+設定を表示しま
す。

show tacacs+ {pending | pending-diff}

例：
switch(config)# show tacacs+ pending

ステップ 3   

（任意）

一時データベース内にあるTACACS+の設定変更を
実行コンフィギュレーションに適用します。

tacacs+ commit

例：
switch(config)# tacacs+ commit

ステップ 4   

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5   

（任意）

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

例：
switch# show tacacs-server

ステップ 6   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 7   
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TACACS+ サーバでの AAA 許可の設定
TACACS+サーバのデフォルトの AAA許可方式を設定できます。

はじめる前に

TACACS+をイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. aaa authorization ssh-certificate default {group group-list [none] | local | none}
3. exit
4. （任意） show aaa authorization [all]
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

TACACS+サーバのデフォルトの AAA許可方式を設定しま
す。

aaa authorization ssh-certificate default
{group group-list [none] | local | none}

例：
switch(config)# aaa authorization
ssh-certificate

ステップ 2   

ssh-certificateキーワードは、証明書認証を使用したTACACS+
許可またはローカル許可を設定します。デフォルトの許可は、

ユーザに割り当てたロールに対して許可されたコマンドのリ

ストであるローカル許可です。
default group TACACSServer1
TACACSServer2

group-list引数には、TACACS+サーバグループの名前をスペー
スで区切ったリストを指定します。このグループに属するサー

バに対して、AAA許可のためのアクセスが行われます。 local
方式では、ローカルデータベースを認証に使用します。none
方式では、AAA認証が使用されないように指定します。

グローバルコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

AAA許可設定を表示します。 allキーワードは、デフォルト
値を表示します。

show aaa authorization [all]

例：
switch# show aaa authorization

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュ

レーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

関連トピック

TACACS+のイネーブル化 , （74ページ）

TACACS+ サーバでのコマンド許可の設定
TACACS+サーバでコマンド許可を設定できます。

コマンド許可では、デフォルトロールを含むユーザのRole-BasedAuthorizationControl（RBAC;
ロールベース許可コントロール）がディセーブルになります。

注意

コンソールを使用してサーバにログインすると、コマンド認可はディセーブルになります。

認証は、非コンソールセッションとコンソールセッションの両方に使用できます。デフォル

トでは、コマンド許可はデフォルト（非コンソール）セッション用に設定されていても、コン

ソールセッションに対してディセーブルです。コンソールセッションでコマンド許可をイ

ネーブルにするには、コンソールの AAAグループを明示的に設定する必要があります。

（注）

デフォルトでは、状況依存ヘルプおよびコマンドのタブ補完に表示されるのは、割り当てられ

たロールでユーザに対するサポートが定義されているコマンドだけです。コマンド許可をイ

ネーブルにすると、Cisco NX-OSソフトウェアでは、ユーザに割り当てられているロールに関
係なく、状況依存ヘルプおよびタブ補完にすべてのコマンドが表示されるようになります。

（注）

はじめる前に

TACACS+をイネーブルにします。
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手順の概要

1. configure terminal
2. aaa authorization {commands | config-commands} {console | default} {group group-list [local] |

local}
3. （任意） show tacacs+ {pending | pending-diff}
4. （任意） tacacs+ commit
5. exit
6. （任意） show aaa authorization [all]
7. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

TACACS+サーバの特定の役割にコマンド許可方式を設定しま
す。

aaa authorization {commands |
config-commands} {console | default}
{group group-list [local] | local}

ステップ 2   

commandsキーワードは、すべてのEXECコマンドの許可ソース
を設定し、config-commandsキーワードは、すべてのコンフィ
ギュレーションコマンドの許可ソースを設定します。

例：
switch(config)# aaa authorization
commands

consoleキーワードは、コンソールセッションのコマンド許可を
設定し、defaultキーワードは、非コンソールセッションのコマ
ンド許可を設定します。

default group TacGroup
Per command authorization will
disable RBAC for all
users. Proceed (y/n)?

group-list引数には、TACACS+サーバグループの名前をスペー
スで区切ったリストを指定します。このグループに属している

サーバに対して、コマンド許可のためのアクセスが行われます。

local方式では、許可にローカルロールベースデータベースを使
用します。

設定済みのすべてのサーバグループで応答に失敗し、フォール

バック方式として localを設定済みの場合、local方式だけが使用
されます。デフォルトの方式は、localです。

TACACS+サーバグループの方式のあとにフォールバック方式を
設定していないと、すべてのサーバグループから応答が得られ

なかった場合は許可に失敗します。

確認プロンプトで Enterキーを押した場合のデフォルトのアク
ションは nです。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

保留状態になっている TACACS+設定を表示します。
show tacacs+ {pending | pending-diff}

例：
switch(config)# show tacacs+
pending

ステップ 3   

（任意）

一時データベース内にあるTACACS+の設定変更を実行コンフィ
ギュレーションに適用します。

tacacs+ commit

例：
switch(config)# tacacs+ commit

ステップ 4   

グローバルコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5   

（任意）

AAA許可設定を表示します。allキーワードは、デフォルト値を
表示します。

show aaa authorization [all]

例：
switch(config)# show aaa
authorization

ステップ 6   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュ

レーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config

startup-config

ステップ 7   

関連トピック

TACACS+のイネーブル化 , （74ページ）
TACACS+サーバでのコマンド許可のテスト, （97ページ）

TACACS+ サーバでのコマンド許可のテスト
TACACS+サーバで、ユーザに対するコマンド許可をテストできます。

許可の正しいコマンドを送信しないと、結果の信頼性が低くなります。（注）

testコマンドでは許可に、コンソール方式ではなくデフォルト（非コンソール）方式を使用し
ます。

（注）
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はじめる前に

TACACS+をイネーブルにします。

TACACS+サーバにコマンド許可が設定されていることを確認します。

手順の概要

1. test aaa authorization command-type {commands | config-commands} user username command
command-string

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

TACACS+サーバで、コマンドに対するユーザの許可をテ
ストします。

test aaa authorization command-type
{commands | config-commands} user username
command command-string

ステップ 1   

commandsキーワードは、EXECコマンドだけを指定し、
config-commandsキーワードはコンフィギュレーションコ
マンドだけを指定します。

例：
switch# test aaa authorization command-type
commands
user TestUser command reload command-string引数にスペースが含まれる場合

は、二重引用符（"）で囲みます。
（注）

関連トピック

TACACS+のイネーブル化 , （74ページ）
TACACS+サーバでのコマンド許可の設定, （95ページ）

ユーザアカウントと RBACの設定, （163ページ）

コマンド許可検証のイネーブル化とディセーブル化

デフォルトのユーザセッションまたは別のユーザ名に対して、コマンドラインインターフェイス

（CLI）でコマンド許可検証をイネーブルにしたり、ディセーブルにしたりできます。

許可検証をイネーブルにした場合は、コマンドは実行されません。（注）

手順の概要

1. terminal verify-only [username username]
2. terminal no verify-only [username username]
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コマンド許可検証をイネーブルにします。このコマン

ドを入力すると、入力したコマンドが許可されている

terminal verify-only [username username]

例：
switch# terminal verify-only

ステップ 1   

かどうかがCiscoNX-OSソフトウェアによって示され
ます。

コマンド許可検証をディセーブルにします。terminal no verify-only [username username]

例：
switch# terminal no verify-only

ステップ 2   

TACACS+ サーバでの許可に使用する特権レベルのサポートの設定
TACACS+サーバでの許可に使用する特権レベルのサポートを設定できます。

許可の決定に特権レベルを使用するCisco IOSデバイスとは異なり、Cisco NX-OSデバイスでは、
Role-Based Access Control（RBAC;ロールベースアクセスコントロール）を使用します。両方の
タイプのデバイスを同じ TACACS+サーバで管理できるようにするには、TACACS+サーバで設
定した特権レベルを、Cisco NX-OSデバイスで設定したユーザロールにマッピングします。

TACACS+サーバでのユーザの認証時には、特権レベルが取得され、それを使用して「priv-n」と
いう形式（nが特権レベル）のローカルユーザロール名が生成されます。このローカルロール
の権限がユーザに割り当てられます。特権レベルは 16あり、対応するユーザロールに直接マッ
ピングされます。次の表に、各特権レベルに対応するユーザロール権限を示します。

ユーザロール権限特権レベル

network-admin権限15

•スタンドアロンロール権限（feature
privilegeコマンドがディセーブルの場
合）。

•ロールの累積権限からなる特権レベル0と
同じ権限（feature privilegeコマンドがイ
ネーブルの場合）。

13～ 1

showコマンドや execコマンド（ping、trace、
sshなど）を実行するための権限。

0
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feature privilegeコマンドをイネーブルにすると、権限ロールは低いレベルの権限ロールの権
限を継承します。

（注）

Cisco Secure Access Control Server（ACS）にも、Cisco NX-OSデバイスの特権レベルを設定す
る必要があります。

（注）

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] feature privilege
3. [no] enable secret [0 | 5] password [priv-lvl priv-lvl | all]
4. [no] username username priv-lvl n
5. （任意） show privilege
6. （任意） copy running-config startup-config
7. exit
8. enable level

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

ロールの累積権限をイネーブルまたはディセーブルにします。

enableコマンドは、この機能をイネーブルにした場合しか表示さ
れません。デフォルトはディセーブルです。

[no] feature privilege

例：
switch(config)# feature
privilege

ステップ 2   

特定の特権レベルのシークレットパスワードをイネーブルまたは

ディセーブルにします。特権レベルが上がるたびに、正しいパス

[no] enable secret [0 | 5] password
[priv-lvl priv-lvl | all]

例：
switch(config)# enable secret 5
def456 priv-lvl 15

ステップ 3   

ワードを入力するようにユーザに要求します。デフォルトはディ

セーブルです。

パスワードの形式としてクリアテキストを指定する場合は 0を入
力し、暗号化された形式を指定する場合は 5を入力します。
password引数に指定できる文字数は、最大 64文字です。 priv-lvl
引数は、1～ 15です。
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目的コマンドまたはアクション

シークレットパスワードをイネーブルにするには、

feature privilegeコマンドを入力してロールの累積権限を
イネーブルにする必要があります。

（注）

ユーザの許可に対する特権レベルの使用をイネーブルまたはディ

セーブルにします。デフォルトはディセーブルです。

[no] username username priv-lvl n

例：
switch(config)# username user2
priv-lvl 15

ステップ 4   

priv-lvlキーワードはユーザに割り当てる権限レベルを指定します。
デフォルトの特権レベルはありません。特権レベル0～15（priv-lvl
0～ priv-lvl 15）は、ユーザロール priv-0～ priv-15にマッピングさ
れます。

（任意）

ユーザ名、現在の特権レベル、および累積権限のサポートのステー

タスを表示します。

show privilege

例：
switch(config)# show privilege

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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 6   

グローバルコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 7   

上位の特権レベルへのユーザの昇格をイネーブルにします。この

コマンドの実行時にはシークレットパスワードが要求されます。

enable level

例：
switch# enable 15

ステップ 8   

level引数はユーザのアクセスを許可する特権レベルを指定します。
指定できるレベルは 15だけです。

関連トピック

権限ロールのユーザコマンドの許可または拒否, （101ページ）

ユーザロールおよびルールの作成, （171ページ）

権限ロールのユーザコマンドの許可または拒否

ネットワーク管理者は、権限ロールを変更して、ユーザが特定のコマンドを実行できるようにし

たり実行できなくしたりすることができます。

権限ロールのルールを変更する場合は、次の注意事項に従う必要があります。
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• priv-14ロールと priv-15ロールは変更できません。

•拒否ルールは priv-0ロールにだけ追加できます。

• priv-0ロールでは以下のコマンドは常に許可されます。configure、copy、dir、enable、ping、
show、ssh、telnet、terminal、traceroute、end、exit。

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] role name priv-n
3. rule number {deny | permit} command command-string
4. exit
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

権限ロールをイネーブルまたはディセーブルにして、ロールコ

ンフィギュレーションモードを開始します。n引数には、特権
レベルを 0～ 13の数値で指定します。

[no] role name priv-n

例：
switch(config)# role name priv-5
switch(config-role)#

ステップ 2   

権限ロールのユーザコマンドルールを設定します。これらの

ルールで、ユーザによる特定のコマンドの実行を許可または拒

rule number {deny | permit} command
command-string

例：
switch(config-role)# rule 2 permit
command pwd

ステップ 3   

否します。ロールごとに最大 256のルールを設定できます。
ルール番号によって、ルールが適用される順序が決まります。

ルールは降順で適用されます。たとえば、1つのロールが 3つ
の規則を持っている場合、規則 3が規則 2よりも前に適用さ
れ、規則 2は規則 1よりも前に適用されます。

command-string引数には、空白スペースを含めることができま
す。

必要な規則の数だけこのコマンドを繰り返しま

す。

（注）

ロールコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config-role)# exit
switch(config)#

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。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config

startup-config

ステップ 5   

関連トピック

TACACS+サーバでの許可に使用する特権レベルのサポートの設定, （99ページ）

ユーザロールおよびルールの作成, （171ページ）

TACACS+ サーバまたはサーバグループの手動モニタリング
TACACS+サーバまたはサーバグループに、手動でテストメッセージを送信できます。

はじめる前に

TACACS+をイネーブルにします。

手順の概要

1. test aaa server tacacs+ {ipv4-address | ipv6-address | hostname} [vrf vrf-name] username password
2. test aaa group group-name username password

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

TACACS+サーバにテストメッセージを送信
して可用性を確認します。

test aaa server tacacs+ {ipv4-address | ipv6-address |
hostname} [vrf vrf-name] username password

例：
switch# test aaa server tacacs+ 10.10.1.1 user1
Ur2Gd2BH

ステップ 1   

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

test aaa group group-name username password

例：
switch# test aaa group TacGroup user2 As3He3CI

ステップ 2   
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関連トピック

TACACS+サーバホストの設定, （75ページ）

TACACS+サーバグループの設定, （79ページ）

TACACS+ のディセーブル化
TACACS+をディセーブルにできます。

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

手順の概要

1. configure terminal
2. no feature tacacs+
3. exit
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

TACACS+をディセーブルにします。no feature tacacs+

例：
switch(config)# no feature tacacs+

ステップ 2   

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 4   
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TACACS+ サーバのモニタリング
Cisco NX-OSデバイスが保持している TACACS+サーバのアクティビティに関する統計情報をモ
ニタできます。

はじめる前に

Cisco NX-OSデバイスの TACACS+サーバを設定します。

手順の概要

1. show tacacs-server statistics {hostname | ipv4-address | ipv6-address}

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

TACACS+統計情報を表示します。show tacacs-server statistics {hostname | ipv4-address | ipv6-address}

例：
switch# show tacacs-server statistics 10.10.1.1

ステップ 1   

関連トピック

TACACS+サーバホストの設定, （75ページ）

TACACS+サーバ統計情報のクリア, （105ページ）

TACACS+ サーバ統計情報のクリア
Cisco NX-OSデバイスが保持している TACACS+サーバのアクティビティに関する統計情報を表
示します。

はじめる前に

Cisco NX-OSデバイスの TACACS+サーバを設定します。

手順の概要

1. （任意） show tacacs-server statistics {hostname | ipv4-address | ipv6-address}
2. clear tacacs-server statistics {hostname | ipv4-address | ipv6-address}
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

（任意）

Cisco NX-OSデバイスの TACACS+サーバ
統計情報を表示します。

show tacacs-server statistics {hostname | ipv4-address |
ipv6-address}

例：
switch# show tacacs-server statistics 10.10.1.1

ステップ 1   

TACACS+サーバ統計情報をクリアしま
す。

clear tacacs-server statistics {hostname | ipv4-address |
ipv6-address}

例：
switch# clear tacacs-server statistics 10.10.1.1

ステップ 2   

関連トピック

TACACS+サーバホストの設定, （75ページ）

TACACS+ の設定の確認
TACACS+の設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

Cisco Fabric Servicesの TACACS+設定の配布状
況と他の詳細事項を表示します。

show tacacs+ { status | pending | pending-diff}

実行コンフィギュレーションの TACACS+設定
を表示します。

show running-config tacacs [all]

スタートアップコンフィギュレーションの

TACACS+設定を表示します。
show startup-config tacacs

設定済みのすべての TACACS+サーバのパラ
メータを表示します。

show tacacs-server [host-name | ipv4-address |
ipv6-address] [directed-request | groups | sorted |
statistics]

現在の特権レベル、ユーザ名、および累積権限

サポートのステータスを表示します。

show privilege
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TACACS+ の設定例
次に、TACACS+サーバホストおよびサーバグループを設定する例を示します。

feature tacacs+
tacacs-server key 7 "ToIkLhPpG"
tacacs-server host 10.10.2.2 key 7 "ShMoMhTl"
aaa group server tacacs+ TacServer

server 10.10.2.2

次に、コマンド許可検証を設定して使用する例を示します。

switch# terminal verify-only
switch# show interface ethernet 7/2 brief
%Success
switch# terminal no verify-only
switch# show interface ethernet 7/2 brief

--------------------------------------------------------------------------------
Ethernet Type Mode Status Reason Speed Port
Interface Ch #
--------------------------------------------------------------------------------
Eth7/2 eth access down SFP not inserted auto(D) --

次に、ロールの累積権限をイネーブルにし、特権レベル 2のシークレットパスワードを設定し、
特権レベル 2の許可用に user3を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# feature privilege
switch(config)# enable secret def456 priv-lvl 2
switch(config)# username user3 priv-lvl 2
switch(config)# show privilege
User name: user3
Current privilege level: -2
Feature privilege: Enabled
switch(config)# copy running-config startup-config
switch(config)# exit

次に、user3を priv-2ロールから priv-15ロールに変更する例を示します。 enable 15コマンドを入
力した後、ユーザは、enable secretコマンドを使用して管理者によって設定されたパスワードを
入力するよう求められます。特権レベルを 15に設定すると、このユーザには、イネーブルモー
ドにおける network-admin権限が付与されます。

User Access Verification
login: user3
Password: ******
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright ©) 2013, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
switch#
switch# enable 15
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Password: def456
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright ©) 2013, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
switch-enable#

次に、priv-5以上のロールを持つすべてのユーザによる pwdコマンドの実行を許可する例を示し
ます。

switch# configure terminal
switch(config)# role name priv-5
switch(config-role)# rule 1 permit command pwd

次に、priv-5未満のロールを持つすべてのユーザによる show running-configコマンドを拒否する
例を示します。まず、このコマンドを実行する権限をpriv-0ロールから削除する必要があります。
次に、ロールpriv-5でこのコマンドを許可し、priv-5以上のロールを持つユーザにこのコマンドを
実行する権限が付与されるようにする必要があります。

switch# configure terminal
switch(config)# role name priv-0
switch(config-role)# rule 2 deny command show running-config
switch(config-role)# exit
switch(config)# role name priv-5
switch(config-role)# rule 3 permit command show running-config
switch(config-role)# exit

次の作業
これで、サーバグループも含めて AAA認証方式を設定できるようになります。

TACACS+ に関する追加情報
ここでは、TACACS+の実装に関する追加情報について説明します。

関連資料

参照先関連項目

Cisco NX-OSライセンスガイドCisco NX-OSのライセンス

『Cisco NX-OS 9000 Series NX-OS Unicast Routing
Configuration Guide』

VRFコンフィギュレーション
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標準

タイトル標準

—この機能では、新規の標準がサポートされるこ

とも、一部変更された標準がサポートされるこ

ともありません。また、既存の標準に対するサ

ポートが変更されることもありません。

MIB

MIB のリンクMIB

サポートされている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。

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus9000/
Nexus9000MIBSupportList.html

TACACS+に関連するMIB
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第 5 章

LDAP の設定

この章では、Cisco NX-OSデバイス上で Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）を設定す
る方法について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

• LDAPについて, 111 ページ

• LDAPのライセンス要件, 115 ページ

• LDAPの前提条件, 115 ページ

• LDAPの注意事項と制約事項, 115 ページ

• LDAPのデフォルト設定, 116 ページ

• LDAPの設定, 116 ページ

• LDAPサーバのモニタリング, 132 ページ

• LDAPサーバ統計情報のクリア, 133 ページ

• LDAP設定の確認, 134 ページ

• LDAPの設定例, 134 ページ

• 次の作業, 135 ページ

• LDAPに関する追加情報, 135 ページ

LDAP について
Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）は、Cisco NX-OS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います。 LDAP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 LDAPデーモンのデータベースで管理されます。 Cisco NX-OSデバイス
に設定した LDAP機能を使用可能にするには、LDAPサーバにアクセスして設定しておく必要が
あります。
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LDAPでは、認証と認可のファシリティが別々に提供されます。 LDAPでは、1台のアクセスコ
ントロールサーバ（LDAPデーモン）で各サービス認証と認可を個別に提供できます。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。

LDAP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に、TCP（ポート
389）を使用します。Cisco NX-OSデバイスは、LDAPプロトコルを使用して集中型の認証を行い
ます。

LDAP 認証および許可
クライアントは、簡易バインド（ユーザ名とパスワード）を使用して LDAPサーバとの TCP接続
および認証セッションを確立します。許可プロセスの一環として、LDAPサーバはそのデータベー
スを検索し、ユーザプロファイルやその他の情報を取得します。

バインドしてから検索する（認証を行ってから許可する）か、または検索してからバインドする

ように、バインド操作を設定できます。デフォルトでは、検索してからバインドする方式が使用

されます。

検索してからバインドする方式の利点は、baseDNの前にユーザ名（cn属性）を追加することで認
定者名（DN）を形成するのではなく、検索結果で受け取った DNをバインディング時にユーザ
DNとして使用できることです。この方式は、ユーザDNがユーザ名と baseDNの組み合わせとは
異なる場合に特に役立ちます。ユーザバインドのために、bindDNが baseDN+append-with-baseDN
として構成されます。ここで、append-with-baseDNは cn=$useridのデフォルト値です。

バインド方式の代わりに、比較方式を使用してLDAP認証を確立することもできます。比較方
式では、サーバでユーザ入力の属性値を比較します。たとえば、ユーザパスワード属性を比

較して認証を行うことができます。デフォルトのパスワード属性タイプはuserPasswordです。

（注）

ユーザログインにおける LDAP の動作
LDAPを使用するCiscoNX-OSデバイスに対して、ユーザがPasswordAuthenticationProtocol（PAP;
パスワード認証プロトコル）ログインを試みると、次の処理が行われます。

1 Cisco NX-OSデバイスは接続が確立されると、ユーザ名とパスワードを取得するために LDAP
デーモンに接続します。

2 Cisco NX-OSデバイスは、最終的に LDAPデーモンから次のいずれかの応答を得ます。

• ACCEPT：ユーザの認証に成功したので、サービスを開始します。CiscoNX-OSデバイス
がユーザ許可を必要とする場合は、許可処理が始まります。

• REJECT：ユーザ認証は失敗します。 LDAP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、ログイン操作を再試行するように要求します。
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• ERROR：デーモンによる認証サービスの途中でエラーが発生したか、またはデーモンと
CiscoNX-OSデバイスの間のネットワーク接続でエラーが発生しました。CiscoNX-OSデ
バイスは ERROR応答を受信した場合、別の方法でユーザの認証を試行します。

認証が終了し、Cisco NX-OSデバイスで許可がイネーブルになっていれば、続いてユーザの許
可フェーズに入ります。LDAP許可に進むには、まずLDAP認証を正常に終了する必要があり
ます。

3 LDAP許可が必要な場合、Cisco NX-OSデバイスは再び LDAPデーモンに接続し、デーモンか
ら ACCEPTまたは REJECT応答が返されます。 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（IPv4または IPv6）、アクセ
スリスト、ユーザタイムアウト）

LDAP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の組み合わせを入

力するよう求めますが、他の項目を求めることもできます。

（注）

LDAPでは、認証の前に許可を行うことができます。（注）

LDAP サーバのモニタリング
応答を返さないLDAPサーバがあると、AAA要求の処理に遅延が発生することがあります。AAA
要求の処理時間を短縮するために、LDAPサーバを定期的にモニタして LDAP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。CiscoNX-OSデバイスは、応答の遅いLDAP
サーバをデッド（dead）としてマークし、デッド LDAPサーバには AAA要求を送信しません。
Cisco NX-OSデバイスはデッド LDAPサーバを定期的にモニタし、応答があればアライブ状態に
戻します。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、LDAPサーバ
が稼動状態であることを確認します。 LDAP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、Cisco NX-OSデバイスは、パ
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フォーマンスに影響が出る前に、障害が発生していることをエラーメッセージで表示します。次

の図に、LDAPサーバモニタリングのサーバの状態を示します。

図 4： LDAP サーバの状態

稼働中のサーバと停止中のサーバのモニタリング間隔はそれぞれ別で、ユーザが設定できま

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

（注）

LDAP のベンダー固有属性
Internet Engineering Task Force（IETF;インターネット技術特別調査委員会）ドラフト標準には、
ネットワークアクセスサーバと LDAPサーバ間での Vendor-Specific Attribute（VSA;ベンダー固
有属性）の通信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。

LDAP 用の Cisco VSA 形式
シスコの LDAP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。 Cisco NX-OSデバイス上の認証に
LDAPサーバを使用した場合、LDAPでは LDAP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。 Cisco
NX-OSソフトウェアでは、次の VSAプロトコルオプションをサポートしています。
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• 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。

Cisco NX-OSソフトウェアは、次の属性をサポートしています。

• 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。

LDAP のバーチャライゼーションサポート
Cisco NX-OSデバイスは、仮想ルーティング/転送（VRF）インスタンスを使用して LDAPサーバ
にアクセスします。 VRFの詳細情報については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Unicast Routing
Configuration Guide』を参照してください。

LDAP のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

LDAPにはライセンスは必要ありません。ライ
センスパッケージに含まれていない機能はnx-os
イメージにバンドルされており、無料で提供さ

れます。CiscoNX-OSライセンス方式の詳細に
ついては、『CiscoNX-OS LicensingGuide』を参
照してください。

Cisco NX-OS

LDAP の前提条件
LDAPの前提条件は次のとおりです。

• LDAPサーバの IPv4または IPv6アドレスまたはホスト名を取得すること

• Cisco NX-OSデバイスが AAAサーバの LDAPクライアントとして設定されていること

LDAP の注意事項と制約事項
LDAPに関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

• Cisco NX-OSデバイス上には最大 64の LDAPサーバを設定できます。

• Cisco NX-OSは LDAPバージョン 3だけをサポートします。

• Cisco NX-OSは次の LDAPサーバだけをサポートします。
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OpenLDAP◦

◦ Microsoft Active Directory

• Secure Sockets Layer（SSL）上の LDAPは、SSLバージョン 3および Transport Layer Security
（TLS）バージョン 1だけをサポートします。

•ローカルの Cisco NX-OSデバイス上に設定されているユーザアカウントが、AAAサーバ上
のリモートユーザアカウントと同じ名前の場合、Cisco NX-OSソフトウェアは、AAAサー
バ上に設定されているユーザロールではなく、ローカルユーザアカウントのユーザロール

をリモートユーザに適用します。

LDAP のデフォルト設定
次の表に、LDAPパラメータのデフォルト設定を示します。

デフォルトパラメータ

ディセーブルLDAP

検索してからバインドLDAP認証方式

プレーンLDAP認証メカニズム

0分デッドタイム間隔

5秒タイムアウト間隔

60分アイドルタイマー間隔

testサーバの定期的モニタリングのユーザ名

Ciscoサーバの定期的モニタリングのパスワード

LDAP の設定
ここでは、Cisco NX-OSデバイスで LDAPを設定する手順を説明します。

LDAP サーバの設定プロセス
次の設定プロセスに従って、LDAPサーバを設定できます。

1 LDAPをイネーブルにします。
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2 LDAPサーバと Cisco NX-OSデバイスの接続を確立します。
3 必要に応じて、AAA認証方式用に、LDAPサーバのサブセットを使用してLDAPサーバグルー
プを設定します。

4 （任意）TCPポートを設定します。
5 （任意）LDAPサーバにデフォルト AAA認証方式を設定します。
6 （任意）LDAP検索マップを設定します。
7 （任意）必要に応じて、LDAPサーバの定期モニタリングを設定します。

関連トピック

LDAPのイネーブル化/ディセーブル化, （117ページ）
LDAPサーバホストの設定, （118ページ）

LDAPサーバの rootDNの設定, （120ページ）
LDAPサーバグループの設定, （121ページ）

TCPポートの設定, （125ページ）
LDAP検索マップの設定, （127ページ）
LDAPサーバの定期的モニタリングの設定, （128ページ）

LDAP のイネーブル化/ディセーブル化
デフォルトでは、Cisco NX-OSデバイスの LDAP機能はディセーブルになっています。認証に関
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、LDAP機能を明示的にイ
ネーブルにする必要があります。

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] feature ldap
3. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

LDAPをイネーブルにします。 LDAP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。

[no] feature ldap

例：
switch(config)# feature ldap

ステップ 2   

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

（注）
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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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 3   

関連トピック

LDAPサーバの設定プロセス, （116ページ）
LDAPサーバホストの設定, （118ページ）

LDAPサーバの rootDNの設定, （120ページ）
LDAPサーバグループの設定, （121ページ）

グローバルな LDAPタイムアウト間隔の設定, （123ページ）
LDAPサーバのタイムアウト間隔の設定, （124ページ）
TCPポートの設定, （125ページ）
LDAP検索マップの設定, （127ページ）
LDAPサーバの定期的モニタリングの設定, （128ページ）
LDAPデッドタイム間隔の設定, （130ページ）
LDAPサーバでの AAA許可の設定, （131ページ）

LDAP サーバホストの設定
リモートの LDAPサーバにアクセスするには、Cisco NX-OSデバイス上でその LDAPサーバの IP
アドレスまたはホスト名を設定する必要があります。最大 64の LDAPサーバを設定できます。

デフォルトでは、LDAPサーバの IPアドレスまたはホスト名を Cisco NX-OSデバイスで設定
すると、LDAPサーバがデフォルトの LDAPサーバグループに追加されます。 LDAPサーバ
を別の LDAPサーバグループに追加することもできます。

（注）

はじめる前に

LDAPをイネーブルにします。

リモートの LDAPサーバの IPv4または IPv6アドレスまたはホスト名を取得します。

Secure Sockets Layer（SSL）プロトコルをイネーブルにする予定の場合は、Cisco NX-OSデバイス
で LDAPサーバ証明書を手動で設定します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. [no] ldap-server host {ipv4-address | ipv6-address | host-name} [enable-ssl]
3. （任意） show ldap-server
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

LDAPサーバの IPv4または IPv6アドレス、あるいはホ
スト名を指定します。

[no] ldap-server host {ipv4-address |
ipv6-address | host-name} [enable-ssl]

例：
switch(config)# ldap-server host
10.10.2.2 enable-ssl

ステップ 2   

enable-sslキーワードは、LDAPクライアントにSSLセッ
ションを確立させてからバインドまたは検索の要求を送

信することにより、転送されたデータの整合性と機密保

持を保証します。

（任意）

LDAPサーバの設定を表示します。
show ldap-server

例：
switch(config)# show ldap-server

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

関連トピック

LDAPサーバの設定プロセス, （116ページ）
LDAPのイネーブル化/ディセーブル化, （117ページ）
LDAPサーバグループの設定, （121ページ）

LDAPサーバの rootDNの設定, （120ページ）
LDAPサーバグループの設定, （121ページ）

LDAPサーバの定期的モニタリングの設定, （128ページ）
LDAPサーバのモニタリング, （132ページ）
LDAPサーバ統計情報のクリア, （133ページ）
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LDAP サーバの rootDN の設定
LDAPサーバデータベースのルート指定名（DN）を設定できます。 rootDNは、LDAPサーバに
バインドしてそのサーバの状態を確認するために使用します。

はじめる前に

LDAPをイネーブルにします。

リモートの LDAPサーバの IPv4または IPv6アドレスまたはホスト名を取得します。

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] ldap-server host {ipv4-address | ipv6-address | hostname} rootDN root-name [password password

[port tcp-port [timeout seconds] | timeout seconds]]
3. （任意） show ldap-server
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

LDAPサーバデータベースの rootDNを指定し、ルートの
パスワードをバインドします。

[no] ldap-server host {ipv4-address |
ipv6-address | hostname} rootDN root-name
[password password [port tcp-port [timeout
seconds] | timeout seconds]]

ステップ 2   

任意で、サーバに送る LDAPメッセージに使用する TCP
ポートを指定します。有効な範囲は 1～ 65535です。デ

例：
switch(config)# ldap-server host 10.10.1.1
rootDN cn=manager,dc=acme,dc=com password
Ur2Gd2BH timeout 60

