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セキュリティの設定について
アクセスコントロールは、ネットワークサーバへのアクセスを許可するユーザと、アクセス

したユーザに使用を許可するサービスを制御する手段です。認証、許可、アカウンティング

（AAA）ネットワークセキュリティサービスは、APIC上でアクセスコントロールを設定す
るための基本的なフレームワークを提供します。

AAA設定の概要

AAAを使用した APICのセキュリティを設定するには、このプロセスの通りにします。

1. To use a separate security server, configure security protocol parameters using the radius-server,
ldap-server, or tacacs-server configuration commands.

2. Define the method lists for authentication by using an aaa authentication command.

3. 必要に応じて、方式リストを特定のインターフェイスまたは回線に適用します。
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4. (Optional) Configure authorization using the aaa authentication command.

ローカルパスワードによるログイン認証

Use the aaa authentication login command with the method argument to specify that APIC will use the
local username database for authentication.たとえば、他の方式リストが定義されていない場合に
ログイン時のユーザ認証方式としてローカルユーザ名データベースを指定するには、次のコマ

ンドを入力します。

apic1# configure
apic1(config)# aaa authentication login default
apic1(config-default)# realm local

ローカルのユーザ名データベースにユーザを追加する方法の詳細については、「ローカルで認

証されたユーザの設定」の項を参照してください。

リモートサーバによるログイン認証

ログイン認証方式としてRADIUSまたはTACACS+またはLDAPを指定するには、server radius
方式または server tacacs方式または server ldap方式を指定して aaa authentication loginコマンド
を使用します。たとえば、他の方式リストが定義されていない場合にログイン時のユーザ認証

方式として RADIUSを指定するには、次のコマンドを入力します。

apic1# configure
apic1(config)# aaa authentication login default
apic1(config-default)# realm radius

ログイン認証方式として RADIUSを使用するには、RADIUSセキュリティサーバとの通信を
イネーブルにしておく必要があります。TACACS+またはLDAPも同様です。リモートセキュ
リティサーバとの通信の確立に関する詳細については、該当する章を参照してください。

•「RADIUSサーバの設定」

•「TACACS+サーバの設定」

•「LDAPサーバの設定」

AAAの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

セキュリティの設定
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目的コマンドまたはアクション

ユーザがコンソールから APICにアク
セスする際のコンソールコンフィギュ

レーションモードを開始します。

aaa authentication login console

例：

apic1(config)# aaa authentication
login console

ステップ 2

認証方式を指定します。[no] realm {ldap | local | radius | tacacs}

例：

ステップ 3

apic1(config-console)# realm radius

認証サーバグループを指定します。[no] group group-name

例：

ステップ 4

apic1(config-console)# group
radiusGroup5

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 5

apic1(config-console)# exit

デフォルトのログイン認証の設定モー

ドを開始します。

aaa authentication login default

例：

ステップ 6

apic1(config)# aaa authentication
login default

認証方式を指定します。[no] realm {ldap | local | radius | tacacs}

例：

ステップ 7

apic1(config-default)# realm radius

認証サーバグループを指定します。[no] group group-name

例：

ステップ 8

apic1(config-default)# group
radiusGroup

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 9

apic1(config-default)# exit

デフォルトのログイン認証の設定モー

ドを開始します。ログインドメイン

aaa authentication login domain
{domain-name | fallback}

例：

ステップ 10

は、ユーザの認証ドメインを指定しま

す。apic1(config)# aaa authentication
login domain cisco

認証方式を指定します。[no] realm{ldap |local |none |radius
|tacacs}

ステップ 11

セキュリティの設定
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目的コマンドまたはアクション

例：

apic1(config-domain)# realm radius

認証サーバグループを指定します。[no] group group-name

例：

ステップ 12

apic1(config-domain)# group
radiusGroup

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 13

apic1(config-domain)# exit

ユーザログインの前に表示する情報の

バナーを指定します。バナーは、単一

引用符で囲む必要があります。

aaa banner text

例：

apic1(config)# aaa banner 'Welcome to
APIC'

ステップ 14

認証サーバグループを作成または設定

します。

aaa group {ldap | radius | tacacs}
group-name

例：

ステップ 15

apic1(config)# aaa group radius
radiusGroup

認証サーバをサーバグループに追加

し、サーバグループ内の優先度を指定

[no] server {ip-address | hostname}
priority priority-number

例：

ステップ 16

します。0～ 17の優先度を指定できま
す。apic1(config-radius)# server

192.0.20.71 priority 2

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 17

apic1(config-radius)# exit

SCVMMの証明書を指定します。
『Cisco ACI Virtualization Guide』を参
照してください。

aaa scvmm-certificate certificate-name

例：

apic1(config)# aaa scvmm-certificate
myScvmmCert

ステップ 18

APICにログインしようとするユーザ
ロールを持たないリモートユーザの対

aaa user default-role {assign-default-role
| no-login}

例：

ステップ 19

処法を指定します。次のいずれかのオ

プションを選択できます。apic1(config)# aaa user default-role
assign-default-role • assign-default-role—ユーザーロー

ルを持たないリモートユーザー

セキュリティの設定
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目的コマンドまたはアクション

は、デフォルトロールに割り当て

られます。

• no-login—ユーザーロールを持た
ないリモートユーザーはログイン

できません。

AAA方式の設定を表示します。show aaa authentication

例：

ステップ 20

apic1(config)# show aaa authentication

AAAサーバグループの設定を表示し
ます。

show aaa groups

例：

ステップ 21

apic1(config)# show aaa groups

例

この例では、AAAを設定する方法を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# aaa authentication login console
apic1(config-console)# realm local
apic1(config-console)# exit
apic1(config)# aaa authentication login default
apic1(config-default)# realm radius
apic1(config-default)# group radiusGroup5
apic1(config-default)# exit
apic1(config)# aaa authentication login domain cisco
apic1(config-domain)# realm none
apic1(config-domain)# exit
apic1(config)# aaa banner 'Welcome to APIC'
apic1(config)# aaa group radius radiusGroup
apic1(config-radius)# server 192.0.20.71 priority 2
apic1(config-radius)# exit
apic1(config)# aaa user default-role assign-default-role
apic1(config)# show aaa authentication
Default : radius
Console : local

apic1(config)# show aaa groups
Total number of Groups : 1

RadiusGroups : radiusGroup5
TacacsGroups :
LdapGroups :

セキュリティの設定
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セキュリティサーバの設定

RADIUSサーバの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

APICからサーバに対して、各RADIUS
要求を送信する回数の上限を指定しま

す。指定できる範囲は 0～ 5です。

[no] radius-server retries count

例：

apic1(config)# radius-server retries
1

ステップ 2

グローバルコンフィギュレーション

モードでは、特定のRADIUSホスト設
定で上書きされない限り、このコマン

ドはすべてのRADIUSサーバに適用さ
れます。

APICが RADIUS要求を再送信する前
に応答を待機する秒数を指定します。

[no] radius-server timeout seconds

例：

ステップ 3

グローバルコンフィギュレーション

モードでは、特定のRADIUSホスト設
apic1(config)# radius-server timeout
5

定で上書きされない限り、このコマン

ドはすべてのRADIUSサーバに適用さ
れます。

RADIUSサーバの IPアドレスまたはホ
スト名を指定します。

[no] radius-server host {ip-address |
hostname}

例：

ステップ 4

apic1(config)# radius-server host
192.0.20.71

この RADIUSサーバにおいて、APIC
からサーバに対して、各RADIUS要求

（任意） [no] retries count

例：

ステップ 5

を送信する回数の上限を指定します。

指定できる範囲は 0～ 5です。
apic1(config-host)# retries 2

再試行回数が設定されていない場合、

グローバル値が使用されます。

セキュリティの設定
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目的コマンドまたはアクション

この RADIUSサーバにおいて、APIC
がRADIUS要求を再送信する前に応答
を待機する秒数を指定します。

（任意） [no] timeout seconds

例：

apic1(config-host)# timeout 3

ステップ 6

タイムアウト値が設定されていない場

合は、グローバル値が使用されます。

このRADIUSサーバに関する説明の情
報を提供します。テキストには 128文

（任意） [no] descr text

例：

ステップ 7

字以内の英数字を使用できます。テキ
apic1(config-host)# descr "My primary
RADIUS server" ストでスペースを含める場合は、単一

または二重の引用符で囲む必要があり

ます。

APICとこの RADIUSサーバの間で認
証用に使用される共有秘密テキスト文

[no] key key-value

例：

ステップ 8

字列を指定します。キーの文字数は最

大 32文字です。
apic1(config-host)# key
myRaDiUSpassWoRd

認証用にのみ使用されるこの RADIUS
サーバの UDPポートを指定します。

[no] port port-number

例：

ステップ 9

apic1(config-host)# port 1812

認証用のRADIUSサーバプロトコルを
指定します。

[no] protocol {chap |mschap | pap}

例：

ステップ 10

apic1(config-host)# protocol pap

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 11

apic1(config-host)#

（任意）RADIUSサーバ情報を表示し
ます。

show radius-server

例：

ステップ 12

apic1(config)# show radius-server

例

次に、1つの RADIUSサーバとグローバルに RADIUSの設定を行う例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# radius-server retries 1
apic1(config)# radius-server timeout 5
apic1(config)# radius-server host 192.0.20.71
apic1(config-host)# retries 2
apic1(config-host)# timeout 3

セキュリティの設定
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apic1(config-host)# descr "My primary RADIUS server"
apic1(config-host)# key myRaDiUSpassWoRd
apic1(config-host)# port 1812
apic1(config-host)# protocol pap
apic1(config-host)# exit
apic1(config)# show radius-server
timeout : 5
retries : 1

Total number of servers : 1

Hostname : 192.0.20.71
Port : 1812
Protocol : pap
Timeout : 3
Retries : 2
User : test
Descr : My primary RADIUS server

