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はじめに
ここでは、次の項について説明します。
• 対象読者, xix ページ
• 表記法, xix ページ
• Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料, xxi ページ
• マニュアルに関するフィードバック, xxiii ページ
• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート, xxiii ページ

対象読者
このマニュアルは、Cisco Nexus デバイスおよび Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステ
ンダのコンフィギュレーションおよびメンテナンスを担当するネットワーク管理者を対象として
います。

表記法
（注）

お客様のニーズを満たすためにドキュメントを更新するという継続的な取り組みの一環とし
て、シスコでは設定タスクの文書化方法を変更しました。そのため、本ドキュメントには、従
来とは異なるスタイルでの設定タスクが説明されている部分もあります。ドキュメントに新た
に組み込まれるようになったセクションには、以下のセクションが含まれます。
コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。
表記法

説明

bold

太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよび
キーワードです。
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表記法

表記法

説明

italic

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。

[x]

省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角カッコで囲んで
示しています。

[x | y]

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

{x | y}

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

[x {y | z}]

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意また
は必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表しま
す。角カッコ内の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択す
べき必須の要素を示しています。

variable

ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体
が使用できない場合に使用されます。

string

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

例では、次の表記法を使用しています。
表記法

説明

screen フォント

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

太字の screen フォント

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

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

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

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで
囲んで示しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合に
は、コメント行であることを示します。
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Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

（注）

「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。

注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて
います。

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料
Cisco NX-OS 5600 シリーズ全体のマニュアル セットは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/
tsd-products-support-series-home.html
リリース ノート
リリース ノートは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/products-release-notes-list.html
コンフィギュレーション ガイド
これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/
products-installation-and-configuration-guides-list.html
このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Adapter-FEX Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS FabricPath Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Fibre Channel over Ethernet Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS SAN Switching Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Security Configuration Guide』
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• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS System Management Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
ライセンス ガイド
『License and Copyright Information for Cisco NX-OS Software』は、http://www.cisco.com/en/US/docs/
switches/datacenter/sw/4_0/nx-os/license_agreement/nx-ossw_lisns.html から入手できます。
コマンド リファレンス
これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/
products-command-reference-list.html
このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Fabric Extender Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS FabricPath Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Fundamentals Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Interfaces Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Layer 2 Interfaces Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Multicast Routing Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS QoS Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Security Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS System Management Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS TrustSec Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Unicast Routing Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Virtual Port Channel Command Reference』
エラー メッセージおよびシステム メッセージ
『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS System Message Guide』は、http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/
datacenter/nexus5500/sw/system_messages/reference/sl_nxos_book.html から入手できます。
トラブルシューティング ガイド
『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Troubleshooting Guide』は、http://www.cisco.com/c/en/us/support/
switches/nexus-5000-series-switches/products-troubleshooting-guides-list.html から入手できます。
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マニュアルに関するフィードバック

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご
ざいましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームより ciscodfa-docfeedback@cisco.com
までご連絡ください。
ご協力をよろしくお願いいたします。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
ドキュメントの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収
集の詳細については、『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。
新しく作成された、または改訂されたシスコのテクニカル コンテンツをお手元に直接送信するに
は、『What's New in Cisco Product Documentation』RSS フィードをご購読ください。RSS フィード
は無料のサービスです。
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章

新機能および変更された機能に関する情報
この章の内容は、次のとおりです。
• 新機能および変更された機能に関する情報, 1 ページ

新機能および変更された機能に関する情報
次の表では、このコンフィギュレーション ガイドでの重要な変更点の概要を示します。この表
は、このマニュアルのすべての変更点、または特定のリリースのすべての新機能をまとめたリス
トではありません。
表 1：新機能および変更された機能に関する情報

機能

説明

リリース

参照先

Lightweight DHCPv6 Lightweight DHCPv6 7.3(0)N1(1)
リレー エージェント リレー エージェント
のサポートが追加さ
れました。

DHCP スヌーピング
の設定

ユーザごとのログイ ユーザごとのログイ 7.3(0)N1(1)
ン ブロック
ン ブロックのサポー
トが追加されまし
た。

認証、許可、アカウ
ンティングの設定

ダイナミック ARP イ
ンスペクション強化

7.1(0)N1(1)
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新機能および変更された機能に関する情報
新機能および変更された機能に関する情報

機能

説明

リリース

Cisco TrustSec

7.0(1)N1(1)
Cisco TrusSec のセ
キュリティ アーキテ
クチャは、信頼でき
るネットワーク デバ
イスのクラウドを確
立することによって
セキュア ネットワー
クを構築します。

参照先
Cisco TrustSec の設
定, （135 ページ）
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章

概要
Cisco NX-OS ソフトウェアがサポートするセキュリティ機能を利用すると、ネットワークをパ
フォーマンスの劣化や障害から保護するだけでなく、故意に行われる攻撃や、善意のネットワー
ク ユーザの意図しない危険な間違いにより生ずるデータの紛失または毀損に対しても保護でき
ます。
• Authentication, Authorization, and Accounting（認証、許可、およびアカウンティング）, 3
ページ
• RADIUS および TACACS+ セキュリティ プロトコル, 4 ページ
• SSH および Telnet, 5 ページ
• IP ACL, 5 ページ

Authentication,Authorization,andAccounting（認証、許可、
およびアカウンティング）
認証、許可、アカウンティング（AAA）は、3 つの独立したセキュリティ機能をまとめて一貫性
のあるモジュラ形式で設定するためのアーキテクチャ フレームワークです。
認証
ログイン/パスワード ダイアログ、チャレンジ/レスポンス、メッセージング サポート、およ
び暗号化（選択したセキュリティ プロトコルに基づく）などによるユーザの識別方法を提
供します。認証は、ユーザに対してネットワークとネットワーク サービスへのアクセスを
許可する前に、ユーザの識別を行う方法です。AAA 認証を設定するには、まず認証方式の
名前付きリストを定義し、そのリストを各種インターフェイスに適用します。
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許可
ワンタイム許可またはサービスごとの許可、ユーザ単位のアカウント リストとプロファイ
ル、ユーザ グループ サポート、および IP、IPX、ARA、Telnet のサポートなど、リモート
アクセスの制御方法を提供します。
RADIUS や TACACS+ などのリモート セキュリティ サーバは、適切なユーザで該当する権
利を定義した属性値（AV）のペアをアソシエートすることによって、ユーザに特定の権限
を付与します。AAA 許可は、ユーザが何を実行する権限を与えられるかを表す一連の属性
を組み立てることで機能します。これらの属性とデータベースに格納されているユーザの情
報とが比較され、その結果が AAA に返されてユーザの実際の権限と制限事項が決定されま
す。
Accounting
ユーザ ID、開始時刻と終了時刻、実行コマンド（PPP など）、パケット数、バイト数といっ
た、課金、監査、およびレポートに使用するセキュリティ サーバ情報の収集と送信を行う
手段を提供します。アカウンティングを使用することで、ユーザがアクセスしているサービ
スや、ユーザが消費しているネットワーク リソース量を追跡できます。

（注）

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

RADIUS および TACACS+ セキュリティ プロトコル
AAA は、セキュリティ機能の管理にセキュリティ プロトコルを使用します。ルータまたはアクセ
ス サーバがネットワーク アクセス サーバとして動作している場合は、ネットワーク アクセス
サーバと RADIUS または TACACS+ セキュリティ サーバとの間の通信を確立する手段に、AAA
が使用されます。
このマニュアルでは、次のセキュリティ サーバ プロトコルを設定する手順を説明します。
RADIUS
不正アクセスからネットワークを保護する分散型クライアント/サーバシステムです。RADIUS
は AAA を使用して実装されます。シスコの実装では RADIUS クライアントは Cisco ルータ
上で稼働します。認証要求は、すべてのユーザ認証情報とネットワーク サービス アクセス
情報が格納されている中央の RADIUS サーバに送信されます。
TACACS+
ルータまたはネットワーク アクセス サーバにアクセスしようとするユーザの検証を集中的
に行うセキュリティ アプリケーションです。TACACS+ は AAA を使用して実装されます。
TACACS+ サービスは、通常 UNIX または Windows NT ワークステーション上で動作する
TACACS+ デーモンのデータベースで管理されます。TACACS+ では、独立したモジュラ型
の認証、許可、アカウンティング機能が提供されます。
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SSH および Telnet
セキュア シェル（SSH）サーバを使用すると、SSH クライアントは Cisco NX-OS デバイスとの間
でセキュアな暗号化された接続を確立できます。SSH は強化暗号化を使用して認証を行います。
Cisco NX-OS ソフトウェアの SSH サーバは、市販の一般的な SSH クライアントと相互運用ができ
ます。
Cisco NX-OS ソフトウェアの SSH クライアントは、市販の一般的な SSH クライアントと相互運用
ができます。
Telnet プロトコルは、ホストとの TCP/IP 接続を確立します。Telnet を使用すると、あるサイトの
ユーザが別のサイトのログイン サーバと TCP 接続を確立し、キーストロークをデバイス間でやり
取りできます。Telnet は、リモート デバイス アドレスとして IP アドレスまたはドメイン名のいず
れかを受け入れます。

IP ACL
IP ACL は、トラフィックをパケットのレイヤ 3 ヘッダーの IPv4 情報に基づいてフィルタリング
するために使用できるルールの順序セットです。各ルールには、パケットがルールに一致するた
めに満たさなければならない条件のセットが規定されています。Cisco NX-OS ソフトウェアがパ
ケットに IP ACL を適用することを判定するときは、すべてのルールの条件に照らしてパケットを
調べます。最初の一致によってパケットを許可するか拒否するか判定します。一致するものがな
い場合は、Cisco NX-OS ソフトウェアは適切なデフォルト ルールを適用します。Cisco NX-OS ソ
フトウェアは、許可されたパケットの処理を継続し、拒否されたパケットをドロップします。
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章

認証、許可、アカウンティングの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• AAA の概要, 7 ページ
• リモート AAA の前提条件, 12 ページ
• AAA の注意事項と制約事項, 12 ページ
• デフォルトの AAA 設定, 12 ページ
• AAA の設定, 13 ページ
• ローカル AAA アカウンティング ログのモニタリングとクリア , 36 ページ
• AAA 設定の確認, 36 ページ
• AAA の設定例, 37 ページ