フォルトの TCPポートはグローバル値です（グローバル
値が設定されていない場合は389）。また、サーバのタイ
ムアウト間隔も指定します。値の範囲は 1～ 60秒です。
デフォルトのタイムアウト値はグローバル値です（グロー

バル値が設定されていない場合は 5秒）。

（任意）

LDAPサーバの設定を表示します。
show ldap-server

例：
switch(config)# show ldap-server

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

関連トピック

LDAPサーバの設定プロセス, （116ページ）
LDAPのイネーブル化/ディセーブル化, （117ページ）
LDAPサーバホストの設定, （118ページ）

LDAP サーバグループの設定
サーバグループを使用して、1台または複数台のリモートAAAサーバによるユーザ認証を指定す
ることができます。グループのメンバはすべて、LDAPを使用するように設定する必要がありま
す。設定した順序に従ってサーバが試行されます。

これらのサーバグループはいつでも設定できますが、設定したグループを有効にするには、AAA
サービスに適用する必要があります。

はじめる前に

LDAPをイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] aaa group server ldap group-name
3. [no] server {ipv4-address | ipv6-address | host-name}
4. （任意） [no] authentication {bind-first [append-with-baseDN DNstring] | compare

[password-attribute password]}
5. （任意） [no] enable user-server-group
6. （任意） [no] enable Cert-DN-match
7. （任意） [no] use-vrf vrf-name
8. exit
9. （任意） show ldap-server groups
10. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

LDAPサーバグループを作成し、そのグループの LDAP
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。

[no] aaa group server ldap group-name

例：
switch(config)# aaa group server ldap
LDAPServer1
switch(config-ldap)#

ステップ 2   

LDAPサーバを、LDAPサーバグループのメンバとして
設定します。

[no] server {ipv4-address | ipv6-address |
host-name}

例：
switch(config-ldap)# server 10.10.2.2

ステップ 3   

指定したLDAPサーバが見つからない場合は、ldap-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）

バインド方式または比較方式を使用して LDAP認証を実
行します。デフォルトのLDAP認証方式は、検索してか
らバインドするバインド方式です。

[no] authentication {bind-first
[append-with-baseDN DNstring] | compare
[password-attribute password]}

例：
switch(config-ldap)# authentication
compare password-attribute TyuL8r

ステップ 4   

（任意）

グループ検証をイネーブルにします。 LDAPサーバでグ
ループ名を設定する必要があります。ユーザは、ユーザ

[no] enable user-server-group

例：
switch(config-ldap)# enable
user-server-group

ステップ 5   

名が LDAPサーバで設定されたこのグループのメンバと
して示されている場合にだけ、公開キー認証を通じてロ

グインできます。

（任意）

ユーザプロファイルでユーザ証明書のサブジェクト DN
がログイン可能と示されている場合にだけユーザがログ

インできるようにします。

[no] enable Cert-DN-match

例：
switch(config-ldap)# enable
Cert-DN-match

ステップ 6   

（任意）

サーバグループ内のサーバとの接続に使用する VRFを
指定します。

[no] use-vrf vrf-name

例：
switch(config-ldap)# use-vrf vrf1

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

LDAPサーバグループコンフィギュレーションモード
を終了します。

exit

例：
switch(config-ldap)# exit
switch(config)#

ステップ 8   

（任意）

LDAPサーバグループの設定を表示します。
show ldap-server groups

例：
switch(config)# show ldap-server groups

ステップ 9   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 10   

関連トピック

LDAPサーバの設定プロセス, （116ページ）
LDAPサーバホストの設定, （118ページ）

LDAPのイネーブル化/ディセーブル化, （117ページ）
LDAPサーバホストの設定, （118ページ）

グローバルな LDAP タイムアウト間隔の設定
Cisco NX-OSデバイスがすべての LDAPサーバからの応答を待つ時間を決定するグローバルタイ
ムアウト間隔を設定できます。これを過ぎるとタイムアウトエラーになります。

はじめる前に

LDAPをイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] ldap-server timeout seconds
3. （任意） show ldap-server
4. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

LDAPサーバのタイムアウト間隔を指定します。デ
フォルトのタイムアウト間隔は 5秒です。有効な範
囲は 1～ 60秒です。

[no] ldap-server timeout seconds

例：
switch(config)# ldap-server timeout 10

ステップ 2   

（任意）

LDAPサーバの設定を表示します。
show ldap-server

例：
switch(config)# show ldap-server

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

関連トピック

LDAPのイネーブル化/ディセーブル化, （117ページ）
LDAPサーバのタイムアウト間隔の設定, （124ページ）
LDAPサーバのタイムアウト間隔の設定, （124ページ）

LDAP サーバのタイムアウト間隔の設定
Cisco NX-OSデバイスが LDAPサーバからの応答を待つ時間を決定するタイムアウト間隔を設定
できます。これを過ぎるとタイムアウトエラーになります。

はじめる前に

LDAPをイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] ldap-server host {ipv4-address | ipv6-address | hostname} timeout seconds
3. （任意） show ldap-server
4. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

特定のサーバのタイムアウト間隔を指定します。デ

フォルトはグローバル値です。

[no] ldap-server host {ipv4-address |
ipv6-address | hostname} timeout seconds

例：
switch(config)# ldap-server host server1
timeout 10

ステップ 2   

特定の LDAPサーバに指定したタイムアウ
ト間隔は、すべての LDAPサーバで使用さ
れるグローバルなタイムアウト間隔を上書き

します。

（注）

（任意）

LDAPサーバの設定を表示します。
show ldap-server

例：
switch(config)# show ldap-server

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

関連トピック

グローバルな LDAPタイムアウト間隔の設定, （123ページ）
LDAPのイネーブル化/ディセーブル化, （117ページ）
グローバルな LDAPタイムアウト間隔の設定, （123ページ）

TCP ポートの設定
別のアプリケーションとポート番号が競合している場合は、LDAPサーバ用に別の TCPポートを
設定できます。デフォルトでは、Cisco NX-OSデバイスはすべての LDAP要求に対しポート 389
を使用します。

はじめる前に

LDAPをイネーブルにします。

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティコンフィギュレーションガイドリリース 6.x    
125

LDAP の設定
TCP ポートの設定



手順の概要

1. configure terminal
2. [no] ldap-server host {ipv4-address | ipv6-address | hostname} port tcp-port [timeout seconds]
3. （任意） show ldap-server
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

サーバに送る LDAPメッセージに使用する TCPポートを指
定します。デフォルトの TCPポートは 389です。指定でき
る範囲は 1～ 65535です。

[no] ldap-server host {ipv4-address |
ipv6-address | hostname} port tcp-port
[timeout seconds]

例：
switch(config)# ldap-server host
10.10.1.1 port 200 timeout 5

ステップ 2   

任意でサーバのタイムアウト間隔を指定します。値の範囲

は 1～ 60秒です。デフォルトのタイムアウト値はグローバ
ル値です（グローバル値が設定されていない場合は5秒）。

特定の LDAPサーバに指定したタイムアウト間隔
は、すべての LDAPサーバで使用されるグローバ
ルなタイムアウト間隔を上書きします。

（注）

（任意）

LDAPサーバの設定を表示します。
show ldap-server

例：
switch(config)# show ldap-server

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

関連トピック

LDAPサーバの設定プロセス, （116ページ）
LDAPのイネーブル化/ディセーブル化, （117ページ）
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LDAP 検索マップの設定
検索クエリーを LDAPサーバに送信するように LDAP検索マップを設定できます。サーバはその
データベースで、検索マップで指定された基準を満たすデータを検索します。

はじめる前に

LDAPをイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. ldap search-map map-name
3. （任意） [userprofile | trustedCert | CRLLookup | user-certdn-match | user-pubkey-match |

user-switch-bind] attribute-name attribute-name search-filter filter base-DN base-DN-name
4. （任意） exit
5. （任意） show ldap-search-map
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

LDAP検索マップを設定します。ldap search-map map-name

例：
switch(config)# ldap search-map map1
switch(config-ldap-search-map)#

ステップ 2   

（任意）

ユーザプロファイル、信頼できる証明書、CRL、証
明書DN一致、公開キー一致、またはuser-switchgroup

[userprofile | trustedCert | CRLLookup |
user-certdn-match | user-pubkey-match |
user-switch-bind] attribute-name attribute-name
search-filter filter base-DN base-DN-name

ステップ 3   

ルックアップ検索操作の属性名、検索フィルタ、お

例：
switch(config-ldap-search-map)# userprofile
attribute-name att-name search-filter

よびベースDNを設定します。これらの値は、検索
クエリーを LDAPサーバに送信するために使用され
ます。

(&(objectClass=inetOrgPerson)(cn=$userid))
base-DN dc=acme,dc=com attribute-name引数は Nexusロール定義を含む LDAP

サーバ属性の名前です。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

LDAP検索マップコンフィギュレーションモードを
終了します。

exit

例：
switch(config-ldap-search-map)# exit
switch(config)#

ステップ 4   

（任意）

設定された LDAP検索マップを表示します。
show ldap-search-map

例：
switch(config)# show ldap-search-map

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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 6   

関連トピック

LDAPサーバの設定プロセス, （116ページ）
LDAPのイネーブル化/ディセーブル化, （117ページ）

LDAP サーバの定期的モニタリングの設定
LDAPサーバの可用性をモニタリングできます。設定パラメータには、サーバに対して使用する
ユーザ名とパスワード、サーバにバインドして状態を確認するための rootDN、およびアイドルタ
イマーがあります。アイドルタイマーには、LDAPサーバで何の要求も受信されない状態の時間
を指定します。これを過ぎるとCiscoNX-OSデバイスはテストパケットを送信します。このオプ
ションを設定して定期的にサーバをテストしたり、1回だけテストを実行したりできます。

ネットワークのセキュリティを保護するために、LDAPデータベースの既存のユーザ名と同じ
ものを使用しないことを推奨します。

（注）

はじめる前に

LDAPをイネーブルにします。

   Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティコンフィギュレーションガイドリリース 6.x
128

LDAP の設定
LDAP サーバの定期的モニタリングの設定



手順の概要

1. configure terminal
2. [no] ldap-server host {ipv4-address | ipv6-address | hostname} test rootDN root-name [idle-timeminutes

| password password [idle-time minutes] | username name [password password [idle-time minutes]]]
3. [no] ldap-server deadtime minutes
4. （任意） show ldap-server
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

サーバモニタリング用のパラメータを指定します。

デフォルトのユーザ名は test、デフォルトのパスワー
[no] ldap-server host {ipv4-address | ipv6-address
| hostname} test rootDN root-name [idle-time
minutes | password password [idle-time minutes] |

ステップ 2   

ドはCiscoです。アイドルタイマーのデフォルト値は
60分です。有効な範囲は 1～ 1,440分です。username name [password password [idle-time

minutes]]]
LDAPサーバデータベースの既存のユーザ
でないユーザを指定することを推奨します。

（注）

例：
switch(config)# ldap-server host 10.10.1.1
test rootDN root1 username user1 password
Ur2Gd2BH idle-time 3

以前に応答の遅かった LDAPサーバを Cisco NX-OSデ
バイスがチェックを始めるまでの分数を指定します。

[no] ldap-server deadtime minutes

例：
switch(config)# ldap-server deadtime 5

ステップ 3   

デフォルト値は 0分です。有効な範囲は 0～ 60分で
す。

（任意）

LDAPサーバの設定を表示します。
show ldap-server

例：
switch(config)# show ldap-server

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 5   

関連トピック

LDAPサーバの設定プロセス, （116ページ）
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LDAPのイネーブル化/ディセーブル化, （117ページ）
LDAPサーバホストの設定, （118ページ）

LDAP デッドタイム間隔の設定
すべてのLDAPサーバのデッドタイム間隔を設定できます。デッドタイム間隔では、CiscoNX-OS
デバイスが LDAPサーバをデッドであると宣言した後、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の時間を指定します。

デッドタイム間隔に0分を設定すると、LDAPサーバは、応答を返さない場合でも、デッドと
してマークされません。デッドタイム間隔はグループ単位で設定できます。

（注）

はじめる前に

LDAPをイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] ldap-server deadtime minutes
3. （任意） show ldap-server
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

グローバルなデッドタイム間隔を設定します。デ

フォルト値は 0分です。有効な範囲は 1～ 60分で
す。

[no] ldap-server deadtime minutes

例：
switch(config)# ldap-server deadtime 5

ステップ 2   

（任意）

LDAPサーバの設定を表示します。
show ldap-server

例：
switch(config)# show ldap-server

ステップ 3   

   Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティコンフィギュレーションガイドリリース 6.x
130

LDAP の設定
LDAP デッドタイム間隔の設定



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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

関連トピック

LDAPのイネーブル化/ディセーブル化, （117ページ）

LDAP サーバでの AAA 許可の設定
LDAPサーバのデフォルトの AAA許可方式を設定できます。

はじめる前に

LDAPをイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. aaa authorization {ssh-certificate | ssh-publickey} default {group group-list | local}
3. （任意） show aaa authorization [all]
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

LDAPサーバのデフォルトの AAA許可方式を設定します。aaa authorization {ssh-certificate |
ssh-publickey} default {group group-list
| local}

ステップ 2   

ssh-certificateキーワードは、証明書認証を使用した LDAP認
可またはローカル認可を設定し、 ssh-publickeyキーワードは、

例：
switch(config)# aaa authorization
ssh-certificate default group
LDAPServer1 LDAPServer2

SSH公開キーを使用したLDAP認可またはローカル認可を設定
します。デフォルトの許可は、ユーザに割り当てたロールに

対して許可されたコマンドのリストであるローカル許可です。
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目的コマンドまたはアクション

group-list引数には、LDAPサーバグループ名をスペースで区
切ったリストを指定します。このグループに属するサーバに

対して、AAA許可のためのアクセスが行われます。 local方式
では、許可にローカルデータベースが使用されます。

（任意）

AAA認可設定を表示します。 allキーワードは、デフォルト値
を表示します。

show aaa authorization [all]

例：
switch(config)# show aaa
authorization

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュ

レーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

関連トピック

LDAPのイネーブル化/ディセーブル化, （117ページ）

LDAP サーバのモニタリング
Cisco NX-OSデバイスが保持している LDAPサーバのアクティビティに関する統計情報をモニタ
リングできます。

はじめる前に

Cisco NX-OSデバイスに LDAPサーバを設定します。

手順の概要

1. show ldap-server statistics {hostname | ipv4-address | ipv6-address}

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

LDAPサーバの統計情報を表示しま
す。

show ldap-server statistics {hostname | ipv4-address | ipv6-address}

例：
switch# show ldap-server statistics 10.10.1.1

ステップ 1   
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関連トピック

LDAPサーバホストの設定, （118ページ）

LDAPサーバ統計情報のクリア, （133ページ）
LDAPサーバ統計情報のクリア, （133ページ）

LDAP サーバ統計情報のクリア
Cisco NX-OSデバイスが保持している LDAPサーバのアクティビティに関する統計情報を表示し
ます。

はじめる前に

Cisco NX-OSデバイスに LDAPサーバを設定します。

手順の概要

1. （任意） show ldap-server statistics {hostname | ipv4-address | ipv6-address}
2. clear ldap-server statistics {hostname | ipv4-address | ipv6-address}

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

（任意）

LDAPサーバの統計情報を表示します。
show ldap-server statistics {hostname | ipv4-address |
ipv6-address}

例：
switch# show ldap-server statistics 10.10.1.1

ステップ 1   

LDAPサーバ統計情報をクリアします。clear ldap-server statistics {hostname | ipv4-address |
ipv6-address}

ステップ 2   

例：
switch# clear ldap-server statistics 10.10.1.1

関連トピック

LDAPサーバのモニタリング, （132ページ）
LDAPサーバホストの設定, （118ページ）

LDAPサーバのモニタリング, （132ページ）
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LDAP 設定の確認
LDAP設定情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

目的コマンド

実行コンフィギュレーションのLDAP設定を表
示します。

show running-config ldap [all]

スタートアップコンフィギュレーションの

LDAP設定を表示します。
show startup-config ldap

LDAP設定情報を表示します。show ldap-server

LDAPサーバグループの設定情報を表示しま
す。

show ldap-server groups

LDAP統計情報を表示します。show ldap-server statistics {hostname | ipv4-address
| ipv6-address}

設定されているLDAP属性マップに関する情報
を表示します。

show ldap-search-map

LDAP の設定例
次に、LDAPサーバホストおよびサーバグループを設定する例を示します。
feature ldap
ldap-server host 10.10.2.2 enable-ssl
aaa group server ldap LdapServer
server 10.10.2.2
exit
show ldap-server
show ldap-server groups

次に、LDAP検索マップを設定する例を示します。
ldap search-map s0
userprofile attribute-name description search-filter
(&(objectClass=inetOrgPerson)(cn=$userid)) base-DN dc=acme,dc=com
exit
show ldap-search-map

次に、LDAPサーバに対する証明書認証を使用して AAA許可を設定する例を示します。
aaa authorization ssh-certificate default group LDAPServer1 LDAPServer2
exit
show aaa authorization
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次の作業
これで、サーバグループも含めて AAA認証方式を設定できるようになります。

LDAP に関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco NX-OS Licensing Guide』Cisco NX-OSのライセンス

『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Unicast Routing
Configuration Guide』

VRFコンフィギュレーション

標準

タイトル標準

—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。

MIB

MIB のリンクMIB

サポートされている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。

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus9000/
Nexus9000MIBSupportList.html

LDAPに関連するMIB
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第 6 章

SSH および Telnet の設定

この章では、Cisco NX-OSデバイス上でセキュアシェル（SSH）プロトコルおよび Telnetを設定
する手順について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

• SSHおよび Telnetについて, 137 ページ

• SSHおよび Telnetのライセンス要件, 139 ページ

• SSHおよび Telnetの前提条件, 140 ページ

• SSHと Telnetの注意事項と制約事項, 140 ページ

• SSHおよび Telnetのデフォルト設定, 140 ページ

• SSHの設定 , 141 ページ

• Telnetの設定, 154 ページ

• SSHおよび Telnetの設定の確認, 157 ページ

• SSHの設定例, 157 ページ

• SSHのパスワードが不要なファイルコピーの設定例, 158 ページ

• SSHおよび Telnetに関する追加情報, 160 ページ

SSH および Telnet について
ここでは、SSHおよび Telnetについて説明します。
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SSH サーバ
SSHサーバを使用すると、SSHクライアントは Cisco NX-OS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。 Cisco NX-OSソフト
ウェアの SSHサーバは、市販の一般的な SSHクライアントと相互運用ができます。

SSHがサポートするユーザ認証メカニズムには、Remote Authentication Dial-In User Service
（RADIUS）、TACACS+、LDAP、およびローカルに格納されたユーザ名とパスワードを使用し
た認証があります。

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。 Cisco NX-OSデバイスは、SSHクライアントを使用して、別の Cisco NX-OSデバイ
スまたは SSHサーバの稼働する他のデバイスとの間で暗号化された安全な接続を確立できます。
この接続は、暗号化されたアウトバウンド接続を実現します。認証と暗号化により、SSHクライ
アントは、セキュリティ保護されていないネットワーク上でもセキュアな通信を実現できます。

Cisco NX-OSソフトウェアの SSHクライアントは、無償あるいは商用の SSHサーバと連係して動
作します。

SSH サーバキー
SSHでは、Cisco NX-OSとの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、適切なバージョンの SSHサーバキーペアを取得してく
ださい。使用中の SSHクライアントバージョンに応じて、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、Cisco NX-OSソフトウェアは 1024ビットの RSAキーを生成します。

SSHは、次の公開キー形式をサポートします。

• OpenSSH

• IETF SSH（SECSH）
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• Privacy-Enhanced Mail（PEM）の公開キー証明書

SSHキーをすべて削除すると、SSHサービスを開始できません。注意

デジタル証明書を使用した SSH 認証
Cisco NX-OSデバイスでの SSH認証では、ホスト認証用に X.509デジタル証明書をサポートして
います。 X.509デジタル証明書は、メッセージの出所と整合性を保証するデータ項目です。これ
には安全な通信のための暗号化されたキーが含まれています。また、発信者のアイデンティティ

を証明するために信頼できる Certification Authority（CA;認証局）によって署名されています。
X.509デジタル証明書のサポートにより、認証にDSAとRSAのいずれかのアルゴリズムを使用し
ます。

証明書のインフラストラクチャでは、Secure Socket Layer（SSL）に対応し、セキュリティインフ
ラストラクチャによってクエリーまたは通知を通じて最初に返される証明書が使用されます。証

明書が信頼できる CAのいずれかから発行されたものであれば、証明書の検証は成功です。

X.509証明書を使用する SSH認証用にデバイスを設定できます。認証に失敗した場合は、パス
ワードの入力が求められます。

Telnet サーバ
Telnetプロトコルは、ホストとの TCP/IP接続を確立します。 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、キーストロークをデバイス間でやり
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。

デフォルトでは、Telnetサーバが Cisco NX-OSデバイス上でディセーブルになっています。

SSH および Telnet のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

SSHおよび Telnetにはライセンスは必要ありま
せん。ライセンスパッケージに含まれていな

い機能はnx-osイメージにバンドルされており、
無料で提供されます。CiscoNX-OSライセンス
方式の詳細については、『CiscoNX-OSLicensing
Guide』を参照してください。

Cisco NX-OS
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SSH および Telnet の前提条件
レイヤ 3インターフェイス上で IP、mgmt 0インターフェイス上でアウトバンド、またはイーサ
ネットインターフェイス上でインバンドを設定していることを確認します。

SSH と Telnet の注意事項と制約事項
SSHおよび Telnetに関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

• Cisco NX-OSソフトウェアは、SSHバージョン 2（SSHv2）だけをサポートしています。

• X.509証明書を使用する SSH認証用にデバイスを設定できます。認証に失敗した場合は、パ
スワードの入力が求められます。

• SFTPサーバ機能では、通常のSFTPの chownおよび chgrpコマンドはサポートされません。

• SFTPサーバがイネーブルになっている場合は、adminユーザだけが SFTPを使用してデバイ
スにアクセスできます。

Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能の Cisco NX-OSコマンドは従来の Cisco IOSコ
マンドと異なる点があるため注意が必要です。

（注）

SSH および Telnet のデフォルト設定
次の表に、SSHおよび Telnetパラメータのデフォルト設定を示します。

表 8：デフォルトの SSH および Telnet パラメータ

デフォルトパラメータ

イネーブルSSHサーバ

1024ビットで生成された RSAキーSSHサーバキー

1024RSAキー生成ビット数

ディセーブルTelnetサーバ

23Telnetポート番号

3SSHログインの最大試行回数
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デフォルトパラメータ

ディセーブルSCPサーバ

ディセーブルSFTPサーバ

SSH の設定
ここでは、SSHの設定方法について説明します。

SSH サーバキーの生成
セキュリティ要件に基づいて SSHサーバキーを生成できます。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。

手順の概要

1. configure terminal
2. no feature ssh
3. ssh key {dsa [force] | rsa [bits [force]]}
4. feature ssh
5. exit
6. （任意） show ssh key
7. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

SSHをディセーブルにします。no feature ssh

例：
switch(config)# no feature ssh

ステップ 2   

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

例：
switch(config)# ssh key rsa 2048

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

bits引数には、RSA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。

DSAキーのサイズを指定できません。これは常に 1024
ビットに設定されます。

既存のキーを置き換える場合は、キーワード forceを使
用します。

SSHをイネーブルにします。feature ssh

例：
switch(config)# feature ssh

ステップ 4   

グローバルコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5   

（任意）

SSHサーバキーを表示します。
show ssh key

例：
switch# show ssh key

ステップ 6   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config
startup-config

ステップ 7   

ユーザアカウント用 SSH 公開キーの指定
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

IETF SECSH 形式による SSH 公開キーの指定
ユーザアカウント用に IETF SECSH形式で SSH公開キーを指定できます。
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はじめる前に

IETF SCHSH形式の SSH公開キーを作成します。

手順の概要

1. copy server-file bootflash:filename
2. configure terminal
3. username username sshkey file bootflash:filename
4. exit
5. （任意） show user-account
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

サーバから IETFSECSH形式のSSHキーを含むファ
イルをダウンロードします。サーバは FTP、Secure

copy server-file bootflash:filename

例：
switch# copy
tftp://10.10.1.1/secsh_file.pub
bootflash:secsh_file.pub

ステップ 1   

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

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2   

IETF SECSH形式の SSH公開キーを設定します。username username sshkey file
bootflash:filename

ステップ 3   

例：
switch(config)# username User1 sshkey file
bootflash:secsh_file.pub

グローバルコンフィギュレーションモードを終了

します。

exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4   

（任意）

ユーザアカウントの設定を表示します。

show user-account

例：
switch# show user-account

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 6   

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティコンフィギュレーションガイドリリース 6.x    
143

SSH および Telnet の設定
ユーザアカウント用 SSH 公開キーの指定



OpenSSH 形式の SSH 公開キーの指定
ユーザアカウントに OpenSSH形式の SSH公開キーを指定できます。

はじめる前に

OpenSSH形式の SSH公開キーを作成します。

手順の概要

1. configure terminal
2. username username sshkey ssh-key
3. exit
4. （任意） show user-account
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュ

レーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

OpenSSH形式の SSH公開
キーを設定します。

username username sshkey ssh-key

例：
switch(config)# username User1 sshkey
ssh-rsa

ステップ 2   

AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAy19oF6QaZl9G+3f1XswK3OiW4H7YyUyuA50rv7gsEPj
hOBYmsi6PAVKui1nIf/DQhum+lJNqJP/eLowb7ubO+lVKRXFY/G+lJNIQW3g9igG30c6k6+
XVn+NjnI1B7ihvpVh7dLddMOXwOnXHYshXmSiH3UD/vKyziEh5S4Tplx8=

グローバルコンフィギュ

レーションモードを終了し

ます。

exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

ユーザアカウントの設定を

表示します。

show user-account

例：
switch# show user-account

ステップ 4   

   Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティコンフィギュレーションガイドリリース 6.x
144

SSH および Telnet の設定
ユーザアカウント用 SSH 公開キーの指定



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

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 5   

フィギュレーションにコピー

します。

SSH ログイン試行の最大回数の設定
SSHログイン試行の最大回数を設定できます。許可される試行の最大回数を超えると、セッショ
ンが切断されます。

ログイン試行の合計回数には、公開キー認証、証明書ベースの認証、およびパスワードベース

の認証を使用した試行が含まれます。イネーブルにされている場合は、公開キー認証が優先

されます。証明書ベースとパスワードベースの認証だけがイネーブルにされている場合は、

証明書ベースの認証が優先されます。これらすべての方法で、ログイン試行の設定された数

を超えると、認証失敗回数を超過したことを示すメッセージが表示されます。

（注）

手順の概要

1. configure terminal
2. ssh login-attempts number
3. （任意） show running-config security all
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

ユーザが SSHセッションへのログインを試行できる最大
回数を設定します。ログイン試行のデフォルトの最大回数

は 3です。指定できる範囲は 1～ 10です。

ssh login-attempts number

例：
switch(config)# ssh login-attempts 5

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

このコマンドのno形式は、以前のログイン試行
の値を削除し、ログイン試行の最大回数を 3と
いうデフォルト値に設定します。

（注）

（任意）

SSHログイン試行の設定された最大回数を表示します。
show running-config security all

例：
switch(config)# show running-config
security all

ステップ 3   

（任意）

（任意）実行コンフィギュレーションをスタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

SSH セッションの開始
Cisco NX-OSデバイスから IPv4または IPv6を使用して SSHセッションを開始し、リモートデバ
イスと接続します。

はじめる前に

リモートデバイスのホスト名を取得し、必要なら、リモートデバイスのユーザ名も取得します。

リモートデバイスの SSHサーバをイネーブルにします。

手順の概要

1. ssh [username@]{ipv4-address | hostname} [vrf vrf-name]
2. ssh6 [username@]{ipv6-address | hostname} [vrf vrf-name]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

IPv4を使用してリモートデバイスとのSSHIPv4セッ
ションを作成します。デフォルトの VRFはデフォ
ルト VRFです。

ssh [username@]{ipv4-address | hostname} [vrf
vrf-name]

例：
switch# ssh 10.10.1.1

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

IPv6を使用してリモートデバイスとのSSHIPv6セッ
ションを作成します。

ssh6 [username@]{ipv6-address | hostname} [vrf
vrf-name]

例：
switch# ssh6 HostA

ステップ 2   

ブートモードからの SSH セッションの開始
SSHセッションは、リモートデバイスに接続するCiscoNX-OSデバイスのブートモードから開始
できます。

はじめる前に

リモートデバイスのホスト名を取得し、必要なら、リモートデバイスのユーザ名も取得します。

リモートデバイスの SSHサーバをイネーブルにします。

手順の概要

1. ssh [username@]hostname
2. exit
3. copy scp://[username@]hostname/filepath directory

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

リモートデバイスへの SSHセッションを、Cisco NX-OS
デバイスのブートモードから作成します。デフォルト

VRFが常に使用されます。

ssh [username@]hostname

例：
switch(boot)# ssh user1@10.10.1.1

ステップ 1   

ブートモードを終了します。exit

例：
switch(boot)# exit

ステップ 2   

セキュアコピープロトコル（SCP）を使用して、ファイ
ルを Cisco NX-OSデバイスからリモートデバイスへコ
ピーします。デフォルト VRFが常に使用されます。

copy scp://[username@]hostname/filepath
directory

例：
switch# copy
scp://user1@10.10.1.1/users abc

ステップ 3   
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SSH のパスワードが不要なファイルコピーの設定
Cisco NX-OSデバイスから Secure Copy（SCP）サーバまたは Secure FTP（SFTP）サーバに、パス
ワードなしでファイルをコピーすることができます。これを行うには、SSHによる認証用の公開
キーと秘密キーで構成される RSAまたは DSAのアイデンティティを作成する必要があります。

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] username username keypair generate {rsa [bits [force]] | dsa [force]}
3. （任意） show username username keypair
4. username username keypair export {bootflash:filename | volatile:filename} {rsa | dsa} [force]
5. username username keypair import {bootflash:filename | volatile:filename} {rsa | dsa} [force]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステッ

プ 1   

SSHの公開キーと秘密キーを生成し、指定したユーザの Cisco NX-OSデ
バイスのホームディレクトリ（$HOME/.ssh）に格納します。CiscoNX-OS

[no] username username keypair
generate {rsa [bits [force]] | dsa
[force]}

ステッ

プ 2   
デバイスでは、これらのキーを使用してリモートマシンの SSHサーバ
と通信します。

例：
switch(config)# username user1
keypair generate rsa 2048
force

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。 force
キーワードを省略した場合、SSHキーがすでに存在していれば、SSH
キーは生成されません。

（任意）

指定したユーザの公開キーを表示します。

show username username keypair

例：
switch(config)# show username
user1 keypair

ステッ

プ 3   

セキュリティ上の理由から、このコマンドで秘密キーは表示さ

れません。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

Cisco NX-OSデバイスのホームディレクトリから、指定したブートフ
ラッシュディレクトリまたは一時ディレクトリに、公開キーと秘密キー

をエクスポートします。

username username keypair export
{bootflash:filename |
volatile:filename} {rsa | dsa} [force]

例：
switch(config)# username user1
keypair export
bootflash:key_rsa rsa

ステッ

プ 4   

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。 force
キーワードを省略した場合、SSHキーがすでに存在していれば、SSH
キーはエクスポートされません。

生成したキーペアをエクスポートするとき、秘密キーを暗号化するパス

フレーズを入力するように求められます。秘密キーは、指定したファイ

ルとしてエクスポートされ、公開キーは、同じファイル名に .pub拡張子
を付けてエクスポートされます。これで、このキーペアを任意の Cisco
NX-OSデバイスにコピーし、SCPまたは SFTPを使用してサーバのホー
ムディレクトリに公開キーファイル（*.pub）をコピーできるようにな
ります。

セキュリティ上の理由から、このコマンドはグローバルコン

フィギュレーションモードでしか実行できません。

（注）

指定したブートフラッシュディレクトリまたは一時ディレクトリから、

Cisco NX-OSデバイスのホームディレクトリに、エクスポートした公開
キーと秘密キーをインポートします。

username username keypair import
{bootflash:filename |
volatile:filename} {rsa | dsa} [force]

例：
switch(config)# username user1
keypair import
bootflash:key_rsa rsa

ステッ

プ 5   

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。 force
キーワードを省略した場合、SSHキーがすでに存在していれば、SSH
キーはインポートされません。