TACACS+サーバの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

APICからサーバに対して、各
TACACS+要求を送信する回数の上限

[no] tacacs-server retries count

例：

ステップ 2

を指定します。指定できる範囲は 0～
5です。

apic1(config)# tacacs-server retries
1

グローバルコンフィギュレーション

モードでは、特定の TACACS+ホスト
設定で上書きされない限り、このコマ

ンドはすべての TACACS+サーバに適
用されます。

APICがTACACS+要求を再送信する前
に応答を待機する秒数を指定します。

[no] tacacs-server timeout seconds

例：

ステップ 3

グローバルコンフィギュレーション

モードでは、特定の TACACS+ホスト
apic1(config)# tacacs-server timeout
5

設定で上書きされない限り、このコマ

ンドはすべての TACACS+サーバに適
用されます。

セキュリティの設定
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目的コマンドまたはアクション

TACACS+サーバの IPアドレスまたは
ホスト名を指定します。

[no] tacacs-server host {ip-address |
hostname}

例：

ステップ 4

apic1(config)# tacacs-server host
192.0.20.71

この TACACS+サーバにおいて、APIC
からサーバに対して、各 TACACS+要

（任意） [no] retries count

例：

ステップ 5

求を送信する回数の上限を指定しま

す。指定できる範囲は 0～ 5です。
apic1(config-host)# retries 2

再試行回数が設定されていない場合、

グローバル値が使用されます。

APICとこのTACACS+サーバの間で認
証用に使用される共有秘密テキスト文

[no] key

例：

ステップ 6

字列を指定します。キーの文字数は最
apic1(config-host)# key
Enter key: myTacAcSpassWoRd
Enter key again: myTacAcSpassWoRd

大32文字です。セキュリティを向上さ
せるキー値の入力は、インタラクティ

ブです。

TACACS+アカウンティングメッセー
ジ用に使用されるこの TACACS+サー
バの UDPポートを指定します。

[no] port port-number

例：

apic1(config-host)# port 49

ステップ 7

認証用の TACACS+サーバプロトコル
を指定します。

[no] protocol {chap |mschap | pap}

例：

ステップ 8

apic1(config-host)# protocol pap

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 9

apic1(config-host)#

（任意）TACACS+サーバ情報を表示
します。

show tacacs-server

例：

ステップ 10

apic1(config)# show tacacs-server

例

次に、1つのTACACS+サーバとグローバルにTACACS+の設定を行う例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# tacacs-server retries 1
apic1(config)# tacacs-server timeout 5
apic1(config)# tacacs-server host 192.0.20.72

セキュリティの設定
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apic1(config-host)# retries 2
apic1(config-host)# timeout 3
apic1(config-host)# key myTaCaCspassWoRd
apic1(config-host)# port 49
apic1(config-host)# protocol pap
apic1(config-host)# exit
apic1(config)# show tacacs-server
timeout : 5
retries : 1

Total number of servers : 1

Hostname : 192.0.20.72
Port : 1812
Protocol : pap
Timeout : 3
Retries : 2
User : test

LDAPサーバの設定
Some ldap-server commands can be entered in either the global configurationmode or in the configuration
mode for a specific LDAP host.グローバルコンフィギュレーションモードでは、特定の LDAP
ホスト設定で上書きされない限り、コマンドはすべての LDAPサーバに適用されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

switch# configure terminal

LDAPサーバの IPアドレスまたはホス
ト名を指定し、そのサーバのコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

[no] ldap-server host {ip-address |
hostname}

例：

ステップ 2

apic1(config)# ldap-server host
192.0.20.73

CiscoAVPairとして使用する LDAPエ
ンドポイント属性を指定します。

[no] ldap-server attribute attribute-name

例：

ステップ 3

グローバルコンフィギュレーション

モードでは、特定の LDAPホスト設定
apic1(config-host)# ldap-server
attribute memberOf

で上書きされない限り、このコマンド

はすべての LDAPサーバに適用されま
す。

サーバが認可要求を受信した場合に検

索を開始する LDAP階層の位置を指定
[no] ldap-server basedn

例：

ステップ 4

します。最大 127文字の文字列を設定

セキュリティの設定
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-host)# ldap-server basedn
DC=sampledesign,DC=com

できます。文字列でスペースは使用で

きませんが、他の特殊文字は使用でき

ます。

グローバルコンフィギュレーション

モードでは、特定の LDAPホスト設定
で上書きされない限り、このコマンド

はすべての LDAPサーバに適用されま
す。

ベース DNのすべてのオブジェクトに
対する読み取り権限と検索権限を持

[no] ldap-server binddn

例：

ステップ 5

つ、LDAPデータベースアカウントの
apic1(config-host)# ldap-server binddn

CN=ucsbind,OU=CiscoUsers,DC=sampledesign,DC=com
識別名（DN）を指定します。最大 127
文字の文字列を設定できます。文字列

でスペースは使用できませんが、他の

特殊文字は使用できます。

APICからサーバに対して、各 LDAP
要求を送信する回数の上限を指定しま

す。指定できる範囲は 0～ 5です。

[no] ldap-server retries count

例：

apic1(config-host)# ldap-server
retries 1

ステップ 6

グローバルコンフィギュレーション

モードでは、特定の LDAPホスト設定
で上書きされない限り、このコマンド

はすべての LDAPサーバに適用されま
す。

APICが LDAP要求を再送信する前に
応答を待機する秒数を指定します。

[no] ldap-server timeout seconds

例：

ステップ 7

グローバルコンフィギュレーション

モードでは、特定の LDAPホスト設定
apic1(config-host)# ldap-server
timeout 30

で上書きされない限り、このコマンド

はすべての LDAPサーバに適用されま
す。

LDAP検索の結果をフィルタ処理する
フィルタを指定します。フィルタに

は、最大 63文字を指定できます。

[no] ldap-server filter filter-expression

例：

apic1(config-host)# ldap-server filter
sAMAccountName=$userid

ステップ 8

グローバルコンフィギュレーション

モードでは、特定の LDAPホスト設定
で上書きされない限り、このコマンド

はすべての LDAPサーバに適用されま
す。

セキュリティの設定
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目的コマンドまたはアクション

APICとこの LDAPサーバの間で認証
用に使用される共有秘密テキスト文字

[no] key key-value

例：

ステップ 9

列を指定します。キーの文字数は最大

32文字です。
apic1(config-host)# key
Enter key: myLdAppassWoRd
Enter key again: myLdAppassWoRd

認証用の LDAPサーバのポートを指定
します。

[no] port port-number

例：

ステップ 10

apic1(config-host)# port 389

この LDAPサーバにおいて、APICか
らサーバに対して、各 LDAP要求を送

（任意） [no] retries count

例：

ステップ 11

信する回数の上限を指定します。指定

できる範囲は 0～ 5です。
apic1(config-host)# retries 2

再試行回数が設定されていない場合、

グローバル値が使用されます。

LDAPプロバイダーとの SSL接続を有
効にします。

[no] enable-ssl

例：

ステップ 12

apic1(config-host)# enable-ssl

LDAPサーバの SSL証明書検証レベル
を設定します。

[no] ssl-validation-level [permissive |
strict]

例：

ステップ 13

apic1(config-host)#
ssl-validation-level permissive

この LDAPサーバにおいて、APICが
LDAP要求を再送信する前に応答を待
機する秒数を指定します。

（任意） [no] timeout seconds

例：

apic1(config-host)# timeout 3

ステップ 14

タイムアウト値が設定されていない場

合は、グローバル値が使用されます。

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 15

apic1(config-host)# exit

show ldap-serverステップ 16

例：

apic1(config)# show ldap-server

セキュリティの設定
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例

次に、LDAPサーバの設定をグローバルおよび 1つの LDAPサーバに対して行う例を
示します。

apic1# configure
apic1(config)# ldap-server retries 1
apic1(config)# ldap-server timeout 30
apic1(config)# ldap-server host 192.0.20.73
apic1(config-host)# retries 2
apic1(config-host)# timeout 3
apic1(config-host)# filter sAMAccountName=$userid
apic1(config-host)# key myLdAppassWoRd
apic1(config-host)# ssl-validation-level permissive
apic1(config-host)# enable-ssl
apic1(config-host)# port 389
apic1(config-host)# exit
apic1(config)# show ldap-server
timeout : 30
retries : 1
filter : sAMAccountName=$userid

Total number of servers : 1

Hostname : 192.0.20.73
Port : 389
Timeout : 3
Retries : 2
SSL : yes
SSL Level : permissive
User : test

パスワードポリシーの設定
このトピックのパスワードポリシー設定では、ローカル認証されたすべてのAPICユーザのパ
スワード履歴やパスワード変更間隔プロパティを設定します。ローカル認証されたユーザのそ

れぞれに異なるパスワードポリシーを指定することはできません。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

変更間隔内で許可されるパスワード変更

の回数を設定します。指定できる範囲は

0～ 10回です。

[no] password change-count count

例：

apic1(config)# password change-count
5

ステップ 2

セキュリティの設定
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目的コマンドまたはアクション

ローカル認証されたユーザが変更間隔の

間に実行できるパスワード変更の回数の

制限を有効または無効にします。

[no] password change-during-interval
{enable | disable}

例：

ステップ 3

apic1(config)# password
change-during-interval enable

When the change-during-interval is
enabled, restricts the number of password

[no] password change-interval hours

例：

ステップ 4

changes a locally authenticated user canmake
apic1(config)# password change-interval
300

within a given number of hours.範囲は 1
～ 745時間です。

ユーザがパスワードを再度変更できない

最小期間を設定します。範囲は 1～ 745
時間です。

[no] password no-change-interval hours

例：

apic1(config)# password
no-change-interval 60

ステップ 5

パスワードの有効期限の前に警告を表示

する警告期間を設定します。範囲は0～
30日です。

password expiration-warn-time

例：

apic1(config)# password
expiration-warn-time 5

ステップ 6

パスワード履歴のカウントにより、ロー

カル認証されたユーザが何度も同じパス

[no] password history-count count

例：

ステップ 7

ワードを再利用しないようにすることが
apic1(config)# password history-count
10 できます。このプロパティが設定されて

いる場合、APICはローカル認証された
ユーザが以前に使用したパスワードを最

大 15個まで保存します。パスワードは
最近のものから時系列の逆順で格納さ

れ、履歴カウントがしきい値に達した場

合に、最も古いパスワードだけを再利用

可能にします。

あるパスワードが再利用可能になるまで

に、ユーザはパスワード履歴カウントで

設定された数だけパスワードを作成して

使用する必要があります。たとえば、パ

スワード履歴カウントを8に設定した場
合、ローカル認証されたユーザは、9番
目のパスワードが期限切れになるまで、

最初のパスワードを再利用できません。

デフォルトでは、パスワード履歴は0に
設定されます。この値によって履歴カウ

ントが無効化されるため、ユーザはいつ

セキュリティの設定
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目的コマンドまたはアクション

でも以前のパスワードを使用できます。
If necessary, you can clear a user's password
history using the clear-pwd-history
command in the username configuration
mode for that user.