AAA の概要
AAA セキュリティ サービス
認証、許可、アカウンティング（AAA）機能では、Cisco Nexus デバイスを管理するユーザの ID
確認、アクセス権付与、およびアクション追跡を実行できます。Cisco Nexus デバイスは、Remote
Access Dial-In User Service（RADIUS）プロトコルまたは Terminal Access Controller Access Control
device Plus（TACACS+）プロトコルをサポートします。
ユーザが入力したユーザ ID とパスワードに基づいて、スイッチは、ローカル データベースを使
用してローカル認証/ローカル許可を実行するか、1 つまたは複数の AAA サーバを使用してリモー
ト認証/リモート許可を実行します。スイッチと AAA サーバ間の通信は、事前共有秘密キーによっ
て保護されます。すべての AAA サーバ用または特定の AAA サーバ専用に共通秘密キーを設定で
きます。
AAA セキュリティは、次のサービスを実行します。
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• 認証：ユーザを識別します。選択したセキュリティ プロトコルに応じて、ログインとパス
ワードのダイアログ、チャレンジ/レスポンス、メッセージング サポート、暗号化などが行
われます。
• 許可：アクセス コントロールを実行します。
Cisco Nexus デバイスにアクセスする許可は、AAA サーバからダウンロードされる属性によっ
て提供されます。RADIUS や TACACS+ などのリモート セキュリティ サーバは、適切なユー
ザで該当する権利を定義した属性値（AV）のペアをアソシエートすることによって、ユーザ
に特定の権限を付与します。
• アカウンティング：課金、監査、レポートのための情報収集、ローカルでの情報のロギン
グ、および AAA サーバへの情報の送信の方式を提供します。

（注）

Cisco NX-OS ソフトウェアは、認証、許可、アカウンティングをそれぞれ個別にサポートしま
す。たとえば、アカウンティングは設定せずに、認証と許可を設定したりできます。

AAA を使用する利点
AAA は、次のような利点を提供します。
• アクセス設定の柔軟性と制御性の向上
• 拡張性
• 標準化された認証方式（RADIUS、TACACS+ など）
• 複数のバックアップ デバイス

リモート AAA サービス
RADIUS プロトコルおよび TACACS+ プロトコルを介して提供されるリモート AAA サービスに
は、ローカル AAA サービスと比べて次のような利点があります。
• ファブリック内の各スイッチに関するユーザ パスワード リストを簡単に管理できます。
• AAA サーバはすでに企業内に幅広く導入されており、簡単に AAA サービスに使用できま
す。
• ファブリック内のすべてのスイッチのアカウンティング ログを集中管理できます。
• スイッチ上のローカル データベースを使用する方法に比べて、ファブリック内の各スイッチ
のユーザ属性は管理が簡単です。
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AAA Server Groups
認証、許可、アカウンティングのためのリモート AAA サーバは、サーバ グループを使用して指
定できます。サーバ グループとは、同じ AAA プロトコルを実装した一連のリモート AAA サーバ
です。リモート AAA サーバが応答しなかった場合、サーバ グループは、フェールオーバー サー
バを提供します。グループ内の最初のリモート サーバが応答しなかった場合、いずれかのサーバ
が応答を送信するまで、グループ内の次のリモートサーバで試行が行われます。サーバグループ
内のすべての AAA サーバが応答しなかった場合、そのサーバ グループ オプションには障害が発
生しているものと見なされます。必要に応じて、複数のサーバ グループを指定できます。スイッ
チが最初のグループ内のサーバからエラーを受信すると、次のサーバ グループのサーバが試行さ
れます。

AAA サービス設定オプション
Cisco Nexus デバイスでは、次のサービスに個別の AAA 設定を使用できます。
• User Telnet または Secure Shell（SSH）ログイン認証
• コンソール ログイン認証
• ユーザ管理セッション アカウンティング
次の表に、AAA サービス設定オプションの CLI コマンドを示します。
表 2：AAA サービス コンフィギュレーション コマンド

AAA サービスコンフィギュレーションオプショ 関連コマンド
ン
Telnet または SSH ログイン

aaa authentication login default

コンソール ログイン

aaa authentication login console

ユーザ セッション アカウンティング

aaa accounting default

AAA サービスには、次の認証方式を指定できます。
• RADIUS サーバ グループ：RADIUS サーバのグローバル プールを認証に使用します。
• 特定のサーバ グループ：指定した RADIUS または TACACS+ サーバ グループを認証に使用
します。
• ローカル：ユーザ名またはパスワードのローカル データベースを認証に使用します。
• なし：ユーザ名だけを使用します。
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（注）

方式がすべて RADIUS サーバになっており、特定のサーバ グループが指定されていない場合、
Cisco Nexus デバイスは、設定されている RADIUS サーバのグローバル プールから、設定され
た順序で RADIUS サーバを選択します。このグローバル プールからのサーバは、Cisco Nexus
デバイス上の RADIUS サーバ グループ内で選択的に設定できるサーバです。
次の表に、AAA サービスに対して設定できる AAA 認証方式を示します。
表 3：AAA サービスの AAA 認証方式

（注）

AAA サービス

AAA の方式

コンソール ログイン認証

サーバ グループ、ローカル、なし

ユーザ ログイン認証

サーバ グループ、ローカル、なし

ユーザ管理セッション アカウンティング

サーバ グループ、ローカル

コンソール ログイン認証、ユーザ ログイン認証、およびユーザ管理セッション アカウンティ
ングでは、Cisco Nexus デバイスは、各オプションを指定された順序で試行します。その他の
設定済みオプションが失敗した場合、ローカル オプションがデフォルト方式です。

ユーザ ログインの認証および許可プロセス
ユーザ ログインの認証および許可プロセスは、次のように実行されます。
• 目的のCisco Nexus デバイスにログインする際、Telnet、SSH、Fabric Manager または Device
Manager、コンソール ログインのいずれかのオプションを使用できます。
• サーバ グループ認証方式を使用して AAA サーバ グループが設定してある場合は、Cisco Nexus
デバイスが、グループ内の最初の AAA サーバに認証要求を送信し、次のように処理されま
す。
その AAA サーバが応答しなかった場合、リモートのいずれかの AAA サーバが認証要求に応
答するまで、試行が継続されます。
サーバ グループのすべての AAA サーバが応答しなかった場合、その次のサーバ グループの
サーバが試行されます。
設定されているすべての認証方式が失敗した場合、ローカル データベースを使用して認証が
実行されます。
• Cisco Nexus デバイスがリモート AAA サーバで正常に認証できた場合は、次の条件が適用さ
れます。
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10

OL-30921-01-J

認証、許可、アカウンティングの設定
ユーザ ログインの認証および許可プロセス

AAA サーバ プロトコルが RADIUS の場合、cisco-av-pair 属性で指定されているユーザ ロー
ルが認証応答とともにダウンロードされます。
AAA サーバ プロトコルが TACACS+ の場合、シェルのカスタム属性として指定されている
ユーザ ロールを取得するために、もう 1 つの要求が同じサーバに送信されます。
• ユーザ名とパスワードがローカルで正常に認証された場合は、Cisco Nexus デバイスにログイ
ンでき、ローカル データベース内で設定されているロールが割り当てられます。
次の図に、認証および許可プロセスのフロー チャートを示します。
図 1：ユーザ ログインの認証および許可のフロー

（注）

この図は、ユーザ名とパスワードによる SSH 認証にのみ該当します。公開キー SSH 認証には
適用されません。ユーザ名とパスワードによる SSH 認証は、常に AAA を介して行われます。
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この図に示されている「残りのサーバなし」とは、現在のサーバ グループ内のいずれのサーバか
らも応答がないということです。

リモート AAA の前提条件
リモート AAA サーバには、次の前提条件があります。
• 少なくとも 1 台の RADIUS サーバまたは TACACS+ サーバが、IP で到達可能であること。
• Cisco Nexus デバイスが AAA サーバのクライアントとして設定されている。
• 事前に共有された秘密キーがCisco Nexus デバイス上およびリモート AAA サーバ上で設定さ
れている。
• リモート サーバが Cisco Nexus デバイスからの AAA 要求に応答する。

AAA の注意事項と制約事項
そのユーザ名が TACACS+ または RADIUS で作成されたのか、ローカルで作成されたのかに関係
なく、Cisco Nexus デバイスでは、すべて数値のユーザ名はサポートされません。AAA サーバに
数字だけのユーザ名が存在し、ログイン時にその名前を入力した場合でも、ユーザは Cisco Nexus
デバイスにログインを許可されます。

注意

すべて数字のユーザ名でユーザ アカウントを作成しないでください。

デフォルトの AAA 設定
次の表に、AAA パラメータのデフォルト設定を示します。
表 4：デフォルトの AAA パラメータ

パラメータ（Parameters）

デフォルト

コンソール認証方式

local

デフォルト認証方式

local

ログイン認証失敗メッセージ

ディセーブル

MSCHAP 認証

ディセーブル

デフォルト アカウンティング方式

local

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
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パラメータ（Parameters）

デフォルト

アカウンティング ログの表示サイズ

250 KB

AAA の設定
コンソール ログイン認証方式の設定
認証方式には、次のものがあります。
• RADIUS サーバのグローバル プール
• RADIUS サーバまたは TACACS+ サーバの名前付きサブセット
• Cisco Nexus デバイス上のローカル データベース
• ユーザ名のみ（none）
デフォルトの方式は、ローカルです。

（注）

事前に設定されている一連の RADIUL サーバに関しては、aaa authentication コマンドの group
radius 形式および groupserver-name 形式を使用します。ホスト サーバを設定するには、radius
server-host コマンドを使用します。サーバの名前付きグループを作成するには、aaa group
server radius コマンドを使用します。
必要に応じて、コンソール ログイン認証方式を設定する前に RADIUS または TACACS+ サーバ
グループを設定します。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

switch# configure terminal 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。

ステップ 2

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

コンソールのログイン認証方式を設定します。
group-list 引数には、グループ名をスペースで区切ったリ
ストを指定します。グループ名は、次のように指定しま
す。
• radius を指定すると、RADIUS サーバのグローバル
プールが認証に使用されます。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
• named-group を指定すると、TACACS+ サーバまた
は RADIUS サーバの名前付きサブセットが認証に
使用されます。
local 方式では、ローカル データベースが認証に使用さ
れます。none 方式では、ユーザ名のみが使用されます。
デフォルトのコンソール ログイン方式は local です。こ
の方式は、方式が一切設定されていない場合、および設
定済みのどの方式でも応答が得られなかった場合に使用
されます。
ステップ 3

switch(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

ステップ 4

switch# show aaa
authentication

（任意）
コンソール ログイン認証方式の設定を表示します。

ステップ 5

switch# copy
running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コン
フィギュレーションにコピーします。