生成したキーペアをインポートするとき、秘密キーを復号化するパスフ

レーズを入力するように求められます。秘密キーは指定したファイルと

してインポートされ、公開キーは同じファイル名に .pub拡張子を付けて
インポートされます。

セキュリティ上の理由から、このコマンドはグローバルコン

フィギュレーションモードでしか実行できません。

（注）

パスワードなしでサーバにアクセスできるのは、サーバでキー

が設定されているユーザのみです。

（注）

次の作業

SCPサーバまたは SFTPサーバで、次のコマンドを使用して、*.pubファイル（たとえば、
key_rsa.pub）に格納された公開キーを authorized_keysファイルに追加します。

$ cat key_rsa.pub >> $HOME/.ssh/ authorized_keys

これで、標準のSSHコマンドおよびSCPコマンドを使用してパスワードを指定しなくても、Cisco
NX-OSデバイスからサーバにファイルをコピーできます。
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SCP サーバと SFTP サーバの設定
リモートデバイスとの間でファイルをコピーできるように、Cisco NX-OSデバイスで SCPサーバ
またはSFTPサーバを設定できます。SCPサーバまたはSFTPサーバをイネーブルにした後、Cisco
NX-OSデバイスとの間でファイルをコピーするために、リモートデバイスで SCPまたは SFTPコ
マンドを実行できます。

arcfourおよび blowfish cipherオプションは SCPサーバではサポートされません。（注）

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] feature scp-server
3. [no] feature sftp-server
4. exit
5. （任意） show running-config security
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

Cisco NX-OSデバイス上で SCPサーバをイネーブル
またはディセーブルにします。

[no] feature scp-server

例：
switch(config)# feature scp-server

ステップ 2   

CiscoNX-OSデバイス上でSFTPサーバをイネーブル
またはディセーブルにします。

[no] feature sftp-server

例：
switch(config)# feature sftp-server

ステップ 3   

グローバルコンフィギュレーションモードを終了し

ます。

exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4   

   Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティコンフィギュレーションガイドリリース 6.x
150

SSH および Telnet の設定
SCP サーバと SFTP サーバの設定



目的コマンドまたはアクション

（任意）

SCPサーバと SFTPサーバの設定ステータスを表示
します。

show running-config security

例：
switch# show running-config 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。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 6   

SSH ホストのクリア
サーバから SCPまたは SFTPを使用してファイルをダウンロードする場合、またはこのデバイス
からリモートホストに SSHセッションを開始する場合には、そのサーバと信頼できる SSH関係
が確立されます。ユーザアカウントの、信頼できる SSHサーバのリストはクリアすることがで
きます。

手順の概要

1. clear ssh hosts

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

SSHホストセッションおよび既知のホストファイ
ルをクリアします。

clear ssh hosts

例：
switch# clear ssh hosts

ステップ 1   

SSH サーバのディセーブル化
Cisco NX-OSでは、デフォルトで SSHサーバがイネーブルになっています。 SSHサーバをディ
セーブルにすると、SSHでスイッチにアクセスすることを防止できます。
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手順の概要

1. configure terminal
2. no feature ssh
3. exit
4. （任意） show ssh server
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

SSHをディセーブルにします。no feature ssh

例：
switch(config)# no feature ssh

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

します。

exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

SSHサーバの設定を表示します。
show ssh server

例：
switch# show ssh server

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 5   

SSH サーバキーの削除
SSHサーバをディセーブルにした後、Cisco NX-OSデバイス上の SSHサーバキーを削除できま
す。

SSHを再度イネーブルにするには、まず、SSHサーバキーを生成する必要があります。（注）
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手順の概要

1. configure terminal
2. no feature ssh
3. no ssh key [dsa | rsa]
4. exit
5. （任意） show ssh key
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

SSHをディセーブルにします。no feature ssh

例：
switch(config)# no feature ssh

ステップ 2   

SSHサーバキーを削除します。no ssh key [dsa | rsa]

例：
switch(config)# no ssh key rsa

ステップ 3   

デフォルトでは、すべての SSHキーが削除されま
す。

グローバルコンフィギュレーションモードを終了

します。

exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4   

（任意）

SSHサーバキーの設定を表示します。
show ssh key

例：
switch# show ssh key

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

関連トピック

SSHサーバキーの生成, （141ページ）
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SSH セッションのクリア
Cisco NX-OSデバイスから SSHセッションをクリアできます。

手順の概要

1. show users
2. clear line vty-line

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ユーザセッション情報を表示します。show users

例：
switch# show users

ステップ 1   

ユーザ SSHセッションをクリアします。clear line vty-line

例：
switch(config)# clear line pts/12

ステップ 2   

Telnet の設定
ここでは、Cisco NX-OSデバイスで Telnetを設定する手順を説明します。

Telnet サーバのディセーブル化
CiscoNX-OSデバイス上でTelnetサーバをイネーブルにできます。デフォルトでは、Telnetはディ
セーブルです。

手順の概要

1. configure terminal
2. feature telnet
3. exit
4. （任意） show telnet server
5. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

Telnetサーバ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。

feature telnet

例：
switch(config)# feature telnet

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

ます。

exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

Telnetサーバの設定を表示します。
show telnet server

例：
switch# show telnet server

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

リモートデバイスとの Telnet セッションの開始
Cisco NX-OSデバイスから SSHセッションを開始して、リモートデバイスと接続できます。 IPv4
または IPv6のいずれかを使用して Telnetセッションを開始できます。

はじめる前に

リモートデバイスのホスト名または IPアドレスと、必要な場合はリモートデバイスのユーザ名
を取得します。

Cisco NX-OSデバイス上で Telnetサーバをイネーブルにします。

リモートデバイス上で Telnetサーバをイネーブルにします。

手順の概要

1. telnet {ipv4-address | host-name} [port-number] [vrf vrf-name]
2. telnet6 {ipv6-address | host-name} [port-number] [vrf vrf-name]
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

IPv4を使用してリモートデバイスとの Telnetセッションを
開始します。デフォルトのポート番号は 23です。指定で

telnet {ipv4-address | host-name}
[port-number] [vrf vrf-name]

例：
switch# telnet 10.10.1.1

ステップ 1   

きる範囲は 1～ 65535です。デフォルトのVRFはデフォル
ト VRFです。

IPv6を使用してリモートデバイスとの Telnetセッションを
開始します。デフォルトのポート番号は 23です。指定で

telnet6 {ipv6-address | host-name}
[port-number] [vrf vrf-name]

例：
switch# telnet6 2001:0DB8::ABCD:1 vrf
management

ステップ 2   

きる範囲は 1～ 65535です。デフォルトのVRFはデフォル
ト VRFです。

関連トピック

Telnetサーバのディセーブル化, （154ページ）

Telnet セッションのクリア
Cisco NX-OSデバイスから Telnetセッションをクリアできます。

はじめる前に

Cisco NX-OSデバイス上で Telnetサーバをイネーブルにします。

手順の概要

1. show users
2. clear line vty-line

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ユーザセッション情報を表示します。show users

例：
switch# show users

ステップ 1   

ユーザ Telnetセッションをクリアします。clear line vty-line

例：
switch(config)# clear line pts/12

ステップ 2   
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SSH および Telnet の設定の確認
SSHおよび Telnetの設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

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

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

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

show running-config security [all]

SSHサーバの設定を表示します。show ssh server

Telnetサーバの設定を表示します。show telnet server

指定したユーザの公開キーを表示します。show username username keypair

SSH の設定例
次の例は、OpenSSHキーを使用して SSHを設定する方法を示しています。

ステップ 1 SSHサーバをディセーブルにします。

例：
switch# configure terminal
switch(config)# no feature ssh

ステップ 2 SSHサーバキーを生成します。

例：

switch(config)# ssh key rsa
generating rsa key(1024 bits)......
generated rsa key

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

ステップ 4 SSHサーバキーを表示します。

例：
switch(config)# show ssh key
rsa Keys generated:Sat Sep 29 00:10:39 2013

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAvWhEBsF55oaPHNDBnpXOTw6+/OdHoLJZKr
+MZm99n2U0ChzZG4svRWmHuJY4PeDWl0e5yE3g3EO3pjDDmt923siNiv5aSga60K36lr39
HmXL6VgpRVn1XQFiBwn4na+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
**************************************

ステップ 5 OpenSSH形式の SSH公開キーを指定します。

例：
switch(config)# username User1 sshkey ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAy19oF6QaZl9G+3f1XswK3OiW4H7YyUyuA50r
v7gsEPjhOBYmsi6PAVKui1nIf/DQhum+lJNqJP/eLowb7ubO+lVKRXFY/G+lJNIQ
W3g9igG30c6k6+XVn+NjnI1B7ihvpVh7dLddMOXwOnXHYshXmSiH3UD/vKyziEh5
4Tplx8=

ステップ 6 設定を保存します。

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

SSH のパスワードが不要なファイルコピーの設定例
次に、Cisco NX-OSデバイスから Secure Copy（SCP）サーバまたは Secure FTP（SFTP）サーバ
に、パスワードなしでファイルをコピーする例を示します。

ステップ 1 SSHの公開キーと秘密キーを生成し、指定したユーザの Cisco NX-OSデバイスのホームディレクトリに
格納します。

例：
switch# configure terminal
switch(config)# username admin keypair generate rsa
generating rsa key(1024 bits)......

   Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティコンフィギュレーションガイドリリース 6.x
158

SSH および Telnet の設定
SSH のパスワードが不要なファイルコピーの設定例



generated rsa key

ステップ 2 指定したユーザの公開キーを表示します。

例：
switch(config)# show username admin keypair

**************************************

rsa Keys generated: Thu Jul 9 11:10:29 2013

ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAxWmjJT+oQhIcvnrMbx2BmD0P8boZElTfJ
Fx9fexWp6rOiztlwODtehnjadWc6A+DE2DvYNvqsrU9TBypYDPQkR/+Y6cKubyFW
VxSBG/NHztQc3+QC1zdkIxGNJbEHyFoajzNEO8LLOVFIMCZ2Td7gxUGRZc+fbq
S33GZsCAX6v0=

bitcount:262144
fingerprint:
8d:44:ee:6c:ca:0b:44:95:36:d0:7d:f2:b5:78:74:7d
**************************************

could not retrieve dsa key information
**************************************

ステップ 3 CiscoNX-OSデバイスのホームディレクトリから、指定したブートフラッシュディレクトリに、公開キー
と秘密キーをエクスポートします。

例：
switch(config)# username admin keypair export bootflash:key_rsa rsa
Enter Passphrase:
switch(config)# dir
.
.
.

951 Jul 09 11:13:59 2013 key_rsa
221 Jul 09 11:14:00 2013 key_rsa.pub

.

.

ステップ 4 copy scpまたは copy sftpコマンドを使用して、別の Cisco NX-OSデバイスにこれら 2つのファイルをコ
ピーした後、Cisco NX-OSデバイスのホームディレクトリにインポートします。

例：
switch(config)# username admin keypair import bootflash:key_rsa rsa
Enter Passphrase:
switch(config)# show username admin keypair
**************************************

rsa Keys generated: Thu Jul 9 11:10:29 2013

ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAxWmjJT+oQhIcvnrMbx2BmD0P8boZElTfJ
Fx9fexWp6rOiztlwODtehnjadWc6A+DE2DvYNvqsrU9TBypYDPQkR/+Y6cKubyFW
VxSBG/NHztQc3+QC1zdkIxGNJbEHyFoajzNEO8LLOVFIMCZ2Td7gxUGRZc+fbq
S33GZsCAX6v0=

bitcount:262144
fingerprint:
8d:44:ee:6c:ca:0b:44:95:36:d0:7d:f2:b5:78:74:7d
**************************************
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could not retrieve dsa key information
**************************************
switch(config)#

ステップ 5 SCPサーバまたは SFTPサーバで、key_rsa.pubに格納されている公開キーを authorized_keysファイルに追
加します。

例：
$ cat key_rsa.pub >> $HOME/.ssh/ authorized_keys

これで、標準の SSHコマンドおよび SCPコマンドを使用してパスワードを指定しなくても、CiscoNX-OS
デバイスからサーバにファイルをコピーできます。

ステップ 6 （任意） DSAキーについてこの手順を繰り返します。

SSH および Telnet に関する追加情報
ここでは、SSHおよび Telnetの実装に関する追加情報について説明します。

関連資料

参照先関連項目

『Cisco NX-OS Licensing Guide』Cisco NX-OSのライセンス

『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Unicast Routing
Configuration Guide』

VRFコンフィギュレーション

標準

タイトル標準

—この機能でサポートされる新規または改訂され

た標準規格はありません。また、この機能によ

る既存の標準規格サポートの変更はありませ

ん。
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MIB

MIB のリンクMIB

サポートされている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。

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus9000/
Nexus9000MIBSupportList.html

SSHおよび Telnetに関連するMIB
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第 7 章

ユーザアカウントと RBAC の設定

この章では、CiscoNX-OSデバイス上でユーザアカウントおよびRole-BasedAccessControl（RBAC;
ロールベースアクセスコントロール）を設定する手順について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

• ユーザアカウントと RBACについて, 163 ページ

• ユーザアカウントおよび RBACのライセンス要件, 166 ページ

• ユーザアカウントおよび RBACの注意事項と制約事項, 167 ページ

• ユーザアカウントおよび RBACのデフォルト設定, 167 ページ

• パスワードの強度確認のイネーブル化, 168 ページ

• ユーザアカウントの設定, 169 ページ

• ロールの設定, 171 ページ

• ユーザアカウントと RBACの設定の確認, 179 ページ

• ユーザアカウントおよび RBACの設定例, 180 ページ

• ユーザアカウントおよび RBACに関する追加情報, 182 ページ

ユーザアカウントと RBAC について
ユーザアカウントを作成して管理し、Cisco NX-OSで行える操作を制限するロールを割り当てる
ことができます。 RBACは、ユーザが実行する必要のある管理操作の許可を制限するロールの割
り当てのルールを定義することを可能にします。
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ユーザアカウント

最大 256のユーザアカウントを作成できます。デフォルトでは、明示的に期限を指定しないかぎ
り、ユーザアカウントは無期限に有効です。 expireオプションを使用すると、ユーザアカウント
をディセーブルにする日付を設定できます。

次の語は予約済みであり、ユーザ設定に使用できません。bin、daemon、adm、lp、sync、shutdown、
halt、mail、news、uucp、operator、games、gopher、ftp、nobody、nscd、mailnull、root、rpc、rpcuser、
xfs、gdm、mtsuser、ftpuser、man、および sys。

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。（注）

ユーザ名の先頭は英数字とする必要があります。ユーザ名には特殊文字 ( + = . _ \ - )のみを含
めることができます。 #記号と !記号はサポートされていません。ユーザ名に許可されていな
い文字が含まれている場合、指定したユーザはログインできません。

注意

強力なパスワードの特性

強固なパスワードは、次の特性を持ちます。

•長さが 8文字以上である

•複数の連続する文字（「abcd」など）を含んでいない

•複数の同じ文字の繰返し（「aaabbb」など）を含んでいない

•辞書に載っている単語を含んでいない

•固有名詞を含んでいない

•大文字および小文字の両方が含まれている

•数字が含まれている

強固なパスワードの例を次に示します。

• If2CoM18

• 2004AsdfLkj30

• Cb1955S21
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クリアテキストパスワードには、パスワードのいずれの部分にも、ドル記号（$）またはス
ペースを含めることはできません。また、パスワードの先頭に引用符（"または '）、縦棒
（|）、大なり記号（>）などの特殊文字を含めることもできません。

（注）

出力可能なすべてのASCII文字は、引用符で囲めば、パスワード文字列でサポートされます。（注）

パスワードの強度確認をイネーブルにすると、パスワードが単純である場合（短く、簡単に解読

されるパスワードなど）に、CiscoNX-OSソフトウェアによってパスワード設定が拒否されます。
サンプル設定にあるような強固なパスワードを設定してください。パスワードでは、大文字と小

文字が区別されます。

関連トピック

パスワードの強度確認のイネーブル化, （168ページ）

ユーザロール

ユーザロールには、そのロールを割り当てられたユーザが実行できる操作を定義するルールが含

まれています。各ユーザロールに複数のルールを含めることができ、各ユーザが複数のロールを

持つことができます。たとえば、ロール 1では設定操作の実行だけが許可されており、ロール 2
ではデバッグ操作の実行だけが許可されている場合、ロール 1とロール 2の両方に属するユーザ
は、設定操作とデバッグ操作を実行できます。また、特定の仮想ルーティング/転送（VRF）イン
スタンスおよびインターフェイスへのアクセスも制限できます。

Cisco NX-OSソフトウェアには、2種類のユーザロールが準備されています。

• network-admin：Cisco NX-OSデバイス全体への完全な読み取り/書き込みアクセス権

• network-operator：Cisco NX-OSデバイス全体への完全な読み取りアクセス権

ユーザロールは変更できません。（注）

一部の showコマンドは、network-operatorユーザには使用不可にすることができます。さら
に、一部の show以外のコマンド（telnetなど）を、これらのユーザのロールで使用可能にす
ることができます。

（注）

デフォルトでは、管理者のロールがないユーザアカウントでは、show、exit、end、およびconfigure
terminalコマンドしかアクセスできません。ルールを追加して、ユーザが機能を設定できるよう
にすることが可能です。
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複数のロールに属するユーザは、そのロールで許可されるすべてのコマンドの組み合わせを実

行できます。コマンドへのアクセス権は、コマンドへのアクセス拒否よりも優先されます。

たとえば、ユーザが、コンフィギュレーションコマンドへのアクセスが拒否されたロール A
を持っていたとします。しかし、同じユーザがロールBも持ち、このロールではコンフィギュ
レーションコマンドにアクセスできるとします。この場合、このユーザはコンフィギュレー

ションコマンドにアクセスできます。

（注）

ユーザロールのルール

ルールは、ロールの基本要素です。ルールは、そのロールがユーザにどの操作の実行を許可する

かを定義します。ルールは次のパラメータで適用できます。

コマンド

正規表現で定義されたコマンドまたはコマンドグループ

機能

正規表現で定義されたコマンドまたはコマンドグループ

機能グループ

機能のデフォルトグループまたはユーザ定義グループ

OID

SNMPオブジェクト ID（OID）。

command、feature、および feature groupの各パラメータにより、階層的な関係が作成されます。
最も基本的な制御パラメータは commandです。次の制御パラメータは featureです。これは、そ
の機能にアソシエートされているすべてのコマンドを表します。最後の制御パラメータが、feature
groupです。機能グループは、関連する機能を組み合わせたものです。機能グループによりルー
ルを簡単に管理できます。また、CiscoNX-OSソフトウェアには、使用可能な機能グループL3が
あらかじめ定義されています。

ロールごとに最大 256のルールを設定できます。ルールが適用される順序は、ユーザ指定のルー
ル番号で決まります。ルールは降順で適用されます。たとえば、1つのロールが 3つのルールを
持っている場合、ルール 3がルール 2よりも前に適用され、ルール 2はルール 1よりも前に適用
されます。

ユーザアカウントおよび RBAC 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。
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ライセンス要件製品

ユーザアカウントおよび RBACにはライセン
スは必要ありません。ライセンスパッケージ

に含まれていない機能は nx-osイメージにバン
ドルされており、無料で提供されます。 Cisco
NX-OSライセンス方式の詳細については、
『CiscoNX-OS LicensingGuide』を参照してくだ
さい。

Cisco NX-OS

ユーザアカウントおよび RBAC の注意事項と制約事項
ユーザアカウントおよび RBACに関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

•ユーザロールには最大 256個の規則を追加できます。

•デフォルトの機能グループである L3に加えて、最大 64のユーザ定義機能グループを追加で
きます。

•最大 256人のユーザを設定できます。

• 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。

•ローカルの Cisco NX-OSデバイス上に設定されているユーザアカウントが、AAAサーバ上
のリモートユーザアカウントと同じ名前の場合、Cisco NX-OSソフトウェアは、AAAサー
バ上に設定されているユーザロールではなく、ローカルユーザアカウントのユーザロール

をリモートユーザに適用します。

•デフォルトの adminと SNMPユーザアカウントは削除できません。

•デフォルトのユーザロールを、デフォルトの adminユーザアカウントから削除することは
できません。

• network-operatorロールでは、show running-configおよび show startup-configコマンドを実行
できません。

Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能の Cisco NX-OSコマンドは従来の Cisco IOSコ
マンドと異なる点があるため注意が必要です。

（注）

ユーザアカウントおよび RBAC のデフォルト設定
次の表に、ユーザアカウントおよび RBACパラメータのデフォルト設定を示します。
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表 9：デフォルトのユーザアカウントと RBAC パラメータ

デフォルトパラメータ

未定義ユーザアカウントパスワード

なしユーザアカウントの有効期限

作成ユーザが network-adminロールを持つ場合
は network-operator

ユーザアカウントロール

network-operatorデフォルトユーザロール

すべてのインターフェイスにアクセス可能インターフェイスポリシー

すべての VRFにアクセス可能VRFポリシー

L3機能グループ

パスワードの強度確認のイネーブル化
ユーザアカウントに対して弱いパスワードを設定しないように、パスワードの強度確認機能をイ

ネーブルにすることができます。

パスワード強度確認をイネーブルにしても、Cisco NX-OSソフトウェアでは、既存パスワード
の強度確認は行われません。

（注）

手順の概要

1. configure terminal
2. password strength-check
3. exit
4. （任意） show password strength-check
5. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

パスワードの強度確認をイネーブルにします。デフォ

ルトはイネーブルです。

password strength-check

例：
switch(config)# password strength-check

ステップ 2   

パスワードの強度確認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。

グローバルコンフィギュレーションモードを終了し

ます。

exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

パスワードの強度確認の設定を表示します。

show password strength-check

例：
switch# show password strength-check

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

関連トピック

強力なパスワードの特性, （164ページ）

ユーザアカウントの設定
1つの Cisco NX-OSデバイスに最大 256個のユーザアカウントを作成できます。ユーザアカウン
トは、次の属性を持ちます。

•ユーザ名

•パスワード

•失効日

•ユーザロール
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パスワードはクリアテキストか暗号化された形式で入力できます。 Cisco NX-OSパスワードは、
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。暗号

化された形式のパスワードは、こ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。

ユーザアカウントは、最大 64個のユーザロールを持つことができます。コマンドラインイン
ターフェイス（CLI）の状況依存ヘルプユーティリティを使用して、利用できるコマンドを確認
できます。

ユーザアカウントの属性に加えられた変更は、そのユーザがログインして新しいセッション

を作成するまで有効になりません。

（注）

手順の概要

1. configure terminal
2. （任意） show role
3. username user-id [password [0 | 5] password] [expire date] [role role-name]
4. exit
5. （任意） show user-account
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

（任意）

使用可能なユーザロールを表示します。必要に応じて、他のユー

ザロールを設定できます。

show role

例：
switch(config)# show role

ステップ 2   

ユーザアカウントを設定します。 user-id引数は、最大 28文字の英
数字で、大文字と小文字が区別されます。指定できる文字は、A～

username user-id [password [0 | 5]
password] [expire date] [role
role-name]

ステップ 3   

Zの英大文字、a～ zの英小文字、0～ 9の数字、ハイフン（-）、

例：
switch(config)# username NewUser
password 4Ty18Rnt

ピリオド（.）、アンダースコア（_）、プラス符号（+）、および等
号（=）です。アットマーク（@）はリモートユーザ名では使用で
きますが、ローカルユーザ名では使用できません。

デフォルトパスワードは定義されていません。オプションの0は、
パスワードがクリアテキストであることを、5は、パスワードが暗
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目的コマンドまたはアクション

号化されていることを意味します。デフォルトは0（クリアテキス
ト）です。

パスワードを指定しなかった場合、ユーザはCiscoNX-OS
デバイスにログインできません。

（注）

暗号化パスワードオプションを使用してユーザアカウン

トを作成する場合、対応する SNMPユーザは作成されま
せん。

（注）

expire dateオプションの形式は、YYYY-MM-DDです。デフォルト
では、失効日はありません。

ユーザアカウントは、最大 64個のユーザロールを持つことができ
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ます。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4   

（任意）

ロール設定を表示します。

show user-account

例：
switch# show user-account

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレー

ションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

関連トピック

ロールの設定, （171ページ）

ユーザロールおよびルールの作成, （171ページ）

ロールの設定
ここでは、ユーザロールの設定方法について説明します。

ユーザロールおよびルールの作成

最大 64個のユーザロールを設定できます。各ユーザロールが、最大 256個のルールを持つこと
ができます。ユーザロールを複数のユーザアカウントに割り当てることができます。
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指定するルール番号は、適用するルールの順序を決めます。ルールは降順で適用されます。たと

えば、1つのロールが 3つのルールを持っている場合、ルール 3がルール 2よりも前に適用され、
ルール 2はルール 1よりも前に適用されます。

ユーザロールに設定された読み取り/書き込みルールに関係なく、一部のコマンドは、あらか
じめ定義された network-adminロールでのみ実行できます。

（注）

はじめる前に

ユーザロール設定を配布する場合は、設定を配布する対象のすべての Cisco NX-OSデバイスで
ユーザロール設定の配布をイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. role name role-name
3. rule number {deny | permit} command command-string
4. rule number {deny | permit} {read | read-write}
5. rule number {deny | permit} {read | read-write} feature feature-name
6. rule number {deny | permit} {read | read-write} feature-group group-name
7. rule number {deny | permit} {read | read-write} oid snmp_oid_name
8. （任意） description text
9. exit
10. （任意） show role
11. （任意） show role {pending | pending-diff}
12. （任意） role commit
13. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

ユーザロールを指定し、ロールコンフィギュレーション

モードを開始します。 role-name引数は、最大 16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。

role name role-name

例：
switch(config)# role name UserA
switch(config-role)#

ステップ 2   

コマンドルールを設定します。rule number {deny | permit} command
command-string

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

command-stringには、スペースおよび正規表現を含めること
ができます。たとえば、interface ethernetにはすべてのイー
サネットインターフェイスが含まれます。

例：
switch(config-role)# rule 1 deny
command clear users

必要なルールの数だけこのコマンドを繰り返します。

すべての操作の読み取り専用ルールまたは読み取り/書き込
みルールを設定します。

rule number {deny | permit} {read |
read-write}

例：
switch(config-role)# rule 2 deny
read-write

ステップ 4   

機能に対して、読み取り専用ルールか読み取りと書き込み

のルールかを設定します。

rule number {deny | permit} {read |
read-write} feature feature-name

例：
switch(config-role)# rule 3 permit
read feature router-bgp

ステップ 5   

show role featureコマンドを使用すれば、機能のリストが表
示されます。

必要なルールの数だけこのコマンドを繰り返します。

機能グループに対して、読み取り専用ルールか読み取りと

書き込みのルールかを設定します。

rule number {deny | permit} {read |
read-write} feature-group group-name

例：
switch(config-role)# rule 4 deny
read-write feature-group L3

ステップ 6   

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。

必要なルールの数だけこのコマンドを繰り返します。

SNMPオブジェクト ID（OID）の読み取り専用または読み
書きルールを設定します。OIDには最大 32の要素を入力す

rule number {deny | permit} {read |
read-write} oid snmp_oid_name

例：
switch(config-role)# rule 5 deny
read-write oid 1.3.6.1.2.1.1.9

ステップ 7   

ることができます。このコマンドは、SNMPベースのパ
フォーマンスモニタリングツールがデバイスをポーリング

するために使用できますが、IPルーティングテーブル、
MACアドレステーブル、特定のMIBなどのシステムの集
中的な拠点へのアクセスは制限されます。

一番深層の OIDはスカラレベルまたはテーブル
ルートレベルにすることができます。

（注）

必要な規則の数だけこのコマンドを繰り返します。

（任意）

ロールの説明を設定します。説明にはスペースも含めるこ

とができます。

description text

例：
switch(config-role)# description This
role does not allow users to use
clear commands

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

ロールコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config-role)# exit
switch(config)#

ステップ 9   

（任意）

ユーザロールの設定を表示します。

show role

例：
switch(config)# show role

ステップ 10   

（任意）

配布するために保留状態になっているユーザロール設定を

表示します。

show role {pending | pending-diff}

例：
switch(config)# show role pending

ステップ 11   

（任意）

一時データベース内にあるユーザロールの設定変更を実行

コンフィギュレーションに適用します。

role commit

例：
switch(config)# role commit

ステップ 12   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 13   

機能グループの作成

カスタム機能グループを作成して、Cisco NX-OSソフトウェアが提供するデフォルトの機能リス
トに追加できます。これらの機能グループは 1つまたは複数の機能を含んでいます。最大 64個
の機能グループを作成できます。

デフォルト機能グループ L3を変更することはできません。（注）

はじめる前に

ユーザロール設定を配布する場合は、設定を配布する対象のすべての Cisco NX-OSデバイスで
ユーザロール設定の配布をイネーブルにします。
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手順の概要

1. configure terminal
2. role feature-group name group-name
3. feature feature-name
4. exit
5. （任意） show role feature-group
6. （任意） show role {pending | pending-diff}
7. （任意） role commit
8. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

ユーザロール機能グループを指定して、ロール機能グ

ループコンフィギュレーションモードを開始します。

role feature-group name group-name

例：
switch(config)# role feature-group name
GroupA
switch(config-role-featuregrp)#

ステップ 2   

group-name引数は、最大 32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。

機能グループの機能を指定します。feature feature-name

例：
switch(config-role-featuregrp)# feature
radius

ステップ 3   

必要な機能の数だけこのコマンドを繰り返します。

機能の一覧を表示する場合は、show role
componentコマンドを使用します。

（注）

ロール機能グループコンフィギュレーションモードを

終了します。

exit

例：
switch(config-role-featuregrp)# exit
switch(config)#

ステップ 4   

（任意）

ロール機能グループ設定を表示します。

show role feature-group

例：
switch(config)# show role feature-group

ステップ 5   

（任意）

配布するために保留状態になっているユーザロール設定

を表示します。

show role {pending | pending-diff}

例：
switch(config)# show role pending

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

一時データベース内にあるユーザロールの設定変更を実

行コンフィギュレーションに適用します。

role commit

例：
switch(config)# role commit

ステップ 7   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 8   

ユーザロールインターフェイスポリシーの変更

ユーザロールインターフェイスポリシーを変更することで、ユーザがアクセスできるインター

フェイスを制限できます。デフォルトでは、ユーザ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。

はじめる前に

1つまたは複数のユーザロールを作成します。

ユーザロール設定を配布する場合は、設定を配布する対象のすべての Cisco NX-OSデバイスで
ユーザロール設定の配布をイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. role name role-name
3. interface policy deny
4. permit interface interface-list
5. exit
6. （任意） show role
7. （任意） show role {pending | pending-diff}
8. （任意） role commit
9. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

ユーザロールを指定し、ロールコンフィギュレー

ションモードを開始します。

role name role-name

例：
switch(config)# role name UserA
switch(config-role)#

ステップ 2   

ロールインターフェイスポリシーコンフィギュレー

ションモードを開始します。

interface policy deny

例：
switch(config-role)# interface policy deny
switch(config-role-interface)#

ステップ 3   

ロールがアクセスできるインターフェイスのリスト

を指定します。

permit interface interface-list

例：
switch(config-role-interface)# permit
interface ethernet 2/1-4

ステップ 4   

必要なインターフェイスの数だけこのコマンドを繰

り返します。

ロールインターフェイスポリシーコンフィギュレー

ションモードを終了します。

exit

例：
switch(config-role-interface)# exit
switch(config-role)#

ステップ 5   

（任意）

ロール設定を表示します。

show role

例：
switch(config-role)# show role

ステップ 6   

（任意）

配布するために保留状態になっているユーザロール

設定を表示します。

show role {pending | pending-diff}

例：
switch(config-role)# show role pending

ステップ 7   

（任意）

一時データベース内にあるユーザロールの設定変更

を実行コンフィギュレーションに適用します。

role commit

例：
switch(config-role)# role commit

ステップ 8   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 9   
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関連トピック

ユーザロールおよびルールの作成, （171ページ）

ユーザロールの VRF ポリシーの変更
ユーザロールの VRFポリシーを変更して、ユーザがアクセスできる VRFを制限できます。デ
フォルトでは、ユーザロールによってすべての VRFへのアクセスが許可されます。

はじめる前に

1つまたは複数のユーザロールを作成します。

ユーザロール設定を配布する場合は、設定を配布する対象のすべての Cisco NX-OSデバイスで
ユーザロール設定の配布をイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. role name role-name
3. vrf policy deny
4. permit vrf vrf-name
5. exit
6. （任意） show role
7. （任意） show role {pending | pending-diff}
8. （任意） role commit
9. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

