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TACACS +、RADIUS、および LDAPの有効化

概要

この記事は、RADIUS、TACACS +、LDAPユーザーがAPICにアクセスできるようにする手順
を説明します。読者がCiscoプリケーションセントリックインフラストラクチャの基礎マニュ
アル、特にユーザーアクセス権、認証、アカウンティングの章を十分に利害していると仮定し

ています。

ガイドライン

CiscoAPICにアクセスするために外部認証サーバを設定する場合、次の注意事項に従ってくだ
さい。

•毎回。

•設定中。

•定義上。

•この設定タスクが適用されます。

セキュリティの設定

1



•ユーザーが設定する必要があります。

•自律システム機能のみが可能です。

TACACS + REST APIを使用して APICの設定
• CiscoApplicationCentric Infrastructure（ACI）ファブリックがインストールされ、Application
Policy Infrastructure Controller（APIC）がオンラインになっており、APICクラスタが形成
されて正常に動作している必要があります。

• TACACS+サーバのホスト名または IPアドレス、ポート、およびキーを使用できる必要が
あります。

• APIC管理エンドポイントグループを使用できる必要があります。

手順

ステップ 1 TACACS +プロバイダーを構成するには、次の例などと XML POST要求を送信します。

例：

<aaaTacacsPlusProvider timeout="5" retries="1" port="49" name="192.168.200.1"
monitoringUser="test" monitorServer="disabled"
dn="uni/userext/tacacsext/tacacsplusprovider-192.168.200.1" authProtocol="pap"/>

ステップ 2 次の例などと XML POST要求を送信して、TACACS +プロバイダーグループの設定します。

例：

<aaaTacacsPlusProviderGroup name="TENANT64_TACACS_provGrp"
dn="uni/userext/tacacsext/tacacsplusprovidergroup-TENANT64_TACACS_provGrp"/>

ステップ 3 次の例などと XML POST要求を送信して、TACACS +ログインドメインの設定します。

例：

<aaaLoginDomain name="TENANT64_TACACS_LoginDom"
dn="uni/userext/logindomain-TENANT64_TACACS_LoginDom"/>

例

全体の設定は、次の例などの XMLで、1つの POST要求で送信できます。
<aaaTacacsPlusProvider timeout="5" retries="1" port="49"
name="192.168.200.1" monitoringUser="test" monitorServer="disabled"
dn="uni/userext/tacacsext/tacacsplusprovider-192.168.200.1" authProtocol="pap"/>
<aaaTacacsPlusProviderGroup name="TENANT64_TACACS_provGrp"
dn="uni/userext/tacacsext/tacacsplusprovidergroup-TENANT64_TACACS_provGrp"/>
<aaaLoginDomain name="TENANT64_TACACS_LoginDom"
dn="uni/userext/logindomain-TENANT64_TACACS_LoginDom"/>
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REST APIを使用して RADIUSの APICを設定する

始める前に

• ACIファブリックがインストールされ、Application Policy Infrastructure Controller (APIC)は
オンラインで、APICクラスターが形成されかつ正常である必要があります。

• RADIUSサーバホスト名または IPアドレス、ポート、認証、プロトコル、キーは利用可
能である必要があります。

• APIC管理エンドポイントグループが利用可能である必要があります。

手順

ステップ 1 RADIUSプロバイダーを構成するには、次の例などと XML POST要求を送信します。

例：

<aaaRadiusProvider timeout="5" retries="1" name="TENANT64_RADIUS-host.com"
monitoringUser="test" monitorServer="disabled"
dn="uni/userext/radiusext/radiusprovider-TENANT64_RADIUS-host.com" authProtocol="pap"
authPort="1812"/>

ステップ 2 次の例などと XML POST要求を送信して RADIUSプロバイダーグループの設定します。

例：

<aaaRadiusProviderGroup name="TENANT64_RADIUS_provGrp"
dn="uni/userext/radiusext/radiusprovidergroup-TENANT64_RADIUS_provGrp"/>

ステップ 3 RADIUSログインドメインを構成するには、次の例などと XML POST要求を送信します。

例：

<aaaLoginDomain name="TENANT64_RADIUSLoginDom"
dn="uni/userext/logindomain-TENANT64_RADIUSLoginDom"/>

例

全体の設定は、次の例などの XMLで、1つの POST要求として送信できます。
<aaaRadiusProvider
timeout="5" retries="1" name="TENANT64_RADIUS-host.com" monitoringUser="test"
monitorServer="disabled"
dn="uni/userext/radiusext/radiusprovider-TENANT64_RADIUS-host.com" authProtocol="pap"
authPort="1812"/>
<aaaRadiusProviderGroup
name="TENANT64_RADIUS_provGrp"
dn="uni/userext/radiusext/radiusprovidergroup-TENANT64_RADIUS_provGrp"/>
<aaaLoginDomain
name="TENANT64_RADIUSLoginDom" dn="uni/userext/logindomain-TENANT64_RADIUSLoginDom"/>

セキュリティの設定
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REST APIを使用して LDAPの APICの設定

始める前に

• CiscoApplicationCentric Infrastructure（ACI）ファブリックがインストールされ、Application
Policy Infrastructure Controller（APIC）がオンラインになっており、APICクラスタが形成
されて正常に動作している必要があります。

• The LDAP server host name or IP address, port, bind DN, Base DN, and password must be available.

• APIC管理エンドポイントグループが利用可能である必要があります。

手順

ステップ 1 次の例などと XML POST要求を送信して LDAPプロバイダーの設定します。

例：

<aaaLdapProvider timeout="30" rootdn="" retries="1" port="389"
name="TENANT64_LDAP-host.com"
monitoringUser="test" monitorServer="disabled" filter="cn=$userid" enableSSL="yes"
dn="uni/userext/ldapext/ldapprovider-TENANT64_LDAP-host.com" descr="" basedn=""
attribute="CiscoAVPair" SSLValidationLevel="strict"/>

ステップ 2 次の例などと XML POST要求を送信して LDAPプロバイダーグループの設定します。

例：

<aaaLdapProviderGroup name="TENANT64_LDAP-ProvGrp"
dn="uni/userext/ldapext/ldapprovidergroup-TENANT64_LDAP-ProvGrp"/>

ステップ 3 LDAPログインドメインを構成するには、次の例などと XML POST要求を送信します。

例：

<aaaDomainAuth realm="ldap" providerGroup="TENANT64_LDAP-ProvGrp"
dn="uni/userext/logindomain-TENANT64_LDAPLoginDom/domainauth"/>

例

全体の設定は、次の例などの XMLで、1つの POST要求で送信できます。
<aaaLdapProvider
timeout="30" rootdn="" retries="1" port="389" name="TENANT64_LDAP-host.com"
monitoringUser="test" monitorServer="disabled" filter="cn=$userid" enableSSL="yes"
dn="uni/userext/ldapext/ldapprovider-TENANT64_LDAP-host.com" descr="" basedn=""
attribute="CiscoAVPair" SSLValidationLevel="strict"/>
<aaaLdapProviderGroup
name="TENANT64_LDAP-ProvGrp"dn="uni/userext/ldapext/ldapprovidergroup-TENANT64_LDAP-ProvGrp"/>
<aaaDomainAuth
realm="ldap" providerGroup="TENANT64_LDAP-ProvGrp"
dn="uni/userext/logindomain-TENANT64_LDAPLoginDom/domainauth"/>

セキュリティの設定
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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。