すべてのユーザに強力なパスワードの使

用を強制します。

[no] password pwd-strength-check

例：

ステップ 8

apic1(config)# password
pwd-strength-check

例

次に、ローカル認証されたユーザのグローバルパスワード設定を設定する例を示しま

す。

apic1# configure
apic1(config)# password change-count 5
apic1(config)# password change-during-interval enable
apic1(config)# password change-interval 300
apic1(config)# password no-change-interval 60
apic1(config)# password expiration-warn-time 5
apic1(config)# password history-count 10
apic1(config)# password pwd-strength-check

この例では、ローカル認証されたユーザがパスワード変更後48時間以内にパスワード
を変更できないようにする方法を示しています。

apic1# configure
apic1(config)# password change-during-interval disable
apic1(config)# password no-change-interval 48

この例では、ローカル認証されたユーザがパスワード変更後24時間以内にパスワード
を 1回だけ変更できるようにする方法を示しています。

apic1# configure
apic1(config)# password change-count 1
apic1(config)# password change-during-interval enable
apic1(config)# password change-interval 24

セキュリティの設定
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ユーザの設定

ローカルで認証されたユーザの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

ローカル認証されたユーザアカウント

の作成または既存のユーザを設定しま

username {name | admin}

例：

ステップ 2

す。最大28文字までの名前を指定でき
ます。

apic1(config)# username user5

このユーザの名を設定します。[no] first-name first

例：

ステップ 3

apic1(config-username)# first-name
George

このユーザの姓を設定します。[no] last-name last

例：

ステップ 4

apic1(config-username)# last-name
Washington

このユーザの電子メールアドレスを設

定します。

[no] email email-address

例：

ステップ 5

apic1(config-username)# email
gwashington@exampleCorp.com

このユーザの電話番号を設定します。[no] phone phone-number

例：

ステップ 6

apic1(config-username)# phone
14085551212

このユーザアカウントをアクティブ化

または非アクティブ化します。

[no] account-status {active | inactive |
status}

例：

ステップ 7

apic1(config-username)# account-status
active

セキュリティの設定
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目的コマンドまたはアクション

ユーザのパスワード履歴リストをクリ

アし、このユーザが以前のパスワード

を再使用できるようにします。

clear-pwd-history

例：

apic1(config-username)#
clear-pwd-history

ステップ 8

Enables expiration of this user account at
the date and time configured by the
expiration command.

[no] expires

例：

apic1(config-username)# expires

ステップ 9

このユーザアカウントの有効期限の日

時を設定します。形式はUTC日付形式
expiration date-time

例：

ステップ 10

（YYYY-MM-DDThh:mmTZD）です。
apic1(config-username)# expiration
2017-12-31T23:59+08:00 You must also enable expiration by

configuring the expires command.

ユーザパスワードを設定します。password password

例：

ステップ 11

このコマンドでは「$」また
は「!」などの特殊文字をバッ
クスラッシュでエスケープし

（「\$」）、Bashによって
誤って解釈されないようにす

る必要があります。エスケー

プのバックスラッシュはこの

コマンドでパスワードを設定

するときに必要なだけであ

り、ユーザはログイン時に

バックスラッシュを入力しま

せん。

（注）

apic1(config-username)# password
c1\$c0123

ユーザパスワードの有効期間を設定し

ます。範囲は 0～ 3650日です。
[no] pwd-lifetime days

例：

ステップ 12

apic1(config-username)# pwd-lifetime
90

このユーザが属する AAAドメインを
指定または作成します。

[no] domain {all | common |mgmt |
domain-name}

例：

ステップ 13

apic1(config-username)# domain
mySecDomain

ユーザドメインの特権ビットマスクを

設定する AAAドメインロールを作成
します。

[no] role role

例：

apic1(config-domain)# role
tenant-admin

ステップ 14
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目的コマンドまたはアクション

ユーザドメインの特権ビットマスクを

設定する AAAドメインロールを作成
します。

[no] priv-type {readPriv | writePriv}

例：

apic1(config-role)# priv-type
writePriv

ステップ 15

ドメインコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 16

apic1(config-role)# exit

ユーザ名コンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 17

apic1(config-domain)# exit

このユーザに関する構成の詳細情報を

表示します。

show username name

例：

ステップ 18

apic1(config-username)# show username
user5

例

次に、ローカルユーザの設定方法を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# username user5
apic1(config-username)# first-name George
apic1(config-username)# last-name Washington
apic1(config-username)# email gwashington@exampleCorp.com
apic1(config-username)# phone 14085551212
apic1(config-username)# account-status active
apic1(config-username)# domain mySecDomain
apic1(config-username)# clear-pwd-history
apic1(config-username)# expires
apic1(config-username)# expiration 2017-12-31T23:59+08:00
apic1(config-username)# password c1$c0123
apic1(config-username)# pwd-lifetime 90
apic1(config-username)# domain mySecDomain
apic1(config-domain)# role tenant-admin
apic1(config-role)# priv-type writePriv
apic1(config-role)# exit
apic1(config-domain)# exit
apic1(config-username)# show username user5
UserName : user5
First-Name : George
Last-Name : Washington
Email : gwashington@exampleCorp.com
Acount Status : active
Password strength check : yes

セキュリティの設定
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次のタスク

ローカルユーザの SSHキーまたは証明書を設定するには、「証明書および SSHキーの設定」
を参照してください。

ローカルユーザの証明書および SSHキーの設定
この項では、ローカルユーザがパスワードを要求されることなく、ログインできるように証明

書または SSHキーを設定する方法について説明します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

ローカル認証されたユーザアカウント

の作成または既存のユーザを設定しま

username {name | admin}

例：

ステップ 2

す。最大 28文字までの名前を指定でき
ます。

apic1(config)# username user5

証明書コンフィギュレーションモード

を開始します。

[no] certificate certificate-name

例：

ステップ 3

apic1(config-username)# certificate
myCertificate

PEMエンコードされた証明書を設定し
ます。

data certificate-data

例：

ステップ 4

apic1(config-certificate)# data
-----BEGIN CERTIFICATE-----MIIC4j.....

ユーザ名コンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 5

apic1(config-certificate)# exit

SSH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。

[no] ssh-key ssh-key-name

例：

apic1(config-username)# ssh-key
mySSHkey

ステップ 6

SSHキーを設定します。キーの文字数
は最大 64文字です。

data key-data

例：

ステップ 7

apic1(config-ssh-key)# data
AAAAB3NzaC1yc2EAA......

セキュリティの設定
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目的コマンドまたはアクション

ユーザ名コンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

ステップ 8

apic1(config-ssh-key)# exit

例

この例では、ローカルユーザの SSHキーと証明書を設定する方法を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# username user5
apic1(config-username)# certificate myCertificate
apic1(config-certificate)# data -----BEGIN CERTIFICATE-----MIIC4j.....
apic1(config-certificate)# exit
apic1(config-username)# ssh-key mySSHkey
apic1(config-ssh-key)# data AAAAB3NzaC1yc2EAA...
apic1(config-ssh-key)# exit

公開キーインフラストラクチャの設定

認証局との信頼チェーンの設定

証明機関（CA）は証明書要求を管理して、ホスト、ネットワークデバイス、ユーザなどの参
加エンティティに証明書を発行します。APICでは、信頼できる CAの自己署名ルート証明書
（または下位 CAの証明書チェーン）をローカルに保存しています。信頼できる CAについて
保存された情報をトラストポイントと呼び、CA自体もトラストポイント CAと呼びます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

選択したトラストポイントの認証局

（CA）のコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

[no] crypto ca trustpoint-name

例：

apic1(config)# crypto ca myCA

ステップ 2

PEMフォーマットの証明書チェーンを
保存します。トラストポイントから信頼

[no] cert-chain pem-data

例：

ステップ 3

されたルート証明機関に信頼のチェーン

全体を入力します。
apic1(config-ca)# cert-chain -----BEGIN
CERTIFICATE----- MIIC4jCCAoygAw.....

セキュリティの設定
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例

この例では、CAを設定する方法を示します。

apic1# configure

apic1(config)# crypto ca myCA
apic1(config-ca)# cert-chain -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIC4jCCAoygAw.....

キーとキーリングの設定

RSAキーペアを作成し、RSAキーペアとAPICが登録しようとしているトラストポイントCA
を関連付けることによって、APICのアイデンティティ証明書を入手することができます。RSA
キーは APICによって暗号キーリングに保存されます。

APICソフトウェアでは、設定変更が可能なキーのサイズ（またはモジュラス）でRSAキーペ
アを作成できます。デフォルトのキーのサイズは 512です。また、RSAキーペアのラベルも
設定できます。デフォルトのキーラベルは、デバイスの完全修飾ドメイン名（FQDN）です。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

キーリングを作成または設定して SSL
証明書を保持します。

[no] crypto keyring {default |
keyring-name}

例：

ステップ 2

apic1(config)# crypto keyring myKeyring

RSAキーペアの再生を強制します。regen

例：

ステップ 3

apic1(config-keyring)# regen

公開キーと署名された情報を含んだ証明

書をインポートします。証明書データは

引用符で囲む必要があります。

[no] cert certificate-data

例：

apic1(config-keyring)# cert "-----BEGIN
CERTIFICATE----- MIIC4jCCAoygAw.....