ユーザロールを指定し、ロールコンフィギュレー

ションモードを開始します。

role name role-name

例：
switch(config)# role name UserA
switch(config-role)#

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

ロール VRFポリシーコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

vrf policy deny

例：
switch(config-role)# vrf policy deny
switch(config-role-vrf)#

ステップ 3   

ロールがアクセスできる VRFを指定します。permit vrf vrf-name

例：
switch(config-role-vrf)# permit vrf vrf1

ステップ 4   

必要なVRFの数だけこのコマンドを繰り返します。

ロール VRFポリシーコンフィギュレーションモー
ドを終了します。

exit

例：
switch(config-role-vrf)# exit
switch(config-role)#

ステップ 5   

（任意）

ロール設定を表示します。

show role

例：
switch(config-role)# show role

ステップ 6   

（任意）

配布するために保留状態になっているユーザロール

設定を表示します。

show role {pending | pending-diff}

例：
switch(config-role)# show role pending

ステップ 7   

（任意）

一時データベース内にあるユーザロールの設定変更

を実行コンフィギュレーションに適用します。

role commit

例：
switch(config-role)# role commit

ステップ 8   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 9   

関連トピック

ユーザロールおよびルールの作成, （171ページ）

ユーザアカウントと RBAC の設定の確認
ユーザアカウントおよび RBAC設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。
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目的コマンド

network-adminロールで使用で
きるコマンドの構文を表示しま

す。

show cli syntax roles network-admin

network-operatorロールで使用
できるコマンドの構文を表示し

ます。

show cli syntax roles network-operator

ユーザロールの設定を表示し

ます。

show role

機能リストを表示します。show role feature

機能グループの設定を表示しま

す。

show role feature-group

スタートアップコンフィギュ

レーションのユーザアカウン

ト設定を表示します。

show startup-config security

実行コンフィギュレーションの

ユーザアカウント設定を表示

します。 allキーワードを指定
すると、ユーザアカウントの

デフォルト値が表示されます。

show running-config security [all]

ユーザアカウント情報を表示

します。

show user-account

ユーザアカウントおよび RBAC の設定例
次に、ユーザロールを設定する例を示します。

role name User-role-A
rule 2 permit read-write feature bgp
rule 1 deny command clear *

次に、BGPをイネーブルにして表示し、EIGRPを表示するようにインターフェイスを設定できる
ユーザロールを作成する例を示します。

role name iftest
rule 1 permit command config t; interface *; bgp *
rule 2 permit read-write feature bgp
rule 3 permit read feature eigrp
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上の例では、ルール 1はインターフェイス上の BGPの設定を許可し、ルール 2は config bgpコマ
ンドの設定と BGPに対する EXECレベルの showおよび debugコマンドのイネーブル化を許可
し、さらにルール 3は EXECレベルの showおよび debug eigrpコマンドのイネーブル化を許可し
ます。

次に、特定のインターフェイスだけを設定できるユーザロールを設定する例を示します。

role name Int_Eth2-3_only
rule 1 permit command configure terminal; interface *
interface policy deny
permit interface Ethernet2/3

次に、ユーザロール機能グループを設定する例を示します。

role feature-group name Security-features
feature radius
feature tacacs
feature aaa
feature acl
feature access-list

次に、ユーザアカウントを設定する例を示します。

username user1 password A1s2D4f5 role User-role-A

次に、アクセスをOIDサブツリーの一部に制限するためのOIDルールを追加する例を示します。
role name User1
rule 1 permit read feature snmp
rule 2 deny read oid 1.3.6.1.2.1.1.9

show role name User1

Role: User1
Description: new role

Interface policy: permit (default)
Vrf policy: permit (default)
-------------------------------------------------------------------
Rule Perm Type Scope Entity
-------------------------------------------------------------------
2 deny read oid 1.3.6.1.2.1.1.9
1 permit read feature snmp

次に、指定された OIDサブツリーへの書き込み権限を許可する例を示します。
role name User1
rule 3 permit read-write oid 1.3.6.1.2.1.1.5
show role name User1

Role: User1
Description: new role

Interface policy: permit (default)
Vrf policy: permit (default)
-------------------------------------------------------------------
Rule Perm Type Scope Entity
-------------------------------------------------------------------
3 permit read-write oid 1.3.6.1.2.1.1.5
2 deny read oid 1.3.6.1.2.1.1.9
1 permit read feature snmp
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ユーザアカウントおよび RBAC に関する追加情報
ここでは、ユーザアカウントおよび RBACの実装に関する追加情報について説明します。

関連資料

参照先関連項目

『Cisco NX-OS Licensing Guide』Cisco NX-OSのライセンス

『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Unicast Routing
Configuration Guide』

VRFコンフィギュレーション

標準

タイトル標準

—この機能では、新規の標準がサポートされるこ

とも、一部変更された標準がサポートされるこ

ともありません。また、既存の標準に対するサ

ポートが変更されることもありません。

MIB

MIB のリンクMIB

サポートされている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。

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus9000/
Nexus9000MIBSupportList.html

ユーザアカウントおよびRBACに関連するMIB
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第 8 章

IP ACL の設定

この章では、Cisco NX-OSデバイスの IPアクセスコントロールリスト（ACL）を設定する方法
について説明します。

特に指定がなければ、IP ACLは IPv4および IPv6の ACLを意味します。

この章は、次の項で構成されています。

• ACLについて, 183 ページ

• IP ACLのライセンス要件, 193 ページ

• IP ACLの前提条件, 193 ページ

• IP ACLの注意事項と制約事項, 193 ページ

• IP ACLのデフォルト設定, 194 ページ

• IP ACLの設定, 195 ページ

• IP ACLの設定の確認, 210 ページ

• IP ACLの統計情報のモニタリングとクリア, 211 ページ

• IP ACLの設定例, 212 ページ

• 時間範囲の設定, 212 ページ

• 時間範囲設定の確認, 218 ページ

ACL について
ACLとは、トラフィックのフィルタリングに使用する順序付きのルールセットのことです。各
ルールには、パケットがルールに一致するために満たさなければならない条件のセットが規定さ

れています。デバイスは、ある ACLがパケットに適用されると判断すると、そのすべてのルー
ルの条件にパケットを照合し、テストします。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。一致するものがなければ、デバイスは適用可能な暗黙の
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ルールを適用します。デバイスは、許可されたパケットの処理を続行し、拒否されたパケットは

ドロップします。

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ハイパーテキストトランスファプロトコル（HTTP）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。

ACL のタイプと適用
セキュリティトラフィックフィルタリングには次のタイプの ACLを使用できます。

IPv4 ACL

IPv4トラフィックだけに適用されます。

IPv6 ACL

IPv6トラフィックだけに適用されます。

IP ACLには次のタイプの適用例があります。

ルータ ACL

レイヤ 3トラフィックのフィルタリング

VTY ACL

仮想テレタイプ（VTY）トラフィックのフィルタリング

次の表に、セキュリティ ACLの適用例の概要を示します。

表 10：セキュリティ ACL の適用

サポートする ACL のタイプサポートされるインターフェイ

ス

アプリケーション

• IPv4 ACL

• IPv6 ACL

•物理層 3インターフェイ
ス

•レイヤ 3イーサネットサ
ブインターフェイス

•レイヤ 3イーサネット
ポートチャネルインター

フェイス

•管理インターフェイス

ルータ ACL
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サポートする ACL のタイプサポートされるインターフェイ

ス

アプリケーション

• IPv4 ACL

• IPv6 ACL

• VTY
VTY ACL

ACL の適用順序
デバイスは、パケットを処理する際に、そのパケットの転送パスを決定します。デバイスがトラ

フィックに適用する ACLはパスによって決まります。デバイスは、次の順序で ACLを適用しま
す。

1 入力ルータ ACL

2 入力 VTY ACL

3 出力 VTY ACL

4 出力ルータ ACL

ルールについて

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。 ACLの設定によっては、ルールよりも ACLエントリの方が数が多くなることがあります。

アクセスリストコンフィギュレーションモードでルールを作成するには、permitまたは denyコ
マンドを使用します。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。

ここでは、ルールを設定する際に使用できるオプションをいくつか紹介します。

IP ACL のプロトコル
IPv4および IPv6の ACLでは、トラフィックをプロトコルで識別できます。指定の際の手間を省
くために、一部のプロトコルは名前で指定できます。たとえば、IPv4または IPv6の 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。
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IPv4および IPv6 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。

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、IPv4ACL、IPv6のうち、どれを設定するかによって
異なります。

IP ACL の暗黙ルール
IPACL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 IPv4 ACLには、次の暗黙のルールがあります。
deny ip any any

この暗黙ルールによって、デバイスは不一致 IPトラフィックを確実に拒否します。

すべての IPv6 ACLには、次の暗黙のルールがあります。
deny ipv6 any any

この暗黙ルールによって、デバイスは不一致 IPv6トラフィックを確実に拒否します。

IPv6の nd-na、nd-ns、router-advertisement、router-solicitationパケットは、IPv6 ACLの暗黙の許
可ルールとしては使用できません。明示的に許可するには、次の規則を追加する必要があり

ます。

（注）

• permit icmp any any nd-na

• permit icmp any any nd-ns

• permit icmp any any router-advertisement

• permit icmp any any router-solicitation

この暗黙ルールによって、デバイスは、不一致トラフィックを確実に拒否します。

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。
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• IPv4 ACLには、次の追加フィルタリングオプションが用意されています。

◦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

◦確立済み TCP接続

• IPv6 ACLでは、次のフィルタリングオプションが追加されています。

◦レイヤ 4プロトコル

◦カプセル化セキュリティペイロード

◦ペイロード圧縮プロトコル

◦ストリーム制御転送プロトコル（SCTP）

◦ SCTP、TCP、および UDPの各ポート

◦ ICMPタイプおよびコード

◦ 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

◦確立済み TCP接続

◦パケット長

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しいルールを追加

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。
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ルールの削除

シーケンス番号を使用しない場合は、ルールを削除するために、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、次のコマンドだけでルールを削除で
きます。

switch(config-acl)# no 101

ルールの移動

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。

また、Cisco NX-OSでは、ACL内ルールのシーケンス番号を再割り当てできます。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。

論理演算子と論理演算ユニット

TCPおよび UDPトラフィックの IP ACLルールでは、論理演算子を使用して、ポート番号に基づ
きトラフィックをフィルタリングできます。 Cisco NX-OSでは、入力方向でのみ論理演算子をサ
ポートします。

このデバイスは、論理演算ユニット（LOU）というレジスタに、演算子とオペランドの組み合わ
せを格納します。各タイプの演算子は、次のように LOUを使用します。

eq

LOUには格納されません。

gt

1 LOUを使用します。

lt

1 LOUを使用します。

neq

1 LOUを使用します。

range

1 LOUを使用します。
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ロギング

ルールに一致するパケットに関する情報ログメッセージの作成をイネーブルにできます。ログ

メッセージには、パケットについての次の情報が含まれます。

•プロトコル

• TCP、UDP、または ICMPのいずれのパケットか、あるいは、番号が付けられただけのパケッ
トか

•送信元と宛先のアドレス

•送信元と宛先のポート番号（該当する場合）

時間範囲

時間範囲を使用して、ACLルールが有効になる時期を制御できます。たとえば、インターフェイ
スに着信するトラフィックに特定の ACLを適用するとデバイスが判断し、その ACLのあるルー
ルの時間範囲が有効になっていない場合、デバイスは、トラフィックをそのルールと照合しませ

ん。デバイスは、そのデバイスのクロックに基づいて時間範囲を評価します。

時間範囲を使用する ACLを適用すると、デバイスはその ACLで参照される時間範囲の開始時ま
たは終了時に影響する I/Oモジュールをアップデートします。時間範囲によって開始されるアッ
プデートはベストエフォート型のプライオリティで実行されます。時間範囲によってアップデー

トが生じたときにデバイスの処理負荷が非常に高い場合、デバイスはアップデートを最大数秒間

遅らせることがあります。

IPv4、IPv6の各 ACLは時間範囲をサポートします。デバイスがトラフィックに ACLを適用する
場合、有効なルールは次のとおりです。

•時間範囲が指定されていないすべてのルール

•デバイスがその ACLをトラフィックに適用した時点（秒）が時間範囲に含まれているルー
ル

名前が付けられた時間範囲は再利用できます。多くのACLルールを設定する場合は、時間範囲を
名前で一度設定すれば済みます。時間範囲の名前は最大 64の英文字で指定します。

時間範囲には、1つまたは複数のルールで構成されます。これらのルールは次の 2種類に分類で
きます。
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絶対

特定の開始日時、終了日時、その両方を持つルール、またはそのどちらも持たないルール。

絶対時間範囲のルールがアクティブかどうかは、開始日時または終了日時の有無によって、

次のように決まります。

•開始日時と終了日時が両方指定されている：この時間範囲ルールは、現在の時刻が開
始日時よりも後で終了日時よりも前の場合にアクティブになります。

•開始日時が指定され、終了日時は指定されていない：この時間範囲ルールは、現在の
時刻が開始日時よりも後である場合にアクティブになります。

•開始日時は指定されず、終了日時が指定されている：この時間範囲ルールは、現在の
時刻が終了日時よりも前である場合にアクティブになります。

•開始日時も終了日時も指定されていない：この時間範囲ルールは常にアクティブです。

たとえば、新しいサブネットへのアクセスを許可するようにネットワークを設定する場合、

そのサブネットをオンラインにする予定日の真夜中からアクセスを許可するような時間範囲

を指定し、この時間範囲をそのサブネットに適用するACLルールに使用します。デバイス
はこのルールを含む ACLを適用する場合、開始日時が過ぎると、この時間範囲を使用する
ルールの適用を自動的に開始します。

定期

毎週 1回以上アクティブになるルール。たとえば、定期時間範囲を使用すると、平日の営
業時間中だけ、研究室のサブネットにアクセスできるようにすることができます。デバイ

スは、そのルールを含む ACLが適用されていて、時間範囲がアクティブな場合にだけ、こ
の時間範囲を使用する ACLルールを自動的に適用します。

デバイスは、時間範囲内のルールの順序に関係なく、時間範囲がアクティブかどうかを判断し

ます。 Cisco NX-OSは、時間範囲を編集できるように時間範囲内にシーケンス番号を入れま
す。

（注）

時間範囲には備考を含めることもできます。備考を使用すると、時間範囲にコメントを挿入でき

ます。備考は、最大 100文字の英数字で指定します。

デバイスは次の方法で時間範囲がアクティブかどうかを判断します。

•時間範囲に絶対ルールが 1つまたは複数含まれている：現在の時刻が 1つまたは複数の絶対
ルールの範囲内であれば、その時間範囲はアクティブです。

•時間範囲に定期ルールが 1つまたは複数含まれている：現在の時刻が 1つまたは複数の定期
ルールの範囲内であれば、その時間範囲はアクティブです。

•時間範囲に絶対ルールと定期ルールが両方含まれている：現在の時刻が 1つまたは複数の絶
対ルールと 1つ以上の定期ルールの範囲内にある場合に、その時間範囲はアクティブです。
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時間範囲に絶対ルールと定期ルールが両方含まれている場合、定期ルールがアクティブになるの

は、最低 1つの絶対ルールがアクティブな場合だけです。

統計情報と ACL
このデバイスは、IPv4および IPv6のACLに設定した各ルールのグローバル統計を保持できます。
1つの ACLが複数のインターフェイスに適用される場合、ルール統計には、その ACLが適用さ
れるすべてのインターフェイスと一致する（ヒットする）パケットの合計数が維持されます。

インターフェイスレベルの ACL統計はサポートされていません。（注）

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。

関連トピック

IP ACLの統計情報のモニタリングとクリア, （211ページ）
IP ACLの暗黙ルール, （186ページ）

Atomic ACL のアップデート
デフォルトでは、Cisco Nexus 9000シリーズのデバイスのスーパーバイザモジュールで、ACLの
変更を I/Oモジュールにアップデートする際には、Atomic ACLのアップデートを実行します。
Atomicアップデートでは、アップデートされる ACLが適用されるトラフィックを中断させるこ
とがありません。しかし、Atomicアップデートでは、ACLのアップデートを受け取る I/Oモジュー
ルに、関係する ACLの既存のすべてのエントリに加えて、アップデートされた ACLエントリを
保存するのに十分なリソースがあることが必要です。アップデートが行われた後、アップデート

に使用されたリソースは開放されます。 I/Oモジュールに十分なリソースがない場合は、デバイ
スからエラーメッセージが出力され、この I/Oモジュールに対するACLのアップデートは失敗し
ます。

I/Oモジュールに Atomicアップデートに必要なリソースがない場合は、no hardware access-list
update atomicコマンドを使用してAtomicアップデートをディセーブルにすることができますが、
デバイスで既存の ACLを削除して、アップデートされた ACLを適用するには、多少の時間がか
かります。ACLが適用されるトラフィックは、デフォルトでドロップされます。

ACLが適用されるすべてのトラフィックを許可し、同時に非 Atomicアップデートを受信するよ
うにするには、hardware access-list update default-result permitコマンドを使用してください。
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次の例では、ACLに対する Atomicアップデートをディセーブルにする方法を示します。
switch# config t
switch(config)# no hardware access-list update atomic

次の例では、非 Atomic ACLアップデートの際に、関連するトラフィックを許可する方法を示し
ます。

switch# config t
switch(config)# hardware access-list update default-result permit

次の例では、Atomicアップデート方式に戻る方法を示します。
switch# config t
switch(config)# no hardware access-list update default-result permit
switch(config)# hardware access-list update atomic

VTY のサポート
Cisco NX-OSでは、ACLを VTYラインに直接適用できませんが、コントロールプレーンポリシ
ング（CoPP）を使用して VTYトラフィックをフィルタリングできます。これを行うには、VTY
トラフィックのフィルタリングに使用する 2つのACLを定義する必要があります。通過させるト
ラフィックを許可する ACLと、ドロップするトラフィックを許可する ACLです。その後、適切
なトラフィックと一致するACLによって許可されたパケットを送信し、不適切なトラフィックと
一致する ACLによって許可されたパケットをドロップするように CoPPを設定できます。

次の例の ACL copp-system-acl-allowでは、10.30.30.0/24ネットワークから着信する Telnet、SSH、
SNMP、NTP、RADIUS、および TACACS+トラフィックの通過を明示的に許可し、デバイスから
10.30.30.0/24ネットワークに発信するトラフィックの通過を許可します。 copp-system-acl-denyで
は、すべてのトラフィックの通過を明示的に許可します。ポリシングポリシーは、

copp-system-acl-allow ACLによって許可されたトラフィックを送信し、copp-system-acl-deny ACL
によって許可されたトラフィックをドロップするように設定されています。

ip access-list copp-system-acl-allow
10 remark ### ALLOW TELNET from 10.30.30.0/24
20 permit tcp 10.30.30.0/24 any eq telnet
30 permit tcp 10.30.30.0/24 any eq 107
40 remark ### ALLOW SSH from 10.30.30.0/24
50 permit tcp 10.30.30.0/24 any eq 22
60 remark ### ALLOW SNMP from 10.30.30.0/24
70 permit udp 10.30.30.0/24 any eq snmp
80 remark ### ALLOW TACACS from 10.30.30.0/24
90 permit tcp 10.30.30.0/24 any eq tacacs
100 remark ### ALLOW RADIUS from 10.30.30.0/24
110 permit udp 10.30.30.0/24 any eq 1812
120 permit udp 10.30.30.0/24 any eq 1813
130 permit udp 10.30.30.0/24 any eq 1645
140 permit udp 10.30.30.0/24 any eq 1646
150 permit udp 10.30.30.0/24 eq 1812 any
160 permit udp 10.30.30.0/24 eq 1813 any
170 permit udp 10.30.30.0/24 eq 1645 any
180 permit udp 10.30.30.0/24 eq 1646 any
190 remark ### ALLOW NTP from 10.30.30.0/24
200 permit udp 10.30.30.0/24 any eq ntp
210 remark ### ALLOW ALL OUTBOUND traffic TO 10.30.30.0/24
220 permit ip any 10.30.30.0/24
statistics # keep statistics on matches

ip access-list copp-system-acl-deny
10 remark ### this is a catch-all to match any other traffic
20 permit ip any any
statistics # keep statistics on matches
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class-map type control-plane match-any copp-system-class-management-allow
match access-group name copp-system-acl-allow

class-map type control-plane match-any copp-system-class-management-deny
match access-group name copp-system-acl-deny

policy-map type control-plane copp-system-policy
class copp-system-class-management-allow

police cir 3000 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class copp-system-class-management-deny

police cir 3000 pps bc 32 packets conform drop violate drop
control-plane
service-policy input copp-system-policy

IP ACL に対する Session Manager のサポート
Session Managerは、IP ACLの設定をサポートしています。この機能を使用すると、ACLの設定
を調べて、その設定に必要とされるリソースが利用可能であるかどうかを、リソースを実行コン

フィギュレーションにコミットする前に確認できます。

IP ACL のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

IP ACLを使用するためにライセンスは必要あ
りません。ライセンスパッケージに含まれて

いない機能は nx-osイメージにバンドルされて
おり、無料で提供されます。CiscoNX-OSライ
センス方式の詳細については、『Cisco NX-OS
Licensing Guide』を参照してください。

Cisco NX-OS

IP ACL の前提条件
IP ACLの前提条件は次のとおりです。

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

• ACLを設定するインターフェイスタイプについての知識が必要です。

IP ACL の注意事項と制約事項
IP ACLの設定に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

• ACLの設定にはSessionManagerを使用することを推奨します。この機能を使用すると、ACL
の設定を調べて、その設定に必要とされるリソースが利用可能であるかどうかを、リソース
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を実行コンフィギュレーションにコミットする前に確認できます。この機能は、1,000以上
のルールが含まれている ACLに対して特に有効です。 Session Managerの詳細については、
『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』を参照してくださ
い。

•ほとんどの場合、IPパケットに対するACL処理は I/Oモジュール上で実行されます。これに
は、ACL処理を加速化するハードウェアを使用します。場合によっては、スーパーバイザ
モジュールで処理が実行されることもあります。この場合、特に非常に多数のルールが設定

されているACLを処理する際には、処理速度が遅くなることがあります。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。次のカテゴリのい

ずれかに属する IPパケットがレイヤ3インターフェイスから出る場合、これらのパケットは
スーパーバイザモジュールに送られて処理されます。

◦レイヤ3最大伝送ユニットチェックに失敗し、そのためにフラグメント化を要求してい
るパケット

◦ IPオプションがある IPv4パケット（追加された IPパケットヘッダーのフィールドは、
宛先アドレスフィールドの後）

◦拡張 IPv6ヘッダーフィールドがある IPv6パケット

レート制限を行うことで、リダイレクトパケットによってスーパーバイザモジュールに過

剰な負荷がかかるのを回避します。

•時間範囲を使用する ACLを適用すると、デバイスはその ACLエントリで参照される時間範
囲の開始時または終了時に ACLエントリをアップデートします。時間範囲によって開始さ
れるアップデートはベストエフォート型のプライオリティで実行されます。時間範囲によっ

てアップデートが生じたときにデバイスの処理負荷が非常に高い場合、デバイスはアップ

デートを最大数秒間遅らせることがあります。

• VTY ACL機能はすべての VTY回線のすべてのトラフィックを制限します。異なる VTY回
線に異なるトラフィックの制限を指定できません。

どのルータの ACLも VTY ACLとして設定できます。

•未定義の ACLをインターフェイスに適用すると、システムは空の ACLと見なし、すべての
トラフィックを許可します。

• Cisco NX-OSは、サブインターフェイスの出力ルータ ACLをサポートしません。

IP ACL のデフォルト設定
次の表に、IP ACLパラメータのデフォルト設定を示します。

表 11：IP ACL パラメータのデフォルト値

デフォルトパラメータ

デフォルトでは IP ACLは存在しません。IP ACL
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デフォルトパラメータ

1024IP ACLエントリ

すべてのACLに暗黙のルールが適用されます。ACLルール

デフォルトでは時間範囲は存在しません。時間範囲

関連トピック

IP ACLの暗黙ルール, （186ページ）

IP ACL の設定

IP ACL の作成
デバイスに IPv4 ACLまたは IPv6 ACLを作成し、これにルールを追加できます。

はじめる前に

ACLの設定には Session Managerを使用することを推奨します。この機能によって、ACLの設定
を確認し、設定を実行コンフィギュレーションにコミットする前に、その設定が必要とするリソー

スが利用可能かどうかを確認できます。この機能は、約 1,000以上のルールが含まれている ACL
に対して特に有効です。

手順の概要

1. configure terminal
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• ip access-list name

• ipv6 access-list name

3. （任意） fragments {permit-all | deny-all}
4. [sequence-number] {permit | deny} protocol source destination
5. （任意） statistics per-entry
6. （任意） 次のいずれかのコマンドを入力します。

• show ip access-lists name

• show ipv6 access-lists name

7. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

IP ACLを作成して、IP ACLコンフィギュレーション
モードを開始します。name引数は64文字以内で指定し
ます。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 2   

• ip access-list name

• ipv6 access-list name

例：
switch(config)# ip access-list acl-01
switch(config-acl)#

（任意）

初期状態でないフラグメントのフラグメント処理を最適

化します。デバイスで、fragmentsコマンドが含まれる

fragments {permit-all | deny-all}

例：
switch(config-acl)# fragments permit-all

ステップ 3   

ACLがトラフィックに適用される場合、fragmentsコマ
ンドは、ACLでの明示的な permitコマンドまたは deny
コマンドに一致しない非初期フラグメントだけに一致し

ます。

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

[sequence-number] {permit | deny} protocol
source destination

例：
switch(config-acl)# permit ip
192.168.2.0/24 any

ステップ 4   

permitコマンドと denyコマンドには、トラフィックを
識別するための多くの方法が用意されています。

（任意）

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

statistics per-entry

例：
switch(config-acl)# statistics per-entry

ステップ 5   

（任意）

IP ACLの設定を表示します。
次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 6   

• show ip access-lists name

• show ipv6 access-lists name

例：
switch(config-acl)# show ip access-lists
acl-01
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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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 7   

IP ACL の変更
既存の IPv4 ACLまたは IPv6 ACLのルールの追加と削除は実行できますが、既存のルールを変更
することはできません。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

ACLの設定には Session Managerを使用することを推奨します。この機能を使用すると、ACLの
設定を調べて、その設定に必要とされるリソースが利用可能であるかどうかを、リソースを実行

コンフィギュレーションにコミットする前に確認できます。この機能は、約 1,000以上のルール
が含まれている ACLに対して特に有効です。

手順の概要

1. configure terminal
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• ip access-list name

• ipv6 access-list name

3. （任意） [sequence-number] {permit | deny} protocol source destination
4. （任意） [no] fragments {permit-all | deny-all}
5. （任意） no {sequence-number | {permit | deny} protocol source destination}
6. （任意） [no] statistics per-entry
7. （任意） 次のいずれかのコマンドを入力します。

• show ip access-lists name

• show ipv6 access-lists name

8. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

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

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 2   

• ip access-list name

• ipv6 access-list name

例：
switch(config)# ip access-list acl-01
switch(config-acl)#

（任意）

IPACL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

[sequence-number] {permit | deny} protocol
source destination

例：
switch(config-acl)# 100 permit ip
192.168.2.0/24 any

ステップ 3   

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。 sequence-number引数には、1～ 4294967295の整数を
指定します。

permitコマンドと denyコマンドには、トラフィックを識
別するための多くの方法が用意されています。

（任意）

初期状態でないフラグメントのフラグメント処理を最適化

します。デバイスで、fragmentsコマンドが含まれる ACL

[no] fragments {permit-all | deny-all}

例：
switch(config-acl)# fragments permit-all

ステップ 4   

がトラフィックに適用される場合、fragmentsコマンドは、
ACLでの明示的な permitコマンドまたは denyコマンドに
一致しない非初期フラグメントだけに一致します。

noオプションを使用すると、フラグメント処理の最適化が
削除されます。

（任意）

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

例：
switch(config-acl)# no 80

ステップ 5   

permitコマンドと denyコマンドには、トラフィックを識
別するための多くの方法が用意されています。

（任意）

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

[no] statistics per-entry

例：
switch(config-acl)# statistics per-entry

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

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

（任意）

IP ACLの設定を表示します。
次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 7   

• show ip access-lists name

• show ipv6 access-lists name

例：
switch(config-acl)# show ip access-lists
acl-01

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 8   

関連トピック

IP ACL内のシーケンス番号の変更, （201ページ）

VTY ACL の作成
入力方向または出力方向の全 VTY回線で、すべての IPv4または IPv6トラフィックへのアクセス
を制御することにより、VTY ACLを設定できます。

はじめる前に

すべての仮想端末回線にユーザが接続できるため、すべての仮想端末回線に同じ制約を設定する

必要があります。

ACLの設定には Session Managerを使用することを推奨します。この機能を使用すると、ACLの
設定を調べて、その設定に必要とされるリソースが利用可能であるかどうかを、リソースを実行

コンフィギュレーションにコミットする前に確認でき、特に約 1000以上のルールを含む ACLに
役立ちます。
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手順の概要

1. configure terminal
2. {ip | ipv6} access-list name
3. {permit | deny} protocol source destination [log] [time-range time]
4. exit
5. line vty
6. {ip | ipv6} access-class name {in | out}
7. （任意） show {ip | ipv6} access-lists
8. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

ACLを作成し、その ACLの IPアクセスリストコン
フィギュレーションモードを開始します。 name引数
の最大長は 64文字です。

{ip | ipv6} access-list name

例：
switch(config)# ip access-list vtyacl

ステップ 2   

ACLルールを作成し、指定した送信元とのすべての
TCPトラフィックを許可します。

{permit | deny} protocol source destination [log]
[time-range time]

例：
switch(config-ip-acl)# permit tcp any any

ステップ 3   

IPアクセスリストコンフィギュレーションモードを
終了します。

exit

例：
switch(config-ip-acl)# exit
switch(config)#

ステップ 4   

仮想端末を指定し、ラインコンフィギュレーション

モードを開始します。

line vty

例：
switch(config)# line vty
switch(config-line)#

ステップ 5   

指定されたACLを使用してすべてのVTY回線に対す
る着信および発信接続を制限します。 name引数の最
大長は 64文字です。

{ip | ipv6} access-class name {in | out}

例：
switch(config-line)# ip access-class
vtyacl out

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

任意の VTY ACLを含め、設定された ACLを表示し
ます。

show {ip | ipv6} access-lists

例：
switch# show ip access-lists

ステップ 7   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 8   

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

ACLの設定には Session Managerを使用することを推奨します。この機能を使用すると、ACLの
設定を調べて、その設定に必要とされるリソースが利用可能であるかどうかを、リソースを実行

コンフィギュレーションにコミットする前に確認できます。この機能は、約 1,000以上のルール
が含まれている ACLに対して特に有効です。

手順の概要

1. configure terminal
2. resequence {ip | ipv6} access-list name starting-sequence-number increment
3. （任意） show ip access-lists name
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

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

resequence {ip | ipv6} access-list name
starting-sequence-number increment

例：
switch(config)# resequence access-list
ip acl-01 100 10

ステップ 2   

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
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目的コマンドまたはアクション

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。

（任意）

IP ACLの設定を表示します。
show ip access-lists name

例：
switch(config)# show ip access-lists
acl-01

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

IP ACL の削除
IP ACLをデバイスから削除できます。

はじめる前に

その ACLがインターフェイスに適用されているかどうかを確認します。削除できるのは、現在
適用されているACLです。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。デバイスは削除された ACLを空であると見なします。 IP ACLが設定
されているインターフェイスを探すには、show ip access-listsコマンドまたは show ipv6 access-lists
コマンドと一緒に summaryキーワードを使用します。

手順の概要

1. configure terminal
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• no ip access-list name

• no ipv6 access-list name

3. （任意） 次のいずれかのコマンドを入力します。

• show ip access-lists name summary

• show ipv6 access-lists name summary

4. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

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。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 2   

• no ip access-list name

• no ipv6 access-list name

例：
switch(config)# no ip access-list acl-01

（任意）

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

ンターフェイスが表示されます。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 3   

• show ip access-lists name summary

• show ipv6 access-lists name summary

例：
switch(config)# show ip access-lists acl-01
summary

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

ルータ ACL としての IP ACL の適用
IPv4 ACLまたは IPv6 ACLは、次のタイプのインターフェイスに適用できます。

•物理レイヤ 3インターフェイスおよびサブインターフェイス

•レイヤ 3イーサネットポートチャネルインターフェイス

•管理インターフェイス

これらのインターフェイスタイプに適用された ACLはルータ ACLと見なされます。
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Cisco NX-OSは、サブインターフェイスの出力ルータ ACLをサポートしません。（注）