次に、コンソール ログインの認証方式を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# aaa authentication login console group radius
switch(config)# exit
switch# show aaa authentication
switch# copy running-config startup-config

デフォルトのログイン認証方式の設定
デフォルトの方式は、ローカルです。
必要に応じて、デフォルトのログイン認証方式を設定する前に RADIUS または TACACS+ サーバ
グループを設定します。
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手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

switch# configure terminal 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。

ステップ 2

switch(config)# aaa
デフォルト認証方式を設定します。
authentication login default
group-list 引数には、グループ名をスペースで区切った
{groupgroup-list [none] |
リストを指定します。グループ名は、次のように指定
local | none}
します。
• radius を指定すると、RADIUS サーバのグローバ
ル プールが認証に使用されます。
• named-group を指定すると、TACACS+ サーバまた
は RADIUS サーバの名前付きサブセットが認証に
使用されます。
local 方式では、ローカル データベースが認証に使用さ
れます。none方式では、ユーザ名のみが使用されます。
デフォルトのログイン方式は local です。これは、方式
が一切設定されていない場合、および設定済みのどの
方式でも応答が得られなかった場合に使用されます。

ステップ 3

switch(config)# exit

設定モードを終了します。

ステップ 4

switch# show aaa
authentication

（任意）
デフォルトのログイン認証方式の設定を表示します。

ステップ 5

switch# copy
running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コン
フィギュレーションにコピーします。

ログイン認証失敗メッセージのイネーブル化
ユーザがログインして、リモート AAA サーバが応答しなかった場合は、ローカル ユーザ データ
ベースによってログインが処理されます。ログイン失敗メッセージの表示をイネーブルにしてい
た場合は、次のようなメッセージが表示されます。
Remote AAA servers unreachable; local authentication done.
Remote AAA servers unreachable; local authentication failed.
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# aaa authentication ログイン認証失敗メッセージをイネーブルに
login error-enable
します。デフォルトではディセーブルになっ
ています。

ステップ 3

switch(config)# exit

ステップ 4

switch# show aaa authentication （任意）
ログイン失敗メッセージの設定を表示しま
す。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

設定モードを終了します。

（任意）
実行コンフィギュレーションをスタートアッ
プ コンフィギュレーションにコピーします。

AAA コマンド許可の設定
TACACS+ サーバの許可方式が設定されている場合は、ユーザが TACACS+ サーバで実行するす
べてのコマンド（すべての EXEC モード コマンドおよびすべてのコンフィギュレーション モード
コマンドを含む）を許可できます。
許可方式には、次のものがあります。
• Group：TACACS+ サーバ グループ
• Local：ローカル ロールベース許可
• None：許可は実行されません
デフォルトの方式は、Local です。

（注）

コンソール セッションの許可は、Cisco Nexus 5000 プラットフォームではサポートされていま
せん。Cisco Nexus 5500 プラットフォームでは、リリース 6.x 以降でサポートされています。

はじめる前に
AAA コマンドの許可を設定する前に、TACACS+ をイネーブルにする必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 configure terminal

目的
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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2 aaa authorization {commands |
config-commands} {default}
{{[groupgroup-name] |[ local]} |
{[groupgroup-name] |[ none]}}
例：
switch(config)# aaa authorization
config-commands default group tac1

許可パラメータを設定します。
EXEC モード コマンドを許可するには、
commands キーワードを使用します。
コンフィギュレーション モード コマンドの
許可には、config-commands キーワードを使
用します。
許可方式を指定するには、group、local、ま
たは none キーワードを使用します。

例：
switch# aaa authorization commands
default group tac1

次に、TACACS+ サーバ グループ tac1 で EXEC モード コマンドを許可する例を示します。
switch#

aaa authorization commands default group tac1

次に、TACACS+ サーバ グループ tac1 でコンフィギュレーション モード コマンドを許可する例
を示します。
switch(config)#

aaa authorization config-commands default group tac1

次に、TACACS+ サーバ グループ tac1 でコンフィギュレーション モード コマンドを許可する例
を示します。
• サーバが到達可能である場合、コマンドはサーバ応答に基づいて許可され、または許可され
ません。
• サーバに到達する際にエラーが生じた場合、コマンドはユーザのローカル ロールに基づいて
許可されます。
switch(config)#

aaa authorization config-commands default group tac1 local

次に、TACACS+ サーバ グループ tac1 でコンフィギュレーション モード コマンドを許可する例
を示します。
• サーバが到達可能である場合、コマンドはサーバ応答に基づいて許可され、または許可され
ません。
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• サーバに到達する際にエラーが生じた場合は、ローカル ロールにかかわらずコマンドを許可
します。
switch#

aaa authorization commands default group tac1 none

次に、ローカル ロールにかかわらず EXEC モード コマンドを許可する例を示します。
switch#

aaa authorization commands default none

次に、ローカル ロールを使用して EXEC モード コマンドを許可する例を示します。
switch#

aaa authorization commands default local

コンソール許可コマンドの設定
許可方式には、次のものがあります。
• TACACS+ サーバの名前付きサブセット
• Cisco Nexus デバイス上のローカル データベース
• ユーザ名のみ（none）
デフォルトの方式は、ローカルです。
必要に応じて、コンソール許可コマンドを設定する前に TACACS+ サーバ グループを設定しま
す。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# aaa
authorization commands
console {groupgroup-list
[none] | local | none}

コンソールの許可を設定します。
group-list 引数には、グループ名をスペースで区切った
リストを指定します。グループ名を次に示します。
• named-group：TACACS+ サーバの名前付きサブ
セットを許可に使用します。
local 方式では、許可にローカル データベースが使用
されます。none 方式では、ユーザ名のみが使用され
ます。
デフォルトのコンソール許可は local です。この方式
は、方式が一切設定されていない場合、および設定済
みのどの方式でも応答が得られなかった場合に使用さ
れます。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 3

switch(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し
ます。

ステップ 4

switch# show aaa
authorization

（任意）
コンソール許可コマンドの設定を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config （任意）
startup-config
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コン
フィギュレーションにコピーします。

次に、コンソール許可コマンドを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# aaa authorization commands console group tacacs+
switch(config)# exit
switch# show aaa authorization
switch# copy running-config startup-config

MSCHAP 認証のイネーブル化
マイクロソフト チャレンジ ハンドシェーク認証プロトコル（MSCHAP）は、マイクロソフト版の
CHAP です。リモート認証サーバ（RADIUS または TACACS+）を通じて、Cisco Nexus デバイス
へのユーザ ログインに MSCHAP を使用できます。
デフォルトでは、Cisco Nexus デバイスはスイッチとリモート サーバの間でパスワード認証プロト
コル（PAP）認証を使用します。MSCHAP がイネーブルの場合は、MSCHAP VSA（Vendor-Specific
Attribute; ベンダー固有属性）を認識するように RADIUS サーバを設定する必要があります。
次の表に、MSCHAP に必要な RADIUS VSA を示します。
表 5： MSCHAP RADIUS VSA

ベンダー ID 番号

ベンダー タイプ番号

VSA

説明

311

11

MSCHAP-Challenge

AAA サーバから
MSCHAP ユーザに送信
されるチャレンジを保
持します。これは、
Access-Request パケッ
トと Access-Challenge
パケットの両方で使用
できます。
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ベンダー ID 番号

ベンダー タイプ番号

VSA

説明

211

11

MSCHAP-Response

チャレンジに対する応
答として MSCHAP
ユーザが入力した値を
保持します。
Access-Request パケッ
トでしか使用されませ
ん。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# aaa authentication MS-CHAP 認証をイネーブルにします。デ
login mschap enable
フォルトではディセーブルになっています。

ステップ 3

switch(config)# exit

設定モードを終了します。

ステップ 4

switch# show aaa authentication
login mschap

（任意）
MS-CHAP 設定を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。

デフォルトの AAA アカウンティング方式の設定
Cisco Nexus デバイスは、アカウンティングに TACACS+ 方式と RADIUS 方式をサポートします。
スイッチは、ユーザ アクティビティをアカウンティング レコードの形で TACACS+ セキュリティ
サーバまたは RADIUS セキュリティ サーバに報告します。各アカウンティング レコードに、ア
カウンティング属性値（AV）のペアが入っており、それが AAA サーバに格納されます。
AAA アカウンティングをアクティブにすると、Cisco Nexus デバイスは、これらの属性をアカウ
ンティング レコードとして報告します。そのアカウンティング レコードは、セキュリティ サー
バ上のアカウンティング ログに格納されます。
特定のアカウンティング方式を定義するデフォルト方式のリストを作成できます。それには次の
方式があります。
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• RADIUS サーバ グループ：RADIUS サーバのグローバル プールをアカウンティングに使用し
ます。
• 特定のサーバ グループ：指定した RADIUS または TACACS+ サーバ グループをアカウンティ
ングに使用します。
• ローカル：ユーザ名またはパスワードのローカル データベースをアカウンティングに使用し
ます。

（注）

サーバ グループが設定されていて、そのサーバ グループが応答しない場合、デフォルトでは
ローカル データベースが認証に使用されます。

はじめる前に
必要に応じて、AAA アカウンティングのデフォルト方式を設定する前に RADIUS または TACACS+
サーバ グループを設定します。

手順
コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 1

switch# configure
terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# aaa
デフォルトのアカウンティング方式を設定します。スペー
accounting
スで区切ったリストで、1 つまたは複数のサーバ グループ
default{groupgroup-list| 名を指定できます。
local}
group-list 引数には、グループ名をスペースで区切ったリ
ストを指定します。グループ名は、次のように指定しま
す。
• radius を指定すると、RADIUS サーバのグローバル
プールがアカウンティングに使用されます。
• named-group を指定すると、TACACS+ サーバまたは
RADIUS サーバの名前付きサブセットがアカウンティ
ングに使用されます。
local 方式では、アカウンティングにローカル データベー
スが使用されます。
デフォルトの方式は local です。サーバ グループが設定さ
れていないとき、または設定済みのすべてのサーバグルー
プから応答がないときに、このデフォルト方式が使用され
ます。
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コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 3

switch(config)# exit

設定モードを終了します。

ステップ 4

switch# show aaa
accounting

（任意）
デフォルトの AAA アカウンティング方式の設定を表示し
ます。

ステップ 5

switch# copy
running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィ
ギュレーションにコピーします。