ステップ 4

デバイスアイデンティティの信頼でき

るソースからのサードパーティ証明書を

設定します。

[no] tp certificate-name

例：

apic1(config-keyring)# tp myCertificate

ステップ 5

セキュリティの設定
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目的コマンドまたはアクション

証明書の秘密キーを作成します。[no] key key-data

例：

ステップ 6

apic1(config-keyring)# key
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

暗号キーの長さを設定します。[no] modulus {mod512 |mod1024 |
mod1536 |mod2048}

ステップ 7

例：

apic1(config-keyring)# modulus mod1024

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 8

apic1(config-keyring)# exit

例

この例では、キーリングを設定する方法を示します。

apic1# configure
apic1(config)# crypto keyring myKeyring
apic1(config-keyring)# cert "-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIC4jCCAoygAw.....
apic1(config-keyring)# tp myCertificate
apic1(config-keyring)# key XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
apic1(config-keyring)# modulus mod1024
apic1(config-keyring)# exit

証明書署名要求の生成

証明書署名要求（CSR）は、デジタル ID証明書を申請するために申請者がCAに送信するメッ
セージです。CSRを作成する前に、申請者は、最初に秘密キーを守るキーペアを生成します。
CSRには、申請者が生成する公開キーなどの申請者を特定する情報が含まれています。対応す
る秘密キーは CSRに含まれていませんが、要求全体に対するデジタル署名を行うために使用
されます。

始める前に

証明書署名要求（CSR）を生成する前に、トラストポイントの認証局（CA）を設定し、キー
ペアを生成する必要があります。

セキュリティの設定
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

キーリングを作成または設定して SSL
証明書を保持します。

[no] crypto keyring {default |
keyring-name}

例：

ステップ 2

apic1(config)# crypto keyring default

このキーリングに対する証明書署名要

求を作成します。

csr

例：

ステップ 3

apic1(config-keyring)# csr

要求側デバイスの完全修飾ドメイン名

または識別名を設定します。名前には

最大 64文字を使用できます。

subj-name name

例：

apic1(config-csr)# subj-name
www.exampleCorp.com

ステップ 4

公開キーと署名された情報を含んだ証

明書をインポートします。証明書デー

タは引用符で囲む必要があります。

[no] cert certificate-data

例：

apic1(config-csr)# cert "-----BEGIN
CERTIFICATE----- MIIC4jCCAoygAw.....

ステップ 5

新しいパスワードを設定します。password

例：

ステップ 6

apic1(config-csr)# password
Enter password: c1$c0123
Enter password again: c1$c0123

組織の完全な正式名称を設定します。org-name

例：

ステップ 7

apic1(config-csr)# org-name
ExampleCorp

組織内の部門または部署の名前を設定

します。

org-unit-name

例：

ステップ 8

apic1(config-csr)# org-unit-name Sales

組織の担当者の電子メールアドレスを

設定します。

email

例：

ステップ 9

apic1(config-csr)# email
admin@exampleCorp.com

セキュリティの設定
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目的コマンドまたはアクション

組織の市町村を設定します。locality city-name

例：

ステップ 10

apic1(config-csr)# locality SanJose

組織が所在する州や県を設定します。state state

例：

ステップ 11

apic1(config-csr)# state CA

組織の所在地の国を表す 2文字の ISO
コードを設定します。

country country-code

例：

ステップ 12

apic1(config-csr)# country US

キーリングコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 13

apic1(config-csr)# exit

例

次に、証明書署名要求（CSR）を生成する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# crypto keyring default
apic1(config-keyring)# csr
apic1(config-csr)# subj-name www.exampleCorp.com
apic1(config-csr)# cert "-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIC4jCCAoygAw.....
apic1(config-csr)# pwd c1$c0123
apic1(config-csr)# org-name ExampleCorp
apic1(config-csr)# org-unit-name Sales
apic1(config-csr)# email admin@exampleCorp.com
apic1(config-csr)# locality SanJose
apic1(config-csr)# state CA
apic1(config-csr)# country US
apic1(config-csr)# exit

次のタスク

CSRを CAに送信します。
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ウェブトークンの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

[no] crypto webtokenステップ 2

例：

apic1(config)# crypto webtoken

webtokenの最長有効期間を設定します。
範囲は 4～ 24時間です。

[no] max-validity-period hours

例：

ステップ 3

apic1(config-webtoken)#
max-validity-period 10

セッションレコードの更新を有効また

は無効にします。The session record flags
[no] session-record-flags csv-list

例：

ステップ 4

are specified as a comma-separated value list
apic1(config-webtoken)#
session-record-flags login,refresh of one or more of the following flags: login,

logout, and refresh.

ログインの更新を要求するまでの最大の

GUIアイドル継続時間を設定します。値
の範囲は 60～ 65525秒です。

[no] ui-idle-timeout-seconds seconds

例：

apic1(config-webtoken)#
ui-idle-timeout-seconds 120

ステップ 5

webtokenのタイムアウト間隔を設定し
ます。値の範囲は 600～ 9600秒です。

[no] webtoken-timeout-seconds seconds

例：

ステップ 6

apic1(config-webtoken)#
webtoken-timeout-seconds 1200

exitステップ 7

例：

apic1(config-webtoken)# exit

例

次に、webtokenを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# crypto webtoken
apic1(config-webtoken)# max-validity-period 10
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apic1(config-webtoken)# session-record-flags login,refresh
apic1(config-webtoken)# ui-idle-timeout-seconds 120
apic1(config-webtoken)# webtoken-timeout-seconds 1200

通信ポリシーの設定

HTTPポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

通信ポリシーコンフィギュレーション

モードを開始します。

[no] comm-policy {default | policy-name}

例：

ステップ 2

apic1(config)# comm-policy myCommPolicy

HTTPポリシーコンフィギュレーション
モードを開始します。

http

例：

ステップ 3

apic1(config-comm-policy)# http

HTTP通信サービスをイネーブルにしま
す。

[no] admin-state-enable

例：

ステップ 4

apic1(config-http)# admin-state-enable

Access-Control-Allow-Originヘッダーで
返す URLを指定します。

[no] allow-origin url

例：

ステップ 5

apic1(config-http)# allow-origin
www.example.com

HTTP通信サービスに使用するポートを
設定します。

[no] port port-number

例：

ステップ 6

apic1(config-http)# port 8080

HTTPリダイレクションをイネーブルに
します。

[no] redirect

例：

ステップ 7

apic1(config-http)# no redirect

追跡するHTTP要求の最大数を設定しま
す。指定できる範囲は0～10240です。

[no] request-status-count count

例：

ステップ 8
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-http)#
request-status-count 512

通信ポリシーコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 9

apic1(config-http)# exit

例

次に、HTTPサービスを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# comm-policy myCommPolicy
apic1(config-comm-policy)# http
apic1(config-http)# admin-state-enable
apic1(config-http)# allow-origin www.example.com
apic1(config-http)# port 8080
apic1(config-http)# no redirect
apic1(config-http)# request-status-count 512
apic1(config-http)# exit

HTTPSポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

通信ポリシーコンフィギュレーション

モードを開始します。

[no] comm-policy {default | policy-name}

例：

ステップ 2

apic1(config)# comm-policy myCommPolicy

HTTPSポリシーコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

https

例：

ステップ 3

apic1(config-comm-policy)# https

HTTPS通信サービスをイネーブルにし
ます。

[no] admin-state-enable

例：

ステップ 4

apic1(config-https)# admin-state-enable
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目的コマンドまたはアクション

HTTPS通信サービスに使用するポート
を設定します。

[no] port port-number

例：

ステップ 5

apic1(config-https)# port 443

追跡する HTTPS要求の最大数を設定し
ます。指定できる範囲は 0～ 10240で
す。

[no] request-status-count count

例：

apic1(config-https)#
request-status-count 512

ステップ 6

カンマ区切りのリストでサポートされる

SSLプロトコルを指定します。The
options are TLSv1, TLSv1.1, and TLSv1.2.

[no] ssl-protocols {TLSv1 | TLSv1.1 |
TLSv1.2}

例：

ステップ 7

apic1(config-https)# ssl-protocols
TLSv1.1,TLSv1.2

HTTPSサーバの SSL証明書に使用する
キーリングを指定します。

[no] use-keyring keyring-name

例：

ステップ 8

apic1(config-https)# use-keyring
myKeyRing

通信ポリシーコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 9

apic1(config-https)# exit

例

次に、HTTPSサービスを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# comm-policy myCommPolicy
apic1(config-comm-policy)# https
apic1(config-https)# admin-state-enable
apic1(config-https)# port 443
apic1(config-https)# request-status-count 512
apic1(config-https)# ssl-protocols TLSv1.1,TLSv1.2
apic1(config-https)# use-keyring myKeyRing
apic1(config-https)# exit
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SSHポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

通信ポリシーコンフィギュレーション

モードを開始します。

[no] comm-policy {default | policy-name}

例：

ステップ 2

apic1(config)# comm-policy myCommPolicy

SSHポリシーコンフィギュレーション
モードを開始します。

ssh-service

例：

ステップ 3

apic1(comm-policy)# ssh-service

HTTP通信サービスをイネーブルにしま
す。

[no] admin-state-enable

例：

ステップ 4

apic1(config-ssh-service)#
admin-state-enable

SSH通信サービスに使用するポートを
設定します。

[no] port port-number

例：

ステップ 5

apic1(config-ssh-service)# port 22

通信ポリシーコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 6

apic1(config-ssh-service)# exit

例

次に、SSHサービスを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# comm-policy myCommPolicy
apic1(config-comm-policy)# ssh-service
apic1(config-ssh-service)# admin-state-enable
apic1(config-ssh-service)# port 22
apic1(config-ssh-service)# exit
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Telnetポリシーの設定

始める前に

Telnet通信を可能にするには、Telnetトラフィック（通常、TCPおよび UDPポート 23上）を
許可するアウトオブバンドコントラクトを設定する必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

通信ポリシーコンフィギュレーション

モードを開始します。

[no] comm-policy {default | policy-name}

例：

ステップ 2

apic1(config)# comm-policy myCommPolicy

Telnetポリシーコンフィギュレーション
モードを開始します。

telnet

例：

ステップ 3

apic1(config-comm-policy)# telnet

Telnet通信サービスをイネーブルにしま
す。

[no] admin-state-enable

例：

ステップ 4

apic1(config-telnet)#
admin-state-enable

Telnet通信サービスに使用するポートを
設定します。

[no] port port-number

例：

ステップ 5

apic1(config-telnet)# port 23

通信ポリシーコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 6

apic1(config-telnet)# exit

例

次に、Telnetサービスを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# comm-policy myCommPolicy
apic1(config-comm-policy)# telnet
apic1(config-telnet)# admin-state-enable
apic1(config-telnet)# port 23
apic1(config-telnet)# exit
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AES暗号化の設定
Cisco APICリリース 1.1(2)以降、APIC設定ファイルのセキュアなプロパティは、AES-256暗
号化を有効にすることで暗号化できます。AES暗号化はグローバル設定オプションです。すべ
てのセキュアプロパティは AES構成設定に従っています。テナント設定などの ACIファブ
リック設定のサブセットを AES暗号化を使用してエクスポートするが、ファブリック設定の
残りの部分は暗号化しないということはできません。セキュアなプロパティのリストについて