はじめる前に

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。

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• switch(config)# interface ethernet slot/port[. number]

• switch(config)# interface port-channel channel-number

• switch(config)# interface mgmt port

3. （任意） switch(config-if)# show running-config aclmgr
4. （任意） switch(config-if)# copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch# configure terminalステップ 1   

指定したインターフェイスタイプのコンフィギュ

レーションモードを開始します。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 2   

• switch(config)# interface ethernet slot/port[.
number]

• switch(config)# interface port-channel
channel-number

• switch(config)# interface mgmt port

（任意）

ACLの設定を表示します。
switch(config-if)# show running-config aclmgrステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 4   
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関連トピック

IP ACLの作成, （195ページ）

ACL TCAM リージョンサイズの設定
ハードウェアの ACL Ternary Content Addressable Memory（TCAM）リージョンのサイズを変更で
きます。

手順の概要

1. configure terminal
2. hardware access-list tcam region {copp | e-ipv6-racl | e-racl | ipv6-l3qos | ipv6-racl | l3qos | racl |

redirect} tcam-size
3. copy running-config startup-config
4. switch(config)# show hardware access-list tcam region
5. switch(config)# copy running-config startup-config
6. switch(config)# reload

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

ACL TCAMリージョンサイズを変更します。hardware access-list tcam region
{copp | e-ipv6-racl | e-racl |

ステップ 2   

• copp：CoPP TCAMリージョンのサイズを設定します。ipv6-l3qos | ipv6-racl | l3qos | racl
| redirect} tcam-size • e-ipv6-racl：IPv6出力ルータACL（ERACL）TCAMリージョン

サイズを設定します。

• e-racl：IPv4出力ルータACL（ERACL）TCAMリージョンサイ
ズを設定します。

• ipv6-l3qos：IPv6レイヤ 3Quality of Service (QoS) TCAMリージョ
ンのサイズを設定します。

• ipv6-racl：IPv6 RACL TCAMリージョンサイズを設定します。

• l3qos：IPv4レイヤ 3 Quality of Service (QoS) TCAMリージョン
のサイズを設定します。

• racl：IPv4ルータの ACL（RACL）TCAMリージョンサイズを
設定します。
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目的コマンドまたはアクション

• redirect：リダイレクト TCAMリージョンのサイズを設定しま
す。

• tcam-size：TCAMサイズ。サイズは 256の倍数です。サイズが
256より大きい場合は、512の倍数でなければなりません。

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。

copy running-config startup-configステップ 3   

デバイスで次のリロード時に適用される TCAMサイズを表示しま
す。

switch(config)# show hardware
access-list tcam region

ステップ 4   

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレー

ションにコピーします。

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

ステップ 5   

デバイスがリロードされます。switch(config)# reloadステップ 6   

新しいサイズの値は、copy running-config startup-config +
reloadを入力するか、すべてのラインカードモジュールを
リロードした後にのみ有効になります。

（注）

次に、RACL TCAMリージョンのサイズを変更する例を示します。
switch(config)# hardware access-list tcam region racl 256
[SUCCESS] New tcam size will be applicable only at boot time.
You need to 'copy run start' and 'reload'
switch(config)# copy running-config startup-config
switch(config)# reload
WARNING: This command will reboot the system
Do you want to continue? (y/n) [n] y

次に、変更を確認するために、TCAMリージョンのサイズを表示する例を示します。
switch(config)# show hardware access-list tcam region

TCAM Region Sizes:

IPV4 RACL size = 2048
Egress IPV4 RACL size = 768

IPV4 L3 QoS size = 256
Ingress System size = 256
Egress System size = 256
Ingress COPP size = 256

Redirect size = 256
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デフォルトの TCAM リージョンサイズに戻す

手順の概要

1. configure terminal
2. no hardware access-list tcam region {copp | e-ipv6-racl | e-racl | ipv6-l3qos | ipv6-racl | l3qos | racl |

redirect} tcam-size
3. （任意） copy running-config startup-config
4. switch(config)# reload

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

デフォルトACLTCAMサイズに設定を戻します。no hardware access-list tcam region {copp |
e-ipv6-racl | e-racl | ipv6-l3qos | ipv6-racl | l3qos
| racl | redirect} tcam-size

ステップ 2   

（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、変更を永続的に保存します。

copy running-config startup-config

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

ステップ 3   

デバイスがリロードされます。switch(config)# reloadステップ 4   

次に、デフォルトの RACL TCAMリージョンのサイズに戻す例を示します。
switch(config)# no hardware profile tcam region racl 256
[SUCCESS] New tcam size will be applicable only at boot time.
You need to 'copy run start' and 'reload'
switch(config)# copy running-config startup-config
switch(config)# reload
WARNING: This command will reboot the system
Do you want to continue? (y/n) [n] y

IPv6 RACL のイネーブル化
デフォルトの TCAMリージョン設定は、IPv6ルータ ACL（RACL）に対応していません。 IPv6
RACLをイネーブルにするには、もう一方のリージョンの TCAMサイズを減らしてから、IPv6
RACLリージョンの TCAMサイズを増やします。

次の表に、入出力 TCAMリージョンのデフォルトサイズを示します。
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表 12：デフォルト TCAM リージョン設定（入力）

合計サイズ幅SizeRegion Name

204812048IPv4 RACL

5122256レイヤ 3 QoS

5122256CoPP

5122256System

2561256リダイレクト

3.75K

表 13：デフォルト TCAM リージョン設定（出力）

合計サイズ幅SizeRegion Name

7681768IPv4 RACL

2561256System

1 K

入力 IPv6 RACL TCAMリージョンのサイズを設定するには、2つのオプションのいずれか 1つを
実行します。

この例では、IPv6 RACL TCAMサイズを 256に設定します。サイズが 256の IPv6 RACLは、
IPv6がダブル幅であるため、512エントリを使用します。

（注）

オプション #1

入力 IPv4 RACLを 512エントリ減らし（2048 - 512 = 1536）、入力 IPv6 RACLを 512エントリ増
やします。このオプションが優先されます。

switch(config)# hardware access-list tcam region racl 1536
Warning: Please reload the linecard for the configuration to take effect
switch(config)# hardware access-list tcam region ipv6-racl 256
Warning: Please reload the linecard for the configuration to take effect

表 14：IPv4 RACL（入力）を減らした後の更新された TCAM リージョン設定

合計サイズ幅SizeRegion Name

153611536IPv4 RACL

5122256IPv6 RACL

5122256レイヤ 3 QoS

5122256CoPP
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合計サイズ幅SizeRegion Name

5122256System

2561256リダイレクト

3.75K

オプション #2

IPv4 L3QoSのサイズを 0に減らして削除し、入力 IPv6RACLを追加します。このオプションは、
レイヤ 3 QoSを使用していない場合に使用できます。
switch(config)# hardware access-list tcam region l3qos 0
Warning: Please reload the linecard for the configuration to take effect
switch(config)# hardware access-list tcam region ipv6-racl 256
Warning: Please reload the linecard for the configuration to take effect

表 15：レイヤ 3 QoS（入力）を削除した後の更新された TCAM リージョン設定

合計サイズ幅SizeRegion Name

204812048IPv4 RACL

5122256IPv6 RACL

020レイヤ 3 QoS

5122256CoPP

5122256System

2561256リダイレクト

3.75K

サイズ 256の出力 IPv6 RACLをイネーブルにするには、出力 IPv4 RACLを 256に減らし、出力
IPv6 RACLを追加します。
switch(config)# hardware access-list tcam region e-racl 256
Warning: Please reload the linecard for the configuration to take effect
switch(config)# hardware access-list tcam region e-ipv6-racl 256
Warning: Please reload the linecard for the configuration to take effect

表 16：IPv4 RACL（出力）を減らした後のデフォルト TCAM リージョン設定

合計サイズ幅SizeRegion Name

2561256IPv4 RACL

5122256IPv6 RACL

2561256System

1 K
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TCAMリージョンのサイズを調整した後、show hardware access-list tcam regionコマンドを入力
して、デバイスの次回リロード時に適用される TCAMサイズを表示します。

すべてのモジュールの同期を維持するには、すべてのラインカードモジュールをリロードす

るか、copy running-config startup-config + reloadを入力してデバイスをリロードする必要があ
ります。 TCAMリージョン設定が複数であっても、必要なリロードは 1度だけです。 TCAM
リージョン設定がすべて完了するのを待ってから、デバイスをリロードできます。

注目

TCAMリージョンの設定時に、すべての TCAMリージョンの 4K入力制限を超えると、次のメッ
セージが表示されます。
ERROR: Aggregate TCAM region configuration exceeded the available
Ingress TCAM space. Please re-configure.

TCAMリージョンの設定時に、すべての TCAMリージョンの 1K出力制限を超えると、次のメッ
セージが表示されます。
ERROR: Aggregate TCAM region configuration exceeded the available
Egress TCAM space. Please re-configure.

特定の機能の TCAMが設定されていない状態で TCAMカービングを必要とする機能を適用しよ
うとすると、次のメッセージが表示されます。

ERROR: Module x returned status: TCAM region is not
configured. Please configure TCAM region and retry the command.

256というデフォルトのリダイレクト TCAMリージョンサイズは、多数の BFDまたは DHCP
リレーセッションを実行している場合は十分でない可能性があります。より多くのBFDまた
は DHCPリレーセッションに対応するために、TCAMサイズを 512に増やす必要がある場合
があります。

（注）

関連トピック

ACL TCAMリージョンサイズの設定, （205ページ）

IP ACL の設定の確認
IP ACLの設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

IPv4 ACLの設定を表示しま
す。

show ip access-lists

IPv6 ACLの設定を表示しま
す。

show ipv6 access-lists
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目的コマンド

機能グループとクラスの組み合

わせの表を表示します。

show system internal access-list feature bankmap interface {egress
| ingress} [module module]

IP ACLの設定および IP ACLが
適用されるインターフェイスを

含めて、ACLの実行コンフィ
ギュレーションを表示します。

show running-config aclmgr [all]

ACLのスタートアップコン
フィギュレーションを表示しま

す。

show startup-config aclmgr [all]

IP ACL の統計情報のモニタリングとクリア
IPACLの統計情報のモニタまたはクリアを行うには、次の表に示すコマンドのいずれかを使用し
ます。

目的コマンド

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。

show ip access-lists

IPv6 ACLの設定を表示します。 IPv6 ACLに
statistics per-entryコマンドが含まれている場合
は、show ipv6 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められま

す。

show ipv6 access-lists

すべての IPv4 ACLまたは特定の IPv4 ACLの統
計情報をクリアします。

clear ip access-list counters

すべての IPv6 ACLまたは特定の IPv6 ACLの統
計情報をクリアします。

clear ipv6 access-list counters
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IP ACL の設定例
acl-120という名前の IPv6 ACLを作成し、これをルータACLとしてイーサネットインターフェイ
ス 2/3（レイヤ 3インターフェイス）に適用する例を示します。
ipv6 access-list acl-120
permit tcp 2001:0db8:85a3::/48 2001:0db8:be03:2112::/64
permit udp 2001:0db8:85a3::/48 2001:0db8:be03:2112::/64
permit tcp 2001:0db8:69f2::/48 2001:0db8:be03:2112::/64
permit udp 2001:0db8:69f2::/48 2001:0db8:be03:2112::/64

interface ethernet 2/3
ipv6 traffic-filter acl-120 in

次に、single-sourceという名前の VTY ACLを作成し、それを VTY回線上の入力 IPトラフィック
に対して適用する例を示します。この ACLは、通過するすべての TCPトラフィックを許可し、
その他のすべての IPトラフィックをドロップします。
ip access-list single-source
permit tcp 192.168.7.5/24 any
exit
line vty
ip access-class single-source in
show ip access-lists

時間範囲の設定

時間範囲に対する Session Manager のサポート
SessionManagerは時間範囲の設定をサポートしています。この機能を使用すると、設定セッショ
ンを作成し、時間範囲の設定変更を実行コンフィギュレーションにコミットする前に確認できま

す。

時間範囲の作成

デバイス上で時間範囲を作成し、これにルールを追加できます。

   Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティコンフィギュレーションガイドリリース 6.x
212

IP ACL の設定
IP ACL の設定例



手順の概要

1. configure terminal
2. time-range name
3. （任意） [sequence-number] periodic weekday time to [weekday] time
4. （任意） [sequence-number] periodic list-of-weekdays time to time
5. （任意） [sequence-number] absolute start time date [end time date]
6. （任意） [sequence-number] absolute [start time date] end time date
7. （任意） show time-range name
8. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

時間範囲を作成し、時間範囲コンフィギュレーション

モードを開始します。

time-range name

例：
switch(config)# time-range workday-daytime
switch(config-time-range)#

ステップ 2   

（任意）

指定開始日時と終了日時の間（両端を含める）の1日以
上の連続した曜日だけ有効になるような定期ルールを作

成します。

[sequence-number] periodic weekday time to
[weekday] time

例：
switch(config-time-range)# periodic monday
00:00:00 to friday 23:59:59

ステップ 3   

（任意）

list-of-weekdays引数で指定された曜日の指定開始時刻と
終了時刻の間（両端を含む）だけ有効になるような定期

[sequence-number] periodic list-of-weekdays time
to time

例：
switch(config-time-range)# periodic
weekdays 06:00:00 to 20:00:00

ステップ 4   

ルールを作成します。 list-of-weekdays引数の値には次の
キーワードも使用できます。

• daily：すべての曜日

• weekdays：月曜から金曜まで（Monday～ Friday）

• weekend：土曜と日曜（Saturday～ Sunday）
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

startキーワードの後ろに指定した日時から有効になる絶
対ルールを作成します。endキーワードを省略すると、
そのルールは開始日時を過ぎると常に有効になります。

[sequence-number] absolute start time date [end
time date]

例：
switch(config-time-range)# absolute start
1:00 15 march 2013

ステップ 5   

（任意）

endキーワードの後ろに指定した日時まで有効になる絶
対ルールを作成します。startキーワードを省略すると、
そのルールは終了日時を過ぎるまで常に有効です。

[sequence-number] absolute [start time date] end
time date

例：
switch(config-time-range)# absolute end
23:59:59 31 may 2013

ステップ 6   

（任意）

時間範囲の設定を表示します。

show time-range name

例：
switch(config-time-range)# show time-range
workday-daytime

ステップ 7   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config-time-range)# copy
running-config startup-config

ステップ 8   

時間範囲の変更

既存の時間範囲のルールの追加および削除を実行できます。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。
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手順の概要

1. configure terminal
2. time-range name
3. （任意） [sequence-number] periodic weekday time to [weekday] time
4. （任意） [sequence-number] periodic list-of-weekdays time to time
5. （任意） [sequence-number] absolute start time date [end time date]
6. （任意） [sequence-number] absolute [start time date] end time date
7. （任意） no {sequence-number | periodic arguments . . . | absolute arguments. . .}
8. （任意） show time-range name
9. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

特定の時間範囲の時間範囲コンフィギュレーションモー

ドを開始します。

time-range name

例：
switch(config)# time-range workday-daytime
switch(config-time-range)#

ステップ 2   

（任意）

指定開始日時と終了日時の間（両端を含める）の 1日
以上の連続した曜日だけ有効になるような定期ルール

を作成します。

[sequence-number] periodic weekday time to
[weekday] time

例：
switch(config-time-range)# periodic monday
00:00:00 to friday 23:59:59

ステップ 3   

（任意）

list-of-weekdays引数で指定された曜日の指定開始時刻と
終了時刻の間（両端を含む）だけ有効になるような定

[sequence-number] periodic list-of-weekdays time
to time

例：
switch(config-time-range)# 100 periodic
weekdays 05:00:00 to 22:00:00

ステップ 4   

期ルールを作成します。 list-of-weekdays引数の値には
次のキーワードも使用できます。

• daily：すべての曜日

• weekdays：月曜から金曜まで（Monday～Friday）

• weekend：土曜と日曜（Saturday～ Sunday）
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

startキーワードの後ろに指定した日時から有効になる
絶対ルールを作成します。 endキーワードを省略する

[sequence-number] absolute start time date [end
time date]

例：
switch(config-time-range)# absolute start
1:00 15 march 2013

ステップ 5   

と、そのルールは開始日時を過ぎると常に有効になり

ます。

（任意）

endキーワードの後ろに指定した日時まで有効になる
絶対ルールを作成します。 startキーワードを省略する
と、そのルールは終了日時を過ぎるまで常に有効です。

[sequence-number] absolute [start time date] end
time date

例：
switch(config-time-range)# absolute end
23:59:59 31 may 2013

ステップ 6   

（任意）

時間範囲から特定のルールを削除します。

no {sequence-number | periodic arguments . . . |
absolute arguments. . .}

例：
switch(config-time-range)# no 80

ステップ 7   

（任意）

時間範囲の設定を表示します。

show time-range name

例：
switch(config-time-range)# show time-range
workday-daytime

ステップ 8   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config-time-range)# copy
running-config startup-config

ステップ 9   

関連トピック

時間範囲のシーケンス番号の変更, （217ページ）

時間範囲の削除

デバイスから時間範囲を削除できます。

はじめる前に

その時間範囲が ACLルールのいずれかに使用されているかどうかを確認します。削除できるの
は、ACLルールに使用されている時間範囲です。 ACLルールに使用されている時間範囲を削除
しても、その ACLが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
除された時間範囲を使用する ACLルールを空であると見なします。
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手順の概要

1. configure terminal
2. no time-range name
3. （任意） show time-range
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

名前を指定した時間範囲を削除します。no time-range name

例：
switch(config)# no time-range
daily-workhours

ステップ 2   

（任意）

すべての時間範囲の設定を表示します。削除され

た時間範囲は表示されません。

show time-range

例：
switch(config-time-range)# show time-range

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 4   

時間範囲のシーケンス番号の変更

時間範囲のルールに割り当てられているすべてのシーケンス番号を変更できます。

手順の概要

1. configure terminal
2. resequence time-range name starting-sequence-number increment
3. （任意） show time-range name
4. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

時間範囲のルールにシーケンス番号を割り当てます。

指定した開始シーケンス番号は最初のルールに割り当

resequence time-range name
starting-sequence-number increment

例：
switch(config)# resequence time-range
daily-workhours 100 10
switch(config)#

ステップ 2   

てられます。後続の各ルールには、直前のルールより

も大きい番号が付けられます。番号の間隔は、指定し

た増分によって決まります。

（任意）

時間範囲の設定を表示します。

show time-range name

例：
switch(config)# show time-range
daily-workhours

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

時間範囲設定の確認
時間範囲の設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

時間範囲の設定を表示します。show time-range

すべての時間範囲を含めて、ACLの設定を表示
します。

show running-config aclmgr
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第 9 章

DHCP の設定

この章では、Cisco NX-OSデバイスでDynamic Host Configuration Protocol（DHCP）を設定する手
順について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

• DHCPリレーエージェントについて, 220 ページ

• DHCPv6リレーエージェントについて, 222 ページ

• DHCPのライセンス要件, 223 ページ

• DHCPの前提条件, 223 ページ

• DHCPの注意事項と制約事項, 223 ページ

• DHCPのデフォルト設定, 224 ページ

• DHCPの設定, 225 ページ

• DHCPv6の設定, 235 ページ

• DHCP設定の確認, 241 ページ

• DHCPリレー統計情報のクリア, 242 ページ

• DHCPv6リレー統計情報のクリア, 242 ページ

• DHCPのモニタリング, 242 ページ

• DHCPの設定例, 243 ページ

• DHCPに関する追加情報, 243 ページ
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DHCP リレーエージェントについて

DHCP リレーエージェント
DHCPリレーエージェントを実行するようにデバイスを設定できます。DHCPリレーエージェン
トは、クライアントとサーバの間でDHCPパケットを転送します。これは、クライアントとサー
バが同じ物理サブネット上にない場合に便利な機能です。リレーエージェントはDHCPメッセー
ジを受信すると、新規の DHCPメッセージを生成して別のインターフェイスに送信します。リ
レーエージェントはゲートウェイアドレスを設定し（DHCPパケットの giaddrフィールド）、パ
ケットにリレーエージェント情報のオプション（Option82）を追加して（設定されている場合）、
DHCPサーバに転送します。サーバからの応答は、Option 82を削除してからクライアントに転送
されます。

Option 82をイネーブルにした後に、デバイスは、デフォルトでバイナリ ifIndex形式を使用しま
す。必要に応じて、符号化された文字列形式を使用するように、Option82設定を変更できます。

デバイスは、Option 82情報がすでに含まれている DHCP要求を中継するときには、Option 82
情報を変更せずに元のままの状態で要求と一緒に転送します。

（注）

DHCP リレーエージェントの Option 82
リレーエージェントによって転送された DHCPパケットに関する Option 82情報のデバイスでの
挿入および削除をイネーブルにすることができます。

Cisco NX-OSデバイス上で DHCPリレーエージェントの Option 82をイネーブルにすると、次の
一連のイベントが発生します。

1 ホスト（DHCPクライアント）はDHCP要求を生成し、これをネットワーク上にブロードキャ
ストします。

2 Cisco NX-OSデバイスは、この DHCP要求を受信すると、パケット内に Option 82情報を追加
します。 Option 82情報には、デバイスのMACアドレス（リモート IDサブオプション）、お
よびパケットを受信したポートの識別子（回線 IDサブオプション）が含まれます。 DHCPリ
レーでは、回線 IDには、DHCPリレーが設定されているレイヤ 3インターフェイスの if_index
が入力されます。

3 デバイスは、DHCPパケットにリレーエージェントの IPアドレスを追加します。

4 デバイスは、Option 82フィールドを含む DHCP要求を DHCPサーバに転送します。

5 DHCPサーバはこのパケットを受信します。サーバは、Option82に対応している場合、リモー
ト ID、回線 ID、またはその両方を使用して IPアドレスを割り当てたり、1つのリモート ID

   Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティコンフィギュレーションガイドリリース 6.x
220

DHCP の設定
DHCP リレーエージェントについて



または回線 IDに割り当てることのできる IPアドレスの数の制限などのポリシーを実装したり
できます。 DHCPサーバは、Option 82フィールドを DHCP応答内にエコーします。

6 Cisco NX-OSデバイスがサーバへの要求を中継した場合、DHCPサーバはその NX-OSデバイ
スに応答をユニキャストします。 Cisco NX-OSデバイスは、リモート IDフィールドや、場合
によっては回線 IDフィールドを検査することによって、そのデバイスがOption 82データを最
初に挿入したことを確認します。 Cisco NX-OSデバイスは、Option 82フィールドを削除し、
DHCP要求を送信したDHCPクライアントに接続されているインターフェイスにそのパケット
を転送します。

DHCP リレーエージェントに対する VRF サポート
DHCPブロードキャストメッセージを Virtual Routing and Forwarding（VRF;仮想ルーティング/転
送）インスタンスのクライアントから別のVRFのDHCPサーバに転送するように、DHCPリレー
エージェントを設定できます。単一の DHCPサーバを使用して複数の VRFのクライアントの
DHCPをサポートできるため、IPアドレスプールを VRFごとではなく 1つにまとめることによ
り、IPアドレスを節約できます。VRFの一般的な情報については、『CiscoNexus9000SeriesNX-OS
Unicast Routing Configuration Guide』を参照してください。

DHCPリレーエージェントに対する VRFサポートをイネーブルにするには、DHCPリレーエー
ジェントに対する Option 82をイネーブルにする必要があります。

DHCPリレーアドレスと VRF情報を設定したインターフェイスに DHCP要求が着信した場合、
DHCPサーバのアドレスが、別のVRFのメンバであるインターフェイスのネットワークに属する
ものであれば、デバイスは要求に Option 82情報を挿入し、サーバの VRFの DHCPサーバに転送
されます。 Option 82情報は次のとおりです。

VPN識別子

DHCP要求を受信するインターフェイスが属する VRFの名前。

リンクの選択

DHCP要求を受信するインターフェイスのサブネットアドレス。 DHCPスマートリレーが
イネーブルの場合、リンクの選択にはアクティブな giaddrのサブネットが指定されます。

サーバ識別子オーバーライド

DHCP要求を受信するインターフェイスの IPアドレス。 DHCPスマートリレーがイネーブ
ルの場合、サーバの識別子にはアクティブな giaddrが指定されます。

DHCPサーバは、VPN識別子、リンクの選択、サーバ識別子オーバーライドの各オプションを
サポートする必要があります。

（注）

デバイスはDHCP応答メッセージを受信すると、Option 82情報を取り除き、クライアントのVRF
の DHCPクライアントに応答を転送します。
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関連トピック

DHCPリレーエージェントに対する VRFサポートのイネーブル化またはディセーブル化, （
229ページ）

DHCP スマートリレーエージェント
DHCPリレーエージェントは、ホストからブロードキャスト DHCP要求パケットを受信すると、
インバウンドインターフェイスのプライマリアドレスに giaddrを設定し、それらのパケットを
サーバに転送します。サーバは、プールが使い果たされるまで giaddrサブネットプールから IP
アドレスを割り当て、それ以降の要求を無視します。

最初のサブネットプールが使い果たされるか、またはサーバがそれ以降の要求を無視した場合

は、セカンダリ IPアドレスサブネットプールから IPアドレスを割り当てるように DHCPスマー
トリレーエージェントを設定できます。この機能拡張は、ホストの数がプール内の IPアドレス
の数を超えている場合や、セカンダリアドレスを使用してインターフェイス上に複数のサブネッ

トが設定されている場合に有効です。

関連トピック

DHCPスマートリレーのグローバルなイネーブル化またはディセーブル化, （232ページ）
レイヤ 3インターフェイスでのDHCPスマートリレーのイネーブル化またはディセーブル化,
（234ページ）

DHCPv6 リレーエージェントについて

DHCPv6 リレーエージェント
DHCPv6リレーエージェントを実行するようにデバイスを設定できます。DHCPv6リレーエー
ジェントは、クライアントとサーバの間でDHCPパケットを転送します。これは、クライアント
とサーバが同じ物理サブネット上にない場合に便利な機能です。リレーエージェントはDHCPv6
メッセージを受信すると、新規の DHCPv6メッセージを生成して別のインターフェイスに送信し
ます。リレーエージェントはゲートウェイアドレス（DHCPv6パケットの giaddrフィールド）
をセットし、DHCPv6サーバに転送します。

DHCPv6 リレーエージェントに対する VRF サポート
DHCPv6ブロードキャストメッセージを仮想ルーティング/転送（VRF）インスタンスのクライア
ントから別の VRFの DHCPv6サーバに転送するように、DHCPv6リレーエージェントを設定で
きます。単一の DHCPv6サーバを使用して複数の VRFのクライアントの DHCPをサポートでき
るため、IPアドレスプールを VRFごとではなく 1つにまとめることにより、IPアドレスを節約
できます。 VRFの一般的な情報については、『Cisco Nexus 0000 Series NX-OS Unicast Routing
Configuration Guide』を参照してください。
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関連トピック

DHCPv6リレーエージェントに対する VRFサポートのイネーブル化またはディセーブル化,
（236ページ）

DHCP のライセンス要件
次の表に、DHCPのライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

DHCPにはライセンスは不要です。ライセンス
パッケージに含まれていない機能はnx-osイメー
ジにバンドルされており、無料で提供されま

す。CiscoNX-OSライセンス方式の詳細につい
ては、『CiscoNX-OS LicensingGuide』を参照し
てください。

Cisco NX-OS

DHCP の前提条件
DHCPの前提条件は、次のとおりです。

• DHCPリレーエージェントを設定するには、DHCPについての知識が必要です。

DHCP の注意事項と制約事項
DHCP設定時の注意事項と制約事項は次のとおりです。

• DHCPクライアントおよびサーバが異なる VRFに存在する状況で DHCPリレーを使用する
場合、VRF内で 1つの DHCPサーバだけを使用します。

• DHCPサーバアドレスを使用して設定を行っているレイヤ 3インターフェイスで入力ルータ
ACLが設定されている場合、そのルータ ACLで DHCPサーバと DHCPホストの間の DHCP
トラフィックが許可されていることを確認します。

• DHCPスマートリレーは、イネーブルであるインターフェイスの IPアドレスのうち、最初
の 100個に制限されます。

• DHCPスマートリレーを使用するには、インターフェイスでヘルパーアドレスを設定する必
要があります。

•インターフェイスでDHCPv6サーバアドレスを設定する場合は、宛先インターフェイスをグ
ローバル IPv6アドレスで使用することはできません。
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DHCP設定制限については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』を参照
してください。

（注）

DHCP のデフォルト設定
次の表に、DHCPパラメータのデフォルト設定を示します。

表 17：デフォルトの DHCP パラメータ

デフォルトパラメータ

ディセーブルDHCP機能

イネーブルDHCPリレーエージェント

イネーブルDHCPv6リレーエージェント

ディセーブルDHCPリレーエージェントに対するVRFサポー
ト

ディセーブルDHCPv6リレーエージェントに対する VRFサ
ポート

ディセーブルリレーエージェントの DHCP Option 82

ディセーブルDHCPスマートリレーエージェント

なしDHCPサーバの IPアドレス
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DHCP の設定

DHCP の最小設定

ステップ 1 DHCP機能をイネーブルにします。

ステップ 2 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。

ステップ 3 （任意） DHCPリレーエージェントをイネーブルにします。

ステップ 4 （任意） DHCPサーバとクライアントが異なる VRFに存在する場合は、次の手順に従います。
a) DHCPリレーエージェントの Option 82をイネーブルにします。
b) DHCPリレーエージェントに対して VRFサポートをイネーブルにします。

ステップ 5 （任意） インターフェイスに DHCPサーバの IPアドレスを設定します。

関連トピック

DHCP機能のイネーブル化またはディセーブル化, （225ページ）
DHCPリレーエージェントのイネーブル化またはディセーブル化, （227ページ）
DHCPリレーエージェントに対する Option 82のイネーブル化またはディセーブル化, （228
ページ）

DHCPリレーエージェントに対する VRFサポートのイネーブル化またはディセーブル化, （
229ページ）
インターフェイスへの DHCPサーバアドレスの設定, （231ページ）

DHCP 機能のイネーブル化またはディセーブル化
デバイスのDHCP機能をイネーブルまたはディセーブルに設定できます。デフォルトでは、DHCP
はディセーブルです。

DHCP機能がディセーブルの場合、DHCPリレーエージェントおよび DHCPに依存するすべての
機能は設定できません。また、すべての DHCP設定がデバイスから削除されます。

手順の概要

1. config t
2. [no] feature dhcp
3. （任意） show running-config dhcp
4. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

DHCP機能をイネーブルにします。 noオプションを
使用すると、DHCP機能がディセーブルになり、
DHCP設定が消去されます。

[no] feature dhcp

例：
switch(config)# feature dhcp

ステップ 2   

（任意）

DHCP設定を表示します。
show running-config dhcp

例：
switch(config)# show running-config dhcp

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

DHCP パケットの厳密な検証のイネーブル化またはディセーブル化
DHCPパケットの厳密な検証をイネーブルまたはディセーブルにできます。デフォルトでは、
DHCPパケットの厳密な検証はディセーブルになっています。

手順の概要

1. config t
2. [no] ip dhcp packet strict-validation
3. （任意） show running-config dhcp
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

DHCPパケットの厳密な検証をイネーブルにします。
noオプションを使用すると、DHCPパケットの厳密
な検証がディセーブルになります。

[no] ip dhcp packet strict-validation

例：
switch(config)# ip dhcp packet
strict-validation

ステップ 2   

（任意）

DHCP設定を表示します。
show running-config dhcp

例：
switch(config)# show running-config dhcp

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

DHCP リレーエージェントのイネーブル化またはディセーブル化
DHCPリレーエージェントをイネーブルまたはディセーブルに設定できます。デフォルトでは、
DHCPリレーエージェントはイネーブルです。

はじめる前に

DHCP機能がイネーブルであることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] ip dhcp relay
3. （任意） show ip dhcp relay
4. （任意） show running-config dhcp
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