•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。

REST APIを使用した Cisco APICの FIPSの設定
FIPSを有効にすると、Cisco APIC全体に適用されます。

セキュリティの設定
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手順

すべてのテナントの FIPSを設定します。

例：

https://apic1.cisco.com/api/node/mo/uni/userext.xml
<aaaFabricSec fipsMode="enable" />

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。

（注）

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

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。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。この 2つの動作モードの要約を、以下の表に示します:

Strictモード非制限モード（デフォルト）

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。

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。

シリアル番号認証が適用されます。シリアル番号に基づく認証は適用されません。

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。

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。

REST APIを使用しファブリックセキュアモードの設定
RESTAPIを使用してセキュアファブリックモードを管理するには、次の手順を実行します。

セキュリティの設定
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手順

ステップ 1 ストリクトモードを有効にするには、次の例にように XMLで POST要求を送信します。

例：

POST https://apic-ip-address/api/node/mo/uni.xml?
<pkiFabricCommunicationEp mode="strict"/>

ステップ 2 許容モードを有効にするには、次の例にように XMLで、POST要求を送信します。

例：

POST https://apic-ip-address/api/node/mo/uni.xml?
<pkiFabricCommunicationEp mode="permissive"/>

ステップ 3 、コントローラを認証するには、次の例のように XMLで POST要求を送信します。

例：

POST https://apic-ip-address/api/mo/uni/controller.xml?
<fabricNodeIdentPol>

<fabricCtrlrIdentP serial=“TEP-1-1”/>
</fabricNodeIdentPol>

ステップ 4 コントローラを拒否するには、次の例のように XMLで POST要求を送信します。

例：

POST https://apic-ip-address/api/mo/uni/controller.xml?
<fabricNodeIdentPol>

<fabricCtrlrIdentP serial="FCH1750V025" reject=“yes"/>
</fabricNodeIdentPol>

RBACの有効化

アクセス権のワークフローの依存関係

Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) RBACのルールによって、ファブリック全体へのア
クセスを有効にするか、一部へのアクセスに制限します。たとえば、ベアメタルサーバアク

セス用のリーフスイッチを設定するには、ログインしている管理者がinfraドメインに対する

権限を持っている必要があります。デフォルトでは、テナント管理者は infraドメインに対す

る権限を持っていません。この場合、リーフスイッチに接続されているベアメタルサーバの

使用を計画しているテナント管理者は、そのために必要なすべての手順を実行することはでき

ません。テナント管理者は、infraドメインに対する権限を持っているファブリック管理者と

連携する必要があります。ファブリック管理者は、テナント管理者が ACIリーフスイッチに
接続されたベアメタルサーバを使用するアプリケーションポリシーを導入するために使用す

るスイッチ設定ポリシーをセットアップします。

セキュリティの設定
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AAA RBACの役割および権限
Application Policy Infrastructure Controller（APIC）では次の AAAの役割および権限を提供しま
す。