は、『Cisco Application Centric Infrastructure Fundamentals』の「Appendix K: Secure Properties」
を参照してください。

APICはAES-256キーを生成する 16～ 32文字パスフレーズを使用します。APIC GUIは、AES
パスフレーズのハッシュを表示します。このハッシュは、同じパスフレーズが2つのACIファ
ブリックに使用されているかどうかを確認するために使用することができます。このハッシュ

をクライアントコンピュータにコピーして、別の ACIファブリックのパスフレーズハッシュ
と比較できます。これにより、それらのハッシュが同じパスフレーズを使用して生成されたか

どうかを確認できます。ハッシュを使用して、元のパスフレーズまたはAES-256キーを再構築
することはできません。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

AESコンフィギュレーションモードを
開始します。

crypto aes

例：

ステップ 2

apic1(config)# crypto aes

既存の AES暗号化キーを削除します。（任意） clear-encryption-key

例：

ステップ 3

apic1(config-aes)# clear-encryption-key

AES暗号化のパスフレーズを指定しま
す。パスフレーズは、16～ 32文字で、

passphrase

例：

ステップ 4

引用符で囲む必要があります。セキュリ
apic1(config-aes)# passphrase
Enter passphrase: "This is my ティを向上させる、パスフレーズの入力

は、インタラクティブです。passphrase"
Enter passphrase again: "This is my
passphrase"

AES暗号化をイネーブル（またはディ
セーブル）にします。

[no] encryption

例：

ステップ 5

apic1(config-aes)# encryption
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例

この例では、AES暗号化を有効にする方法およびパスフレーズを設定する方法を示し
ます。

apic1# configure
apic1(config)# crypto aes
apic1(config-aes)# clear-encryption-key
apic1(config-aes)# passphrase "This is my passphrase"
apic1(config-aes)# encryption

ファブリックセキュアモードの設定
ファブリックセキュアモードでは、ファブリック機器に物理的にアクセスできるユーザが管

理者による手動の認証を受けずにファブリックにスイッチまたは APICコントローラを追加す
るのを防止できます。Cisco APICリリース 1.2(1x)以降、ファームウェアでは、ファブリック
のスイッチとコントローラに有効なシスコデジタル署名付き証明書と関連付けられた有効なシ

リアル番号があることを確認します。この検証は、このリリースへのアップグレード時、また

はファブリックの最初のインストール時に行われます。この機能のデフォルト設定は、非制限

モードです。既存のファブリックは、リリース 1.2(1)へのアップグレード後も継続して実行さ
れます。ファブリック全体のアクセス権限を持つ管理者は、ストリクトモードを有効にする必

要があります。

非制限モード（デフォルト）は次のように動作します。

• 1つ以上のスイッチに無効な証明書がある場合でも既存のファブリックは正常に動作する
ことができます。

•シリアル番号に基づく認証は適用されません。

•自動検出されたコントローラとスイッチはシリアル番号の認証を適用せずにファブリック
に参加することができます。

ストリクトモードは次のように動作します。

•有効なシスコシリアル番号および SSL証明書を持つスイッチのみが許可されます。

•シリアル番号に基づく認証が適用されます。

•コントローラとスイッチがファブリックに参加するには管理者が手動で承認する必要があ
ります。
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手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

ファブリックセキュリティモードを指

定します。

system fabric-security-mode {permissive
| strict}

例：

ステップ 2

apic1(config)# system
fabric-security-mode strict

ストリクトモードで、コントローラの

ファブリックへの参加を承認または拒否

します。

system controller-id controller-id {approve
| reject}

例：

ステップ 3

apic1(config)# system controller-id
FCH1750V025 approve

例

次に、ファブリックセキュリティモードをストリクトに変更する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# system fabric-security-mode strict

次に、ストリクトモードが設定されているときにコントローラのファブリックへの参

加を承認する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# system controller-id FCH1750V025 approve

COOP認証の設定

COOP認証について
マッピング情報（ロケーションおよび ID）をスパインプロキシに伝達するために、Council of
Oracles Protocol（COOP）を使用します。リーフスイッチは、ZeroMQ（Zero Message Queueま
たはZMQ）を使用してエンドポイントアドレス情報をスパインに転送します。スパインノー
ドで実行している COOPによって、すべてのスパインノードが一貫性のあるエンドポイント
アドレスとロケーション情報のコピーを維持することができ、さらに、ロケーションマッピン
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グデータベースに対するエンドポイント IDの分散ハッシュテーブル（DHT）レポジトリを維
持することができます。

ユーザは COOP認証なしで任意の COOPメッセージを送信できますが、これはファブリック
ノードによって実行されます。Cisco APICリリース 2.0はMD5 TCPオプションを追加して
ZMQ TCP転送に認証と整合性の保護を提供します。次の 2つの認証モードがサポートされて
います。

• Compatible：COOPはメッセージの転送にMD5認証接続と非認証ZMQ接続の両方を許可
します。COOPデータパス通信は、セキュアな接続を介した転送を優先します。

• Strict：COOPはMD5認証済みの ZMQ接続のみを許可します。

COOPの認証タイプの設定を変更すると、次のように影響します。

•互換モードからストリクトモードに設定を変更すると、すべての非認証 ZMQ接続が切断
されます。

•ストリクトモードから互換モードに設定を変更すると、COOPはすぐに認証済みの ZMQ
接続と非認証の ZMQ接続の両方を許可するようになります。

COOP認証の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

COOPファブリックコンフィギュレー
ションモードを開始します。

coop-fabric

例：

ステップ 2

apic1(config)# coop-fabric

次のいずれかの COOP認証タイプを選
択します。

authentication type {compatible | strict}

例：

ステップ 3

• compatible：COOPはMD5認証
接続と非人称ZMQ接続を許可しま
す。

apic1(config-coop-fabric)#
authentication type compatible

• strict：MD5認証 ZMQ接続のみ
を許可します。
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例

次に、互換モードで COOP認証を設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# coop-fabric
apic1(config-coop-fabric# authentication type compatible

FIPSの設定

連邦情報処理標準（FIPS）について
連邦情報処理標準（FIPS）発行 140-2、暗号化モジュールのセキュリティ要件では、暗号化モ
ジュールの米国政府要件が詳述されています。FIPS 140-2では、暗号モジュールがハードウェ
ア、ソフトウェア、ファームウェア、または何らかの組み合わせのセットで、暗号機能または

プロセスを実装し、暗号アルゴリズムおよび任意のキー生成機能を含み、明確に定義された暗

号境界の内部に位置しなければならないと定義しています。

FIPSは特定の暗号アルゴリズムがセキュアであることを条件とするほか、ある暗号モジュール
が FIPS準拠であると称する場合は、どのアルゴリズムを使用すべきかも指定しています。

注意事項と制約事項

次の注意事項と制約事項に従ってください。

• FIPSを有効にすると、Cisco APIC全体に適用されます。

• Cisco APICソフトウェアのダウングレードを実行しているときに FIPSを最初に無効にす
る必要があります。

•パスワードは最小限 8文字の長さで作成してください。

• Telnetをディセーブルにします。ユーザのログインは SSHだけで行ってください。

• SSHサーバの RSA1キーペアすべてを削除してください。

• RADIUS/TACACS+によるリモート認証をディセーブルにしてください。ローカルとLDAP
ユーザのみを認証できます。

•セキュアシェル（SSH）および SNMPがサポートされます。

• SNMPv1およびv2をディセーブルにしてください。SNMPv3に対して設定された、スイッ
チ上の既存ユーザ-アカウントのいずれについても、認証およびプライバシー用 AES3は
SHAでのみ設定されていなければなりません。

•リリース 2.3(1x)で始まる、FIPSは、スイッチのレベルで設定できます。
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•リリース 3.1(1x)から始まる FIPsを有効にすると、NTPが FIPSモードの動作は、HMAC
SHA1による認証と認証なしで FIPSモード NTPをサポートしています。

NX-OSスタイル CLIを使用した Cisco APICの FIPS設定
FIPSを有効にすると、Cisco APIC全体に適用されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

FIPを有効にします。no fipsmode enable
コマンドにより FIPSが無効になりま
す。

fips mode enable

例：

apic1(config)# fips mode enable

ステップ 2

設定を完了するには再起動する必要があ

ります。モードを変更すると、設定を完

了するため必ず再起動する必要がありま

す。

コントロールプレーンポリシングの設定

CoPPの概要
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、コントロールプロセッサに到達可能な各プロトコルに対して、パラメータの

仕様でポリサーを使用したレート制限が可能になります。ポリシングは、ルータまたはレイヤ

3スイッチの IPアドレスのいずれかを宛先とす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妨害（DoS）攻撃です。

CiscoACIリーフ/スパインNX-OS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、ACIリーフ/スパイン CPUの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。

ACIリーフ/スパインスイッチの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 2つの機能コンポーネント（プレーン）に分類します。
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•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。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。

•コントロールプレーン：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。

ACIリーフ/スパインスーパーバイザモジュールはコントロールプレーンを所有しており、
ネットワークの動作に重要です。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 ACIファブリック全体のパフォーマンスが低下する可能性があります。またたとえ
ば、ACIリーフ/スパイン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。

次に、DoS攻撃の例を示します。

•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

•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

•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

ACIリーフ/スパインは、デフォルト設定でCoPPによって保護されているデフォルトです。こ
の機能では、顧客のニーズに基づいてノードのグループにパラメータを調整できます。

（注）
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コントロールプレーン保護

コントロールプレーンを保護するために、ACIリーフ/スパインで実行している Cisco NX-OS
で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2アド
レス（ルータMACアドレスなど）やレイヤ 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。

•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 InformationBase（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。

•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。ダ
イナミックホストコンフィギュレーションプロトコル（DHCP）スヌーピングやダイナ
ミックアドレス解決プロトコル（ARP）インスペクションなどの機能は、パケットをスー
パーバイザモジュールにリダイレクトします。

•収集パケット：宛先 IPアドレスのレイヤ 2 MACアドレスが FIBに存在していない場合
は、スーパーバイザモジュールがパケットを受信し、ARP要求をそのホストに送信しま
す。

これらのさまざまなパケットはすべて、コントロールプレーンへの悪意ある攻撃に利用され、

CiscoACIファブリック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 ACIリーフ/スパイン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、ACIリーフ/スパインNX-OS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。

レート制御メカニズム：

パケットの分類が終わると、ACIリーフ/スパインNX-OS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。