DHCPリレーエージェントをイネーブルにします。
noオプションを使用すると、DHCPリレーエージェ
ントがディセーブルになります。

[no] ip dhcp relay

例：
switch(config)# ip dhcp relay

ステップ 2   

（任意）

DHCPリレーの設定を表示します。
show ip dhcp relay

例：
switch(config)# show ip dhcp relay

ステップ 3   

（任意）

DHCP設定を表示します。
show running-config dhcp

例：
switch(config)# show running-config dhcp

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 5   

関連トピック

DHCP機能のイネーブル化またはディセーブル化, （225ページ）

DHCP リレーエージェントに対する Option 82 のイネーブル化または
ディセーブル化

デバイスに対し、リレーエージェントによって転送された DHCPパケットへの Option 82情報の
挿入と削除をイネーブルまたはディセーブルに設定できます。

デフォルトでは、DHCPリレーエージェントはDHCPパケットにOption 82情報を挿入しません。

はじめる前に

DHCP機能がイネーブルであることを確認します。

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)#[no] ip dhcp relay information option
3. （任意） switch(config)# show ip dhcp relay
4. （任意） switch(config)# show running-config dhcp
5. （任意） switch(config)# copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

DHCPリレーエージェントによって転送されるパケットに対
するOption82情報の挿入および削除をイネーブルにします。

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

ステップ 2   

Option 82情報は、デフォルトでバイナリ ifIndex形式です。
noオプションを使用すると、この動作がディセーブルにな
ります。

（任意）

DHCPリレーの設定を表示します。
switch(config)# show ip dhcp relayステップ 3   

（任意）

DHCP設定を表示します。
switch(config)# show running-config
dhcp

ステップ 4   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーション

をスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、

変更を永続的に保存します。

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

ステップ 5   

DHCP リレーエージェントに対する VRF サポートのイネーブル化また
はディセーブル化

ある VRFのインターフェイスで受信した DHCP要求を、別の VRFの DHCPサーバにリレーする
機能をサポートするように、デバイスを設定できます。

はじめる前に

DHCPリレーエージェントの Option 82をイネーブルにする必要があります。

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] ip dhcp relay information option vpn
3. [no] ip dhcp relay sub-option type cisco
4. （任意） show ip dhcp relay
5. （任意） show running-config dhcp
6. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

DHCPリレーエージェントに対してVRFサポートをイネー
ブルにします。 noオプションを使用すると、この動作が
ディセーブルになります。

[no] ip dhcp relay information option vpn

例：
switch(config)# ip dhcp relay
information option vpn

ステップ 2   

リンク選択、サーバ IDオーバーライド、および VRF
名/VPN IDリレーエージェント Option 82サブオプション

[no] ip dhcp relay sub-option type cisco

例：
switch(config)# ip dhcp relay
sub-option type cisco

ステップ 3   

を設定する場合は、DHCPをイネーブルにして、シスコ独
自の番号である 150、152、および 151を使用します。 no
オプションを使用すると、DHCPでは、リンク選択、サー
バ IDオーバーライド、および VRF名/VPN IDサブオプ
ションに対して、RFC番号 5、11、151が使用されるよう
になります。

（任意）

DHCPリレーの設定を表示します。
show ip dhcp relay

例：
switch(config)# show ip dhcp relay

ステップ 4   

（任意）

DHCP設定を表示します。
show running-config dhcp

例：
switch(config)# show running-config
dhcp

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 6   

関連トピック

DHCPリレーエージェントに対する VRFサポート, （221ページ）
DHCPリレーエージェントに対する Option 82のイネーブル化またはディセーブル化, （228
ページ）
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インターフェイスへの DHCP サーバアドレスの設定
1つのインターフェイスに複数のDHCPサーバ IPアドレスを設定できます。インバウンドDHCP
BOOTREQUESTパケットがインターフェイスに着信すると、リレーエージェントはそのパケッ
トを指定されたすべての DHCPサーバ IPアドレスに転送します。リレーエージェントは、すべ
ての DHCPサーバからの応答を、要求を送信したホストへ転送します。

はじめる前に

DHCP機能がイネーブルであることを確認します。

DHCPサーバが正しく設定されていることを確認します。

インターフェイスに設定する、各 DHCPサーバの IPアドレスを決定します。

DHCPサーバがインターフェイスとは異なるVRFに含まれている場合、VRFサポートがイネーブ
ルになっていることを確認します。

DHCPサーバアドレスを設定しているインターフェイスで入力ルータ ACLが設定されている
場合、そのルータACLでDHCPサーバとDHCPホストの間のDHCPトラフィックが許可され
ていることを確認します。

（注）

手順の概要

1. config t
2. 次のいずれかのオプションを使用します。

• interface ethernet slot/port[. number]

• interface port-channel channel-id

3. ip dhcp relay address IP-address [use-vrf vrf-name]
4. （任意） show ip dhcp relay address
5. （任意） show running-config dhcp
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

次のいずれかのオプションを使用します。ステップ 2   •インターフェイスコンフィギュレーションモードを
開始します。slot/portは、DHCPサーバ IPアドレス• interface ethernet slot/port[. number]
を設定する物理イーサネットインターフェイスです。

• interface port-channel channel-id サブインターフェイスを設定する場合は、number引
数を使用してサブインターフェイス番号を指定しま

す。
例：
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)#

•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。channel-idは、DHCPサーバ IPアドレス
を設定するポートチャネルの IDです。

リレーエージェントがこのインターフェイスで受信した

BOOTREQUESTパケットを転送するDHCPサーバの IPア
ドレスを設定します。

ip dhcp relay address IP-address [use-vrf
vrf-name]

例：
switch(config-if)# ip dhcp relay address
10.132.7.120 use-vrf red

ステップ 3   

複数の IPアドレスを設定するには、アドレスごとに ip
dhcp relay addressコマンドを使用します。

（任意）

設定済みのすべてのDHCPサーバアドレスを表示します。
show ip dhcp relay address

例：
switch(config-if)# show ip dhcp relay
address

ステップ 4   

（任意）

DHCP設定を表示します。
show running-config dhcp

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

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 6   

関連トピック

DHCP機能のイネーブル化またはディセーブル化, （225ページ）

DHCP スマートリレーのグローバルなイネーブル化またはディセーブ
ル化

デバイスの DHCPスマートリレーをグローバルにイネーブルまたはディセーブルに設定できま
す。
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はじめる前に

DHCP機能がイネーブルであることを確認します。

DHCPリレーエージェントがイネーブルであることを確認します。

手順の概要

1. config t
2. [no] ip dhcp smart-relay global
3. （任意） show ip dhcp relay
4. （任意） show running-config dhcp
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

DHCPスマートリレーをグローバルにイネーブルに
します。 noオプションを使用すると DHCPスマー
トリレーがディセーブルになります。

[no] ip dhcp smart-relay global

例：
switch(config)# ip dhcp smart-relay global

ステップ 2   

（任意）

DHCPスマートリレー設定を表示します。
show ip dhcp relay

例：
switch(config)# show ip dhcp relay

ステップ 3   

（任意）

DHCP設定を表示します。
show running-config dhcp

例：
switch(config)# show running-config dhcp

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 5   
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レイヤ 3 インターフェイスでの DHCP スマートリレーのイネーブル化
またはディセーブル化

レイヤ 3インターフェイスでDHCPスマートリレーをイネーブルまたはディセーブルに設定でき
ます。

はじめる前に

DHCP機能がイネーブルであることを確認します。

DHCPリレーエージェントがイネーブルであることを確認します。

手順の概要

1. config t
2. interface interface slot/port
3. [no] ip dhcp smart-relay
4. exit
5. exit
6. （任意） show ip dhcp relay
7. （任意） show running-config dhcp
8. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開

始します。slot/portは、DHCPスマートリレーをイネー
ブルまたはディセーブルにするインターフェイスです。

interface interface slot/port

例：
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)#

ステップ 2   

インターフェイスで DHCPスマートリレーをイネーブ
ルにします。 noオプションを使用すると、インター

[no] ip dhcp smart-relay

例：
switch(config-if)# ip dhcp smart-relay

ステップ 3   

フェイスの DHCPスマートリレーがディセーブルにな
ります。
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終

了します。

exit

例：
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 4   

グローバルコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5   

（任意）

DHCPスマートリレー設定を表示します。
show ip dhcp relay

例：
switch# show ip dhcp relay

ステップ 6   

（任意）

DHCP設定を表示します。
show running-config dhcp

例：
switch# show running-config dhcp

ステップ 7   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config
startup-config

ステップ 8   

DHCPv6 の設定

DHCPv6 リレーエージェントのイネーブル化またはディセーブル化
DHCPv6リレーエージェントをイネーブルまたはディセーブルに設定できます。デフォルトで
は、DHCPv6リレーエージェントはイネーブルです。

はじめる前に

DHCP機能がイネーブルになっていることを確認します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. [no] ipv6 dhcp relay
3. （任意） show ipv6 dhcp relay [interface interface]
4. （任意） show running-config dhcp
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

DHCPv6リレーエージェントをイネーブルにしま
す。noオプションを使用すると、リレーエージェ
ントがディセーブルになります。

[no] ipv6 dhcp relay

例：
switch(config)# ipv6 dhcp relay

ステップ 2   

（任意）

DHCPv6リレーの設定を表示します。
show ipv6 dhcp relay [interface interface]

例：
switch(config)# show ipv6 dhcp relay

ステップ 3   

（任意）

DHCP設定を表示します。
show running-config dhcp

例：
switch(config)# show running-config dhcp

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 5   

DHCPv6 リレーエージェントに対する VRF サポートのイネーブル化ま
たはディセーブル化

ある VRFのインターフェイスで受信した DHCPv6要求を、別の VRFの DHCPv6サーバにリレー
する機能をサポートするように、デバイスを設定できます。
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はじめる前に

DHCP機能がイネーブルになっていることを確認します。

DHCPv6リレーエージェントがイネーブルであることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] ipv6 dhcp relay option vpn
3. [no] ipv6 dhcp relay option type cisco
4. （任意） show ipv6 dhcp relay [interface interface]
5. （任意） show running-config dhcp
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

DHCPv6リレーエージェントに対して VRFサポートをイ
ネーブルにします。noオプションを使用すると、この動作
がディセーブルになります。

[no] ipv6 dhcp relay option vpn

例：
switch(config)# ipv6 dhcp relay option
vpn

ステップ 2   

これにより、DHCPv6リレーエージェントが、ベンダー固
有オプションの一部として仮想サブネット選択（VSS）の

[no] ipv6 dhcp relay option type cisco

例：
switch(config)# ipv6 dhcp relay option
type cisco

ステップ 3   

詳細情報を挿入します。 noオプションを使用すると、
DHCPv6リレーエージェントがVSS詳細情報を、VSSオプ
ションの一部として（68）挿入します。これは、RFC-6607
で定義された動作です。このコマンドは、RFC-6607に対応
していないものの、クライアント VRF名に基づいた IPv6
アドレスを割り当てる DHCPv6サーバを使用する場合に役
立ちます。

（任意）

DHCPv6リレーの設定を表示します。
show ipv6 dhcp relay [interface interface]

例：
switch(config)# show ipv6 dhcp relay

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）

DHCP設定を表示します。
show running-config dhcp

例：
switch(config)# show running-config
dhcp

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 6   

関連トピック

DHCPv6リレーエージェントに対する VRFサポート, （222ページ）

インターフェイスへの DHCPv6 サーバアドレスの設定
1つのインターフェイスに複数の DHCPv6サーバ IPアドレスを設定できます。インバウンド
DHCPv6BOOTREQUESTパケットがインターフェイスに着信すると、リレーエージェントはその
パケットを指定されたすべてのDHCPサーバ IPアドレスに転送します。リレーエージェントは、
すべての DHCPv6サーバからの応答を、要求を送信したホストへ転送します。

はじめる前に

DHCP機能がイネーブルになっていることを確認します。

DHCPv6サーバが正しく設定されていることを確認します。

インターフェイスに設定する、各 DHCPv6サーバの IPアドレスを決定します。

DHCPv6サーバがインターフェイスとは異なるVRFに含まれている場合、VRFサポートがイネー
ブルになっていることを確認します。

DHCPv6サーバアドレスを設定しているインターフェイスで入力ルータ ACLが設定されてい
る場合、そのルータACLでDHCPサーバとDHCPv6ホストの間のDHCPトラフィックが許可
されていることを確認します。

（注）

   Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティコンフィギュレーションガイドリリース 6.x
238

DHCP の設定
インターフェイスへの DHCPv6 サーバアドレスの設定



手順の概要

1. configure terminal
2. 次のいずれかのオプションを使用します。

• interface ethernet slot/port

• interface port-channel channel-id

3. [no] ipv6 dhcp relay address IPv6-address [use-vrf vrf-name] [interface interface]
4. （任意） show running-config dhcp
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

次のいずれかのオプションを使用しま

す。

ステップ 2   •インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始し
ます。slot/portは、DHCPv6サーバ IPアドレスを設定する
物理イーサネットインターフェイスです。• interface ethernet slot/port

•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。channel-idは、DHCPv6サーバ IPアドレスを設定す
るポートチャネルの IDです。

• interface port-channel channel-id

例：
switch(config)# interface ethernet
2/3
switch(config-if)#

リレーエージェントがこのインターフェイスで受信した

BOOTREQUESTパケットを転送する DHCPv6サーバの IPアド
レスを設定します。

[no] ipv6 dhcp relay address IPv6-address
[use-vrf vrf-name] [interface interface]

例：
switch(config-if)# ipv6 dhcp relay
address FF02:1::FF0E:8C6C use-vrf
red

ステップ 3   

サーバが異なる VRFにあり、別の引数インターフェイスが宛先
の出力インターフェイス指定に使用される場合は、use-vrfオプ
ションを使用して VRF名を指定します。

サーバアドレスには、リンクスコープのユニキャストまたはマ

ルチキャストアドレス、またはグローバルまたはサイトローカ

ルのユニキャストまたはマルチキャストアドレスを使用できま

す。 interfaceオプションは、リンクスコープのサーバアドレス
およびマルチキャストアドレスの場合に必要ですグローバルま

たはサイトスコープのサーバアドレスには許可されていません。
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目的コマンドまたはアクション

複数の IPアドレスを設定するには、アドレスごとに ipv6 dhcp
relay addressコマンドを使用します。

（任意）

DHCPv6設定を表示します。
show running-config dhcp

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

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュ

レーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 5   

DHCPv6 リレー送信元インターフェイスの設定
DHCPv6リレーエージェントの送信元インターフェイスを設定できます。デフォルトでは、
DHCPv6リレーエージェントは発信パケットの送信元アドレスとしてリレーエージェントアドレ
スを使用します。送信元インターフェイスを設定すると、リレーされたメッセージの送信元アド

レスとして、より安定したアドレス（ループバックインターフェイスアドレスなど）を使用する

ことができます。

はじめる前に

DHCP機能がイネーブルになっていることを確認します。

DHCPv6リレーエージェントがイネーブルであることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] ipv6 dhcp relay source-interface interface
3. （任意） show ipv6 dhcp relay [interface interface]
4. （任意） show running-config dhcp
5. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

DHCPv6リレーエージェントの送信元インターフェイス
を設定します。

[no] ipv6 dhcp relay source-interface interface

例：
switch(config)# ipv6 dhcp relay
source-interface loopback 2

ステップ 2   

DHCPv6リレー送信元インターフェイスは、
グローバルに、インターフェイスごとに、ま

たはその両方に設定できます。グローバルお

よびインターフェイスレベルの両方が設定さ

れている場合は、インターフェイスレベルの

設定がグローバル設定を上書きします。

（注）

（任意）

DHCPv6リレーの設定を表示します。
show ipv6 dhcp relay [interface interface]

例：
switch(config)# show ipv6 dhcp relay

ステップ 3   

（任意）

DHCP設定を表示します。
show running-config dhcp

例：
switch(config)# show running-config dhcp

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 5   

DHCP 設定の確認
DHCPの設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

実行コンフィギュレーション内

の DHCP設定を表示します。
show running-config dhcp [all]

DHCPリレーの設定を表示しま
す。

show ip dhcp relay
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目的コマンド

DHCPv6リレーのグローバル設
定またはインターフェイスレ

ベルの設定を表示します。

show ipv6 dhcp relay [interface interface]

デバイスに設定されているすべ

ての DHCPサーバアドレスを
表示します。

show ip dhcp relay address

スタートアップコンフィギュ

レーションのDHCP設定を表示
します。

show startup-config dhcp [all]

DHCP リレー統計情報のクリア
グローバル DHCPリレーの統計情報をクリアするには、clear ip dhcp relay statisticsコマンドを使
用します。

特定のインターフェイスのDHCPリレーの統計情報をクリアするには、clear ip dhcp relay statistics
interface interfaceコマンドを使用します。

DHCPv6 リレー統計情報のクリア
グローバル DHCPv6リレーの統計情報をクリアするには、clear ipv6 dhcp relay statisticsコマンド
を使用します。

特定のインターフェイスの DHCPv6リレーの統計情報をクリアするには、clear ipv6 dhcp relay
statistics interface interfaceコマンドを使用します。

DHCP のモニタリング
グローバルレベルまたはインターフェイスレベルでDHCPリレーの統計情報をモニタするには、
show ip dhcp relay statistics [interface interface]コマンドを使用します。

グローバルレベルまたはインターフェイスレベルで DHCPv6リレーの統計情報をモニタするに
は、show ipv6 dhcp relay statistics [interface interface]コマンドを使用します。
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DHCP の設定例
次の例では、DHCPリレーエージェントをイネーブルにして、イーサネットインターフェイス
2/3に DHCPサーバ IPアドレス（10.132.7.120）を設定します。DHCPサーバは redという名前の
VRF内にあります。
feature dhcp
ip dhcp relay
ip dhcp relay information option
ip dhcp relay information option vpn

interface Ethernet 2/3
ip dhcp relay address 10.132.7.120 use-vrf red

次に、DHCPスマートリレーエージェントをイネーブルにして使用する例を示します。この例で
は、デバイスはイーサネットインターフェイス 2/2上で受信された DHCPブロードキャストパ
ケットを DHCPサーバ（10.55.11.3）に転送し、giaddrフィールド内に 192.168.100.1を挿入しま
す。 DHCPサーバに 192.168.100.0/24ネットワークのためのプールが設定されている場合、その
DHCPサーバは応答します。サーバが応答しない場合、デバイスは giaddrフィールド内の
192.168.100.1を使用して、さらに 2つの要求を送信します。それでもデバイスが応答を受信しな
い場合は、代わりに giaddrフィールド内で 172.16.31.254を使用し始めます。
feature dhcp
ip dhcp relay
ip dhcp smart-relay global

interface Ethernet 2/2
ip address 192.168.100.1/24
ip address 172.16.31.254/24 secondary
ip dhcp relay address 10.55.11.3

DHCP に関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Unicast Routing
Configuration Guide』

VRFおよびレイヤ3のバーチャライゼーション

Standards

TitleStandards

『Dynamic Host Configuration Protocol』（http://
tools.ietf.org/html/rfc2131）

RFC-2131

『DHCPRelay Agent Information Option』（http:/
/tools.ietf.org/html/rfc3046）

RFC-3046
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TitleStandards

『Virtual Subnet Selection Options for DHCPv4 and
DHCPv6』（http://tools.ietf.org/html/rfc6607）

RFC-6607
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第 10 章

パスワード暗号化の設定

この章では、Cisco NX-OSデバイスにパスワード暗号化を設定する手順について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

• AESパスワード暗号化およびマスター暗号キーについて, 245 ページ

• パスワード暗号化のライセンス要件, 246 ページ

• パスワード暗号化の注意事項と制約事項, 246 ページ

• パスワード暗号化のデフォルト設定, 246 ページ

• パスワード暗号化の設定, 247 ページ

• パスワード暗号化の設定の確認, 250 ページ

• パスワード暗号化の設定例, 250 ページ

AES パスワード暗号化およびマスター暗号キーについて
強力で、反転可能な 128ビットの高度暗号化規格（AES）パスワード暗号化（タイプ 6暗号化と
もいう）をイネーブルにすることができます。タイプ 6暗号化の使用を開始するには、AESパス
ワード暗号化機能をイネーブルにし、パスワード暗号化および復号化に使用されるマスター暗号

キーを設定する必要があります。

AESパスワード暗号化をイネーブルにしてマスターキーを設定すると、タイプ 6パスワード暗号
化をディセーブルにしない限り、サポートされているアプリケーション（現在は RADIUSと
TACACS+）の既存および新規作成されたクリアテキストパスワードがすべて、タイプ 6暗号化
の形式で保存されます。また、既存の弱いすべての暗号化パスワードをタイプ 6暗号化パスワー
ドに変換するように Cisco NX-OSを設定することもできます。

関連トピック

マスターキーの設定および AESパスワード暗号化機能のイネーブル化, （247ページ）
グローバル RADIUSキーの設定, （43ページ）
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特定の RADIUSサーバ用のキーの設定, （45ページ）

グローバル TACACS+キーの設定, （77ページ）

特定の TACACS+サーバ用のキーの設定, （78ページ）

マスターキーの設定および AESパスワード暗号化機能のイネーブル化, （247ページ）

パスワード暗号化のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

パスワード暗号化にはライセンスは必要ありま

せん。ライセンスパッケージに含まれていな

い機能はnx-osイメージにバンドルされており、
無料で提供されます。CiscoNX-OSライセンス
方式の詳細については、『CiscoNX-OSLicensing
Guide』を参照してください。

Cisco NX-OS

パスワード暗号化の注意事項と制約事項
パスワード暗号化設定時の注意事項と制約事項は次のとおりです。

• AESパスワード暗号化機能、関連付けられた暗号化と復号化のコマンド、およびマスター
キーを設定できるのは、管理者権限（network-admin）を持つユーザだけです。

• AESパスワード暗号化機能を使用できるアプリケーションは RADIUSと TACACS+だけで
す。

•タイプ 6暗号化パスワードを含む設定は、ロールバックに従いません。

•マスターキーがなくても AESパスワード暗号化機能をイネーブルにできますが、マスター
キーがシステムに存在する場合だけ暗号化が開始されます。

•マスターキーを削除するとタイプ 6暗号化が停止され、同じマスターキーが再構成されな
い限り、既存のすべてのタイプ 6暗号化パスワードが使用できなくなります。

•デバイス設定を別のデバイスに移行するには、他のデバイスに移植する前に設定を復号化す
るか、または設定が適用されるデバイス上に同じマスターキーを設定します。

パスワード暗号化のデフォルト設定
次の表に、パスワード暗号化パラメータのデフォルト設定を示します。
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表 18：パスワード暗号化パラメータのデフォルト設定

デフォルトパラメータ

ディセーブルAESパスワード暗号化機能

未設定マスターキー

パスワード暗号化の設定
ここでは、Cisco NX-OSデバイスでパスワード暗号化を設定する手順について説明します。

マスターキーの設定および AES パスワード暗号化機能のイネーブル化
タイプ 6暗号化用のマスターキーを設定し、高度暗号化規格（AES）パスワード暗号化機能をイ
ネーブルにすることができます。

手順の概要

1. [no] key config-key ascii
2. configure terminal
3. [no] feature password encryption aes
4. （任意） show encryption service stat
5. copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

マスターキーを、AESパスワード暗号化機能で使用するように
設定します。マスターキーは、16～ 32文字の英数字を使用で

[no] key config-key ascii

例：
switch# key config-key ascii
New Master Key:
Retype Master Key:

ステップ 1   

きます。マスターキーを削除するために、いつでもこのコマン

ドの no形式を使用できます。

マスターキーを設定する前に AESパスワード暗号化機能をイ
ネーブルにすると、マスターキーが設定されていない限りパス

ワード暗号化が実行されないことを示すメッセージが表示され

ます。マスターキーがすでに設定されている場合、新しいマス

ターキーを入力する前に現在のマスターキーを入力するように

求められます。
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2   

AESパスワード暗号化機能をイネーブルまたはディセーブルに
します。

[no] feature password encryption aes

例：
switch(config)# feature password
encryption aes

ステップ 3   

（任意）

AESパスワード暗号化機能とマスターキーの設定ステータスを
表示します。

show encryption service stat

例：
switch(config)# show encryption
service stat

ステップ 4   

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュ

レーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 5   

このコマンドは、実行コンフィギュレーションとス

タートアップコンフィギュレーションのマスターキー

を同期するために必要です。

（注）

関連トピック

AESパスワード暗号化およびマスター暗号キーについて, （245ページ）
AESパスワード暗号化およびマスター暗号キーについて, （245ページ）
キーのテキストの設定, （257ページ）
キーの受け入れライフタイムおよび送信ライフタイムの設定, （259ページ）
キーのテキストの設定, （257ページ）
キーの受け入れライフタイムおよび送信ライフタイムの設定, （259ページ）

既存のパスワードのタイプ 6 暗号化パスワードへの変換
既存の単純で脆弱な暗号化パスワードをタイプ 6暗号化パスワードに変換できます。

はじめる前に

AESパスワード暗号化機能をイネーブルにし、マスターキーを設定したことを確認します。

手順の概要

1. encryption re-encrypt obfuscated
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

既存の単純で脆弱な暗号化パスワードをタイプ 6
暗号化パスワードに変換します。

encryption re-encrypt obfuscated

例：
switch# encryption re-encrypt obfuscated

ステップ 1   

タイプ 6 暗号化パスワードの元の状態への変換
タイプ 6暗号化パスワードを元の状態に変換できます。

はじめる前に

マスターキーを設定したことを確認します。

手順の概要

1. encryption decrypt type6

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

タイプ6暗号化パスワードを元の状態に変
換します。

encryption decrypt type6

例：
switch# encryption decrypt type6
Please enter current Master Key:

ステップ 1   

タイプ 6 暗号化パスワードの削除
Cisco NX-OSデバイスからすべてのタイプ 6暗号化パスワードを削除できます。

手順の概要

1. encryption delete type6

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティコンフィギュレーションガイドリリース 6.x    
249

パスワード暗号化の設定

タイプ 6 暗号化パスワードの元の状態への変換



手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

すべてのタイプ 6暗号化パスワードを削除し
ます。

encryption delete type6

例：
switch# encryption delete type6

ステップ 1   

パスワード暗号化の設定の確認
パスワード暗号化の設定情報を表示するには、次の作業を行います。

目的コマンド

AESパスワード暗号化機能とマスターキーの
設定ステータスを表示します。

show encryption service stat

パスワード暗号化の設定例
次に、マスターキーを作成し、AESパスワード暗号化機能をイネーブルにして、TACACS+アプ
リケーションのためのタイプ 6暗号化パスワードを設定する例を示します。
key config-key ascii
New Master Key:
Retype Master Key:

configure terminal
feature password encryption aes
show encryption service stat
Encryption service is enabled.
Master Encryption Key is configured.
Type-6 encryption is being used.

feature tacacs+
tacacs-server key Cisco123
show running-config tacacs+
feature tacacs+
logging level tacacs 5
tacacs-server key 6

"JDYkqyIFWeBvzpljSfWmRZrmRSRE8syxKlOSjP9RCCkFinZbJI3GD5c6rckJR/Qju2PKLmOewbheAA=="
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第 11 章

キーチェーン管理の設定

この章では、Cisco NX-OSデバイスでキーチェーン管理を設定する手順について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

• キーチェーン管理について, 251 ページ

• キーチェーン管理のライセンス要件, 252 ページ

• キーチェーン管理の前提条件, 253 ページ

• キーチェーン管理の注意事項と制約事項, 253 ページ

• キーチェーン管理のデフォルト設定, 253 ページ

• キーチェーン管理の設定, 254 ページ

• アクティブなキーのライフタイムの確認, 261 ページ

• キーチェーン管理の設定の確認, 261 ページ

• キーチェーン管理の設定例, 262 ページ

• 次の作業, 262 ページ

• キーチェーン管理に関する追加情報, 262 ページ

キーチェーン管理について
キーチェーン管理を使用すると、キーチェーンの作成と管理を行えます。キーチェーンはキーの

シーケンスを意味します（共有秘密ともいいます）。キーチェーンは、他のデバイスとの通信を

キーベース認証を使用して保護する機能と合わせて使用できます。デバイスでは複数のキーチェー

ンを設定できます。

キーベース認証をサポートするルーティングプロトコルの中には、キーチェーンを使用してヒッ

トレスキーロールオーバーによる認証を実装できるものがあります。詳細については、『Cisco
Nexus 9000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』を参照してください。
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キーのライフタイム

安定した通信を維持するためには、キーベース認証で保護されるプロトコルを使用する各デバイ

スに、1つの機能に対して同時に複数のキーを保存し使用できる必要があります。キーチェーン
管理は、キーの送信および受け入れライフタイムに基づいて、キーロールオーバーを処理するセ

キュアなメカニズムを提供します。デバイスはキーのライフタイムを使用して、キーチェーン内

のアクティブなキーを判断します。

キーチェーンの各キーには次に示す 2つのライフタイムがあります。

受け入れライフタイム

別のデバイスとのキー交換時にデバイスがそのキーを受け入れる期間。

送信ライフタイム

別のデバイスとのキー交換時にデバイスがそのキーを送信する期間。

キーの送信ライフタイムおよび受け入れライフタイムは、次のパラメータを使用して定義します。

Start-time

ライフタイムが開始する絶対時間。

End-time

次のいずれかの方法で定義できる終了時。

•ライフタイムが終了する絶対時間

•開始時からライフタイムが終了するまでの経過秒数

•無限のライフタイム（終了時なし）

キーの送信ライフタイム中、デバイスはルーティングアップデートパケットをキーとともに送信

します。送信されたキーがデバイス上のキーの受け入れライフタイム期間内でない場合、そのデ

バイスはキーを送信したデバイスからの通信を受け入れません。

どのキーチェーンも、キーのライフタイムが重なるように設定することを推奨します。このよう

にすると、アクティブなキーがないことによるネイバー認証の失敗を避けることができます。

キーチェーン管理のライセンス要件
次の表に、キーチェーン管理のライセンス要件を示します。
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ライセンス要件製品

キーチェーン管理にはライセンスは必要ありま

せん。ライセンスパッケージに含まれていな

い機能はnx-osイメージにバンドルされており、
無料で提供されます。CiscoNX-OSライセンス
方式の詳細については、『CiscoNX-OSLicensing
Guide』を参照してください。

Cisco NX-OS

キーチェーン管理の前提条件
キーチェーン管理には前提条件はありません。

キーチェーン管理の注意事項と制約事項
キーチェーン管理に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

•システムクロックを変更すると、キーがアクティブになる時期に影響が生じます。

キーチェーン管理のデフォルト設定
次の表に、Cisco NX-OSキーチェーン管理パラメータのデフォルト設定を示します。

表 19：キーチェーン管理パラメータのデフォルト値

デフォルトパラメータ

デフォルトではキーチェーンはありません。キーチェーン

デフォルトでは新しいキーチェーンの作成時に

キーは作成されません。

キー

常に有効です。受け入れライフタイム

常に有効です。送信ライフタイム

暗号化されません。キーストリング入力の暗号化
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キーチェーン管理の設定

キーチェーンの作成

デバイスにキーチェーンを作成できます。新しいキーチェーンには、キーは含まれていません。

手順の概要

1. configure terminal
2. key chain name
3. （任意） show key chain name
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

キーチェーンを作成し、キーチェーンコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

key chain name

例：
switch(config)# key chain bgp-keys
switch(config-keychain)#

ステップ 2   

（任意）

キーチェーンの設定を表示します。

show key chain name

例：
switch(config-keychain)# show key chain
bgp-keys

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config-keychain)# copy running-config
startup-config

ステップ 4   

関連トピック

マスターキーの設定および AESパスワード暗号化機能のイネーブル化, （247ページ）
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キーチェーンの削除

デバイスのキーチェーンを削除できます。

キーチェーンを削除すると、キーチェーン内のキーはどれも削除されます。（注）

はじめる前に

キーチェーンを削除する場合は、そのキーチェーンを使用している機能がないことを確認してく

ださい。削除するキーチェーンを使用するように設定されている機能がある場合、その機能は他

のデバイスとの通信に失敗する可能性が高くなります。

手順の概要

1. configure terminal
2. no key chain name
3. （任意） show key chain name
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

キーチェーンおよびそのキーチェーンに含まれてい

るすべてのキーを削除します。

no key chain name

例：
switch(config)# no key chain bgp-keys

ステップ 2   

（任意）

そのキーチェーンが実行コンフィギュレーション内

にないことを確認します。

show key chain name

例：
switch(config-keychain)# show key chain
bgp-keys

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config-keychain)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   
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関連トピック

キーチェーンの作成, （254ページ）

マスターキーの設定および AES パスワード暗号化機能のイネーブル化
タイプ 6暗号化用のマスターキーを設定し、高度暗号化規格（AES）パスワード暗号化機能をイ
ネーブルにすることができます。