説明権限ロール

ポリシーの認証、許可、アカウンティング、

インポート/エクスポートの設定に使用されま
す。

aaaaaa

すべてのファブリックの機能へのフルアクセ

スを提供します。管理者権限は、その他のす

べての権限を組み合わせたものとみなされま

す。

adminadmin

Role: access-admin

説明権限

インフラでレイヤ 1の設定に使用します。例：セレクタと
ポートレイヤ 1のポリシー設定。

access-connectivity-l1

インフラでレイヤ 2の設定に使用します。例：セレクタお
よび接続可能なエンティティ設定をカプセル化します。

access-connectivity-l2

インフラでレイヤ 3の設定に使用され、テナントの L3Out
でスタティックルートの設定に使用されます。

access-connectivity-l3

管理インフラポリシーに使用されます。access-connectivity-mgmt

テナント ERSPANポリシーに使用されます。access-connectivity-util

アクセスポート設定に使用されます。access-equipment

インフラでレイヤ 1プロトコル設定に使用されます。access-protocol-l1

インフラでレイヤ 2プロトコル設定に使用されます。access-protocol-l2

インフラでレイヤ 3プロトコル設定に使用されます。access-protocol-l3

NTP、SNMP、DNS、およびイメージ管理のためファブリッ
ク全体のポリシーに使用されます。

access-protocol-mgmt

クラスタポリシーおよびファームウェアポリシーなどの動

作に関連するアクセスポリシーに使用されます。

access-protocol-ops

CoPPおよび QoSに関連するポリシーの変更に使用されま
す。

access-qos

セキュリティの設定
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Role:fabric-admin

説明権限

ファブリックでレイヤ 1の設定に使用されます。例：セレ
クタおよびポートレイヤ 1のポリシーと vPC保護。

fabric-connectivity-l1

ポリシー展開の影響を想定して警告を発生させるファーム

ウェアおよび展開ポリシーで使用されます。

fabric-connectivity-l2

ファブリックでレイヤ 3の設定に使用されます。例：ファ
ブリック IPv4、IPv6、およびMAC保護グループ。

fabric-connectivity-l3

リーフスイッチおよびスパインスイッチのアトミックカ

ウンタおよび診断ポリシーに使用されます。

fabric-connectivity-mgmt

リーフスイッチおよびスパインスイッチのアトミックカ

ウンタ、診断、およびイメージ管理ポリシーに使用されま

す。

fabric-connectivity-util

リーフスイッチおよびスパインスイッチのアトミックカ

ウンタ、診断、およびイメージ管理ポリシーに使用されま

す。

fabric-equipment

ファブリックでレイヤ 1プロトコル設定に使用されます。fabric-protocol-l1

ファブリックでレイヤ 2プロトコル設定に使用されます。fabric-protocol-l2

ファブリックでレイヤ 3プロトコル設定に使用されます。fabric-protocol-l3

NTP、SNMP、DNS、およびイメージ管理のためファブリッ
ク全体のポリシーに使用されます。

fabric-protocol-mgmt

ERSPANおよび健全性のスコアポリシーに使用されます。fabric-protocol-ops

ファームウェア管理トレースルートおよびエンドポイント

トラッキングポリシーに使用されます。

fabric-protocol-util

リーフスイッチおよびスパインスイッチのアトミックカ

ウンタ、診断、およびイメージ管理ポリシーに使用されま

す。

tenant-connectivity-util

ブリッジドメインおよびサブネットを含む、レイヤ 2接続
の変更に使用されます。

tenant-connectivity-l2

VRFを含むレイヤ 3接続の変更に使用されます。tenant-connectivity-l3

テナントトレースルートポリシーに使用されます。tenant-protocol-ops

セキュリティの設定
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説明権限ロール

レイヤ 4～レイヤ 7のサービスの管理に使用され
ます。

nw-svc-devicenw-svc-admin

共有のレイヤ 4～レイヤ 7のサービスデバイスの
管理に使用されます。

nw-svc-devshare

レイヤ 4～レイヤ 7のネットワークサービスオー
ケストレーションの管理に使用されます。

nw-svc-policy

レイヤ 4～レイヤ 7のサービスポリシーの管理に
使用されます。

nw-svc-paramsnw-svc-params

Role: ops

説明権限

アトミックカウンタ、SPAN、TSW、技術サ
ポート、トレースルート、分析、コアポリシー

など、ポリシーのモニタリングとトラブル

シューティングを含む動作ポリシーに使用さ

れます。

ops

Role: read-all

説明権限

インフラでレイヤ 1の設定に使用します。例：セレクタと
ポートレイヤ 1のポリシー設定。

access-connectivity-l1

インフラでレイヤ2の設定に使用します。例：セレクタおよ
び接続可能なエンティティ設定をカプセル化します。

access-connectivity-l2

インフラでレイヤ 3の設定に使用され、テナントの L3Out
でスタティックルートの設定に使用されます。

access-connectivity-l3

管理インフラポリシーに使用されます。access-connectivity-mgmt

テナント ERSPANポリシーに使用されます。access-connectivity-util

アクセスポート設定に使用されます。access-equipment

インフラでレイヤ 1プロトコル設定に使用されます。access-protocol-l1

インフラでレイヤ 2プロトコル設定に使用されます。access-protocol-l2

インフラでレイヤ 3プロトコル設定に使用されます。access-protocol-l3

セキュリティの設定
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Role: read-all

説明権限

NTP、SNMP、DNS、およびイメージ管理のためファブリッ
ク全体のポリシーに使用されます。

access-protocol-mgmt

クラスタポリシーおよびファームウェアポリシーなどの動

作に関連するアクセスポリシーに使用されます。

access-protocol-ops

CoPPおよび QoSに関連するポリシーの変更に使用されま
す。

access-qos

ファブリックでレイヤ1の設定に使用されます。例：セレク
タおよびポートレイヤ 1のポリシーと vPC保護。

fabric-connectivity-l1

ポリシー展開の影響を想定して警告を発生させるファーム

ウェアおよび展開ポリシーで使用されます。

fabric-connectivity-l2

ファブリックでレイヤ3の設定に使用されます。例：ファブ
リック IPv4、IPv6、およびMAC保護グループ。

fabric-connectivity-l3

ファブリックでレイヤ 1プロトコル設定に使用されます。fabric-protocol-l1

ファブリックでレイヤ 2プロトコル設定に使用されます。fabric-protocol-l2

ファブリックでレイヤ 3プロトコル設定に使用されます。fabric-protocol-l3

レイヤ 4～レイヤ 7のサービスの管理に使用されます。nw-svc-device

共有のレイヤ 4～レイヤ 7のサービスデバイスの管理に使
用されます。

nw-svc-devshare

レイヤ 4～レイヤ 7のサービスポリシーの管理に使用され
ます。

nw-svc-params

レイヤ 4～レイヤ 7のネットワークサービスオーケスト
レーションの管理に使用されます。

nw-svc-policy

アトミックカウンタ、SPAN、TSW、技術サポート、トレー
スルート、分析、コアポリシーなど、ポリシーのモニタリ

ングとトラブルシューティングを含む動作ポリシーに使用さ

れます。

ops

リーフスイッチおよびスパインスイッチのアトミックカウ

ンタ、診断、およびイメージ管理ポリシーに使用されます。

tenant-connectivity-util

ブリッジドメインおよびサブネットを含む、レイヤ 2接続
の変更に使用されます。

tenant-connectivity-l2

セキュリティの設定
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Role: read-all

説明権限

VRFを含むレイヤ 3接続の変更に使用されます。tenant-connectivity-l3

テナントインバンドおよびアウトオブバンド管理接続の設

定、アトミックカウンタや健全性スコアなどデバッグやモ

ニタリングポリシーに使用されます。

tenant-connectivity-mgmt

エンドポイントグループ、VRF、ブリッジドメインの削除/
作成など、テナント設定の管理に使用されます。

tenant-epg

書き込みアクセスファームウェアポリシーに使用されます。tenant-ext-connectivity-l1

テナント L2Out設定の管理に使用されます。tenant-ext-connectivity-l2

テナント L3Out設定の管理に使用されます。tenant-ext-connectivity-l3

ファームウェアポリシーの書き込みアクセスとして使用さ

れます。

tenant-ext-connectivity-mgmt

トレースルート、ping、oam、eptrkなどのデバッグ/モニタリ
ング/オブザーバポリシーに使用されます。

tenant-ext-connectivity-util

テナント外部レイヤ1プロトコルの管理に使用されます。通
常、ファームウェアポリシーの書き込みアクセスにのみ使

用されます。

tenant-ext-protocol-l1

テナント外部レイヤ2プロトコルの管理に使用されます。通
常、ファームウェアポリシーの書き込みアクセスにのみ使

用します。

tenant-ext-protocol-l2

BGP、OSPF、PIM、IGMPなどのテナント外部レイヤ 3プロ
トコルの管理に使用されます。

tenant-ext-protocol-l3

ファームウェアポリシーの書き込みアクセスとして使用さ

れます。

tenant-ext-protocol-mgmt

トレースルート、ping、oam、eptrkなどのデバッグ/モニタリ
ング/オブザーバポリシーに使用されます。

tenant-ext-protocol-util

ネットワークプロファイルの削除および作成、エンドポイ

ントグループの削除および作成など、テナント設定の管理

に使用されます。

tenant-network-profile

テナントでレイヤ 1プロトコルの設定の管理に使用されま
す。

tenant-protocol-l1

セキュリティの設定
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Role: read-all

説明権限

テナントでレイヤ 2プロトコルの設定の管理に使用されま
す。

tenant-protocol-l2

テナントでレイヤ 3プロトコルの設定の管理に使用されま
す。

tenant-protocol-l3

ファームウェアポリシーの書き込みアクセスとしてのみ使

用されます。

tenant-protocol-mgmt

テナントトレースルートポリシーに使用されます。tenant-protocol-ops

テナントの QoSに関連する設定に使用されます。tenant-QoS

テナントのコントラクトに関連する設定に使用されます。tenant-security

仮想マシン接続に必要なAPICのVMMインベントリ内のす
べてのオブジェクトを読み取るのに使用されます。

vmm-connectivity

APICの VMMインベントリ内の仮想マシンとハイパーバイ
ザエンドポイントを読み取るために使用されます。

vmm-ep

仮想マシンネットワーキングのポリシー管理に使用されま

す。

vmm-policy

VMMポリシーでは使用されません。vmm-protocol-ops

VMware vCenterのユーザー名やパスワードなど VMM認証
ポリシーの管理に使用されます。

vmm-security

Role: tenant-admin

説明権限

ポリシーの認証、許可、アカウンティング、インポート/エ
クスポートの設定に使用されます。

aaa

インフラでレイヤ 1の設定に使用します。例：セレクタと
ポートレイヤ 1のポリシー設定。

access-connectivity-l1

インフラでレイヤ2の設定に使用します。例：セレクタおよ
び接続可能なエンティティ設定をカプセル化します。

access-connectivity-l2

インフラでレイヤ 3の設定に使用され、テナントの L3Out
でスタティックルートの設定に使用されます。

access-connectivity-l3

管理インフラポリシーに使用されます。access-connectivity-mgmt

セキュリティの設定
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Role: tenant-admin