AAA サーバの VSA の使用
VSA
ベンダー固有属性（VSA）を使用して、AAA サーバ上でのCisco Nexus デバイスのユーザ ロール
および SNMPv3 パラメータを指定できます。
インターネット技術特別調査委員会（IETF）が、ネットワーク アクセス サーバと RADIUS サー
バの間での VSA の通信のための方式を規定する標準を作成しています。IETF は属性 26 を使用し
ます。ベンダーはVSAを使用して、一般的な用途には適さない独自の拡張属性をサポートできま
す。シスコの RADIUS 実装は、この仕様で推奨される形式を使用して、1 つのベンダー固有オプ
ションをサポートしています。シスコのベンダー ID は 9、サポートされるオプションのベンダー
タイプは 1（名前付き cisco-av-pair）です。値は次の形式のストリングです。
protocol : attribute seperator value *

プロトコルは、特定のタイプの許可用のシスコ属性です。必須属性の区切り文字は等号（=）で、
アスタリスク（*）は任意属性を示します。
Cisco Nexus デバイスでの認証に RADIUS サーバを使用する場合は、許可情報などのユーザ属性を
認証結果とともに返すように、RADIUS サーバに RADIUS プロトコルで指示します。この許可情
報は、VSA で指定されます。

VSA の形式
次の VSA プロトコル オプションが、Cisco Nexus デバイスでサポートされています。
• Shell：ユーザ プロファイル情報を提供する access-accept パケットで使用されます。
• Accounting：accounting-request パケットで使用されます。値にスペースが含まれている場合
は、二重引用符で囲んでください。
次の属性がCisco Nexus デバイスでサポートされています。
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• roles：ユーザに割り当てるすべてのロールをリストします。値フィールドは、グループ名を
空白で区切ったリストの入ったストリングです。
• accountinginfo：標準の RADIUS アカウンティング プロトコルで処理される属性に加えて、追
加のアカウンティング情報が格納されます。この属性が送信されるのは、スイッチ上の
RADIUS クライアントからの Account-Request フレームの VSA 部分内だけです。この属性は、
アカウンティング プロトコル関連の PDU でしか使用できません。

AAA サーバ上でのスイッチのユーザ ロールと SNMPv3 パラメータの指定
AAA サーバで VSA cisco-av-pair を使用して、次の形式で、Cisco Nexus デバイスのユーザ ロール
マッピングを指定できます。
shell:roles="roleA roleB …"

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

（注）

Cisco Unified Wireless Network TACACS+ 設定と、ユーザ ロールの変更については、『Cisco
Unified Wireless Network TACACS+ Configuration』を参照してください。
次のように SNMPv3 認証とプライバシー プロトコル属性を指定することもできます。
shell:roles="roleA roleB..." snmpv3:auth=SHA priv=AES-128

SNMPv3 認証プロトコルに指定できるオプションは、SHA と MD5 です。プライバシー プロトコ
ルに指定できるオプションは、AES-128 と DES です。cisco-av-pair 属性にこれらのオプションを
指定しなかった場合のデフォルトの認証プロトコルは、MD5 と DES です。
追加情報については、Cisco Nexus デバイスの『System Management Configuration Guide』の
「Configuring User Accounts and RBAC」の章を参照してください。

セキュア ログインの機能拡張
次のセキュア ログインの機能拡張は、Cisco NX-OS でサポートされています。

ログイン パラメータの設定
Cisco NX-OS デバイスへの DoS 攻撃と思われる攻撃の検出と辞書攻撃の低減に役立つログイン パ
ラメータを設定するには、次の作業を実行します。
すべてのログインパラメータは、デフォルトではディセーブルです。他のログインコマンドを使
用する前に、デフォルトのログイン機能をイネーブルにする loginblock-for コマンドを入力する必
要があります。loginblock-for コマンドをイネーブルにすると、次のデフォルトが強制されます。
• Telnet または SSH を通じて行われるすべてのログイン試行は、待機時間中拒否されます。つ
まり、loginquiet-modeaccess-class コマンドが入力されるまで、ACL はログイン時間から除外
されません。
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手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

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。

例：
Switch# configure terminal

ステッ
プ2

[no]
Cisco NX-OS デバイスで DoS 検出の提
loginblock-forsecondsattemptstrieswithinseconds 供に役立つログイン パラメータを設定
します。
例：

（注）

Switch(config)# login block-for 100 attempts
2 within 100

ステッ
プ3

[no] loginquiet-modeaccess-class {acl-name |
acl-number}
例：
Switch(config)# login quiet-mode
access-class myacl

ステッ
プ4

exit

このコマンドは、その他の
ログイン コマンドを使用す
る前に発行する必要があり
ます。

（オプション）このコマンドはオプ
ションですが、デバイスが静音モード
に切り替わるときにデバイスに適用さ
れる ACL を指定するように設定する
ことを推奨します。デバイスが静音
モードのときは、すべてのログイン要
求は拒否され、利用可能な接続のみコ
ンソールで使用できます。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# exit

ステッ
プ5

showloginfailures
例：

ログイン パラメータを表示します。
• failures：失敗したログイン試行に
関連する情報のみを表示します。

Switch# show login
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ログイン パラメータの設定例
ログイン パラメータの設定：例
次に、100 秒以内に 15 回ログイン要求が失敗した場合に 100 秒の待機モードに入るようにスイッ
チを設定する例を示します。待機時間中、ACL「myacl」からのホスト以外、すべてのログイン要
求が拒否されます。
Switch(config)# login block-for 100 attempts 15 within 100
Switch(config)# login quiet-mode access-class myacl

ログイン パラメータの表示：例
show login コマンドからの次のサンプル出力は、ログイン パラメータが指定されていないことを
確認します。
Switch# show login
No Quiet-Mode access list has been configured, default ACL will be applied.
Switch is enabled to watch for login Attacks.
If more than 2 login failures occur in 45 seconds or less,
seconds.

logins will be disabled for 70

Switch presently in Normal-Mode.
Current Watch Window remaining time 10 seconds.
Present login failure count 0.

show login failures コマンドからの次のサンプル出力は、スイッチ上で失敗したすべてのログイン
試行を表示します。
Switch# show login failures
Information about last 20 login failures with the device.
-------------------------------------------------------------------------------Username
Line
Source
Appname
TimeStamp
-------------------------------------------------------------------------------admin
pts/0
bgl-ads-728.cisco.com
login
Wed Jun 10 04:56:16 2015
admin
pts/0
bgl-ads-728.cisco.com
login
Wed Jun 10 04:56:19 2015
--------------------------------------------------------------------------------

show login failures コマンドからの次のサンプル出力は、現在記録されている情報がないことを確
認します。
Switch# show login failures
*** No logged failed login attempts with the device.***

ユーザごとのログイン ブロックの設定
ユーザごとのログイン ブロックは、サービス拒否（DoS）と思われる攻撃を検出して辞書攻撃を
低減します。この機能はロカール ユーザにのみ適用されます。このタスクを使用して、ログイン
パラメータを設定しログイン失敗時にユーザをブロックします。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

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。

例：
switch# configure terminal

ステップ 2

aaa
ユーザをブロックするようにログ
authenticationrejectedattemptsinsecondsbanseconds イン パラメータを設定します。
例：
switch(config)# aaa authentication rejected
3 in 20 ban 300

ステップ 3

exit

no aaa
authenticationrejected コ
マンドを使用して、デ
フォルトのログイン パ
ラメータに復元します。
特権 EXEC モードに戻ります。
（注）

例：
switch(config)# exit

ステップ 4

showrunningconfig

（オプション）ログイン パラメー
タを表示します。

例：
switch# show running config

ステップ 5

showaaalocal userblocked

（オプション）ブロックされた
ローカル ユーザを表示します。

例：
switch# show aaa local user blocked

ステップ 6

clearaaalocal userblocked{usernameuser | all}

（オプション）ブロックされた
ローカル ユーザをクリアします。

例：
switch# clear aaa local user blocked username
testuser

• all：すべてのブロックされた
ローカル ユーザをクリアしま
す。
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ユーザごとのログイン ブロックの設定例
ユーザごとのログイン ブロックのパラメータの設定
次の例では、60 秒の期間内で 5 回のログイン試行に失敗した場合にユーザを 300 秒間ブロックす
るようにログイン パラメータを設定する方法を示しています。
switch(config)# aaa authentication rejected 5 in 60 ban 300

ログイン パラメータの表示
次の例では、スイッチに設定されるログイン パラメータを示しています。
switch# show run | i rejected
aaa authentication rejected 5 in 60 ban 300

ブロックされたローカル ユーザの表示
次の例では、ブロックされたローカル ユーザを示しています。
switch# show aaa local user blocked
Local-user
State
testuser

Watched (till 11:34:42 IST Feb 5 2015)

ブロックされたローカル ユーザのクリア
次の例では、ブロックされたローカル ユーザの testuser をクリアする方法を示しています。
switch# clear aaa local user blocked username testuser

ユーザごとのセッション制限：ユーザごとのログインごと
ユーザごとの最大セッション数を制限するにはこのタスクを使用します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

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。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

[no] user max-loginsmax-logins
例：
Switch(config)# user max-logins
1

ユーザごとの最大セッション数を制限します。
指定できる範囲は 1 ～ 7 です。最大ログイン数
の制限を 1 に設定すると、ユーザごとに 1 つの
セッションのみ（telnet/SSH）が許可されます。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

exit

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# exit

パスフレーズ長の設定
最大および最小のパスフレーズ長を設定するには、このタスクを使用します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal

ステップ 2

userpassphrase {{min-lengthvalue |
max-lengthvalue} |
min-lengthvaluemax-lengthvalue}
例：
switch(config)# userpassphrase
max-length 127

ステップ 3

no userpassphrase {min-length |
max-length | length}

ユーザのパスフレーズ長を設定します。最
小パスフレーズ長の値の範囲は 8 ～ 127 で
す。最大パスフレーズ長の値の範囲は 80
～ 127 です。デフォルトの最小パスフレー
ズ長は 8 であり、デフォルトの最大パスフ
レーズ長は 127 です。
パスフレーズ長の設定をデフォルト設定に
リセットします。