ポリシングには、次のパラメータを設定できます。
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•認定情報速度（CIR）：リンクレートをビットレートまたはパーセンテージで指定した、
目的の帯域幅。

•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。

デフォルトのポリシングポリシー：

CiscoACIリーフ/スパインブートアップがある場合は、プラットフォーム設定事前定義された
CoPPパラメータのさまざまなプロトコルが Ciscoによって実行テストに基づいています。

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を設定するときには、特定の環境で
使用されるプロトコルや機能に加えて、サーバ環境に必要なスーパーバイザ機能を考慮す

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。

• 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、Cisco ACIリーフ/スパインへの
リモートアクセスが禁止され、コンソール接続が必要となる場合があります。

• APIC UIを使用して、CoPPパラメータを調整することができます。

•プロトコルごとの各インターフェイスはリーフスイッチでのみサポートされています。

•プロトコルごとの各インターフェイスで FEXポートはサポートされていません。

•プロトコルごとの各インターフェイスでサポートされているプロトコルは、ARP、ICMP、
CDP、LLDP、LACP、BGP、STP、BFD、および OSPFです。

•プロトコルごとの各インターフェイスの最大の TCAMエントリは 256です。しきい値を
超過すると、障害が発生します。
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Cisco NX-OS CLIを使用した CoPPの設定

手順

ステップ 1 CoPPリーフプロファイルを設定します。

例：

# configure copp Leaf Profile
apic1(config)# policy-map type control-plane-leaf leafProfile
apic1(config-pmap-copp-leaf)# profile-type custom
apic1(config-pmap-copp-leaf)# set arpRate 786
# create a policy group to be applied on leaves
apic1(config)# template leaf-policy-group coppForLeaves
apic1(config-leaf-policy-group)# copp-aggr leafProfile
apic1(config-leaf-policy-group)# exit
# apply the leaves policy group on leaves
apic1(config)# leaf-profile applyCopp
apic1(config-leaf-profile)# leaf-group applyCopp
apic1(config-leaf-group)# leaf 101-102
apic1(config-leaf-group)# leaf-policy-group coppForLeaves

ステップ 2 CoPPスパインプロファイルを設定します。

例：

# configure copp Spine Profile
apic1(config)# policy-map type control-plane-spine spineProfile
apic1(config-pmap-copp-spine)# profile-type custom
apic1(config-pmap-copp-spine)# set arpRate 786
# create a policy group to be applied on spines
apic1(config)# template leaf-policy-group coppForSpines
apic1(config-spine-policy-group)# copp-aggr spineProfile
apic1(config-spine-policy-group)# exit
# apply the spine policy group on spines
apic1(config)# spine-profile applyCopp
apic1(config-spine-profile)# spine-group applyCopp
apic1(config-spine-group)# spine 201-202
apic1(config-spine-group)# spine-policy-group coppForSpines

NX-OSスタイル CLIを使用するプロトコル CoPPポリシーごとのイン
ターフェイスごとの設定

手順

ステップ 1 CoPPクラスマップおよびポリシーマップを定義します。

例：

(config)# policy-map type control-plane-if <name>
(config-pmap-copp)# protocol bgp bps <value>
(config-pmap-copp)# protocol ospf bps <value>
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ステップ 2 リーフのインターフェイスに設定を適用します。

例：

(config)# leaf 101
(config-leaf)# int eth 1/10
(config-leaf-if)# service-policy type control-plane-if output<name>

ファーストホップセキュリティの設定

ファーストホップセキュリティについて

ファーストホップセキュリティ（FHS）機能では、レイヤ2リンク上でより優れた IPv4と IPv6
のリンクセキュリティおよび管理が可能になります。サービスプロバイダ環境で、これらの

機能は重複アドレス検出（DAD）とアドレス解像度（AR）などのアドレス割り当てや派生操
作が、より緊密に制御可能です。

次のサポートされている FHS機能はプロトコルをセキュアにして、ファブリックリーフス
イッチにセキュアなエンドポイントデータベースを構築するのに役立ち、MIM攻撃や IPの盗
難などのセキュリティ盗難を軽減するために使用されます。

• ARP Inspection

• ND検査

• DHCP検査

• RAガード

• IPv4および Ipv6ソースガード

•トラスト制御

FHS機能は、次のセキュリティ対策を提供します。

•ロールの適用：信頼できない主催者が、そのロールの有効範囲を超えるメッセージを送信
することを防ぎます。

•バインディングの適用：アドレスの盗難を防止します。

• DoS攻撃の軽減対策：悪意あるエンドポイントを防ぎ、データベースが操作サービスを提
供することを停止するポイントにエンドポイントデータベースを成長させます。

•プロキシサービス：アドレス解決の効率を高めるため一部のプロキシサービスを提供し
ます。

FHS機能は、テナントブリッジドメイン（BD）ごとに有効になっています。ブリッジドメイ
ンとして、単一または複数のリーフスイッチで展開可能で、FHS脅威の制御と軽減のメカニ
ズムは単一のスイッチと複数のスイッチのシナリオにも対応できます。
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ACI FHSの導入
ほとんどの FHS機能はツーステップ傾向で設定されています。最初に機能の動作を説明する
ポリシーを定義し、次にこのポリシーを「ドメイン」に適用します（テナントブリッジドメ

インまたはテナントエンドポイントグループになる）。異なる動作を定義する別のポリシー

は、さまざまな交差ドメインに適用できます。特定のポリシーを使用する決定は、ポリシーを

適用するもっとも明確なドメインで行われます。

ポリシーのオプションは、[Tenant_name]>[Networking]>[Protocol Policies]>[First Hop Security]タ
ブの下にある Cisco APIC GUIから定義できます。

注意事項と制約事項

次の注意事項と制約事項に従ってください。

•リリース 3.1 (1)より、仮想エンドポイント（AVのみ）で FHSはサポートされています。

• EPGが VXLANカプセル化で展開されるとき、FHS機能はサポートされていません。

• [ダウン]状態のFHSバインディング表データベースでセキュリティ保護されたエンドポイ
ントエントリは、タイムアウトから 18時間後に消去されます。エントリが学習する前面
パネルポートがリンクダウンする場合、エントリは [ダウン]状態に移動します。この 18
時間ウィンドウの中で、エンドポイントが別のロケーションに移動し別のポートで確認さ

れる場合、エンドポイントが他のポートから到達可能な限り移行され、エントリはグレー

スフルに [ダウン]状態から [REACHABLE/STALE]に移行します。

• IP発信元ガードが有効な時、IP送信元アドレスとして Ipv6リンクローカルアドレスを使
用して供給される Ipv6トラフィックは、IP送信元ガード施行を受けません（例：送信元
MACの施行 <=> IP調査機能によりセキュリティ保護された送信元 IPバインディング）。
バインディングチェック障害に関係なく、デフォルトでこのトラフィックが許可されま

す。

• L3Outインターフェイスでは、FHSはサポートされていません。

• TORに基づいて N9K-M12PQでは FHSはサポートされていません。

• ACIマルチサイトの FHSはサイトのローカル機能であるため、APICクラスタからサイト
でのみ有効にできます。また、ACIマルチサイトの FHSは、BDや EPGがサイトローカ
ルであり、サイト上でストレッチしない場合にのみ動作します。ストレッチ BDまたは
EPGの FHSセキュリティを有効にすることはできません。

•レイヤ 2専用ブリッジドメインでは、FHSはサポートされていません。

NX-OS CLIを使用した FHSの設定

始める前に

•テナントとブリッジドメインが設定されています。
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手順

ステップ 1 configure

コンフィギュレーションモードに入ります。

例：

apic1# configure

ステップ 2 FHSポリシーを設定します。

例：

apic1(config)# tenant coke
apic1(config-tenant)# first-hop-security
apic1(config-tenant-fhs)# security-policy pol1
apic1(config-tenant-fhs-secpol)#
apic1(config-tenant-fhs-secpol)# ip-inspection-admin-status enabled-both
apic1(config-tenant-fhs-secpol)# source-guard-admin-status enabled-both
apic1(config-tenant-fhs-secpol)# router-advertisement-guard-admin-status enabled
apic1(config-tenant-fhs-secpol)# router-advertisement-guard
apic1(config-tenant-fhs-raguard)#
apic1(config-tenant-fhs-raguard)# managed-config-check
apic1(config-tenant-fhs-raguard)# managed-config-flag
apic1(config-tenant-fhs-raguard)# other-config-check
apic1(config-tenant-fhs-raguard)# other-config-flag
apic1(config-tenant-fhs-raguard)# maximum-router-preference low
apic1(config-tenant-fhs-raguard)# minimum-hop-limit 10
apic1(config-tenant-fhs-raguard)# maximum-hop-limit 100
apic1(config-tenant-fhs-raguard)# exit
apic1(config-tenant-fhs-secpol)# exit
apic1(config-tenant-fhs)# trust-control tcpol1
pic1(config-tenant-fhs-trustctrl)# arp
apic1(config-tenant-fhs-trustctrl)# dhcpv4-server
apic1(config-tenant-fhs-trustctrl)# dhcpv6-server
apic1(config-tenant-fhs-trustctrl)# ipv6-router
apic1(config-tenant-fhs-trustctrl)# router-advertisement
apic1(config-tenant-fhs-trustctrl)# neighbor-discovery
apic1(config-tenant-fhs-trustctrl)# exit
apic1(config-tenant-fhs)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-bd)# first-hop-security security-policy pol1
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# application ap1
apic1(config-tenant-app)# epg epg1
apic1(config-tenant-app-epg)# first-hop-security trust-control tcpol1

ステップ 3 FHSの設定例を示します。

例：

leaf4# show fhs bt all

Legend:
TR : trusted-access UNRES : unresolved Age
: Age since creation
UNTR : untrusted-access UNDTR : undetermined-trust CRTNG

: creating
UNKNW : unknown TENTV : tentative INV
: invalid
NDP : Neighbor Discovery Protocol STA : static-authenticated REACH
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: reachable
INCMP : incomplete VERFY : verify INTF