説明権限

テナント ERSPANポリシーに使用されます。access-connectivity-util

アクセスポート設定に使用されます。access-equipment

インフラでレイヤ 1プロトコル設定に使用されます。access-protocol-l1

インフラでレイヤ 2プロトコル設定に使用されます。access-protocol-l2

インフラでレイヤ 3プロトコル設定に使用されます。access-protocol-l3

NTP、SNMP、DNS、およびイメージ管理のためファブリッ
ク全体のポリシーに使用されます。

access-protocol-mgmt

クラスタポリシーおよびファームウェアポリシーなどの動

作に関連するアクセスポリシーに使用されます。

access-protocol-ops

CoPPおよび QoSに関連するポリシーの変更に使用されま
す。

access-qos

ファブリックでレイヤ1の設定に使用されます。例：セレク
タおよびポートレイヤ 1のポリシーと vPC保護。

fabric-connectivity-l1

ポリシー展開の影響を想定して警告を発生させるファーム

ウェアおよび展開ポリシーで使用されます。

fabric-connectivity-l2

ファブリックでレイヤ3の設定に使用されます。例：ファブ
リック IPv4、IPv6、およびMAC保護グループ。

fabric-connectivity-l3

リーフスイッチおよびスパインスイッチのアトミックカウ

ンタおよび診断ポリシーに使用されます。

fabric-connectivity-mgmt

リーフスイッチおよびスパインスイッチのアトミックカウ

ンタ、診断、およびイメージ管理ポリシーに使用されます。

fabric-connectivity-util

リーフスイッチおよびスパインスイッチのアトミックカウ

ンタ、診断、およびイメージ管理ポリシーに使用されます。

fabric-equipment

ファブリックでレイヤ 1プロトコル設定に使用されます。fabric-protocol-l1

ファブリックでレイヤ 2プロトコル設定に使用されます。fabric-protocol-l2

ファブリックでレイヤ 3プロトコル設定に使用されます。fabric-protocol-l3

NTP、SNMP、DNS、およびイメージ管理のためファブリッ
ク全体のポリシーに使用されます。

fabric-protocol-mgmt

ERSPANおよび健全性のスコアポリシーに使用されます。fabric-protocol-ops

セキュリティの設定
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Role: tenant-admin

説明権限

ファームウェア管理トレースルートおよびエンドポイント

トラッキングポリシーに使用されます。

fabric-protocol-util

レイヤ 4～レイヤ 7のサービスの管理に使用されます。nw-svc-device

共有のレイヤ 4～レイヤ 7のサービスデバイスの管理に使
用されます。

nw-svc-devshare

レイヤ 4～レイヤ 7のサービスポリシーの管理に使用され
ます。

nw-svc-params

レイヤ 4～レイヤ 7のネットワークサービスオーケスト
レーションの管理に使用されます。

nw-svc-policy

アトミックカウンタ、SPAN、TSW、技術サポート、トレー
スルート、分析、コアポリシーなど、ポリシーのモニタリ

ングとトラブルシューティングを含む動作ポリシーに使用さ

れます。

ops

リーフスイッチおよびスパインスイッチのアトミックカウ

ンタ、診断、およびイメージ管理ポリシーに使用されます。

tenant-connectivity-util

ブリッジドメインおよびサブネットを含む、レイヤ 2接続
の変更に使用されます。

tenant-connectivity-l2

VRFを含むレイヤ 3接続の変更に使用されます。tenant-connectivity-l3

テナントインバンドおよびアウトオブバンド管理接続の設

定、アトミックカウンタや健全性スコアなどデバッグやモ

ニタリングポリシーに使用されます。

tenant-connectivity-mgmt

エンドポイントグループ、VRF、ブリッジドメインの削除/
作成など、テナント設定の管理に使用されます。

tenant-epg

書き込みアクセスファームウェアポリシーに使用されます。tenant-ext-connectivity-l1

テナント L2Out設定の管理に使用されます。tenant-ext-connectivity-l2

テナント L3Out設定の管理に使用されます。tenant-ext-connectivity-l3

ファームウェアポリシーの書き込みアクセスとして使用さ

れます。

tenant-ext-connectivity-mgmt

トレースルート、ping、oam、eptrkなどのデバッグ/モニタリ
ング/オブザーバポリシーに使用されます。

tenant-ext-connectivity-util

セキュリティの設定
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Role: tenant-admin

説明権限

テナント外部レイヤ1プロトコルの管理に使用されます。通
常、ファームウェアポリシーの書き込みアクセスにのみ使

用されます。

tenant-ext-protocol-l1

テナント外部レイヤ2プロトコルの管理に使用されます。通
常、ファームウェアポリシーの書き込みアクセスにのみ使

用します。

tenant-ext-protocol-l2

BGP、OSPF、PIM、IGMPなどのテナント外部レイヤ 3プロ
トコルの管理に使用されます。

tenant-ext-protocol-l3

ファームウェアポリシーの書き込みアクセスとして使用さ

れます。

tenant-ext-protocol-mgmt

トレースルート、ping、oam、eptrkなどのデバッグ/モニタリ
ング/オブザーバポリシーに使用されます。

tenant-ext-protocol-util

ネットワークプロファイルの削除および作成、エンドポイ

ントグループの削除および作成など、テナント設定の管理

に使用されます。

tenant-network-profile

テナントでレイヤ 1プロトコルの設定の管理に使用されま
す。

tenant-protocol-l1

テナントでレイヤ 2プロトコルの設定の管理に使用されま
す。

tenant-protocol-l2

テナントでレイヤ 3プロトコルの設定の管理に使用されま
す。

tenant-protocol-l3

ファームウェアポリシーの書き込みアクセスとしてのみ使

用されます。

tenant-protocol-mgmt

テナントトレースルートポリシーに使用されます。tenant-protocol-ops

テナントの QoSに関連する設定に使用されます。tenant-QoS

テナントのコントラクトに関連する設定に使用されます。tenant-security

仮想マシン接続に必要なAPICのVMMインベントリ内のす
べてのオブジェクトを読み取るのに使用されます。

vmm-connectivity

APICの VMMインベントリ内の仮想マシンとハイパーバイ
ザエンドポイントを読み取るために使用されます。

vmm-ep

セキュリティの設定
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Role: tenant-admin

説明権限

仮想マシンネットワーキングのポリシー管理に使用されま

す。

vmm-policy

VMMポリシーでは使用されません。vmm-protocol-ops

VMware vCenterのユーザー名やパスワードなど VMM認証
ポリシーの管理に使用されます。

vmm-security

Role: tenant-ext-admin

説明権限

リーフスイッチおよびスパインスイッチのアトミックカウ

ンタ、診断、およびイメージ管理ポリシーに使用されます。

tenant-connectivity-util

ブリッジドメインおよびサブネットを含む、レイヤ 2接続
の変更に使用されます。

tenant-connectivity-l2

VRFを含むレイヤ 3接続の変更に使用されます。tenant-connectivity-l3

テナントインバンドおよびアウトオブバンド管理接続の設

定、アトミックカウンタや健全性スコアなどデバッグやモ

ニタリングポリシーに使用されます。

tenant-connectivity-mgmt

エンドポイントグループ、VRF、ブリッジドメインの削除/
作成など、テナント設定の管理に使用されます。

tenant-epg

書き込みアクセスファームウェアポリシーに使用されます。tenant-ext-connectivity-l1

テナント L2Out設定の管理に使用されます。tenant-ext-connectivity-l2

テナント L3Out設定の管理に使用されます。tenant-ext-connectivity-l3

ファームウェアポリシーの書き込みアクセスとして使用さ

れます。

tenant-ext-connectivity-mgmt

トレースルート、ping、oam、eptrkなどのデバッグ/モニタリ
ング/オブザーバポリシーに使用されます。

tenant-ext-connectivity-util

テナント外部レイヤ1プロトコルの管理に使用されます。通
常、ファームウェアポリシーの書き込みアクセスにのみ使

用されます。

tenant-ext-protocol-l1

テナント外部レイヤ2プロトコルの管理に使用されます。通
常、ファームウェアポリシーの書き込みアクセスにのみ使

用します。

tenant-ext-protocol-l2

セキュリティの設定
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Role: tenant-ext-admin