例：
switch(config)# no userpassphrase
max-length

ステップ 4

exit

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
switch(config)# exit
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

show userpassphrase {min-length |
max-length | length}

最大および最小のユーザ パスフレーズ長
を表示します。

例：
switch# show userpassphrase length

パスフレーズの時間値の設定
以下のユーザのパスフレーズの時間値を設定できます。
• Lifetime：パスフレーズのライフタイム（日数）です。パスフレーズが期限切れになった後、
ユーザは最初のログイン時にパスフレーズを変更するよう求められます。
• Gracetime：パスフレーズの猶予期間（日数）です。Gracetime は、パスフレーズの有効期限
が切れてからアカウントがロックされるまでの、アクティビティがなかった日数です。
• Warntime：パスフレーズの期限切れの警告期間（日数）です。Warntime は、ユーザのパスフ
レーズが期限切れになる前の日数であり、このときパスフレーズが期限切れになることを
ユーザに警告します。
デフォルトの時間値は、ライフタイムは 99999 日、warntime は 14 日、gracetime は 3 日です。
値 99999 は、デフォルトでユーザのパスフレーズが期限切れしていないことを示します。

デフォルトでは、「admin」以外のユーザの実行コンフィギュレーションに追
加の設定が追加されます。これはユーザのパスフレーズの時間値を示します。
デフォルトでは、追加の設定は、ユーザのデフォルトのパスフレーズの時間
値を表示します。

（注）

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal

ステッ
プ2

usernameusernamepassphrase {{lifetime | warntime |
ユーザのパスフレーズの時間
gracetime} time-value |
値を設定します。
{lifetimetime-valuewarntimetime-valuegracetimetime-value}}
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コマンドまたはアクション

目的

例：

このステップは network-admin
でのみ実行できることに注意
してください。

switch(config)# username test-user passphrase lifetime
990

ステッ
プ3

no usernameusernamepassphrase {lifetime | warntime |
gracetime | timevalues}
例：

ステッ
プ4

switch(config)# no username test-user passphrase
lifetime

このステップは network-admin
でのみ実行できることに注意
してください。

userpassphrase {default-lifetime | default-warntime |
default-gracetime} time-value

（任意）
デフォルトのパスフレーズの
時間値を更新します。

例：
switch(config)# userpassphrase default-lifetime 990

ステッ
プ5

no userpassphrase {default-lifetime | default-warntime |
default-gracetimetimevalue}
例：

ステッ
プ6

（任意）
ユーザのパスフレーズの時間
値をデフォルト値にリセット
します。

このステップは network-admin
でのみ実行できることに注意
してください。
（任意）
設定されているデフォルト値
が初期のデフォルト値にリ
セットされます。

switch(config)# no userpassphrase default-lifetime

このステップは network-admin
でのみ実行できることに注意
してください。

usernameusernameexpire-userpassphrase

（任意）
任意の userpassphrase をすぐ
に期限切れに設定します。パ
スフレーズの期限切れ後にロ
グインしようとすると、古い
パスワードを正しく入力した
後に新しいパスワードを入力
して作成するように求められ
ます。

例：
switch(config)# username john expire-userpassphrase

このステップは admin でのみ
実行できることに注意してく
ださい。
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ステッ
プ7

コマンドまたはアクション

目的

exit

特権 EXEC モードに戻りま
す。

例：
switch(config)# exit

ステッ
プ8

show userpassphrase {default-lifetime | default-warntime | パスフレーズの時間値を表示
default-gracetime | timevalues}
します。
例：
switch# show userpassphrase default-lifetime

ステッ
プ9

show usernameusernamepassphrase timevalues
例：
switch# show username john passphrase timevalues

ステッ
プ 10

特定のユーザのパスフレーズ
のライフタイム、警告期間、
および猶予期間を表示しま
す。
（任意）
設定されている値を表示しま
す。

show running-config
例：
switch# show running-config

パスフレーズの時間値の設定
次の例では、test-user のパスフレーズの時間値を設定する方法を示しています。
switch(config)# username test-user passphrase lifetime 365 warntime 10 gracetime 5
switch(config)# show username test-user passphrase timevalues
Last passphrase change(Y-M-D): 2016-01-28
Passphrase lifetime:
365 days after last passphrase change
Passphrase warning time starts: 10 days before passphrase lifetime
Passphrase Gracetime ends:
5 days after passphrase lifetime
switch# show running-config
!Command: show running-config
!Time: Mon Nov 30 02:32:51 2015
version 7.3(0)N1(1)
hostname switch
role name test
username admin password 5 5$0sCUUZQm$fXdGj90e9yXv1XeuY9qResKmLGKQtn8Tj6ab4s4IcVA role
network-admin username test-user password 5
5$c9Gmvm8E$aoSQ1X7vfphlJ6WeRQl3C0Py6TlpiDjhWcF6kYi4hg6 expire 1970-01-01 role network-operator
username test-user passphrase

lifetime 365 warntime 10 gracetime 5

ユーザ アカウントのロック
管理者として、任意のユーザ アカウントをロックまたはロック解除できます。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal

ステップ 2

[no]
指定したユーザ アカウントをロックしま
usernameusernamelock-user-account す。ユーザ アカウントのロックを解除す
るには、このコマンドの no 形式を使用し
例：
ます。
switch(config)# username john
lock-user-account

ステップ 3

unlock locked-users
例：

（任意）
すべてのロックされたユーザ アカウント
をロック解除します。

switch(config)# unlock
locked-users

ステップ 4

exit

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
switch(config)# exit

ステップ 5

show locked-users

すべてのロックされたユーザを表示しま
す。

例：
switch# show locked-users

無効なユーザ名のロギング
管理者として、認証の失敗時にログに無効なユーザ名のロギング、またはロギングがないことを
確認できます。デフォルトでは、認証の失敗時の無効なユーザ名はロギングされません。認証が
通らないユーザ名は、無効なユーザ名とみなされて記録されません。これは、パスワードを誤っ
てユーザ名フィールドに入力した場合に記録される可能性があるためです。この機能はパスワー
ドを記録するリスクを軽減できます。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal

ステップ 2

[no] aaa authentication login
invalid-username-log
例：

認証失敗時の無効なユーザ名のロギング
をイネーブルにします。無効なユーザ名
のロギングをディセーブルにするには、
このコマンドの no 形式を使用します。

switch(config)# aaa authentication
login invalid-username-log

ステップ 3

exit

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
switch(config)# exit

ステップ 4

show aaa authentication login
invalid-username-log

無効なユーザ名のロギングがイネーブル
かどうかを表示します。

例：
switch# show aaa authentication
login invalid-username-log

パスワードの変更
パスワードを変更するには、このタスクを使用します。

手順
ステップ 1

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

ステップ 2

パスワードを変更するには、次のいずれかを実行します。
• 古いパスワードで認証を行い、新しいパスワードを入力します。
switch(config)# change-password
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（注）

デフォルトでは、password secure-mode は有効化されています。したがって、ユー
ザはパスワードを変更する前に古いパスワードを認証に使用する必要があります。
管理者ユーザは、no password secure-mode コマンドを使用して、パスワード セキュ
ア モードを無効にできます。これによりユーザは、
usernameusernamepasswordnew_password コマンドを使用して、古いパスワードで
の認証を行わずにパスワードを変更できます。

• パスワード セキュア モードが有効の場合、管理者ユーザは、username コマンドを使用して
パスワードを変更できます。
switch(config)# username admin passwordnew-passwordrolerole-name
（注）

パスワード セキュア モードが無効の場合、どのユーザでも、username コマンドを
使用してパスワードを変更できます。

ステップ 3

特権モードを終了します。
switch(config)# exit

ステップ 4

パスワード セキュア モードのステータスを表示します。
switch# show password secure-mode

パスワードの変更
この例では、パスワードを変更するための実行コンフィギュレーションを示しています。プレー
スホルダを、セットアップに関連する値に置き換えます。
config t
change-password
Enter old password:
Enter new password:
Confirm new password:
exit

ユーザ名のパスワード プロンプトの有効化
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

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。

例：
Switch# configure terminal
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

[no] password prompt username ログイン ノブをイネーブルにします。このコマン
ドをイネーブルにして、ユーザがパスワード オプ
例：
ションなしで username コマンドを入力すると、
パスワードが求められます。パスワードは隠し文
Switch(config)# password
prompt username
字を受け入れます。ログイン ノブをディセーブル
にするには、このコマンドの no 形式を使用しま
す。

ステップ 3

exit

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# exit

OS の整合性を確認するための SHA-256 アルゴリズムをサポート
show file bootflash:/ sha256sum コマンドを使用してファイルの sha256sum を表示します。このコ
マンドのサンプル出力を次に示します。
Switch# show file bootflash:/ sha256sum
abd9d40020538acc363df3d1bae7d1df16841e4903fca2c07c7898bf4f549ef5

RADIUS/TACACS+ を使用するための共有キー値の設定
ユーザがリモート認証およびアカウンティング用に設定した共有秘密は隠す必要があります。
radius-server key および tacacs-server key コマンドについては、暗号化された共有秘密鍵を生成す
るために別のコマンドを使用できます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

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。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

generate type7_encrypted_secret RADIUS および TACACS 共有秘密をキー タイ
プ 7 で設定します。暗号化された共有秘密の生
例：
成中、ユーザの入力は非表示になります。
Switch(config)# generate
type7_encrypted_secret
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 3

プレーン テキストに相当する暗号化
を別に生成し、暗号化された共有秘密
を後で設定できます。

特権 EXEC モードに戻ります。

exit
例：
Switch(config)# exit

ローカル AAA アカウンティングログのモニタリングとク
リア
Cisco Nexus デバイスは、AAA アカウンティング アクティビティのローカル ログを保持していま
す。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# show accounting log アカウンティング ログを表示します。このコマンド
[size] [start-timeyear month day 出力には、デフォルトで最大 250,000 バイトのアカウ
hh:mm:ss]
ンティング ログが表示されます。サイズ引数を指定
すれば、コマンドの出力を制限できます。指定でき
る範囲は 0 ～ 250000 バイトです。ログ出力の開始時
刻を指定することもできます。

ステップ 2

switch# clear accounting log

（任意）
アカウンティング ログの内容をクリアします。

AAA 設定の確認
AAA 情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。
コマンド

目的

show aaa accounting

AAA アカウンティングの設定を表示します。
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コマンド

目的

show aaa authentication [login {error-enable |
mschap}]

AAA 認証情報を表示します。

show aaa authorization

AAA 許可の情報を表示します。

show aaa groups

AAA サーバ グループの設定を表示します。

show running-config aaa [all]