: Interface
TimeLeft : Remaining time since last refresh LM : lla-mac-match DHCP

: dhcp-assigned

EPG-Mode:
U : unknown M : mac V : vlan I : ip

BD-VNID BD-Vlan BD-Name
15630220 3 t0:bd200

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Origin | IP | MAC | INTF | EPG(sclass)(mode) | Trust-lvl
| State | Age | TimeLeft |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ARP | 192.0.200.12 | D0:72:DC:A0:3D:4F | eth1/1 | epg300(49154)(V) | LM,TR
| STALE | 00:04:49 | 18:08:13 |
| ARP | 172.29.205.232 | D0:72:DC:A0:3D:4F | eth1/1 | epg300(49154)(V) | LM,TR
| STALE | 00:03:55 | 18:08:21 |
| ARP | 192.0.200.21 | D0:72:DC:A0:3D:4F | eth1/1 | epg300(49154)(V) | LM,TR
| REACH | 00:03:36 | 00:00:02 |
| LOCAL | 192.0.200.1 | 00:22:BD:F8:19:FF | vlan3 | LOCAL(16387)(I) | STA
| REACH | 04:49:41 | N/A |
| LOCAL | fe80::200 | 00:22:BD:F8:19:FF | vlan3 | LOCAL(16387)(I) | STA
| REACH | 04:49:40 | N/A |
| LOCAL | 2001:0:0:200::1 | 00:22:BD:F8:19:FF | vlan3 | LOCAL(16387)(I) | STA
| REACH | 04:49:39 | N/A |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ステップ 4 さまざまなタイプと理由の例とともに違反を表示します。

例：

leaf4# show fhs violations all

Violation-Type:
POL : policy THR : address-theft-remote
ROLE : role TH : address-theft
INT : internal

Violation-Reason:
IP-MAC-TH : ip-mac-theft OCFG_CHK : ra-other-cfg-check-fail
ANC-COL : anchor-collision
PRF-LVL-CHK : ra-rtr-pref-level-check-fail INT-ERR : internal-error
TRUST-CHK : trust-check-fail
SRV-ROL-CHK : srv-role-check-fail ST-EP-COL : static-ep-collision
LCL-EP-COL : local-ep-collision
MAC-TH : mac-theft EP-LIM : ep-limit-reached
MCFG-CHK : ra-managed-cfg-check-fail
HOP-LMT-CHK : ra-hoplimit-check-fail MOV-COL : competing-move-collision
RTR-ROL-CHK : rtr-role-check-fail
IP-TH : ip-theft

EPG-Mode:
U : unknown M : mac V : vlan I : ip

BD-VNID BD-Vlan BD-Name
15630220 3 t0:bd200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Type | Last-Reason | Proto | IP | MAC | Port |
EPG(sclass)(mode) | Count |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| THR | IP-TH | ARP | 192.0.200.21 | D0:72:DC:A0:3D:4F | tunnel5 |
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epg300(49154)(V) | 21 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Table Count: 1

ステップ 5 FHS設定の表示:

例：

swtb23-ifc1# show tenant t0 bridge-domain bd200 first-hop-security binding-table

Pod/Node Type Family IP Address MAC Address Interface Level
State

-------- ------ ------ -------------------- ----------------- ------------
--------------- -----
1/102 local ipv4 192.0.200.1 00:22:BD:F8:19:FF vlan3 static-

reach

authenticated able
1/102 local ipv6 fe80::200 00:22:BD:F8:19:FF vlan3 static-

reach

authenticated able
1/102 local ipv6 2001:0:0:200::1 00:22:BD:F8:19:FF vlan3 static-

reach

authenticated able
1/101 arp ipv4 192.0.200.23 D0:72:DC:A0:02:61 eth1/2
lla-mac-match stale

,untrusted-
access

1/101 local ipv4 192.0.200.1 00:22:BD:F8:19:FF vlan3 static-
reach

authenticated able
1/101 nd ipv6 fe80::d272:dcff:fea0 D0:72:DC:A0:02:61 eth1/2
lla-mac-match reach

:261
,untrusted- able

access
1/101 nd ipv6 2001:0:0:200::20 D0:72:DC:A0:02:61 eth1/2
lla-mac-match stale

,untrusted-
access

1/101 nd ipv6 2001::200:d272:dcff: D0:72:DC:A0:02:61 eth1/2
lla-mac-match stale

fea0:261
,untrusted-

access
1/101 local ipv6 fe80::200 00:22:BD:F8:19:FF vlan3 static-

reach

authenticated able
1/101 local ipv6 2001:0:0:200::1 00:22:BD:F8:19:FF vlan3 static-

reach

authenticated able
1/103 local ipv4 192.0.200.1 00:22:BD:F8:19:FF vlan4 static-

reach

authenticated able
1/103 local ipv6 fe80::200 00:22:BD:F8:19:FF vlan4 static-

reach
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authenticated able
1/103 local ipv6 2001:0:0:200::1 00:22:BD:F8:19:FF vlan4 static-

reach

authenticated able
1/104 arp ipv4 192.0.200.10 F8:72:EA:AD:C4:7C eth1/1
lla-mac-match stale

,trusted-access
1/104 arp ipv4 172.29.207.222 D0:72:DC:A0:3D:4C eth1/1
lla-mac-match stale

,trusted-access
1/104 local ipv4 192.0.200.1 00:22:BD:F8:19:FF vlan4 static-

reach

authenticated able
1/104 nd ipv6 fe80::fa72:eaff:fead F8:72:EA:AD:C4:7C eth1/1
lla-mac-match stale

:c47c
,trusted-access
1/104 nd ipv6 2001:0:0:200::10 F8:72:EA:AD:C4:7C eth1/1
lla-mac-match stale

,trusted-access
1/104 local ipv6 fe80::200 00:22:BD:F8:19:FF vlan4 static-

reach

authenticated able
1/104 local ipv6 2001:0:0:200::1 00:22:BD:F8:19:FF vlan4 static-

reach

authenticated able

Pod/Node Type IP Address Creation TS Last Refresh TS
Lease Period

-------- ------ -------------------- -----------------------------
----------------------------- ------------
1/102 local 192.0.200.1 2017-07-20T04:22:38.000+00:00
2017-07-20T04:22:38.000+00:00
1/102 local fe80::200 2017-07-20T04:22:56.000+00:00
2017-07-20T04:22:56.000+00:00
1/102 local 2001:0:0:200::1 2017-07-20T04:22:57.000+00:00
2017-07-20T04:22:57.000+00:00
1/101 arp 192.0.200.23 2017-07-27T10:55:20.000+00:00
2017-07-27T16:07:24.000+00:00
1/101 local 192.0.200.1 2017-07-27T10:48:09.000+00:00
2017-07-27T10:48:09.000+00:00
1/101 nd fe80::d272:dcff:fea0 2017-07-27T10:52:16.000+00:00
2017-07-27T16:04:29.000+00:00

:261
1/101 nd 2001:0:0:200::20 2017-07-27T10:57:32.000+00:00
2017-07-27T16:07:24.000+00:00
1/101 nd 2001::200:d272:dcff: 2017-07-27T11:21:45.000+00:00
2017-07-27T16:07:24.000+00:00

fea0:261
1/101 local fe80::200 2017-07-27T10:48:10.000+00:00
2017-07-27T10:48:10.000+00:00
1/101 local 2001:0:0:200::1 2017-07-27T10:48:11.000+00:00
2017-07-27T10:48:11.000+00:00
1/103 local 192.0.200.1 2017-07-26T22:03:56.000+00:00
2017-07-26T22:03:56.000+00:00
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1/103 local fe80::200 2017-07-26T22:03:57.000+00:00
2017-07-26T22:03:57.000+00:00
1/103 local 2001:0:0:200::1 2017-07-26T22:03:58.000+00:00
2017-07-26T22:03:58.000+00:00
1/104 arp 192.0.200.10 2017-07-27T11:21:13.000+00:00
2017-07-27T16:05:48.000+00:00
1/104 arp 172.29.207.222 2017-07-27T11:54:48.000+00:00
2017-07-27T16:06:38.000+00:00
1/104 local 192.0.200.1 2017-07-27T10:49:13.000+00:00
2017-07-27T10:49:13.000+00:00
1/104 nd fe80::fa72:eaff:fead 2017-07-27T11:21:13.000+00:00
2017-07-27T16:06:43.000+00:00

:c47c
1/104 nd 2001:0:0:200::10 2017-07-27T11:21:13.000+00:00
2017-07-27T16:06:19.000+00:00
1/104 local fe80::200 2017-07-27T10:49:14.000+00:00
2017-07-27T10:49:14.000+00:00
1/104 local 2001:0:0:200::1 2017-07-27T10:49:15.000+00:00
2017-07-27T10:49:15.000+00:00

swtb23-ifc1#

swtb23-ifc1# show tenant t0 bridge-domain bd200 first-hop-security statistics arp
Pod/Node : 1/101
Request Received : 4
Request Switched : 2
Request Dropped : 2
Reply Received : 257
Reply Switched : 257
Reply Dropped : 0

Pod/Node : 1/104
Request Received : 6
Request Switched : 6
Request Dropped : 0
Reply Received : 954
Reply Switched : 954
Reply Dropped : 0

swtb23-ifc1# show tenant t0 bridge-domain bd200 first-hop-security statistics dhcpv4
Pod/Node : 1/102
Discovery Received : 5
Discovery Switched : 5
Discovery Dropped : 0
Offer Received : 0
Offer Switched : 0
Offer Dropped : 0
Request Received : 0
Request Switched : 0
Request Dropped : 0
Ack Received : 0
Ack Switched : 0
Ack Dropped : 0
Nack Received : 0
Nack Switched : 0
Nack Dropped : 0
Decline Received : 0
Decline Switched : 0
Decline Dropped : 0
Release Received : 0
Release Switched : 0
Release Dropped : 0
Information Received : 0
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Information Switched : 0
Information Dropped : 0
Lease Query Received : 0
Lease Query Switched : 0
Lease Query Dropped : 0
Lease Active Received : 0
Lease Active Switched : 0
Lease Active Dropped : 0
Lease Unassignment Received : 0
Lease Unassignment Switched : 0
Lease Unassignment Dropped : 0
Lease Unknown Received : 0
Lease Unknown Switched : 0
Lease Unknown Dropped : 0

swtb23-ifc1# show tenant t0 bridge-domain bd200 first-hop-security statistics
neighbor-discovery
Pod/Node : 1/101
Neighbor Solicitation Received : 125
Neighbor Solicitation Switched : 121
Neighbor Solicitation Dropped : 4
Neighbor Advertisement Received : 519
Neighbor Advertisement Switched : 519
Neighbor Advertisement Drop : 0
Router Solicitation Received : 4
Router Solicitation Switched : 4
Router Solicitation Dropped : 0
Router Adv Received : 0
Router Adv Switched : 0
Router Adv Dropped : 0
Redirect Received : 0
Redirect Switched : 0
Redirect Dropped : 0