説明権限

BGP、OSPF、PIM、IGMPなどのテナント外部レイヤ 3プロ
トコルの管理に使用されます。

tenant-ext-protocol-l3

ファームウェアポリシーの書き込みアクセスとして使用さ

れます。

tenant-ext-protocol-mgmt

トレースルート、ping、oam、eptrkなどのデバッグ/モニタリ
ング/オブザーバポリシーに使用されます。

tenant-ext-protocol-util

ネットワークプロファイルの削除および作成、エンドポイ

ントグループの削除および作成など、テナント設定の管理

に使用されます。

tenant-network-profile

テナントでレイヤ 1プロトコルの設定の管理に使用されま
す。

tenant-protocol-l1

テナントでレイヤ 2プロトコルの設定の管理に使用されま
す。

tenant-protocol-l2

テナントでレイヤ 3プロトコルの設定の管理に使用されま
す。

tenant-protocol-l3

ファームウェアポリシーの書き込みアクセスとしてのみ使

用されます。

tenant-protocol-mgmt

テナントトレースルートポリシーに使用されます。tenant-protocol-ops

テナントの QoSに関連する設定に使用されます。tenant-QoS

テナントのコントラクトに関連する設定に使用されます。tenant-security

仮想マシン接続に必要なAPICのVMMインベントリ内のす
べてのオブジェクトを読み取るのに使用されます。

vmm-connectivity

APICの VMMインベントリ内の仮想マシンとハイパーバイ
ザエンドポイントを読み取るために使用されます。

vmm-ep

仮想マシンネットワーキングのポリシー管理に使用されま

す。

vmm-policy

VMMポリシーでは使用されません。vmm-protocol-ops

VMware vCenterのユーザー名やパスワードなど VMM認証
ポリシーの管理に使用されます。

vmm-security

セキュリティの設定
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Role: vmm-admin

説明権限

仮想マシン接続に必要なAPICのVMMインベントリ内のす
べてのオブジェクトを読み取るのに使用されます。

vmm-connectivity

APICの VMMインベントリ内の仮想マシンとハイパーバイ
ザエンドポイントを読み取るために使用されます。

vmm-ep

仮想マシンネットワーキングのポリシー管理に使用されま

す。

vmm-policy

VMMポリシーでは使用されません。vmm-protocol-ops

VMware vCenterのユーザー名やパスワードなど VMM認証
ポリシーの管理に使用されます。

vmm-security

カスタムロール

カスタムロールを作成し、ロールに権限を割り当てることができます。インターフェイスは、

すべての管理対象オブジェクトクラスに 1つ以上の権限を内部的に割り当てます。XMLモデ
ルで、権限はアクセス属性に割り当てられています。権限のビット数は、コンパイル時に割り

当てられ、クラスのインスタンスまたはオブジェクトごとではなく、クラスごとに適用されま

す。

45権限ビットだけでなく、「aaa」権限ビットはすべてのAAAサブシステムの設定と読み取り
操作に適用されます。次の表は、サポートされている権限の組み合わせの一覧を提供します。

表の行はCiscoApplicationCentric Infrastructure（ACI）モジュールを表し、列は特定のモジュー
ルの機能を表します。セルの「○」の値は、モジュールがアクセス可能な機能と、機能にアク
セスするための権限ビットが存在することを示します。空のセルは、権限ビットでアクセスで

きないモジュールの特定の機能を示します。権限ビットについての詳細は、各ビットの機能に

ついて参照してください。

サービス

チェーン

サービ

スプロ

ファイ

ル

ProviderStatsFaultアプリケー

ション

セキュリ

ティ

QoSConnectivity

対応対

応

対

応

対応対応VMM

対応対

応

対

応

対応対応対

応

対応ファブリック

対応対

応

対

応

対応対

応

対応External

セキュリティの設定
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サービス

チェーン

サービ

スプロ

ファイ

ル

ProviderStatsFaultアプリケー

ション

セキュリ

ティ

QoSConnectivity

対応対

応

対

応

EPG、NP対応対

応

対応テナント

対応対

応

対

応

対応対応対

応

対応Infra

対

応

対

応

操作

対

応

対

応

対応対応対

応

対応ストレージ

対応対

応

対

応

対応対応対

応

対応ネットワーク

サービス

サンプルの RBAC規則
次のサンプル JSONファイル内の RBAC規則は、VMMドメインリソースへのテナントアク
セスとトランステナントアクセスの両方を可能にします。コンシューマに必要なリソースは、

uni/tn-prov1/brc-webCtrctと vmmp-Vmware/dom-Datacenterです。

次の 2つのRBAC規則では、コンシューマのテナントがコンシューマ postmanのクエリを下記
の JSONファイルにポストすることができます。
<aaaRbacEp>
<aaaRbacRule objectDn="uni/vmmp-VMware/dom-Datacenter" domain="cons1"/>
<aaaRbacRule objectDn="uni/tn-prov1/brc-webCtrct" domain="cons1"/>

</aaaRbacEp>

次の JSONファイルにこれら 2つの RBAC規則が含まれています。
{"id":"ac62a200-9210-f53b-7114-a8f4cffb9a36","name":"SharedContracts","timestamp":1398806919868,"requests":
[{"collectionId":"ac62a200-9210-f53b-7114-a8f4cffb9a36","id":"2dfc75cc-431e-e136-622c-a577ce7622d8",
"name":"login as prov1",
"description":"",
"url":"http://http://solar.local:8000/api/aaaLogin.json",
"method":"POST",
"headers":"",
"data":
"{\"aaaUser\":{\"attributes\":{\"name\": \"prov1\", \"pwd\": \"secret!\"}}}",
"dataMode":"raw","timestamp":0,"version":2,"time":1398807562828},

{"collectionId":"ac62a200-9210-f53b-7114-a8f4cffb9a36","id":"56e46db0-77ea-743f-a64e-c5f7b1f59807",
"name":"Root login",
"description":"",
"url":"http://http://solar.local:8000/api/aaaLogin.json",
"method":"POST",
"headers":"",
"data":
"{\"aaaUser\":{\"attributes\":{\"name\": \"admin\", \"pwd\": \"secret!\"}}}",

セキュリティの設定
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"dataMode":"raw","timestamp":0,"responses":[],"version":2},

{"collectionId":"ac62a200-9210-f53b-7114-a8f4cffb9a36","id":"804893f1-0915-6d35-169d-3af0eb3e64ec",
"name":"consumer tenant only",
"description":"",
"url":"http://http://solar.local:8000/api/policymgr/mo/uni/tn-cons1.xml",
"method":"POST",
"headers":"",
"data":
"<fvTenant name=\"cons1\">

<aaaDomainRef name=\"cons1\"/>\n
</fvTenant>\n",
"dataMode":"raw","timestamp":0,"version":2,"time":1398968007487},

{"collectionId":"ac62a200-9210-f53b-7114-a8f4cffb9a36","id":"85802d50-8089-bf8b-4481-f149bec258c8",
"name":"login as cons1",
"description":"",
"url":"http://solar.local:8000/api/aaaLogin.json",
"method":"POST",
"headers":"",
"data":
"{\"aaaUser\":{\"attributes\":{\"name\": \"cons1\", \"pwd\": \"secret!\"}}}",
"dataMode":"raw","timestamp":0,"version":2,"time":1398807575531},