実行コンフィギュレーションの AAA 設定を表
示します。

show startup-config aaa

スタートアップコンフィギュレーションのAAA
設定を表示します。

AAA の設定例
次に、AAA を設定する例を示します。
switch(config)# aaa authentication login default group radius
switch(config)# aaa authentication login console group radius
switch(config)# aaa accounting default group radius
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章

RADIUS の設定
この章の内容は、次のとおりです。
• RADIUS の概要, 39 ページ
• RADIUS の前提条件, 42 ページ
• RADIUS の注意事項と制約事項, 42 ページ
• RADIUS のデフォルト設定, 43 ページ
• RADIUS サーバの設定, 43 ページ
• RADIUS 設定の確認, 56 ページ
• RADIUS サーバ統計情報の表示, 56 ページ
• RADIUS サーバ統計情報のクリア, 56 ページ
• RADIUS の設定例, 57 ページ

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

RADIUS ネットワーク環境
RADIUS は、高度なセキュリティを必要とし、同時にリモート ユーザのネットワーク アクセスを
維持する必要があるさまざまなネットワーク環境に実装できます。
RADIUS は、アクセス セキュリティを必要とする次のネットワーク環境で使用します。
• RADIUS をサポートしている複数ベンダーのネットワーク デバイスを使用したネットワーク
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たとえば、複数ベンダーのネットワーク デバイスで、単一の RADIUS サーバ ベースのセキュ
リティ データベースを使用できます。
• すでに RADIUS を使用中のネットワーク。
RADIUS を使用したCisco Nexus デバイスをネットワークに追加できます。この作業は、AAA
サーバに移行するときの最初の手順になります。
• リソース アカウンティングが必要なネットワーク。
RADIUS アカウンティングは、RADIUS 認証または RADIUS 認可とは個別に使用できます。
RADIUS アカウンティング機能を使用すると、サービスの開始および終了時に、セッション
中に使用したリソース（時間、パケット、バイトなど）の量を示すデータを送信できます。
インターネット サービス プロバイダー（ISP）は、RADIUS アクセス コントロールおよびア
カウンティング用ソフトウェアのフリーウェア版を使用して、特殊なセキュリティおよび課
金ニーズに対応しています。
• 認証プロファイルをサポートするネットワーク
ネットワークで RADIUS サーバを使用すると、AAA 認証を設定し、ユーザごとのプロファ
イルをセットアップできます。ユーザごとのプロファイルにより、Cisco Nexus デバイスは、
既存の RADIUS ソリューションを使用してポートを管理できると同時に、共有リソースを効
率的に管理してさまざまなサービス レベル契約を提供できます。

RADIUS の操作について
ユーザがログインを試行し、RADIUS を使用してCisco Nexus デバイスに対する認証を行う際に
は、次のプロセスが実行されます。
1 ユーザが、ユーザ名とパスワードの入力を求められ、入力します。
2 ユーザ名および暗号化されたパスワードが、ネットワーク経由で RADIUS サーバに送信されま
す。
3 ユーザは、RADIUS サーバから次のいずれかの応答を受信します。
• ACCEPT：ユーザが認証されたことを表します。
• REJECT：ユーザは認証されず、ユーザ名とパスワードの再入力を求められるか、アクセ
スを拒否されます。
• CHALLENGE：RADIUS サーバによってチャレンジが発行されます。チャレンジは、ユー
ザから追加データを収集します。
• CHANGE PASSWORD：RADIUS サーバからユーザに対して新しいパスワードの選択を求
める要求が発行されます。
ACCEPT 応答または REJECT 応答には、EXEC 許可またはネットワーク許可に使用される追加デー
タが含まれています。RADIUS 認可を使用するには、まず RADIUS 認証を完了する必要がありま
す。ACCEPT または REJECT パケットに含まれる追加データの内容は次のとおりです。
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• ユーザがアクセス可能なサービス（Telnet、rlogin、またはローカルエリア トランスポート
（LAT）接続、ポイントツーポイント プロトコル（PPP）、シリアル ライン インターネット
プロトコル（SLIP）、EXEC サービスなど）
• 接続パラメータ（ホストまたはクライアントの IPv4 または IPv6 アドレス、アクセス リス
ト、ユーザ タイムアウト）

RADIUS サーバのモニタリング
応答を返さない RADIUS サーバがあると、AAA 要求の処理に遅延が発生する可能性があります。
AAA 要求の処理時間を節約するために、定期的に RADIUS サーバをモニタリングし、RADIUS
サーバが応答を返す（アライブ状態である）かどうかを調べるよう、スイッチを設定できます。
スイッチは、応答を返さない RADIUS サーバをデッド（dead）状態としてマークし、デッド
RADIUS サーバには AAA 要求を送信しません。また、定期的にデッド RADIUS サーバをモニタ
リングし、それらが応答を返したらアライブ状態に戻します。このプロセスにより、RADIUS サー
バが稼働状態であることを確認してから、実際の AAA 要求がサーバに送信されます。RADIUS
サーバの状態がデッドまたはアライブに変わると、簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）
トラップが生成され、障害が発生したことを知らせるエラー メッセージがスイッチによって表示
されます。
次の図に、さまざまな RADIUS サーバの状態を示します。
図 2：RADIUS サーバの状態

（注）

アライブ サーバとデッド サーバのモニタリング間隔は異なります。これらはユーザが設定で
きます。RADIUS サーバ モニタリングを実行するには、テスト認証要求を RADIUS サーバに
送信します。

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
OL-30921-01-J

41

RADIUS の設定
ベンダー固有属性

ベンダー固有属性
インターネット技術特別調査委員会（IETF）が、ネットワーク アクセス サーバと RADIUS サー
バの間でのベンダー固有属性（VSA）の通信のための方式を規定する標準を作成しています。IETF
は属性 26 を使用します。ベンダーは VSA を使用して、一般的な用途には適さない独自の拡張属
性をサポートできます。シスコの RADIUS 実装は、この仕様で推奨される形式を使用して、1 つ
のベンダー固有オプションをサポートしています。シスコのベンダー ID は 9、サポートされるオ
プションのベンダー タイプは 1（名前付き cisco-av-pair）です。値は次の形式のストリングです。
protocol : attribute separator value *

プロトコルは、特定のタイプの許可用のシスコ属性です。必須属性の区切り文字は等号（=）で、
アスタリスク（*）は任意属性を示します。
Cisco Nexus デバイスでの認証に RADIUS サーバを使用する場合は、認証結果とともに許可情報な
どのユーザ属性を返すよう、RADIUS プロトコルが RADIUS サーバに指示します。この許可情報
は、VSA で指定されます。
次の VSA プロトコル オプションが、Cisco Nexus デバイスでサポートされています。
• Shell：ユーザ プロファイル情報を提供する access-accept パケットで使用されます。
• Accounting：accounting-request パケットで使用されます。値にスペースが含まれている場合
は、二重引用符で囲む必要があります。
Cisco Nexus デバイスでは、次の属性がサポートされています。
• roles：ユーザが属するすべてのロールの一覧です。値フィールドは、スペースで区切られた
複数のロール名をリストするストリングです。
• accountinginfo：標準の RADIUS アカウンティング プロトコルで処理される属性に加えて、ア
カウンティング情報が格納されます。この属性は、スイッチ上の RADIUS クライアントから
の Account-Request フレームの VSA 部分だけに送信されます。この属性と共に使用できるの
は、アカウンティングのプロトコル データ ユニット（PDU）だけです。

RADIUS の前提条件
RADIUS には、次の前提条件があります。
• RADIUS サーバの IP アドレス（IPv4 または IPv6）またはホスト名を取得すること。
• RADIUS サーバから事前共有キーを取得すること。
• Cisco Nexus デバイスが、AAA サーバの RADIUS クライアントとして設定されていること。

RADIUS の注意事項と制約事項
RADIUS 設定時の注意事項と制限事項は次のとおりです。
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• 上に設定できる RADIUS サーバの最大数は 64 です。Cisco Nexus デバイス
• ASCII 認証は RADIUS サーバではサポートされていません。

RADIUS のデフォルト設定
次の表に、RADIUS パラメータのデフォルト設定を示します。
表 6：デフォルトの RADIUS パラメータ

パラメータ（Parameters）

デフォルト

サーバの役割

認証とアカウンティング

デッド タイマー間隔

0分

再送信回数

1

再送信タイマー間隔

5秒

アイドル タイマー間隔

0分

サーバの定期的モニタリングのユーザ名

test

サーバの定期的モニタリングのパスワード

test

RADIUS サーバの設定
ここでは、RADIUS サーバの設定方法について説明します。

手順
ステップ 1

Cisco Nexus デバイスと RADIUS サーバとの接続を確立します。

ステップ 2

RADIUS サーバの事前共有秘密キーを設定します。

ステップ 3

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

ステップ 4

必要に応じて、次のオプションのパラメータを設定します。
• デッドタイム間隔
• ログイン時に RADIUS サーバの指定を許可
• 送信リトライ回数とタイムアウト間隔
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• アカウンティングおよび認証属性
ステップ 5

必要に応じて、定期的に RADIUS サーバをモニタリングするよう設定します。

RADIUS サーバ ホストの設定
認証に使用する各 RADIUS サーバについて、IP アドレス（IPv4 または IPv6）、またはホスト名を
設定する必要があります。すべての RADIUS サーバ ホストは、デフォルトの RADIUS サーバ グ
ループに追加されます。最大 64 の RADIUS サーバを設定できます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# radius-server host RADIUS サーバの IPv4または IPv6 アドレス、
{ipv4-address | ipv6-address|
またはホスト名を指定します。
host-name}

ステップ 3

switch(config)# exit

設定モードを終了します。

ステップ 4

switch# show radius-server

（任意）
RADIUS サーバの設定を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
リブートおよびリスタート時に実行コンフィ
ギュレーションをスタートアップ コンフィ
ギュレーションにコピーして、変更を継続的
に保存します。

次に、RADIUS サーバとしてホスト 10.10.1.1 を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# radius-server host 10.10.1.1
switch(config)# exit
switch# copy running-config startup-config

RADIUS のグローバルな事前共有キーの設定
Cisco Nexus デバイスで使用するすべてのサーバについて、グローバル レベルで事前共有キーを設
定できます。事前共有キーとは、スイッチと RADIUS サーバ ホスト間の共有秘密テキスト スト
リングです。
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はじめる前に
リモートの RADIUS サーバの事前共有キー値を取得していること。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

switch# configure terminal 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。