手順の概要

1. [no] key config-key ascii
2. configure terminal
3. [no] feature password encryption aes
4. （任意） show encryption service stat
5. copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

マスターキーを、AESパスワード暗号化機能で使用するように
設定します。マスターキーは、16～ 32文字の英数字を使用で

[no] key config-key ascii

例：
switch# key config-key ascii
New Master Key:
Retype Master Key:

ステップ 1   

きます。マスターキーを削除するために、いつでもこのコマン

ドの no形式を使用できます。

マスターキーを設定する前に AESパスワード暗号化機能をイ
ネーブルにすると、マスターキーが設定されていない限りパス

ワード暗号化が実行されないことを示すメッセージが表示され

ます。マスターキーがすでに設定されている場合、新しいマス

ターキーを入力する前に現在のマスターキーを入力するように

求められます。

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。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2   

AESパスワード暗号化機能をイネーブルまたはディセーブルに
します。

[no] feature password encryption aes

例：
switch(config)# feature password
encryption aes

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

AESパスワード暗号化機能とマスターキーの設定ステータスを
表示します。

show encryption service stat

例：
switch(config)# show encryption
service stat

ステップ 4   

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュ

レーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 5   

このコマンドは、実行コンフィギュレーションとス

タートアップコンフィギュレーションのマスターキー

を同期するために必要です。

（注）

関連トピック

AESパスワード暗号化およびマスター暗号キーについて, （245ページ）
AESパスワード暗号化およびマスター暗号キーについて, （245ページ）
キーのテキストの設定, （257ページ）
キーの受け入れライフタイムおよび送信ライフタイムの設定, （259ページ）
キーのテキストの設定, （257ページ）
キーの受け入れライフタイムおよび送信ライフタイムの設定, （259ページ）

キーのテキストの設定

キーのテキストを設定できます。テキストは共有秘密です。デバイスはこのテキストをセキュア

な形式で保存します。

デフォルトでは、受け入れライフタイムおよび送信ライフタイムは無限になり、キーは常に有効

です。キーにテキストを設定してから、そのキーの受け入れライフタイムと送信ライフタイムを

設定します。

はじめる前に

そのキーのテキストを決めます。テキストは、暗号化されていないテキストとして入力できま

す。また、show key chainコマンド使用時に Cisco NX-OSがキーテキストの表示に使用する暗号
形式で入力することもできます。特に、別のデバイスから show key chainコマンドを実行し、そ
の出力に表示されるキーと同じキーテキストを作成する場合には、暗号化形式での入力が便利で

す。
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手順の概要

1. configure terminal
2. key chain name
3. key key-ID
4. key-string [encryption-type] text-string
5. （任意） show key chain name [mode decrypt]
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

指定したキーチェーンのキーチェーンコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

key chain name

例：
switch(config)# key chain bgp-keys
switch(config-keychain)#

ステップ 2   

指定したキーのキーコンフィギュレーションモードを開始し

ます。 key-ID引数は、0～ 65535の整数で指定する必要があり
ます。

key key-ID

例：
switch(config-keychain)# key 13
switch(config-keychain-key)#

ステップ 3   

そのキーのテキストストリングを設定します。 text-string引数
は、大文字と小文字を区別して、英数字で指定します。特殊文

字も使用できます。

key-string [encryption-type] text-string

例：
switch(config-keychain-key)#
key-string 0 AS3cureStr1ng

ステップ 4   

encryption-type引数に、次のいずれかの値を指定します。

• 0：入力する text-string引数は暗号化されていないテキス
トです。これはデフォルトです。

• 7：入力する text-string引数は暗号化されています。シス
コ固有の暗号方式で暗号化されます。このオプションは、

別の Cisco NX-OSデバイス上で実行した show key chain
コマンドの暗号化出力に基づいて、テキスト文字列を入

力する場合に役立ちます。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

キーテキストの設定も含めて、キーチェーンの設定を表示し

ます。デバイス管理者だけが使用できるmodedecryptオプショ
ンを使用すると、キーはクリアテキストで表示されます。

show key chain name [mode decrypt]

例：
switch(config-keychain-key)# show
key chain bgp-keys

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。

copy running-config startup-config

例：
switch(config-keychain-key)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

関連トピック

マスターキーの設定および AESパスワード暗号化機能のイネーブル化, （247ページ）
キーの受け入れライフタイムおよび送信ライフタイムの設定, （259ページ）

キーの受け入れライフタイムおよび送信ライフタイムの設定

キーの受け入れライフタイムおよび送信ライフタイムを設定できます。デフォルトでは、受け入

れライフタイムおよび送信ライフタイムは無限になり、キーは常に有効です。

キーチェーン内のキーのライフタイムが重複するように設定することを推奨します。このよ

うにすると、アクティブなキーがないために、キーによるセキュア通信の切断を避けることが

できます。

（注）

手順の概要

1. configure terminal
2. key chain name
3. key key-ID
4. accept-lifetime [local] start-time duration duration-value | infinite | end-time]
5. send-lifetime [local] start-time duration duration-value | infinite | end-time]
6. （任意） show key chain name [mode decrypt]
7. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

指定したキーチェーンのキーチェーンコンフィギュレーション

モードを開始します。

key chain name

例：
switch(config)# key chain bgp-keys
switch(config-keychain)#

ステップ 2   

指定したキーのキーコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

key key-ID

例：
switch(config-keychain)# key 13
switch(config-keychain-key)#

ステップ 3   

キーの受け入れライフタイムを設定します。デフォルトでは、

デバイスは start-time引数および end-time引数を UTCとして扱
accept-lifetime [local] start-time duration
duration-value | infinite | end-time]

例：
switch(config-keychain-key)#
accept-lifetime 00:00:00 Jun 13 2013
23:59:59 Sep 12 2013

ステップ 4   

います。 localキーワードを指定すると、デバイスはこれらの時
間を現地時間として扱います。

start-time引数は、キーがアクティブになる日時です。

ライフタイムの終了時は次のいずれかのオプションで指定でき

ます。

• duration duration-value：ライフタイムの長さ（秒）。最大
値は 2147483646秒（約 68年）です。

• infinite：キーの受け入れライフタイムは期限切れになりま
せん。

• end-time：end-time引数はキーがアクティブでなくなる日時
です。

キーの送信ライフタイムを設定します。デフォルトでは、デバ

イスは start-time引数および end-time引数を UTCとして扱いま
send-lifetime [local] start-time duration
duration-value | infinite | end-time]

例：
switch(config-keychain-key)#
send-lifetime 00:00:00 Jun 13 2013
23:59:59 Aug 12 2013

ステップ 5   

す。 localキーワードを指定すると、デバイスはこれらの時間を
現地時間として扱います。

start-time引数は、キーがアクティブになる日時です。

送信ライフタイムの終了時は次のいずれかのオプションで指定

できます。

• duration duration-value：ライフタイムの長さ（秒）。最大
値は 2147483646秒（約 68年）です。
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目的コマンドまたはアクション

• infinite：キーの送信ライフタイムは期限切れになりませ
ん。

• end-time：end-time引数はキーがアクティブでなくなる日時
です。

（任意）

キーテキストの設定も含めて、キーチェーンの設定を表示しま

す。デバイス管理者だけが使用できる mode decryptオプション
を使用すると、キーはクリアテキストで表示されます。

show key chain name [mode decrypt]

例：
switch(config-keychain-key)# show
key chain bgp-keys

ステップ 6   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュ

レーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config-keychain-key)# copy
running-config startup-config

ステップ 7   

関連トピック

マスターキーの設定および AESパスワード暗号化機能のイネーブル化, （247ページ）
キーのライフタイム, （252ページ）

アクティブなキーのライフタイムの確認
キーチェーン内のキーのうち、受け入れライフタイムまたは送信ライフタイムがアクティブなキー

を確認するには、次の表のコマンドを使用します。

目的コマンド

デバイスに設定されているキーチェーンを表示

します。

show key chain

キーチェーン管理の設定の確認
キーチェーン管理の設定情報を表示するには、次の作業を行います。

目的コマンド

デバイスに設定されているキーチェーンを表示

します。

show key chain
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キーチェーン管理の設定例
bgp keysという名前のキーチェーンを設定する例を示します。各キーテキストストリングは暗号
化されています。各キーの受け入れライフタイムは送信ライフタイムよりも長くなっています。

これは、誤ってアクティブキーのない時間を設定してもなるべく通信が失われないようにするた

めです。

key chain bgp-keys
key 0
key-string 7 zqdest
accept-lifetime 00:00:00 Jun 01 2013 23:59:59 Sep 12 2013
send-lifetime 00:00:00 Jun 01 2013 23:59:59 Aug 12 2013

key 1
key-string 7 uaeqdyito
accept-lifetime 00:00:00 Aug 12 2013 23:59:59 May 12 2013
send-lifetime 00:00:00 Sep 12 2013 23:59:59 Aug 12 2013

key 2
key-string 7 eekgsdyd
accept-lifetime 00:00:00 Nov 12 2013 23:59:59 Mar 12 2013
send-lifetime 00:00:00 Dec 12 2013 23:59:59 Feb 12 2013

次の作業
キーチェーンを使用するルーティング機能については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Unicast
Routing Configuration Guide』を参照してください。

キーチェーン管理に関する追加情報

関連資料

参照先関連項目

『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Unicast Routing
Configuration Guide』

ボーダーゲートウェイプロトコル

標準

タイトル標準

—この機能では、新規の標準がサポートされるこ

とも、一部変更された標準がサポートされるこ

ともありません。また、既存の標準に対するサ

ポートが変更されることもありません。
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第 12 章

コントロールプレーンポリシングの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• CoPPについて, 263 ページ

• CoPPのライセンス要件, 274 ページ

• CoPPの注意事項と制約事項, 274 ページ

• CoPPのデフォルト設定, 275 ページ

• CoPPの設定, 276 ページ

• CoPPの設定の確認, 285 ページ

• CoPP設定ステータスの表示, 288 ページ

• CoPPのモニタ, 288 ページ

• CoPP統計情報のクリア, 289 ページ

• CoPPの設定例, 290 ページ

• セットアップユーティリティによるデフォルトCoPPポリシーの変更または再適用, 293ペー
ジ

• CoPPに関する追加情報, 294 ページ

CoPP について
コントロールプレーンポリシング（CoPP）はコントロールプレーンを保護し、それをデータプ
レーンから分離することによって、ネットワークの安定性、到達可能性、およびパケット配信を

保証します。

この機能により、コントロールプレーンにポリシーマップを適用できるようになります。この

ポリシーマップは、通常のQoSポリシーに似ており、非管理ポートからスイッチに入るすべての
トラフィックに適用されます。ネットワークデバイスへの一般的な攻撃ベクトルは、過剰なトラ

フィックがデバイスインターフェイスに転送されるサービス拒絶（DoS）攻撃です。
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CiscoNX-OSデバイスは、DoS攻撃がパフォーマンスに影響しないようにするためにCoPPを提供
します。このような攻撃は誤って、または悪意を持って実行される場合があり、通常は、スー

パーバイザモジュールまたは CPU自体に宛てられた大量のトラフィックが含まれます。

スーパーバイザモジュールは、管理対象のトラフィックを次の 3つの機能コンポーネント（プ
レーン）に分類します。

データプレーン

すべてのデータトラフィックを処理します。 Cisco NX-OSデバイスの基本的な機能は、イ
ンターフェイス間でパケットを転送することです。スイッチ自身に向けられたものでない

パケットは、中継パケットと呼ばれます。データプレーンで処理されるのはこれらのパケッ

トです。

制御プレーン

ルーティングプロトコルのすべての制御トラフィックを処理します。ボーダーゲートウェ

イプロトコル（BGP）やOpen Shortest Path First（OSPF）プロトコルなどのルーティングプ
ロトコルは、デバイス間で制御パケットを送信します。これらのパケットはルータのアド

レスを宛先とし、コントロールプレーンパケットと呼ばれます。

管理プレーン

コマンドラインインターフェイス（CLI）や簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）な
ど、Cisco NX-OSデバイスを管理する目的のコンポーネントを実行します。

スーパーバイザモジュールには、マネージメントプレーンとコントロールプレーンの両方が搭

載され、ネットワークの運用にクリティカルなモジュールです。スーパーバイザモジュールの動

作が途絶したり、スーパーバイザモジュールが攻撃されたりすると、重大なネットワークの停止

につながります。たとえば、スーパーバイザに過剰なトラフィックが加わると、スーパーバイザ

モジュールが過負荷になり、Cisco NX-OSデバイス全体のパフォーマンスが低下する可能性があ
ります。たとえば、スーパーバイザモジュールに対する DoS攻撃は、コントロールプレーンに
対して非常に高速に IPトラフィックストリームを生成することがあります。これにより、コント
ロールプレーンは、これらのパケットを処理するために大量の時間を費やしてしまい、本来のト

ラフィックを処理できなくなります。

DoS攻撃の例は次のとおりです。

•インターネット制御メッセージプロトコル（ICMP）エコー要求

• IPフラグメント

• TCP SYNフラッディング

これらの攻撃によりデバイスのパフォーマンスが影響を受け、次のようなマイナスの結果をもた

らします。

•サービス品質の低下（音声、ビデオ、または重要なアプリケーショントラフィックの低下な
ど）

•ルートプロセッサまたはスイッチプロセッサの高い CPU使用率
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•ルーティングプロトコルのアップデートまたはキープアライブの消失によるルートフラッ
プ

• CLIとの低速な、または応答を返さない対話型セッション

•メモリやバッファなどのプロセッサリソースの枯渇

•着信パケットの無差別のドロップ

コントロールプレーンの保護策を講じることで、スーパーバイザモジュールを偶発的な攻撃

や悪意ある攻撃から確実に保護することが重要です。

注意

コントロールプレーンの保護

コントロールプレーンを保護するため、Cisco NX-OSデバイスはコントロールプレーンに向かう
さまざまなパケットを異なるクラスに分離します。クラスの識別が終わると、Cisco NX-OSデバ
イスはパケットをポリシングします。これにより、スーパーバイザモジュールに過剰な負担がか

からないようになります。

コントロールプレーンのパケットタイプ

コントロールプレーンには、次のような異なるタイプのパケットが到達します。

受信パケット

ルータの宛先アドレスを持つパケット。宛先アドレスには、レイヤ 3アドレス（ルータイ
ンターフェイスの IPアドレスなど）があります。これらのパケットには、ルータアップ
デートとキープアライブメッセージも含まれます。ルータが使用するマルチキャストアド

レス宛てに送信されるマルチキャストパケットも、このカテゴリに入ります。
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例外パケット

スーパーバイザモジュールによる特殊な処理を必要とするパケット。たとえば、宛先アド

レスが Forwarding Information Base（FIB;転送情報ベース）に存在せず、結果としてミスと
なった場合は、スーパーバイザモジュールが送信側に到達不能パケットを返します。他に

は、IPオプションがセットされたパケットもあります。
次の例外は、ラインカードからのみ発生する可能性があります。

• match exception ip option

• match exception ipv6 option

• match exception ttl-failure

次の例外は、ファブリックモジュールからのみ発生する可能性があります。

• match exception ipv6 icmp unreachable

• match exception ip icmp unreachable

次の例外は、ラインカードとファブリックモジュールから発生する可能性があります。

• match exception mtu-failure

リダイレクトパケット

スーパーバイザモジュールにリダイレクトされるパケット。

これらのさまざまなパケットは、コントロールプレーンへの悪意ある攻撃に利用され、Cisco
NX-OSデバイスに過剰な負荷をかける可能性があります。 CoPPは、これらのパケットを異なる
クラスに分類し、これらのパケットをスーパーバイザが受信する速度を個別に制御するメカニズ

ムを提供します。

CoPP の分類
効果的に保護するために、Cisco NX-OSデバイスはスーパーバイザモジュールに到達するパケッ
トを分類して、パケットタイプに基づいた異なるレート制御ポリシーを適用できるようにしま

す。たとえば、Helloメッセージなどのプロトコルパケットには厳格さを緩め、IPオプションが
セットされているためにスーパーバイザモジュールに送信されるパケットには厳格さを強めるこ

とが考えられます。クラスマップとポリシーマップを使用して、パケットの分類およびレート

制御ポリシーを設定します。

レート制御メカニズム

パケットの分類が終わると、Cisco NX-OSデバイスにはスーパーバイザモジュールに到達するパ
ケットのレートを制御するメカニズムがあります。スーパーバイザモジュールへのトラフィック

のレート制御には 2つのメカニズムを使用します。 1つはポリシング、もう 1つはレート制限と
呼ばれるものです。
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ハードウェアポリサーを使用すると、トラフィックが所定の条件に一致する場合、または違反す

る場合について異なるアクションを定義できます。このアクションには、パケットの送信、パ

ケットのマーク付け、およびパケットのドロップがあります。

ポリシングには、次のパラメータを設定できます。

認定情報レート（CIR）

望ましい帯域幅を、ビットレート、またはリンクレートの割合として指定します。

認定バースト（BC）

指定した時間枠内に CIRを超過する可能性があるが、スケジューリングには影響を与えな
いトラフィックバーストのサイズ。

さらに、一致トラフィックおよび違反トラフィックに対して、送信またはドロップなどの異なる

アクションを設定できます。

ポリシングパラメータの詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Quality of Service
Configuration Guide』を参照してください。

デフォルトのポリシングポリシー

Cisco NX-OSデバイスの初回起動時に、DoS攻撃からスーパーバイザモジュールを保護するため
のデフォルトの copp-system-p-policy-strictポリシーがCiscoNX-OSソフトウェアによりインストー
ルされます。最初のセットアップユーティリティで、次のいずれかのCoPPポリシーオプション
を選択することにより、保護レベルを設定できます。

• Strict：このポリシーは 1レート、2カラーです。

• Moderate：このポリシーは 1レート、2カラーです。重要クラスのバーストサイズは strict
ポリシーより大きく、lenientポリシーより小さくなります。

• Lenient：このポリシーは 1レート、2カラーです。重要クラスのバーストサイズはmoderate
ポリシーより大きく、denseポリシーより小さくなります。

• Dense：このポリシーは 1レート、2カラーです。ポリサーの CIR値は、strictポリシーより
も低くなります。

• Skip：コントロールプレーンポリシーは適用されません。

オプションを選択しなかった場合や、セットアップユーティリティを実行しなかった場合には、

strictポリシングが適用されます。 strictポリシーから開始し、必要に応じて、CoPPポリシーを変
更することを推奨します。

copp-system-p-policyポリシーには、基本的なデバイス操作に最も適した値が設定されています。
使用する DoSに対する保護要件に適合するよう、特定のクラスや Access Control List（ACL;アク
セスコントロールリスト）を追加する必要があります。
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skipオプションを選択し、その後に CoPP保護を設定していない場合、Cisco NX-OSデバイス
は DoS攻撃対して脆弱な状態になります。

注意

CLIプロンプトから setupコマンドを実行して再度セットアップユーティリティを起動するか、
または copp profileコマンドを使用して、CoPPのデフォルトポリシーを再割り当てできます。

デフォルトクラスマップ

copp-system-class-criticalクラスの設定は次のとおりです。

class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-critical
match access-group name copp-system-p-acl-bgp
match access-group name copp-system-p-acl-pim
match access-group name copp-system-p-acl-rip
match access-group name copp-system-p-acl-bgp6
match access-group name copp-system-p-acl-msdp
match access-group name copp-system-p-acl-ospf
match access-group name copp-system-p-acl-rip6
match access-group name copp-system-p-acl-eigrp
match access-group name copp-system-p-acl-ospf6
match access-group name copp-system-p-acl-eigrp6
match access-group name copp-system-p-acl-auto-rp
match access-group name copp-system-p-acl-mac-l3-isis

copp-system-class-exceptionクラスの設定は次のとおりです。

class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-exception
match exception ip option
match exception ip icmp unreachable
match exception ttl-failure
match exception ipv6 option
match exception mtu-failure

copp-system-class-importantクラスの設定は次のとおりです。

class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-important
match access-group name copp-system-p-acl-pim-reg
match access-group name copp-system-p-acl-mac-lldp
match access-group name copp-system-p-acl-pim-mdt-join
match access-group name copp-system-p-acl-mac-flow-control

copp-system-class-l3mc-dataクラスの設定は次のとおりです。

class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-l3mc-data
match exception multicast rpf-failure
match exception multicast dest-miss

copp-system-class-l3uc-dataクラスの設定は次のとおりです。

class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-l3uc-data
match exception glean

copp-system-class-managementクラスの設定は次のとおりです。

class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-management
match access-group name copp-system-p-acl-ftp
match access-group name copp-system-p-acl-ntp
match access-group name copp-system-p-acl-ssh
match access-group name copp-system-p-acl-ntp6

   Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティコンフィギュレーションガイドリリース 6.x
268

コントロールプレーンポリシングの設定

コントロールプレーンの保護



match access-group name copp-system-p-acl-sftp
match access-group name copp-system-p-acl-snmp
match access-group name copp-system-p-acl-ssh6
match access-group name copp-system-p-acl-tftp
match access-group name copp-system-p-acl-tftp6
match access-group name copp-system-p-acl-radius
match access-group name copp-system-p-acl-tacacs
match access-group name copp-system-p-acl-telnet
match access-group name copp-system-p-acl-radius6
match access-group name copp-system-p-acl-tacacs6
match access-group name copp-system-p-acl-telnet6

copp-system-class-monitoringクラスの設定は次のとおりです。

class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-monitoring
match access-group name copp-system-p-acl-icmp
match access-group name copp-system-p-acl-traceroute

copp-system-class-normalクラスの設定は次のとおりです。

class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-normal
match protocol arp

copp-system-class-normal-dhcpクラスの設定は次のとおりです。

class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-normal-dhcp
match access-group name copp-system-p-acl-dhcp

copp-system-class-normal-dhcp-relay-responseクラスの設定は次のとおりです。

class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-normal-dhcp-relay-response
match access-group name copp-system-p-acl-dhcp-relay-response

copp-system-class-normal-igmpクラスの設定は次のとおりです。

class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-normal-igmp
match access-group name copp-system-p-acl-igmp

copp-system-class-redirectクラスの設定は次のとおりです。

class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-redirect

copp-system-class-undesirableクラスの設定は次のとおりです。

class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-undesirable
match access-group name copp-system-p-acl-undesirable
multicast sg-rpf-failure

strict デフォルト CoPP ポリシー

strict CoPPポリシーの設定は次のとおりです。

policy-map type control-plane copp-system-p-policy-strict
class copp-system-p-class-critical
set cos 7
police cir 19000 pps bc 128 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-important
set cos 6
police cir 500 pps bc 128 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-management
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set cos 2
police cir 3000 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-l3mc-data
set cos 2
police cir 3000 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-l3uc-data
set cos 2
police cir 250 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal
set cos 1
police cir 300 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-normal-dhcp
set cos 1
police cir 300 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-normal-dhcp-relay-response
set cos 1
police cir 400 pps bc 64 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-normal-igmp
set cos 1
police cir 6000 pps bc 64 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-redirect
set cos 1
police cir 150 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-exception
set cos 1
police cir 50 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-monitoring
set cos 1
police cir 75 pps bc 128 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-l2-unpoliced
set cos 7
police cir 20000 pps bc 4096 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-undesirable
set cos 0
police cir 15 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-l2-default
set cos 0
police cir 50 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

class class-default
set cos 0
police cir 50 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

moderate デフォルト CoPP ポリシー

moderate CoPPポリシーの設定は次のとおりです。

policy-map type control-plane copp-system-p-policy-moderate
class copp-system-p-class-critical
set cos 7
police cir 19000 pps bc 48 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-important
set cos 6
police cir 500 pps bc 192 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-management
set cos 2
police cir 3000 pps bc 48 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-l3mc-data
set cos 2
police cir 3000 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-l3uc-data
set cos 2
police cir 250 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-normal
set cos 1
police cir 300 pps bc 48 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-normal-dhcp
set cos 1
police cir 300 pps bc 48 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-normal-dhcp-relay-response
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set cos 1
police cir 400 pps bc 96 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-normal-igmp
set cos 1
police cir 6000 pps bc 64 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-redirect
set cos 1
police cir 150 pps bc 48 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-exception
set cos 1
police cir 50 pps bc 48 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-monitoring
set cos 1
police cir 75 pps bc 192 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-l2-unpoliced
set cos 7
police cir 20000 pps bc 4096 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-undesirable
set cos 0
police cir 15 pps bc 48 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-l2-default
set cos 0
police cir 50 pps bc 48 packets conform transmit violate drop

class class-default
set cos 0
police cir 50 pps bc 48 packets conform transmit violate drop

lenient デフォルト CoPP ポリシー

lenient CoPPポリシーの設定は次のとおりです。

policy-map type control-plane copp-system-p-policy-lenient
class copp-system-p-class-critical
set cos 7
police cir 19000 pps bc 64 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-important
set cos 6
police cir 500 pps bc 256 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-management
set cos 2
police cir 3000 pps bc 64 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-l3mc-data
set cos 2
police cir 3000 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-l3uc-data
set cos 2
police cir 250 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-normal
set cos 1
police cir 300 pps bc 64 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-normal-dhcp
set cos 1
police cir 300 pps bc 64 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-normal-dhcp-relay-response
set cos 1
police cir 400 pps bc 128 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-normal-igmp
set cos 1
police cir 6000 pps bc 64 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-redirect
set cos 1
police cir 150 pps bc 64 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-exception
set cos 1
police cir 50 pps bc 64 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-monitoring
set cos 1
police cir 75 pps bc 256 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-l2-unpoliced
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set cos 7
police cir 20000 pps bc 4096 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-undesirable
set cos 0
police cir 15 pps bc 64 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-l2-default
set cos 0
police cir 50 pps bc 64 packets conform transmit violate drop

class class-default
set cos 0
police cir 50 pps bc 64 packets conform transmit violate drop

デンスデフォルト CoPP ポリシー

dense CoPPポリシーの設定は次のとおりです。

policy-map type control-plane copp-system-p-policy-dense
class copp-system-p-class-critical
set cos 7
police cir 2500 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-important
set cos 6
police cir 300 pps bc 128 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-management
set cos 2
police cir 1200 pps bc 128 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-l3mc-data
set cos 2
police cir 1200 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-l3uc-data
set cos 2
police cir 250 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-normal
set cos 1
police cir 150 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-normal-dhcp
set cos 1
police cir 150 pps bc 128 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-normal-dhcp-relay-response
set cos 1
police cir 200 pps bc 128 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-normal-igmp
set cos 1
police cir 2500 pps bc 128 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-redirect
set cos 1
police cir 100 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-exception
set cos 1
police cir 50 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-monitoring
set cos 1
police cir 50 pps bc 128 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-l2-unpoliced
set cos 7
police cir 20000 pps bc 4096 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-undesirable
set cos 0
police cir 15 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-l2-default
set cos 0
police cir 25 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

class class-default
set cos 0
police cir 25 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
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1 秒間あたりのパケットのクレジット制限

特定のポリシーの 1秒間あたりのパケット（PPS）の合計（ポリシーの各クラス部分の PPSの合
計）の上限は、PPSのクレジット制限（PCL）の上限になります。特定のクラスの PPSが増加し
て PCL超過すると、設定が拒否されます。目的の PPSを増やすには、PCLを超える PPSの分を
他のクラスから減少させる必要があります。

モジュラ QoS コマンドラインインターフェイス
CoPPは、Modular QoS Command Line Interface（MQC;モジュラQoSコマンドラインインターフェ
イス）を使用します。MQCはCLIの構造を持っています。MQCを使用すると、トラフィックク
ラスの定義、トラフィックポリシー（ポリシーマップ）の作成、およびインターフェイスへのト

ラフィックポリシーの適用が可能になります。トラフィックポリシーには、トラフィッククラ

スに適用する CoPP機能を含めます。

手順の概要

1. class-mapコマンドを使用して、トラフィッククラスを定義します。トラフィッククラスは、
トラフィックの分類に使用します。

2. policy-mapコマンドを使用して、トラフィックポリシーを定義します。トラフィックポリ
シー（ポリシーマップ）には、トラフィッククラスと、トラフィッククラスに適用する 1つ
または複数の CoPP機能を含めます。トラフィックポリシー内の CoPPの機能で、分類された
トラフィックの処理方法が決まります。

3. control-planeコマンドおよび service-policyコマンドを使用して、トラフィックポリシー（ポ
リシーマップ）をコントロールプレーンに適用します。

手順の詳細

ステップ 1 class-mapコマンドを使用して、トラフィッククラスを定義します。トラフィッククラスは、トラフィッ
クの分類に使用します。

次に、copp-sample-classと呼ばれる新しいマップを作成する例を示します。
class-map type control-plane copp-sample-class

ステップ 2 policy-mapコマンドを使用して、トラフィックポリシーを定義します。トラフィックポリシー（ポリシー
マップ）には、トラフィッククラスと、トラフィッククラスに適用する 1つまたは複数のCoPP機能を含
めます。トラフィックポリシー内のCoPPの機能で、分類されたトラフィックの処理方法が決まります。

ステップ 3 control-planeコマンドおよび service-policyコマンドを使用して、トラフィックポリシー（ポリシーマッ
プ）をコントロールプレーンに適用します。

次に、コントロールプレーンにポリシーマップを適用する例を示します。
control-plane
service-policy input copp-system-policy

copp-system-policyは常に設定され、適用されます。このコマンドを明示的に使用する必要はあ
りません。

（注）

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティコンフィギュレーションガイドリリース 6.x    
273

コントロールプレーンポリシングの設定

モジュラ QoS コマンドラインインターフェイス



CoPP と管理インターフェイス
Cisco NX-OSデバイスは、管理インターフェイス（mgmt0）をサポートしないハードウェアベー
スの CoPPだけをサポートします。アウトオブバンド mgmt0インターフェイスは CPUに直接接
続するため、CoPPが実装されているインバンドトラフィックハードウェアは通過しません。

mgmt0インターフェイスで、ACLを設定して、特定タイプのトラフィックへのアクセスを許可ま
たは拒否することができます。

CoPP のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

CoPPにはライセンスは必要ありません。ライ
センスパッケージに含まれていない機能はnx-os
イメージにバンドルされており、無料で提供さ

れます。CiscoNX-OSライセンス方式の詳細に
ついては、『CiscoNX-OS LicensingGuide』を参
照してください。

Cisco NX-OS

CoPP の注意事項と制約事項
CoPPに関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

•最初に strictデフォルト CoPPポリシーを使用し、後で、データセンターおよびアプリケー
ションの要件に基づいて CoPPポリシーを変更することを推奨します。

• CoPPのカスタマイズは継続的なプロセスです。CoPPは、特定の環境で使用されているプロ
トコルや機能のほか、サーバ環境に必要なスーパーバイザ機能に従って設定する必要があり

ます。これらのプロトコルや機能が変更されたら、CoPPを変更する必要があります。

• CoPPを継続的にモニタすることを推奨します。ドロップが発生した場合は、CoPPがトラ
フィックを誤ってドロップしたのか、または誤動作や攻撃に応答してドロップしたのかを判

定してください。いずれの場合も、状況を分析し、CoPPポリシーを変更する必要を評価し
ます。

•他のクラスマップで指定しないトラフィックはすべて、最後のクラス（デフォルトクラス）
に配置されます。このクラス内のドロップをモニタし、これらのドロップが必要のないトラ
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フィックに基づいているのか、または設定されていないために追加が必要な機能の結果であ

るかどうかを調査します。

•アクセスコントロールリスト（ACL）を通してルータプロセッサにリダイレクトする必要
のあるパケット（たとえば、ARPおよびDHCP）を判定するために、すべてのブロードキャ
ストトラフィックがCoPPロジックを通して送信されます。リダイレクトする必要のないブ
ロードキャストトラフィックは CoPPロジックに対して照合され、準拠したパケットと違反
したパケットの両方がハードウェア内でカウントされますが、CPUには送信されません。
CPUに送信する必要のあるブロードキャストトラフィックと、CPUに送信する必要のない
ブロードキャストトラフィックを異なるクラスに分離する必要があります。

• CoPPを設定した後、古いクラスマップや未使用のルーティングプロトコルなど、使用され
ていないものはすべて削除してください。

• CoPPポリシーによって、ルーティングプロトコルなどのクリティカルなトラフィック、ま
たはデバイスへのインタラクティブなアクセスがフィルタリングされないように注意してく