{"collectionId":"ac62a200-9210-f53b-7114-a8f4cffb9a36","id":"a2739d92-5f9d-f16c-8894-0f64b6f967a3",
"name":"consumer",
"description":"",
"url":"http://solar.local:8000/api/policymgr/mo/uni/tn-cons1.xml",
"method":"POST","headers":"","data":
"<fvTenant name=\"cons1\" status=\"modified\">\n

<fvCtx name=\"cons1\"/>\n
<!-- bridge domain -->\n

<fvBD name=\"cons1\">\n
<fvRsCtx tnFvCtxName=\"cons1\" />\n

<fvSubnet ip=\"10.0.2.128/24\" scope='shared'/>\n
</fvBD>\n

\n <!-- DNS Shared Service Contract Interface-->\n
<vzCPIf name=\"consIf\">\n

<vzRsIf tDn=\"uni/tn-prov1/brc-webCtrct\" >\n
</vzRsIf>\n

</vzCPIf>\n \n
<fvAp name=\"cons1\">\n

<fvAEPg name=\"APP\">\n
<fvRsBd tnFvBDName=\"cons1\" />\n

<fvRsNodeAtt tDn=\"topology/pod-1/node-101\" encap=\"vlan-4000\"
instrImedcy=\"immediate\" mode=\"regular\"/>\n

<fvRsDomAtt tDn=\"uni/vmmp-VMware/dom-Datacenter\"/>\n
<fvRsConsIf tnVzCPIfName=\"consIf\"/>\n

</fvAEPg>\n
</fvAp>\n

</fvTenant>\n",
"dataMode":"raw","timestamp":0,"version":2,"time":1398818639692},

{"collectionId":"ac62a200-9210-f53b-7114-a8f4cffb9a36","id":"c0bd866d-600a-4f45-46ec-6986398cbf78",
"name":"provider tenant only",
"description":"",
"url":"http://solar.local:8000/api/policymgr/mo/uni/tn-prov1.xml",
"method":"POST",
"headers":"",
"data":
"<fvTenant name=\"prov1\"><aaaDomainRef name=\"prov1\"/>

\n
</fvTenant>\n",
"dataMode":"raw","timestamp":0,"version":2,"time":1398818137518},
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{"collectionId":"ac62a200-9210-f53b-7114-a8f4cffb9a36","id":"d433a213-e95d-646d-895e-3a9e2e2b7ba3",
"name":"create RbacRule",
"description":"",
"url":"http://solar.local:8000/api/policymgr/mo/uni.xml",
"method":"POST",
"headers":"",
"data":
"<aaaRbacEp>\n

<aaaRbacRule objectDn=\"uni/vmmp-VMware/dom-Datacenter\" domain=\"cons1\"/>\n
<aaaRbacRule objectDn=\"uni/tn-prov1/brc-webCtrct\" domain=\"cons1\"/>\n

</aaaRbacEp>\n",
"dataMode":"raw","timestamp":0,"version":2,"time":1414195420515},

{"collectionId":"ac62a200-9210-f53b-7114-a8f4cffb9a36","id":"d5c5d580-a11a-7c61-34ac-cbdac249157f",
"name":"provider",
"description":"",
"url":"http://solar.local:8000/api/policymgr/mo/uni/tn-prov1.xml",
"method":"POST",
"headers":"",
"data":
"<fvTenant name=\"prov1\" status=\"modified\">\n

<fvCtx name=\"prov1\"/>\n
\n <!-- bridge domain -->\n

<fvBD name=\"prov1\">\n
<fvRsCtx tnFvCtxName=\"prov1\" />\n

</fvBD>\n \n
<vzFilter name='t0f0' >\n

<vzEntry etherT='ip' dToPort='10' prot='6' name='t0f0e9' dFromPort='10'>
</vzEntry>\n
</vzFilter>\n \n
<vzFilter name='t0f1'>\n

<vzEntry etherT='ip' dToPort='209' prot='6' name='t0f1e8' dFromPort='109'>
</vzEntry>\n

</vzFilter>\n \n
<vzBrCP name=\"webCtrct\" scope=\"global\">\n
<vzSubj name=\"app\">\n
<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName=\"t0f0\"/>\n

<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName=\"t0f1\"/>\n
</vzSubj>\n

</vzBrCP>\n \n
<fvAp name=\"prov1AP\">\n

<fvAEPg name=\"Web\">\n
<fvRsBd tnFvBDName=\"prov1\" />\n

<fvRsNodeAtt tDn=\"topology/pod-1/node-17\" encap=\"vlan-4000\"
instrImedcy=\"immediate\" mode=\"regular\"/>\n

<fvRsProv tnVzBrCPName=\"webCtrct\"/>\n
<fvRsDomAtt tDn=\"uni/vmmp-VMware/dom-Datacenter\"/>\n

<fvSubnet ip=\"10.0.1.128/24\" scope='shared'/>\n
</fvAEPg>\n
</fvAp>\n
</fvTenant>\n",
"dataMode":"raw","timestamp":0,"version":2,"time":1398818660457},

{"collectionId":"ac62a200-9210-f53b-7114-a8f4cffb9a36","id":"e8866493-2188-8893-8e0c-4ca0903b18b8",
"name":"add user prov1",
"description":"",
"url":"http://solar.local:8000/api/policymgr/mo/uni/userext.xml",
"method":"POST",
"headers":"",
"data":
"<aaaUserEp>\n

<aaaUser name=\"prov1\" pwd=\"secret!\">
<aaaUserDomain name=\"prov1\">
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<aaaUserRole name=\"tenant-admin\" privType=\"writePriv\"/>
<aaaUserRole name=\"vmm-admin\" privType=\"writePriv\"/>

</aaaUserDomain>
</aaaUser>\n

<aaaUser name=\"cons1\" pwd=\"secret!\">
<aaaUserDomain name=\"cons1\">
<aaaUserRole name=\"tenant-admin\" privType=\"writePriv\"/>
<aaaUserRole name=\"vmm-admin\" privType=\"writePriv\"/>
</aaaUserDomain>
</aaaUser>\n

<aaaDomain name=\"prov1\"/>\n
<aaaDomain name=\"cons1\"/>\n

</aaaUserEp>\n",
"dataMode":"raw","timestamp":0,"version":2,"time":1398820966635}]}

ポートセキュリティのイネーブル化

ポートセキュリティと ACIについて
ポートセキュリティ機能は、ポートごとに取得されるMACアドレスの数を制限することに
よって、不明なMACアドレスでフラッディングしないように ACIファブリックを保護しま
す。ポートセキュリティ機能のサポートは、物理ポート、ポートチャネル、および仮想ポー

トチャネルで使用できます。

ポートセキュリティに関するガイドラインと制約事項

次のようなガイドラインと制約事項があります。

•ポートセキュリティは、ポートごとに使用できます。

•ポートセキュリティは、物理ポート、ポートチャネル、および仮想ポートチャネル（vPC）
でサポートされています。

•スタティックMACアドレスとダイナミックMACアドレスがサポートされています。

•セキュアなポートからセキュアでないポートへと、セキュアでないポートからセキュアな
ポートへのMACアドレスの移動がサポートされています。

• MACアドレスの制限は、MACアドレスにのみ適用され、MACと IPによるアドレスには
実行されません。

•ポートセキュリティは、ファブリックエクステンダ（FEX）ではサポートされていませ
ん。

ポートセキュリティおよびラーニング動作

非 vPCポートまたはポートチャネルでは、新しいエンドポイントに対して学習イベントが発
生し、新しい学習が許可されているか確認する検証が行われます。対応するインターフェイス