ステップ 2

switch(config)#
radius-server key [0 | 7]
key-value

すべての RADIUS サーバで使用する事前共有キーを指
定します。クリア テキスト形式（0）または暗号化形
式（7）事前共有キーを指定できます。デフォルトの形
式はクリア テキストです。
最大で 63 文字です。
デフォルトでは、事前共有キーは設定されません。

ステップ 3

switch(config)# exit

ステップ 4

switch# show radius-server （任意）
RADIUS サーバの設定を表示します。

設定モードを終了します。

（注）

ステップ 5

switch# copy
running-config
startup-config

事前共有キーは、実行コンフィギュレーショ
ン内に暗号化形式で保存されます。暗号化さ
れた事前共有キーを表示するには、show
running-config コマンドを使用します。

（任意）
リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレー
ションをスタートアップ コンフィギュレーションにコ
ピーして、変更を継続的に保存します。

次に、デバイスで使用するすべてのサーバについて、グローバル レベルで事前共有キーを設定す
る例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# radius-server key 0 QsEfThUkO
switch(config)# exit
switch# copy running-config startup-config

RADIUS サーバの事前共有キーの設定
事前共有キーとは、Cisco Nexus デバイスと RADIUS サーバ ホスト間の共有秘密テキスト ストリ
ングです。
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はじめる前に
リモートの RADIUS サーバの事前共有キー値を取得していること。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# configure terminal

ステップ 2

switch(config)# radius-server 特定の RADIUS サーバの事前共有キーを指定します。
host {ipv4-address |
クリア テキスト形式（0）または暗号化形式（7）事
ipv6-address | host-name} key 前共有キーを指定できます。デフォルトの形式はク
[0 | 7] key-value
リア テキストです。

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

最大で 63 文字です。
この事前共有キーがグローバル事前共有キーの代わ
りに使用されます。
ステップ 3

switch(config)# exit

ステップ 4

switch# show radius-server （任意）
RADIUS サーバの設定を表示します。

設定モードを終了します。

（注）

ステップ 5

事前共有キーは、実行コンフィギュレー
ション内に暗号化形式で保存されます。暗
号化された事前共有キーを表示するには、
show running-config コマンドを使用しま
す。

switch# copy running-config （任意）
startup-config
リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレー
ションをスタートアップ コンフィギュレーションに
コピーして、変更を継続的に保存します。

次に、RADIUS 事前共有キーを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# radius-server host 10.10.1.1 key 0 PlIjUhYg
switch(config)# exit
switch# show radius-server
switch# copy running-config startup-config
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RADIUS サーバ グループの設定
サーバ グループを使用して、1 台または複数台のリモート AAA サーバによる認証を指定できま
す。グループのメンバーはすべて、RADIUS プロトコルに属している必要があります。設定した
順序に従ってサーバが試行されます。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch (config)# aaa group
server radiusgroup-name

RADIUS サーバ グループを作成し、そのグループの
RADIUS サーバ グループ コンフィギュレーション サ
ブモードを開始します。
group-name 引数は、最大 127 文字の英数字のストリン
グで、大文字小文字が区別されます。

ステップ 3

switch (config-radius)# server RADIUS サーバを、RADIUS サーバ グループのメン
{ipv4-address | ipv6-address バーとして設定します。
| server-name}
指定した RADIUS サーバが見つからない場合は、
radius-server host コマンドを使用してサーバを設定
し、このコマンドをもう一度実行します。

ステップ 4

switch (config-radius)#
deadtimeminutes

（任意）
モニタリング デッド タイムを設定します。デフォル
ト値は 0 分です。指定できる範囲は 1 ～ 1440 です。
（注）

ステップ 5

switch(config-radius)#
source-interfaceinterface

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

（任意）
特定の RADIUS サーバ グループに発信元インターフェ
イスを割り当てます。
サポートされているインターフェイスのタイプは管理
および VLAN です。
（注）

ステップ 6

switch(config-radius)# exit

source-interface コマンドを使用して、ip
radius source-interface コマンドによって割
り当てられたグローバル ソース インター
フェイスをオーバーライドします。

設定モードを終了します。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 7

switch(config)# show
radius-server group
[group-name]

（任意）
RADIUS サーバ グループの設定を表示します。

ステップ 8

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

（任意）
リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレー
ションをスタートアップ コンフィギュレーションにコ
ピーして、変更を継続的に保存します。

次に、RADIUS サーバ グループを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch (config)# aaa group server radius RadServer
switch (config-radius)# server 10.10.1.1
switch (config-radius)# deadtime 30
switch (config-radius)# use-vrf management
switch (config-radius)# exit
switch (config)# show radius-server group
switch (config)# copy running-config startup-config

次の作業
AAA サービスに RADIUS サーバ グループを適用します。

RADIUS サーバ グループのためのグローバル発信元インターフェイス
の設定
RADIUS サーバ グループにアクセスする際に使用する、RADIUS サーバ グループ用のグローバル
発信元インターフェイスを設定できます。また、特定の RADIUS サーバ グループ用に異なる発信
元インターフェイスを設定することもできます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# ip radius
source-interface interface

このデバイスで設定されているすべての RADIUS
サーバ グループ用のグローバル発信元インター
フェイスを設定します。発信元インターフェイス
は、管理または VLAN インターフェイスにする
ことができます。

ステップ 3

switch(config)# exit

設定モードを終了します。
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ログイン時にユーザによる RADIUS サーバの指定を許可

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

switch# show radius-server

（任意）
RADIUS サーバの設定情報を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ
コンフィギュレーションにコピーします。

次に、RADIUS サーバ グループのグローバル発信元インターフェイスとして、mgmt 0 インター
フェイスを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# ip radius source-interface mgmt 0
switch(config)# exit
switch# copy running-config startup-config

ログイン時にユーザによる RADIUS サーバの指定を許可
ログイン時に RADIUS サーバを指定することをユーザに許可できます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# radius-server
directed-request

ログイン時にユーザが認証要求の送信先とな
るRADIUSサーバを指定できるようにします。
デフォルトでは無効になっています。

ステップ 3

switch(config)# exit

設定モードを終了します。

ステップ 4

switch# show radius-server
directed-request

（任意）
directed request の設定を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
プ コンフィギュレーションにコピーします。

次に、ネットワークにログインしたときに、ユーザが RADIUS サーバを選択できるようにする例
を示します。
switch# configure terminal
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グローバルな RADIUS 送信リトライ回数とタイムアウト間隔の設定

switch(config)# radius-server directed-request
switch# exit
switch# copy running-config startup-config

グローバルな RADIUS 送信リトライ回数とタイムアウト間隔の設定
すべての RADIUS サーバに対するグローバルな再送信リトライ回数とタイムアウト間隔を設定で
きます。デフォルトでは、スイッチはローカル認証に戻す前に、RADIUS サーバへの送信を 1 回
だけ再試行します。このリトライの回数は、サーバごとに最大 5 回まで増やすことができます。
タイムアウト間隔は、Cisco Nexus デバイスがタイムアウト エラーを宣言する前に、RADIUS サー
バからの応答を待機する時間を決定します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# radius-server
retransmitcount

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

ステップ 3

switch(config)# radius-server
timeoutseconds

RADIUS サーバの送信タイムアウト間隔を指定
します。デフォルトのタイムアウト間隔は 5 秒
で、範囲は 1 ～ 60 秒です。

ステップ 4

switch(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終
了します。

ステップ 5

switch# show radius-server

（任意）
RADIUS サーバの設定を表示します。

ステップ 6

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
プ コンフィギュレーションにコピーします。

次に、RADIUS サーバで、リトライ回数を 3、伝送タイムアウト間隔を 5 秒に設定する例を示し
ます。
switch# configure terminal
switch(config)# radius-server retransmit 3
switch(config)# radius-server timeout 5
switch(config)# exit
switch# copy running-config startup-config
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サーバに対する RADIUS 送信リトライ回数とタイムアウト間隔の設定

サーバに対する RADIUS 送信リトライ回数とタイムアウト間隔の設定
デフォルトでは、Cisco Nexus スイッチはローカル認証に戻す前に、RADIUS サーバへの送信を 1
回だけ再試行します。このリトライの回数は、サーバごとに最大 5 回まで増やすことができます。
また、スイッチがタイムアウト エラーを宣言する前に RADIUS サーバからの応答を待機するタイ
ムアウト間隔を設定することもできます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# radius-server 特定のサーバに対する再送信回数を指定します。
host {ipv4-address | ipv6-address デフォルトはグローバル値です。
| host-name} retransmitcount
（注）
特定の RADIUS サーバに指定した再送信
回数は、すべての RADIUS サーバに指定
した再送信回数より優先されます。

ステップ 3

switch(config)#radius-server
特定のサーバの送信タイムアウト間隔を指定しま
host {ipv4-address | ipv6-address す。デフォルトはグローバル値です。
| host-name} timeoutseconds
（注）
特定の RADIUS サーバに指定したタイム
アウト間隔は、すべての RADIUS サーバ
に指定したタイムアウト間隔より優先さ
れます。

ステップ 4

switch(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了
します。

ステップ 5

switch# show radius-server

（任意）
RADIUS サーバの設定を表示します。

ステップ 6

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ
レーションをスタートアップ コンフィギュレー
ションにコピーして、変更を継続的に保存します。

次に、RADIUS ホスト サーバ server1 で、RADIUS 送信リトライ回数を 3、タイムアウト間隔を 10
秒に設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# radius-server host server1 retransmit 3
switch(config)# radius-server host server1 timeout 10
switch(config)# exit
switch# copy running-config startup-config
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RADIUS サーバのアカウンティングおよび認証属性の設定

RADIUS サーバのアカウンティングおよび認証属性の設定
RADIUS サーバをアカウンティング専用、または認証専用に使用するかを指定できます。デフォ
ルトでは、RADIUS サーバはアカウンティングと認証の両方に使用されます。RADIUS のアカウ
ンティングおよび認証メッセージの宛先 UDP ポート番号も指定できます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# radius-server host （任意）
{ipv4-address | ipv6-address|
RADIUS アカウンティングのメッセージに使用
host-name} acct-portudp-port
する UDP ポートを指定します。デフォルトの
UDP ポートは 1812 です。
範囲は 0 ～ 65535 です。