Pod/Node : 1/104
Neighbor Solicitation Received : 123
Neighbor Solicitation Switched : 47
Neighbor Solicitation Dropped : 76
Neighbor Advertisement Received : 252
Neighbor Advertisement Switched : 228
Neighbor Advertisement Drop : 24
Router Solicitation Received : 0
Router Solicitation Switched : 0
Router Solicitation Dropped : 0
Router Adv Received : 53
Router Adv Switched : 6
Router Adv Dropped : 47
Redirect Received : 0
Redirect Switched : 0
Redirect Dropped : 0
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802.1Xの設定

802.1Xの概要
802.1Xでは、クライアントサーバベースのアクセスコントロールと認証プロトコルを定義
し、許可されていないクライアントが公にアクセス可能なポートを経由して LANに接続する
のを規制します。認証サーバは、Cisco NX-OSデバイスのポートに接続されるクライアントを
個々に認証します。

802.1Xアクセスコントロールでは、クライアントが認証されるまで、そのクライアントが接
続しているポート経由では Extensible Authentication Protocol over LAN（EAPOL）トラフィック
しか許可されません。認証に成功すると、通常のトラフィックはポートを通過できるようにな

ります。

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。CiscoACI実装では、RADIUSクライアントはToRで稼働し、すべてのユーザー
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。

ホストサポート

802.1 X機能は、次のモードでポート上のトラフィックを制限できます。

•単一ホストモード：802.1Xポートで1台のエンドポイントデバイスのみからのトラフィッ
クが許可されます。エンドポイントデバイスが認証されると、APICはポートを許可状態
にします。エンドポイントデバイスがログオフすると、OSはポートを無許可状態に戻し
ます。802.1Xのセキュリティ違反とは、認証に成功して許可された単一のMACアドレス
とは異なるMACアドレスをソースとするフレームが検出された場合をいいます。このよ
うな場合、このセキュリティアソシエーション（SA）違反（他のMACアドレスからの
EAPOLフレーム）が検出されたインターフェイスはディセーブルにされます。シングル
ホストモードは、ホストツースイッチ型トポロジで 1台のホストがAPICのレイヤ 2ポー
ト（イーサネットアクセスポート）またはレイヤ 3ポート（ルーテッドポート）に接続
されている場合にだけ適用できます。

•複数のホストモード :ポートごとに複数のホストを使用できますが、最初の 1つだけが
認証されます。最初のホストの許可に成功すると、ポートは許可ステートに移行します。

ポートが許可ステートになると、後続のホストがネットワークアクセスの許可を受ける必

要はありません。再認証に失敗したり、または EAPOLログオフメッセージを受信して、
ポートが無許可ステートになった場合には、接続しているすべてのクライアントはネット

ワークアクセスを拒否されます。マルチホストモードでは、SA違反の発生時にインター
フェイスをシャットダウンする機能がディセーブルになります。このモードは、スイッチ

ツースイッチ型トポロジおよびホストツースイッチ型トポロジの両方に適用できます

•マルチ認証モード :複数のホストとすべてのホストを個別に認証を使用できます。
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各ホストには、同じ EPG/VLAN情報を必須です。（注）

•マルチドメインモード :別のデータおよび音声ドメイン。IP電話で使用します。

認証モード

ACI 802.1 xは次の認証モードをサポートしています。

• EAP：オーセンティケータは EAP-Request/Identityフレームをサプリカントに送信して識
別情報を要求します（通常、オーセンティケータは1つまたは複数の識別情報の要求のあ
とに、最初の Identity/Requestフレームを送信します）。サプリカントはフレームを受信す
ると、EAP-Response/Identityフレームで応答します。

• MAB：フォールバック認証モードとしてMAC認証バイパス（MAB）がサポートされて
います。MABにより、エンドポイントのMACアドレスを使用してポートベースのアク
セスコントロールが有効になります。MABが有効なポートは接続するデバイスのMAC
アドレスに基づいて、動的に有効または無効にできます。MABの前に、エンドポイント
の IDが不明であり、すべてのトラフィックがブロックされます。スイッチでは、単一の
パケットを検査して送信元MACアドレスを学習および認証します。MABが成功すると
エンドポイントの IDが判明し、エンドポイントからのすべてのトラフィックが許可され
ます。スイッチは送信元MACアドレスフィルタリングを実行し、MABの認証されたエ
ンドポイントのみがトラフィックの送信を許可されます。

注意事項と制約事項

802.1Xポートベースの認証には、次の設定に関する注意事項と制約事項があります。

• Cisco ACIが 802.1X認証をサポートするのは、物理ポート上だけです。

• CiscoACIは、ポートチャネルまたはサブインターフェイスでは 802.1X認証をサポートし
ません。

• CiscoACIは、ポートチャネルのメンバポートでは802.1X認証をサポートしますが、ポー
トチャネル自体ではサポートしません。

• 802.1X設定を含むメンバポートと含まないメンバポートはポートチャネルで共存できま
す。ただし、チャネリングと 802.1Xが連携して動作するためには、すべてのメンバポー
トで 802.1X設定を同一にする必要があります

• 802.1X認証を有効にした場合、サプリカントが認証されてから、イーサネットインター
フェイス上のレイヤ 2またはレイヤ 3のすべての機能が有効になります。

• 802.1 xはリーフシャーシでのみサポート EXまたは FXタイプことです。

• 802.1 xはサポートされているファブリックアクセスポートだけです。802.1Xはポート
チャネルまたは仮想ポートチャネルではサポートされていません。
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• IPv6は、dot1xクライアント 3.2(1)リリースではサポートされていません。

•特に特定のインターフェイス設定（ホストモードおよび認証タイプ）がそのリリースでサ
ポートされていない場合に以前のリリースにダウングレードすると、dot1x認証タイプは
デフォルトでなしになります。ホストモードは希望に応じて単一のホストか複数のホスト

のどちらかに手動で再設定する必要があります。これで、ユーザーがそのリリースでのみ

サポートされているモード/認証タイプを設定し、サポートされていないシナリオで実行
していないことを確認します。

•マルチ認証では、1音声クライアントと複数のデータクライアント（すべて同じデータ
vlan/epgに属する）をサポートします。

•障害 epg/vlanで 802.1x認証ポリシーのノードでは、必須の設定を示します。

•マルチドメインの方法より 1の音声およびデータが 1つのクライアントは、セキュリティ
が無効な状態で、ポートを配置します。

• 802.1の次のプラットフォームはサポートされていません x:

• N9K-C9396PX

• N9K-M12PQ

• N9K-C93128TX

• N9K-M12PQ

コンフィギュレーションの概要

APICで有効になっている場合にのみ、802.1 xおよび RADIUSプロセスが開始されます。内部
的にこれは、radiusエンティティの作成時に 802.1x Inst MOが作成され radiusプロセスが作成
されたときに、dot1xプロセスが開始されることを意味します。そのインターフェイスに接続
しているユーザーを認証するため、Dot1xベースの認証が各インターフェイスで有効になって
いる必要があります。そうでない場合、動作が変更されません。

RADIUSサーバの設定は、dot1x設定とは別に行われます。RADIUSの設定は、RADIUSサー
バのリストとそれらに到達する方法を定義します。Dot1x設定には、認証に使用する RADIUS
グループ（またはデフォルトグループ）への参照が含まれています。

802.1 xおよび RADIUSの設定の両方ともが正常に認証が行われる必要があります。設定の順
序は重要ではありませんが、RADIUS設定がない場合は、802.1x認証は正常に行われません。

NX-OSスタイル CLIを使用した 802.1 xノード認証の設定

手順

ステップ 1 Radius認証グループを設定します。

例：
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apic1# configure
apic1(config)#
apic1(config)# aaa group server radius myradiusgrp
apic1(config-radius)#server 192.168.0.100 priority 1
apic1(config-radius)#exit

ステップ 2 ノードレベルポート認証ポリシーを設定します。

例：

apic1(config)# policy-map type port-authentication mydot1x
apic1(config-pmap-port-authentication)#radius-provider-group myradiusgrp
apic1(config-pmap-port-authentication)#fail-auth-vlan 2001
apic1(config-pmap-port-authentication)#fail-auth-epg tenant tn1 application ap1 epg
epg256
apic1(config)# exit

ステップ 3 ポリシーグループを設定し、グループ内でポート認証ポリシーを指定します。

例：

apic1(config)#template leaf-policy-group lpg2
apic1(config-leaf-policy-group)# port-authentication mydot1x
apic1(config-leaf-policy-group)#exit

ステップ 4 リーフスイッチプロファイルを設定します。

例：

apic1(config)# leaf-profile mylp2
apic1(config-leaf-profile)#leaf-group mylg2
apic1(config-leaf-group)# leaf-policy-group lpg2
apic1(config-leaf-group)#exit

NX-OSスタイル CLIを使用した 802.1xポート認証の設定

手順

ステップ 1 ポリシーグループを設定します。

例：

apic1# configure
apic1(config)#
apic1(config)# template policy-group mypol
apic1(config-pol-grp-if)# switchport port-authentication mydot1x
apic1(config-port-authentication)# host-mode multi-host
apic1(config-port-authentication)# no shutdown
apic1(config-port-authentication)# exit
apic1(config-pol-grp-if)# exit

ステップ 2 リーフインターフェイスポリシーを設定します。

例：
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apic1(config)#
apic1(config)#leaf-interface-profile myprofile
apic1(config-leaf-if-profile)#leaf-interface-group mygroup
apic1(config-leaf-if-group)# interface ethernet 1/10-12
apic1(config-leaf-if-group)# policy-group mypol
apic1(config-leaf-if-group)# exit
apic1(config-leaf-if-profile)# exit

ステップ 3 リーフプロファイルを設定します。

例：

apic1(config)#
apic1(config)# leaf-profile myleafprofile
apic1(config-leaf-profile)# leaf-group myleafgrp
apic1(config-leaf-group)# leaf 101
apic1(config-leaf-group)# exit

ステップ 4 リーフスイッチプロファイルにインターフェイスポリシーを適用します。

例：

apic1(config-leaf-profile)# leaf-interface-profile myprofile
apic1(config-leaf-group)# exit
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