に設定されていない、または無効なポートセキュリティポリシーが存在する場合、エンドポ
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イントラーニング動作はサポートされているものから変更されません。ポリシーが有効になっ

ており制限に到達している場合、現在のサポートされているアクションは次の通りです。

•エンドポイントを学習し、ドロップアクションのハードウェアにインストールします。

•サイレントに学習を破棄します。

制限に到達していない場合、エンドポイントが学習され、この新しいエンドポイントが発生し

たため制限に達しているかどうか確認する検証が行われます。制限に到達しており、学習の無

効化アクションが設定されている場合、インターフェイス上のハードウェアでラーニングが無

効になります（物理インターフェイスまたはポートチャネルまたはvPC）。制限に到達してお
り、学習の無効化アクションが設定されていない場合、エンドポイントはドロップアクション

でハードウェアにインストールされます。このようなエンドポイントは、他のエンドポイント

のように通常期限切れです。

初めて制限に達したとき、ポートセキュリティポリシーオブジェクトの動作状態がそれを反

映して更新されます。スタティックルールは、ユーザーに警告ができるように、障害の発生と

定義されます。制限に到達すると、Syslogも発生します。

vPCの場合、MAC制限に到達するとピアリーフスイッチにも通知されるため、ラーニングが
ピアで無効になる可能性があります。vPCピアはいつでも再起動でき、vPCレッグが動作不能
になるか再起動できるため、この状態はピアと調和して vPCピアはこの状態に同期されませ
ん。同期しない場合は、1個のレッグでラーニングが有効になり、他のレッグで無効になる状
況が発生する可能性があります。

デフォルトでは、制限に到達してラーニングが無効になると、60秒のデフォルトタイムアウ
ト値の後、自動的に再度有効になります。

ポートレベルでのポートセキュリティ

APICでは、ユーザがスイッチポートのポートセキュリティを設定できます。ポート上でMAC
が制限の最大設定値を超過すると、超過したMACアドレスからすべてのトラフィックが転送
されます。次の属性がサポートされます。

•ポートセキュリティのタイムアウト：現在サポートされているタイムアウト値値は、60
~ 3600秒の範囲でサポートされています。

•違反行為：違反行為は保護モードで使用できます。保護モードでは、MACの取得が無効
になるため、MACアドレスは CAMテーブルに追加されません。Macラーニングが設定
されているタイムアウト値の後に再度有効になります。

•最大エンドポイント：現在のサポートされている最大のエンドポイント設定値は、0～
12000の範囲でサポートされています。最大エンドポイント値が 0の場合、そのポートで
はポートセキュリティポリシーが無効になります。
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保護モード

保護モードはセキュリティ違反を発生している以上に増やさないようにします。MACの制限
がポートで設定されている最大値を超えると、超過したMACアドレスからすべてのトラフィッ
クはドロップされ、さらにラーニングが無効になります。

REST APIを使用して、ポートセキュリティの設定

手順

ポートセキュリティを設定します。

例：

<polUni>
<infraInfra>

<l2PortSecurityPol name="testL2PortSecurityPol" maximum="10" violation=”protect”
timeout=“300"/>

<infraNodeP name="test">
<infraLeafS name="test" type="range">

<infraNodeBlk name="test" from_="101" to_="102"/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-test"/>

</infraNodeP>

<infraAccPortP name="test">
<infraHPortS name="pselc" type="range">

<infraPortBlk name="blk"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="20" toPort="22">

</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-testPortG" />

</infraHPortS>
</infraAccPortP>

<infraFuncP>
<infraAccPortGrp name="testPortG">
<infraRsL2PortSecurityPol tnL2PortSecurityPolName="testL2PortSecurityPol"/>

<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-test" />
</infraAccPortGrp>
</infraFuncP>

<infraAttEntityP name="test">
<infraRsDomP tDn="uni/phys-mininet"/>

</infraAttEntityP>
</infraInfra>
</polUni>
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COOP認証の有効化

概要

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、Zero Message Queue（ZMQ）を
使用して、エンドポイントアドレス情報をスパインスイッチ「Oracle」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。

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。COOPは悪意のあるト
ラフィックインジェクションからCOOPメッセージを保護するためにMD5オプションの活用
が強化されます。APICコントローラおよびスイッチは、COOPプロトコル認証をサポートし
ます。

COOPプロトコルは 2つの ZMQ認証モードをサポートするために強化されています：ストリ
クトおよび互換性。

•ストリクトモード：COOPではMD5認証済みの ZMQ接続のみを許可します。

•互換性モード；COOPで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。

Cisco APICで COOPを使用する
Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）ファブリック上で COOPゼロメッセージキュー
（ZMQ）認証サポートを行うため、Application Policy Infrastructure Controller（APIC）ではMD5
パスワードおよび COOPセキュアモードをサポートします。

COOPZMQ認証タイプの設定：新しい管理対象オブジェクトの coop: AuthPは、データ管理エ

ンジン（DME）データベース（DME）/COOPに追加されます。属性タイプのデフォルト値は
「互換性」ですが、ユーザーには「厳密」タイプ設定を行うオプションがあります。

COOPZMQ認証MD5パスワード：APICでは管理対象オブジェクト（fabric:SecurityToken）

提供し、MD5パスワードに使用する属性が含まれます。「トークン」と呼ばれるこの管理対
象オブジェクト内の属性は、1時間ごとに変更される文字列です。COOPは、ZMQ認証用のパ
スワードを更新するため DMEから通知を取得します。属性トークン値は表示されません。

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。

セキュリティの設定

26

セキュリティの設定

COOP認証の有効化



• ACIファブリックアップグレード中に、保護が有効なイメージへすべてのスイッチをアッ
プグレードするまで、COOP厳格モードが許可されません。この保護は、早期に厳格な
モードを有効にすることでトリガされる可能性がある、予期しないCOOP接続の拒否を防
ぎます。

• APICコントローラのアップグレードまたはダウングレード時に、ACIファブリックは混
合セキュアで保護され、非セキュアAPICイメージを持つ状態です。セキュアイメージの
認証モードは厳格で、一部のスイッチはアップグレードまたはダウングレード時に、サー

ビス対象外のままになっている可能性があります。認証モードのタイプが互換モードの場

合、アップグレードによりスイッチのサービス対象外の状態は発生しません。

REST APIを使用した COOP認証の設定

手順

COOP認証ポリシーを設定します。

例では、ストリクトモードが選択されます。

例：

https://172.23.53.xx/api/node/mo/uni/fabric/pol-default.xml

<coopPol type="strict">
</coopPol>

コントロールプレーンポリシングの有効化

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。
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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。

•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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REST API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：

<!-- api/node/mo/uni/.xml -->
<infraInfra>
<coppLeafProfile type="custom" name="mycustom"> <!-- define copp leaf
profile -->

<coppLeafGen1CustomValues bgpBurst="150" bgpRate="300"/>
</coppLeafProfile>
<infraNodeP name="leafCopp">
<infraLeafS name="leafs" type="range">
<infraNodeBlk name="leaf1" from_="101" to_="101"/>
<infraNodeBlk name="leaf3" from_="103" to_="103"/>
<infraRsAccNodePGrp tDn="uni/infra/funcprof/accnodepgrp-myLeafCopp"/>