ださい。このトラフィックをフィルタリングすると、CiscoNX-OSデバイスへのリモートア
クセスが禁止され、コンソール接続が必要になる場合があります。

• Cisco NX-OSソフトウェアは、出力 CoPPとサイレントモードをサポートしません。 CoPP
は、入力でのみサポートされます（コントロールプレーンインターフェイスに対して

service-policy output coppコマンドは使用できません）。

•ハードウェアのアクセスコントロールエントリ（ACE）ヒットカウンタは、ACL論理だけ
で使用できます。 CPUのトラフィックを評価するには、ソフトウェアのACEヒットカウン
タと show access-listsおよび show policy-map type control-planeコマンドを使用します。

• Cisco NX-OSデバイスのハードウェアは、フォワーディングエンジン単位で CoPPを実行し
ます。 CoPPは分散ポリシーをサポートしていません。したがって、レートを選択する場合
は、集約トラフィックでスーパーバイザモジュールに過剰な負荷をかけることのない値にし

てください。

•複数のフローが同じクラスにマッピングされる場合、個々のフローの統計情報は使用できま
せん。

Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能の Cisco NX-OSコマンドは従来の Cisco IOSコ
マンドと異なる点があるため注意が必要です。

（注）

CoPP のデフォルト設定
次の表に、CoPPパラメータのデフォルト設定を示します。
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表 20：CoPP パラメータのデフォルト設定

デフォルトパラメータ

strictデフォルトポリシー

9ポリシーエントリ

関連するクラスマップでサポートさ

れるポリシーの最大数は 128です。
（注）

デフォルトポリシー

1.00スケールファクタ値

CoPP の設定
ここでは、CoPPの設定方法について説明します。

コントロールプレーンクラスマップの設定

コントロールプレーンポリシーのコントロールプレーンクラスマップを設定する必要がありま

す。

トラフィックを分類するには、既存の ACLに基づいてパケットを照合します。 ACLキーワード
の permitおよび denyは、照合時には無視されます。

IPバージョン 4（IPv4）および IPバージョン 6（IPv6）のパケットに対してポリシーを設定でき
ます。

はじめる前に

クラスマップ内で ACEヒットカウンタを使用する場合は、IP ACLが設定してあることを確認し
ます。
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手順の概要

1. configure terminal
2. class-map type control-plane [match-all |match-any] class-map-name
3. （任意） match access-group name access-list-name
4. （任意） match exception {ip | ipv6} icmp redirect
5. （任意） match exception {ip | ipv6} icmp unreachable
6. （任意） match exception {ip | ipv6} option
7. match protocol arp
8. exit
9. （任意） show class-map type control-plane [class-map-name]
10. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

コントロールプレーンクラスマップを指定し、クラ

スマップコンフィギュレーションモードを開始しま

class-map type control-plane [match-all |
match-any] class-map-name

例：
switch(config)# class-map type
control-plane ClassMapA
switch(config-cmap)#

ステップ 2   

す。デフォルトのクラス一致はmatch-anyです。名前
は最大 64文字で、大文字と小文字は区別されます。

class-default、match-all、または match-anyを
クラスマップ名に使用できません。

（注）

（任意）

IP ACLのマッチングを指定します。
match access-group name access-list-name

例：
switch(config-cmap)# match access-group
name MyAccessList

ステップ 3   

ACLキーワードの permitおよび denyは、
CoPP照合時には無視されます。

（注）

（任意）

IPv4または IPv6 ICMPリダイレクト例外パケットの
マッチングを指定します。

match exception {ip | ipv6} icmp redirect

例：
switch(config-cmap)# match exception ip
icmp redirect

ステップ 4   

（任意）

IPv4または IPv6 ICMP到達不能例外パケットのマッチ
ングを指定します。

match exception {ip | ipv6} icmp unreachable

例：
switch(config-cmap)# match exception ip
icmp unreachable

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

IPv4または IPv6 ICMPオプション例外パケットのマッ
チングを指定します。

match exception {ip | ipv6} option

例：
switch(config-cmap)# match exception ip
option

ステップ 6   

IPアドレス解決プロトコル（ARP）および逆アドレス
解決プロトコル（RARP）パケットのマッチングを指
定します。

match protocol arp

例：
switch(config-cmap)# match protocol arp

ステップ 7   

クラスマップコンフィギュレーションモードを終了

します。

exit

例：
switch(config-cmap)# exit
switch(config)#

ステップ 8   

（任意）

コントロールプレーンクラスマップの設定を表示し

ます。

show class-map type control-plane
[class-map-name]

例：
switch(config)# show class-map type
control-plane

ステップ 9   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 10   

コントロールプレーンポリシーマップの設定

CoPPのポリシーマップを設定する必要があります。ポリシーマップにはポリシングパラメータ
を含めます。クラスのポリサーを設定しない場合は、32パケットのバーストの 50 ppsにデフォル
ト設定されます。

はじめる前に

コントロールプレーンクラスマップが設定してあることを確認します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. policy-map type control-plane policy-map-name
3. class {class-map-name [insert-before class-map-name2] | class-default}
4. police [cir] {cir-rate [pps]}
5. police [cir] {cir-rate [pps]} [bc] burst-size [packets]
6. police [cir] {cir-rate [pps]} conform transmit [violate drop]
7. （任意） logging drop threshold [drop-count [level syslog-level]]
8. （任意） set cos cos-value
9. exit
10. exit
11. （任意） show policy-map type control-plane [expand] [name class-map-name]
12. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

コントロールプレーンポリシーマップを指定し、ポリ

シーマップコンフィギュレーションモードを開始しま

policy-map type control-plane
policy-map-name

例：
switch(config)# policy-map type
control-plane ClassMapA
switch(config-pmap)#

ステップ 2   

す。ポリシーマップ名は最大 64文字で、大文字と小文
字は区別されます。

コントロールプレーンクラスマップ名またはクラスデ

フォルトを指定し、コントロールプレーンクラスコン

フィギュレーションモードを開始します。

class {class-map-name [insert-before
class-map-name2] | class-default}

例：
switch(config-pmap)# class ClassMapA
switch(config-pmap-c)#

ステップ 3   

class-defaultクラスマップは、必ずポリシーマップのクラ
スマップリストの末尾に位置します。

Committed InformationRate（CIR;認定情報レート）を指定
します。レートの有効な範囲は、1～ 268435456です。

police [cir] {cir-rate [pps]}

例：
switch(config-pmap-c)# police cir 52000

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

CIRと Committed Burst（BC;認定バースト）を指定しま
す。 CIRの有効な範囲は 1～ 268435456で、BCの有効な
範囲は 1～ 1073741です。

police [cir] {cir-rate [pps]} [bc] burst-size
[packets]

例：
switch(config-pmap-c)# police cir 52000
bc 1000

ステップ 5   

CIRと一致アクションを指定します。 CIRの有効な範囲
は、1～ 268435456です。

police [cir] {cir-rate [pps]} conform transmit
[violate drop]

例：
switch(config-pmap-c)# police cir 52000
conform transmit violate drop

ステップ 6   

オプションは次のとおりです。

• drop：パケットをドロップします。

• transmit：パケットを送信します。

同じCIRにBCと一致（conform）アクションを
指定できます。

（注）

（任意）

ドロップされたパケットのしきい値を指定し、ドロップ

数が設定したしきい値を超えた場合、Syslogを生成しま

logging drop threshold [drop-count [level
syslog-level]]

例：
switch(config-pmap-c)# logging drop
threshold 100

ステップ 7   

す。 drop-count引数の範囲は 1～ 80000000000バイトで
す。 syslog-level引数の範囲は 1～ 7であり、デフォルト
レベルは 4です。

（任意）

802.1Q CoS値を指定します。有効な範囲は 0～ 7です。
デフォルト値は 0です。

set cos cos-value

例：
switch(config-pmap-c)# set cos 1

ステップ 8   

ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモード

を終了します。

exit

例：
switch(config-pmap-c)# exit
switch(config-pmap)#

ステップ 9   

ポリシーマップコンフィギュレーションモードを終了し

ます。

exit

例：
switch(config-pmap)# exit
switch(config)#

ステップ 10   

（任意）

コントロールプレーンポリシーマップの設定を表示しま

す。

showpolicy-map type control-plane [expand]
[name class-map-name]

例：
switch(config)# show policy-map type
control-plane

ステップ 11   
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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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 12   

コントロールプレーンサービスポリシーの設定

CoPPサービスポリシーに対して 1つまたは複数のポリシーマップを設定できます。

CoPPポリシーを変更し CoPPのカスタムポリシーを適用しようとした場合、ハードウェア内
では非アトミックとして設定され、次のメッセージが表示されます。
This operation can cause disruption of control traffic. Proceed (y/n)? [no] y
2013 Nov 13 23:16:46 switch %ACLQOS-SLOT24-5-ACLQOS_NON_ATOMIC: Non atomic ACL/QoS policy
update done for CoPP
2013 Nov 13 23:16:46 switch %ACLQOS-SLOT23-5-ACLQOS_NON_ATOMIC: Non atomic ACL/QoS policy
update done for CoPP
2013 Nov 13 23:16:46 switch %ACLQOS-SLOT21-5-ACLQOS_NON_ATOMIC: Non atomic ACL/QoS policy
update done for CoPP
2013 Nov 13 23:16:46 switch %ACLQOS-SLOT25-5-ACLQOS_NON_ATOMIC: Non atomic ACL/QoS policy
update done for CoPP
2013 Nov 13 23:16:46 switch %ACLQOS-SLOT26-5-ACLQOS_NON_ATOMIC: Non atomic ACL/QoS policy
update done for CoPP
2013 Nov 13 23:16:46 switch %ACLQOS-SLOT22-5-ACLQOS_NON_ATOMIC: Non atomic ACL/QoS policy
update done for CoPP
2013 Nov 13 23:16:46 switch %ACLQOS-SLOT4-5-ACLQOS_NON_ATOMIC: Non atomic ACL/QoS policy
update done for CoPP

（注）

はじめる前に

コントロールプレーンポリシーマップが設定してあることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. control-plane
3. service-policy input policy-map-name
4. exit
5. （任意） show running-config copp [all]
6. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

コントロールプレーンコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

control-plane

例：
switch(config)# control-plane
switch(config-cp)#

ステップ 2   

入トラフィックのポリシーマップを指定します。ポリ

シーマップが複数ある場合は、このステップを繰り返

します。

service-policy input policy-map-name

例：
switch(config-cp)# service-policy input
PolicyMapA

ステップ 3   

no service-policy input policy-map-nameコマンドを使用
して、コントロールプレーンからポリシーを削除しま

す。

コントロールプレーンコンフィギュレーションモー

ドを終了します。

exit

例：
switch(config-cp)# exit
switch(config)#

ステップ 4   

（任意）

CoPP設定を表示します。
show running-config copp [all]

例：
switch(config)# show running-config copp

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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 6   

ラインカードごとの CoPP のスケールファクタの設定
ラインカードごとの CoPPのスケールファクタを設定できます。

スケールファクタの設定は、特定のラインカードに適用された CoPPのポリシーのポリサーレー
トのスケーリングに使用されます。受け入れ値は 0.10～ 2.00です。特定のラインカードに対し
て現在の CoPPポリシーを変更せずに、ポリサーレートを増加または削減できます。変更はすぐ
に有効となるため、CoPPポリシーを再適用する必要はありません。
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手順の概要

1. configure terminal
2. control-plane
3. scale-factor valuemodule multiple-module-range
4. （任意） show system internal copp info
5. （任意） show policy-map interface control-plane
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

コントロールプレーンコンフィギュレーションモードを開

始します。

control-plane

例：
switch(config)# control-plane
switch(config-cp)#

ステップ 2   

ラインカードごとにポリサーレートを設定します。許可さ

れたスケールファクタ値は0.10～2.00です。スケールファ
scale-factor valuemodule
multiple-module-range

例：
switch(config-cp)# scale-factor 1.10
module 1-2

ステップ 3   

クタ値が設定されている場合、ポリシング値にはモジュー

ルの対応するスケールファクタ値が乗算され、特定のモ

ジュールにプログラミングされます。

デフォルトのスケールファクタ値 1.00に戻すには、no
scale-factor valuemodulemultiple-module-rangeコマンドを使
用するか、scale-factor 1modulemultiple-module-rangeコマン
ドを使用して明示的にデフォルトのスケールファクタ値を

1.00に設定します。

（任意）

設定されたスケールファクタ値を表示します。

show system internal copp info

例：
switch(config-cp)# show system
internal copp info

ステップ 4   

（任意）

CoPPポリシーが適用される場合に適用されるスケールファ
クタ値を表示します。

show policy-map interface control-plane

例：
switch(config-cp)# show policy-map
interface control-plane

ステップ 5   
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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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 6   

デフォルトの CoPP ポリシーの変更または再適用
別のデフォルトCoPPポリシーに変更したり、同じデフォルトCoPPポリシーを再適用したりする
ことができます。

手順の概要

1. [no] copp profile [strict |moderate | lenient | dense]
2. （任意） show copp status
3. （任意） show running-config copp

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

CoPPベストプラクティスポリシーを適用します。[no] copp profile [strict |moderate | lenient
| dense]

ステップ 1   

例：
switch(config)# copp profile moderate

（任意）

最後の設定動作およびそのステータスなど、CoPPのス
テータスを表示します。このコマンドを実行すると、

show copp status

例：
switch(config)# show copp status

ステップ 2   

CoPPベストプラクティスポリシーがコントロールプ
レーンにアタッチされていることを確認することもでき

ます。

（任意）

実行コンフィギュレーション内の CoPP設定を表示しま
す。

show running-config copp

例：
switch(config)# show running-config copp

ステップ 3   
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CoPP ベストプラクティスポリシーのコピー
CoPPベストプラクティスポリシーは読み取り専用です。その設定を変更する場合は、それをコ
ピーする必要があります。

手順の概要

1. copp copy profile {strict |moderate | lenient | dense} {prefix | suffix} string
2. （任意） show copp status
3. （任意） show running-config copp

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

CoPPベストプラクティスポリシーのコピーを作成します。copp copy profile {strict |moderate |
lenient | dense} {prefix | suffix} string

ステップ 1   

CoPPは、指定したプレフィックスまたはサフィックスのすべ
てのクラスマップおよびポリシーマップの名前を変更しま

す。
例：
switch# copp copy profile strict
prefix abc

（任意）

最後の設定動作およびそのステータスなど、CoPPのステータ
スを表示します。このコマンドを実行すると、コピーされた

show copp status

例：
switch# show copp status

ステップ 2   

ポリシーがコントロールプレーンにアタッチされていないこ

とを確認することもできます。

（任意）

コピーされたポリシー設定を含む、実行コンフィギュレーショ

ン内の CoPP設定を表示します。

show running-config copp

例：
switch# show running-config copp

ステップ 3   

CoPP の設定の確認
CoPPの設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

コントロールプレーンポリ

シーマップと関連するクラス

マップ、およびCIRとBCの値
を表示します。

show policy-map type control-plane [expand] [name
policy-map-name]
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目的コマンド

ポリシーの値と関連するクラス

マップ、およびポリシーごとま

たはクラスマップごとのドロッ

プが表示されます。また、

CoPPポリシーが適用されてい
る場合は、スケールファクタ

値も表示されます。スケール

ファクタ値がデフォルト

（1.00）の場合は表示されませ
ん。

スケールファクタ

は、CIRとBCの値を
各モジュールで内部

的に変更しますが、

ディスプレイに表示

されるのは、設定さ

れた CIRと BCの値
のみです。モジュー

ルに実際に適用され

る値は、スケール

ファクタに設定値を

掛けた値です。

（注）

show policy-map interface control-plane

このクラスマップにバインド

されている ACLを含め、コン
トロールプレーンクラスマッ

プの設定を表示します。

show class-map type control-plane [class-map-name]
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目的コマンド

2つの CoPPベストプラクティ
スポリシーの違いを表示しま

す。

prior-verオプションを指定しな
い場合、このコマンドは、現在

適用されている2つのデフォル
トのCoPPのベストプラクティ
スポリシー（現在適用されて

いる厳密なポリシーと現在適用

されている中程度のポリシーな

ど）の差異を表示します。

prior-verオプションを指定した
場合、このコマンドは、現在適

用されているデフォルトの

CoPPベストプラクティスポリ
シーと以前に適用したデフォル

トのCoPPベストプラクティス
ポリシーの違いを表示します

（現在適用されている厳密なポ

リシーと以前適用した緩いポリ

シーなど）。

show copp diff profile {strict |moderate | lenient | dense} [prior-ver]
profile {strict |moderate | lenient | dense}

クラスおよびポリサー値ととも

に、CoPPベストプラクティス
ポリシーの詳細を表示します。

show copp profile {strict |moderate | lenient | dense}

実行コンフィギュレーションの

ユーザ設定によるアクセスコ

ントロールリスト（ACL）を
表示します。 allオプションを
使用すると、実行コンフィギュ

レーションのデフォルト（CoPP
設定）とユーザ定義によるACL
の両方が表示されます。

show running-config aclmgr [all]

実行コンフィギュレーション内

の CoPP設定を表示します。
show running-config copp [all]
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目的コマンド

スタートアップコンフィギュ

レーションのユーザ設定による

アクセスコントロールリスト

（ACL）を表示します。 allオ
プションを使用すると、スター

トアップコンフィギュレーショ

ンのデフォルト（CoPP設定）
とユーザ定義による ACLの両
方が表示されます。

show startup-config aclmgr [all]

設定されたスケールファクタ

値を表示します。

show system internal copp info

CoPP 設定ステータスの表示

手順の概要

1. switch# show copp status

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

CoPP機能の設定ステータスを表示します。switch# show copp statusステップ 1   

次に、CoPP設定ステータスを表示する例を示します。
switch# show copp status

CoPP のモニタ

手順の概要

1. switch# show policy-map interface control-plane
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

適用されたCoPPポリシーの一部であるすべてのクラスに関して、パ
ケットレベルの統計情報を表示します。

switch# show policy-map interface
control-plane

ステップ 1   

統計情報は、OutPackets（コントロールプレーンに対して許可された
パケット）とDropPackets（レート制限によってドロップされたパケッ
ト）に関して指定します。

次に、CoPPをモニタする例を示します。
switch# show policy-map interface control-plane
Control Plane

Service-policy input: copp-system-p-policy-strict

class-map copp-system-p-class-critical (match-any)
set cos 7
police cir 19000 pps , bc 128 packets
module 4 :
transmitted 373977 packets;
dropped 0 packets;

CoPP 統計情報のクリア

手順の概要

1. （任意） switch# show policy-map interface control-plane
2. switch# clear copp statistics

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

（任意）

現在適用されているCoPPポリシーおよびクラスご
との統計情報を表示します。

switch# show policy-map interface
control-plane

ステップ 1   

CoPP統計情報をクリアします。switch# clear copp statisticsステップ 2   

次に、インターフェース環境で、CoPP統計情報をクリアする例を示します。
switch# show policy-map interface control-plane
switch# clear copp statistics
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CoPP の設定例
ここでは、CoPPの設定例を示します。

CoPP の設定例
次に、IP ACLを使用する CoPPを設定する例を示します。

configure terminal
ip access-list copp-system-p-acl-igmp
permit igmp any 10.0.0.0/24

ip access-list copp-system-p-acl-msdp
permit tcp any any eq 639

mac access-list copp-system-p-acl-arp
permit any any 0x0806

ip access-list copp-system-p-acl-tacas
permit udp any any eq 49

ip access-list copp-system-p-acl-ntp
permit udp any 10.0.1.1/23 eq 123

ip access-list copp-system-p-acl-icmp
permit icmp any any

class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-critical
match access-group name copp-system-p-acl-igmp
match access-group name copp-system-p-acl-msdp

class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-normal
match access-group name copp-system-p-acl-icmp
match exception ip icmp redirect
match exception ip icmp unreachable
match exception ip option

policy-map type control-plane copp-system-p-policy

class copp-system-p-class-critical
police cir 19000 pps bc 128 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-important
police cir 500 pps bc 128 packets conform transmit violate drop

class copp-system-p-class-normal
police cir 300 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

class class-default
police cir 50 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

control-plane
service-policy input copp-system-p-policy

CoPPクラスを作成し、ACLを関連付けるには、次のようにします。
class-map type control-plane copp-arp-class
match access-group name copp-arp-acl

CoPPポリシーにクラスを追加するには、次のようにします。
policy-map type control-plane copp-system-policy
class copp-arp-class
police pps 500
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ICMP ping と ARP 要求の分割による CoPP のオーバーフローの防止
一部のサーバでは、アクティブな NICが集約スイッチにアクセスできることを確認するために、
デフォルトゲートウェイに対する ICMP pingと ARP要求を使用しています。その結果として
CoPP値が超過すると、CoPPはすべてのネットワークに対してトラフィックのドロップを開始し
ます。正しく機能していないサーバが大量の ICMP pingおよびARP要求を送信すると、ある集約
ブロック内にあるすべてのサーバでアクティブなNICが失われ、NICの切り替えが開始されます。

使用しているサーバがこのように設定されている場合は、サブネットのサブネットまたはグルー

プに基づいて ICMP pingと ARP要求を分割することにより、CoPPのオーバーフローを最小限に
抑えることができます。その後、サーバで障害が発生してCoPPがオーバーフローした場合でも、
スーパーバイザが一部のサブネットワークでのみ ICMP pingと ARP要求に応答します。

クラスマップまたはポリシーマップの最後のエントリは、指定されていないネットワークでのす

べての ICMP pingおよび ARP要求を特定する必要があります。これらのカウンタが増えること
は、ICMPとARPの既存のACLで指定されていない新しいネットワークが追加されたことを意味
します。この場合は、ICMPと ARPに関連する ACLを更新する必要があります。

デフォルト CoPPごとに、ICMP pingは copp-system-p-class-monitoringに、ARP要求は
copp-system-p-class-normalに分類します。

（注）

次に、ICMPと ARP要求を分割して、CoPPのオーバーフローを回避する例を示します。

最初に、アプリケーションの調査の結果に基づいてグループ化するネットワークを識別する新し

い ACLを追加します。
arp access-list copp-arp-1
statistics per-entry
10 permit ip 10.1.1.0 255.255.255.0 mac any
20 permit ip 10.1.2.0 255.255.255.0 mac any
30 permit ip 10.1.3.0 255.255.255.0 mac any
arp access-list copp-arp-2
statistics per-entry
10 permit ip 10.2.1.0 255.255.255.0 mac any
20 permit ip 10.2.2.0 255.255.255.0 mac any
30 permit ip 10.2.3.0 255.255.255.0 mac any
arp access-list copp-arp-3
statistics per-entry
10 permit ip 10.3.1.0 255.255.255.0 mac any
20 permit ip 10.3.2.0 255.255.255.0 mac any
30 permit ip 10.3.3.0 255.255.255.0 mac any
...
arp access-list copp-arp-10
10 permit ip any any mac any

ip access-list copp-icmp-1
statistics per-entry
10 permit icmp 10.2.1.0 255.255.255.0 any
20 permit icmp 10.2.2.0 255.255.255.0 any
30 permit icmp 10.2.3.0 255.255.255.0 any
ip access-list copp-icmp-2
statistics per-entry
10 permit icmp 10.3.1.0 255.255.255.0 any
10 permit icmp 10.3.2.0 255.255.255.0 any
10 permit icmp 10.3.3.0 255.255.255.0 any
ip access-list copp-icmp-3
statistics per-entry
10 permit icmp 10.4.1.0 255.255.255.0 any
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10 permit icmp 10.4.2.0 255.255.255.0 any
10 permit icmp 10.4.3.0 255.255.255.0 any
...
ip access-list copp-icmp-10
10 permit icmp any any

CoPPの新しいクラスマップにこれらの ACLを追加します。
class-map type control-plane match-any copp-cm-arp-1
match access-group name copp-arp-1
class-map type control-plane match-any copp-cm-arp-2
match access-group name copp-arp-2
class-map type control-plane match-any copp-cm-arp-3
match access-group name copp-arp-3
...
class-map type control-plane match-any copp-cm-arp-10
match access-group name copp-arp-10# class-map type control-plane match-any copp-cm-icmp-1

match access-group name copp-icmp-1
class-map type control-plane match-any copp-cm-icmp-2
match access-group name copp-icmp-2
class-map type control-plane match-any copp-cm-icmp-3
match access-group name copp-icmp-3
...
class-map type control-plane match-any copp-cm-icmp-10
match access-group name copp-icmp-10

新しいポリシーと先に作成したクラスマップを追加して、CoPPポリシーマップを変更します。
policy-map type control-plane copp-system-p-policy
class copp-cm-icmp-1

police cir X pps bc X conform transmit violate drop
class copp-cm-icmp-2

police cir X pps bc X conform transmit violate drop
class copp-cm-icmp-3

police cir X pps bc X conform transmit violate drop
class copp-cm-icmp-4

police cir X pps bc X conform transmit violate drop
class copp-cm-icmp-10

police cir X pps bc X conform transmit violate drop
class copp-cm-arp-1

police cir X pps bc X conform transmit violate drop
class copp-cm-arp-2

police cir X pps bc X conform transmit violate drop
class copp-cm-arp-3

police cir X pps bc X conform transmit violate drop
class copp-cm-arp-4

police cir X pps bc X conform transmit violate drop
class copp-cm-arp-10

police cir X pps bc X conform transmit violate drop

既存のクラスマップから ICMPと ARPを削除します。
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-normal
no match protocol arp

class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-monitoring
no match access-grp name copp-system-p-acl-icmp
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セットアップユーティリティによるデフォルト CoPP ポ
リシーの変更または再適用

セットアップユーティリティを使用して CoPPのデフォルトポリシーを再適用する例を次に示し
ます。

switch# setup

---- Basic System Configuration Dialog ----

This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

*Note: setup is mainly used for configuring the system initially,
when no configuration is present. So setup always assumes system
defaults and not the current system configuration values.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.

Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): yes

Do you want to enforce secure password standard (yes/no)[y]: <CR>

Create another login account (yes/no) [n]: n

Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]: n

Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]: n

Enter the switch name : <CR>

Enable license grace period? (yes/no) [n]: n

Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no) [y]: n

Configure the default gateway? (yes/no) [y]: n

Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: <CR>

Enable the telnet service? (yes/no) [n]: y

Enable the ssh service? (yes/no) [y]: <CR>

Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) : <CR>

Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n

Configure default interface layer (L3) [L3]: <CR>

Configure default switchport interface state (shut/noshut) [shut]: <CR>

Configure best practices CoPP profile (strict/moderate/lenient/dense/skip) [strict]:
strict

The following configuration will be applied:
password strength-check
no license grace-period
no telnet server enable
no system default switchport
system default switchport shutdown
policy-map type control-plane copp-system-p-policy
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Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: <CR>

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y

switch#

CoPP に関する追加情報
ここでは、CoPPの実装に関する追加情報について説明します。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco NX-OS Licensing Guide』ライセンス

標準

タイトル標準

『A Two Rate Three Color Marker』RFC 2698
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第 13 章

レート制限の設定

この章では、Cisco NX-OSデバイスでスーパーバイザ宛のトラフィックのレート制限を設定する
手順について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

• レート制限について, 295 ページ

• レート制限のライセンス要件, 296 ページ

• レート制限の注意事項と制約事項, 296 ページ

• レート制限のデフォルト設定, 296 ページ

• レート制限の設定, 297 ページ

• レート制限のモニタリング, 298 ページ

• レート制限統計情報のクリア, 298 ページ

• レート制限の設定の確認, 299 ページ

• レート制限の設定例, 299 ページ

• レート制限に関する追加情報, 300 ページ

レート制限について
レート制限を行うことで、例外のリダイレクトパケットにより Cisco NX-OSデバイス上のスー
パーバイザモジュールに過剰な負荷がかかるのを回避できます。次のタイプのリダイレクトパ

ケットに対して pps（パケット/秒）単位でレート制限を設定できます。

•アクセスリストログパケット

•双方向フォワーディング検出（BFD）パケット
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レート制限のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

ライセンスは、レート制限には必要ではありま

せん。ライセンスパッケージに含まれていな

い機能はnx-osイメージにバンドルされており、
無料で提供されます。CiscoNX-OSライセンス
方式の詳細については、『CiscoNX-OSLicensing
Guide』を参照してください。

Cisco NX-OS

レート制限の注意事項と制約事項
レート制限に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

•スーパーバイザ宛の例外トラフィックおよびリダイレクトされたトラフィックに対してレー
ト制限を設定できます。スーパーバイザ宛の他のタイプのトラフィックには、コントロール

プレーンポリシング（CoPP）を使用します。

ハードウェアレート制限は、スーパーバイザのCPUを過剰な入力トラフィッ
クから保護します。ハードウェアレート制限によって許容されるトラフィッ

クレートは、グローバルに設定され、個々の I/Oモジュールのそれぞれに適
用されます。結果的に許容されるレートは、システム内の I/Oモジュールの
数によって異なります。 CoPPでは、Modular Quality-of-Service CLI（MQC）
を利用して、スーパーバイザのCPUをさらに細かく保護することができます。

（注）

Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能の Cisco NX-OSコマンドは従来の Cisco IOSコ
マンドと異なる点があるため注意が必要です。

（注）

関連トピック

コントロールプレーンポリシングの設定, （263ページ）

レート制限のデフォルト設定
次の表に、レート制限パラメータのデフォルト設定を示します。
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表 21：レート制限パラメータのデフォルト設定

デフォルトパラメータ

100 ppsアクセスリストロギングパケットのレート制

限

10000 ppsBFDパケットのレート制限

レート制限の設定
スーパーバイザ宛トラフィックにレート制限を設定できます。

手順の概要

1. configure terminal
2. hardware rate-limiter access-list-log {packets | disable} [module module [port start end]]
3. hardware rate-limiter bfd packets [module module [port start end]]
4. （任意） show hardware rate-limiter [access-list-log | bfd |module module]
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

アクセスリストロギングのためにスーパーバイザ

モジュールにコピーされるパケットのレート制限を

ppsで設定します。範囲は 0～ 10000です。

hardware rate-limiter access-list-log {packets |
disable} [module module [port start end]]

例：
switch(config)# hardware rate-limiter
access-list-log 200

ステップ 2   

双方向フォワーディング検出（BFD）パケットのパ
ケット/秒のレート制限を設定します。範囲は 0～
10000です。

hardware rate-limiter bfd packets [modulemodule
[port start end]]

例：
switch(config)# hardware rate-limiter bfd 500

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

レート制限の設定を表示します。モジュールの範

囲は 1～ 30です。

show hardware rate-limiter [access-list-log | bfd |
module module]

例：
switch# show hardware rate-limiter

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 5   

レート制限のモニタリング
レート制限をモニタリングできます。

手順の概要

1. show hardware rate-limiter [access-list-log | bfd |module module]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

レート制限統計情報を表示します。show hardware rate-limiter [access-list-log | bfd |modulemodule]

例：
switch# show hardware rate-limiter access-list-log

ステップ 1   

レート制限統計情報のクリア
レート制限統計情報をクリアできます。

手順の概要

1. clear hardware rate-limiter {all | access-list-log | bfd} [module module]
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

レート制限統計情報をクリアしま

す。

clear hardware rate-limiter {all | access-list-log | bfd} [module
module]

例：
switch# clear hardware rate-limiter access-list-log

ステップ 1   

レート制限の設定の確認
レート制限の設定情報を表示するには、次の作業を行います。

目的コマンド

レート制限の設定を表示しま

す。

show hardware rate-limiter [access-list-log | bfd |module module]

特定のインターフェイスのスー

パーバイザモジュールに到達

するパケットのインバンドおよ

びアウトバンドのレート制限の

設定を表示します。

show system internal pktmgr interface ethernet slot/port

スーパーバイザモジュールに

到達するパケットのインバンド

およびアウトバンドのグローバ

ルレート制限の設定を表示し

ます。

show system internal pktmgr internal control sw-rate-limit

レート制限の設定例
次に、アクセスリストロギングのためにスーパーバイザモジュールにコピーされるパケットの

レート制限を設定する例を示します。

switch(config)# hardware rate-limiter access-list-log
switch(config)# show hardware rate-limiter access-list-log
Units for Config: packets per second
Allowed, Dropped & Total: aggregated since last clear counters

Module: 4
R-L Class Config Allowed Dropped Total
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+------------------+--------+---------------+---------------+-----------------
+
access-list-log 100 0 0 0

Port group with configuration same as default configuration
Eth4/1-36

Module: 22
R-L Class Config Allowed Dropped Total
+------------------+--------+---------------+---------------+-----------------
+
access-list-log 100 0 0 0

Port group with configuration same as default configuration
Eth22/1-0

レート制限に関する追加情報
ここでは、レート制限の実装に関する追加情報について説明します。

関連資料

参照先関連項目

『Cisco NX-OS Licensing Guide』Cisco NX-OSのライセンス
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