</infraLeafS>
</infraNodeP>
<infraFuncP>
<infraAccNodePGrp name="myLeafCopp">
<infraRsLeafCoppProfile tnCoppLeafProfileName="mycustom"/> <!-- bind copp leaf

policy to leaf </infraAccNodePGrp>
profile -->
</infraFuncP>

</infraInfra>

ステップ 2 CoPPスパインプロファイルを設定します。

例：

<!-- api/node/mo/uni/.xml -->
<infraInfra>
<coppSpineProfile type="custom" name="mycustomSpine"> <!-- define copp

leaf profile -->
<coppSpineGen1CustomValues bgpBurst="150" bgpRate="300"/>

</coppSpineProfile>
<infraSpineP name="spineCopp">
<infraSpineS name="spines" type="range">
<infraNodeBlk name="spine1" from_="104" to_="104"/>
<infraRsSpineAccNodePGrp tDn="uni/infra/funcprof/spaccnodepgrp-mySpineCopp"/>

</infraSpineS>
</infraSpineP>
<infraFuncP>
<infraSpineAccNodePGrp name="mySpineCopp">
<infraRsSpineCoppProfile tnCoppSpineProfileName="mycustomSpine"/> <!-- bind copp

spine policy to
</infraSpineAccNodePGrp> spine profile

-->
</infraFuncP>

</infraInfra>

セキュリティの設定

31

セキュリティの設定

REST APIを使用した CoPPの設定



RESTAPIを使用するプロトコルごとのインターフェイスあたりのCoPP
の設定

手順

プロトコルごとにインターフェイスあたりの CoPPを設定します。

例：

<polUni>
<infraInfra>
<infraNodeP name="default">

<infraLeafS name="default" type="range">
<infraNodeBlk name="default" to_="101" from_="101"/>

</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-default"/>

</infraNodeP>
<infraAccPortP name="default">

<infraHPortS name="regularPorts" type="range">
<infraPortBlk name="blk1" toPort="7" fromPort="1" toCard="1" fromCard="1"/>

<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-copp"/>
</infraHPortS>

</infraAccPortP>

<infraFuncP>
<infraAccPortGrp name="copp">

<infraRsCoppIfPol tnCoppIfPolName="pc"/>
</infraAccPortGrp>

</infraFuncP>

<coppIfPol name = "pc" >
<coppProtoClassP name = "test" matchProto="lldp,arp" rate="505" burst = "201"/>
<coppProtoClassP name = "test1" matchProto="bgp" rate="500" burst = "200" />

</coppIfPol>
</infraInfra>
</polUni>

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。
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• 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。

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
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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。

REST APIを使用して apic内で FHSの設定

始める前に

•テナントおよびブリッジドメインは設定しておく必要があります。

手順

FHSと信頼制御ポリシーを設定します。

例：

<polUni>
<fvTenant name="Coke">

<fhsBDPol name="bdpol5" ipInspectAdminSt="enabled-ipv6"
srcGuardAdminSt="enabled-both" raGuardAdminSt="enabled" status="">

<fhsRaGuardPol name="raguard5" managedConfigCheck="true"
managedConfigFlag="true" otherConfigCheck="true" otherConfigFlag="true"
maxRouterPref="medium" minHopLimit="3" maxHopLimit="15" status=""/>

</fhsBDPol>
<fvBD name="bd3">

<fvRsBDToFhs tnFhsBDPolName="bdpol5" status=""/>
</fvBD>

</fvTenant>
</polUni>

<polUni>
<fvTenant name="Coke">

<fhsTrustCtrlPol name="trustctrl5" hasDhcpv4Server="true" hasDhcpv6Server="true"
hasIpv6Router="true" trustRa="true" trustArp="true" trustNd="true" />

<fvAp name="wwwCokecom3">
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<fvAEPg name="test966">
<fvRsTrustCtrl tnFhsTrustCtrlPolName="trustctrl5" status=""/>

</fvAEPg>
</fvAp>

</fvTenant>
</polUni>

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、
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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。

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
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• 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。

• 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。
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REST APIを使用した 802.1x、ノード認証の設定

手順

802.1xノード認証ポリシーを設定します。

例：

<polUni>
<infraInfra>
<l2NodeAuthPol annotation="" descr="" dn="uni/infra/nodeauthpol-802-node-2"

failAuthEpg="tn-t2,ap-ap,epg-epg1" failAuthVlan="vlan-2078" name="802-node-2" nameAlias=""
ownerKey="" ownerTag="">
<l2RsAaaRadiusProviderGroup annotation=""
tDn="uni/userext/radiusext/radiusprovidergroup-radius-grp"/>
</l2NodeAuthPol>
</infraInfra>
</polUni>

Modify:
<polUni>
<infraInfra>
<l2NodeAuthPol annotation="" descr="" dn="uni/infra/nodeauthpol-802-node-2"

failAuthEpg="tn-t2,ap-ap,epg-epg1" failAuthVlan="vlan-2066" name="802-node-2" nameAlias=""
ownerKey="" ownerTag="" status="deleted">
<l2RsAaaRadiusProviderGroup annotation=""
tDn="uni/userext/radiusext/radiusprovidergroup-radius-grp"/>
</l2NodeAuthPol>
</infraInfra>
</polUni>

Delete:
<polUni>
<infraInfra>
<l2NodeAuthPol annotation="" descr="" dn="uni/infra/nodeauthpol-802-node-2"

failAuthEpg="tn-t2,ap-ap,epg-epg1" failAuthVlan="vlan-2078" name="802-node-2" nameAlias=""
ownerKey="" ownerTag="" status="deleted">
<l2RsAaaRadiusProviderGroup annotation=""
tDn="uni/userext/radiusext/radiusprovidergroup-radius-grp" status="deleted"/>
</l2NodeAuthPol>
</infraInfra>
</polUni>

REST APIを使用して 802.1 xポートの認証の設定

手順

802.1 xポート認証ポリシーを作成します。

例：

<polUni>
<infraInfra>
<l2PortAuthPol adminSt="enabled" annotation="" descr="" dn="uni/infra/portauthpol-test21"
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hostMode="multi-auth" name="test21" nameAlias="" ownerKey="" ownerTag="">
<l2PortAuthCfgPol annotation="" macAuth="bypass" maxReauthReq="2" maxReq="2"

reAuthPeriod="3600" serverTimeout="30" suppTimeout="30" txPeriod="30"/>
</l2PortAuthPol>

</infraInfra>
</polUni>

Modify:
<polUni>
<infraInfra>
<l2PortAuthPol adminSt="enabled" annotation="" descr="" dn="uni/infra/portauthpol-test21"
hostMode="multi-domain" name="test21" nameAlias="" ownerKey="" ownerTag="" >

<l2PortAuthCfgPol annotation="" macAuth="eap" maxReauthReq="2" maxReq="2"
reAuthPeriod="3600" serverTimeout="30" suppTimeout="30" txPeriod="30"/>
</l2PortAuthPol>

</infraInfra>
</polUni>

Delete:
<polUni>
<infraInfra>
<l2PortAuthPol adminSt="enabled" annotation="" descr="" dn="uni/infra/portauthpol-test21"
hostMode="multi-host" name="test21" nameAlias="" ownerKey="" ownerTag="" status="deleted">

<l2PortAuthCfgPol annotation="" macAuth="bypass" maxReauthReq="2" maxReq="2"
reAuthPeriod="3600" serverTimeout="30" suppTimeout="30" txPeriod="30" status="deleted"/>

</l2PortAuthPol>
</infraInfra>
</polUni>
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