ステップ 3

switch(config)# radius-server host （任意）
{ipv4-address | ipv6-address|
特定の RADIUS サーバをアカウンティング用に
host-name} accounting
のみ使用することを指定します。デフォルトで
は、アカウンティングと認証の両方に使用され
ます。

ステップ 4

switch(config)# radius-server host （任意）
{ipv4-address | ipv6-address|
RADIUS 認証メッセージ用の UDP ポートを指
host-name} auth-portudp-port
定します。デフォルトの UDP ポートは 1812 で
す。
範囲は 0 ～ 65535 です。

ステップ 5

switch(config)# radius-server host （任意）
{ipv4-address | ipv6-address |
特定の RADIUS サーバを認証用にのみ使用する
host-name} authentication
ことを指定します。デフォルトでは、アカウン
ティングと認証の両方に使用されます。

ステップ 6

switch(config)# exit

ステップ 7

switch(config)# show radius-server （任意）
RADIUS サーバの設定を表示します。

ステップ 8

switch(config)# copy running-config リブートおよびリスタート時に実行コンフィ
startup-config
ギュレーションをスタートアップコンフィギュ
レーションにコピーして、変更を継続的に保存
します。

設定モードを終了します。
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RADIUS サーバの定期的モニタリングの設定

次に、RADIUS サーバのアカウンティング属性と認証属性を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# radius-server host 10.10.1.1
switch(config)# radius-server host 10.10.1.1
switch(config)# radius-server host 10.10.2.2
switch(config)# radius-server host 10.10.2.2
switch # exit
switch # copy running-config startup-config
switch #

acct-port 2004
accounting
auth-port 2005
authentication

RADIUS サーバの定期的モニタリングの設定
RADIUS サーバの可用性をモニタリングできます。パラメータとして、サーバに使用するユーザ
名とパスワード、およびアイドル タイマーがあります。アイドル タイマーには、RADIUS サーバ
がどのくらいの期間要求を受信しなかった場合にスイッチがテスト パケットを送信するかを指定
します。このオプションを設定することで、サーバを定期的にテストできます。

（注）

セキュリティ上の理由から、RADIUS データベース内の既存のユーザ名と同じテスト ユーザ
名を設定しないことを推奨します。
テスト アイドル タイマーには、RADIUS サーバがどのくらいの期間要求を受信しなかった場合に
スイッチがテスト パケットを送信するかを指定します。
デフォルトのアイドル タイマー値は 0 分です。アイドル時間間隔が 0 分の場合、スイッチは
RADIUS サーバの定期的なモニタリングを実行しません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# radius-server host
{ipv4-address | ipv6-address |
host-name} test {idle-timeminutes
| passwordpassword
[idle-timeminutes] |
usernamename
[passwordpassword
[idle-timeminutes]]}

サーバ モニタリング用のパラメータを指定しま
す。デフォルトのユーザ名は test、デフォルトの
パスワードは test です。

switch(config)# radius-server
deadtimeminutes

スイッチが、前回応答しなかった RADIUS サーバ
をチェックするまでの時間（分）を指定します。

ステップ 3

デフォルトのアイドル タイマー値は 0 分です。
有効な範囲は、0 ～ 1440 分です。
（注）

RADIUS サーバの定期的なモニタリン
グを行うには、アイドル タイマーに 0
より大きな値を設定する必要がありま
す。
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デッド タイム間隔の設定

コマンドまたはアクション

目的
デフォルト値は 0 分です。
有効な範囲は 1 ～ 1440 分です。

ステップ 4

switch(config)# exit

設定モードを終了します。

ステップ 5

switch# show radius-server

（任意）
RADIUS サーバの設定を表示します。

ステップ 6

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ
レーションをスタートアップ コンフィギュレー
ションにコピーして、変更を継続的に保存しま
す。

次に、ユーザ名（user1）およびパスワード（Ur2Gd2BH）と、3 分のアイドル タイマーおよび 5
分のデッドタイムで、RADIUS サーバ ホスト 10.10.1.1 を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# radius-server host 10.10.1.1 test username user1 password Ur2Gd2BH idle-time
3
switch(config)# radius-server deadtime 5
switch(config)# exit
switch# copy running-config startup-config

デッド タイム間隔の設定
すべての RADIUS サーバのデッド タイム間隔を設定できます。デッド タイム間隔には、Cisco
Nexus デバイスが RADIUS サーバをデッド状態であると宣言した後、そのサーバがアライブ状態
に戻ったかどうかを判断するためにテスト パケットを送信するまでの間隔を指定します。デフォ
ルト値は 0 分です。

（注）

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

switch# configure terminal

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。
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RADIUS サーバまたはサーバ グループの手動モニタリング

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

switch(config)# radius-server
deadtime

デッド タイム間隔を設定します。デフォルト
値は 0 分です。有効な範囲は 1 ～ 1440 分で
す。

ステップ 3

switch(config)# exit

設定モードを終了します。

ステップ 4

switch# show radius-server

（任意）
RADIUS サーバの設定を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
プ コンフィギュレーションにコピーします。

次に、RADIUS サーバに 5 分間のデッドタイムを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# radius-server deadtime 5
switch(config# exit
switch# copy running-config startup-config

RADIUS サーバまたはサーバ グループの手動モニタリング
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

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

RADIUS サーバにテスト メッセージ
を送信して可用性を確認します。

ステップ 2

switch# test aaa groupgroup-name username
password

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

次に、可用性を確認するために、RADIUS サーバとサーバ グループにテスト メッセージを送信す
る例を示します。
switch# test aaa server radius 10.10.1.1 user 1 Ur2Gd2BH
switch# test aaa group RadGroup user2 As3He3CI
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RADIUS 設定の確認

RADIUS 設定の確認
AAA 情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。
コマンド

目的

show running-config radius [all]

実行コンフィギュレーションの RADIUS 設定
を表示します

show startup-config radius

スタートアップ コンフィギュレーションの
RADIUS 設定を表示します。

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

設定済みのすべての RADIUS サーバのパラメー
タを表示します。

RADIUS サーバ統計情報の表示
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

RADIUS 統計情報を表示しま
す。

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

はじめる前に
Cisco NX-OS デバイスに RADIUS サーバを設定します。
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RADIUS の設定例

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

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

（任意）
Cisco NX-OS デバイスでの RADIUS
サーバ統計情報を表示します。

ステップ 2

switch# clear radius-server statistics
{hostname | ipv4-address | ipv6-address}

RADIUS サーバ統計情報をクリアし
ます。

RADIUS の設定例
次に、RADIUS を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# radius-server key 7 "ToIkLhPpG"
switch(config)# radius-server host 10.10.1.1 key 7 "ShMoMhTl" authentication accounting
switch(config)# aaa group server radius RadServer
switch(config-radius)# server 10.10.1.1
switch(config-radius)# exit
switch(config-radius)# use-vrf management
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RADIUS の設定
RADIUS の設定例
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章

「Configuring TACACS+」
この章の内容は、次のとおりです。
• TACACS+ の設定に関する情報, 59 ページ
• TACACS+ の前提条件, 62 ページ
• TACACS+ の注意事項と制約事項, 62 ページ
• TACACS+ のデフォルト設定, 63 ページ
• 「Configuring TACACS+」, 63 ページ
• TACACS+ 統計情報の表示, 84 ページ
• TACACS+ の設定の確認, 84 ページ
• TACACS+ の設定例, 84 ページ

TACACS+ の設定に関する情報
Terminal Access Controller Access Control System Plus（TACACS+）セキュリティ プロトコルは、
Cisco Nexus デバイスにアクセスしようとするユーザの検証を集中的に行います。TACACS+ サー
ビスは、通常 UNIX または Windows NT ワークステーション上で稼働する TACACS+ デーモンの
データベースで管理されます。設定済みの TACACS+ 機能をCisco Nexus デバイス上で使用するに
は、TACACS+ サーバへのアクセス権を持ち、このサーバを設定する必要があります。
TACACS+ では、認証、許可、アカウンティングの各ファシリティを個別に提供します。TACACS+
を使用すると、単一のアクセス コントロール サーバ（TACACS+ デーモン）で、各サービス（認
証、許可、アカウンティング）を個別に提供できます。各サービスは固有のデータベースにアソ
シエートされており、デーモンの機能に応じて、そのサーバまたはネットワーク上で使用可能な
他のサービスを利用できます。
TACACS+ クライアント/サーバ プロトコルでは、トランスポート要件を満たすため TCP（TCP
ポート 49）を使用します。Cisco Nexus デバイスは、TACACS+ プロトコルを使用して集中型の認
証を行います。
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TACACS+ の利点
TACACS+ には、RADIUS 認証にはない次の利点があります。
• 独立した AAA ファシリティを提供する。たとえば、Cisco Nexus デバイスは、認証を行わず
にアクセスを許可できます。
• AAA クライアントとサーバ間のデータ送信に TCP トランスポート プロトコルを使用してい
るため、コネクション型プロトコルによる確実な転送を実行します。
• スイッチと AAA サーバ間でプロトコル ペイロード全体を暗号化して、高度なデータ機密性
を実現します。RADIUS プロトコルはパスワードだけを暗号化します。

TACACS+ を使用したユーザ ログイン
ユーザが TACACS+ を使用して、Cisco Nexus デバイスに対しパスワード認証プロトコル（PAP）
によるログインを試行すると、次のプロセスが実行されます。
1 Cisco Nexus デバイスが接続を確立すると、TACACS+ デーモンにアクセスして、ユーザ名とパ
スワードを取得します。

（注）

TACACS+ では、デーモンがユーザを認証するために十分な情報を得られるまで、デーモンと
ユーザとの自由な対話を許可します。この動作では通常、ユーザ名とパスワードの入力が要求
されますが、ユーザの母親の旧姓など、その他の項目の入力が要求されることもあります。
2 Cisco Nexus デバイスが、TACACS+ デーモンから次のいずれかの応答を受信します。
• ACCEPT：ユーザの認証に成功したので、サービスを開始します。Cisco Nexus デバイス
がユーザの許可を要求している場合は、許可が開始されます。
• REJECT：ユーザの認証に失敗しました。TACACS+ デーモンは、ユーザに対してそれ以
上のアクセスを拒否するか、ログイン シーケンスを再試行するよう要求します。
• ERROR：認証中に、デーモン内、またはデーモンとCisco Nexus デバイス間のネットワー
ク接続でエラーが発生しました。Cisco Nexus デバイスが ERROR 応答を受信した場合、
スイッチは代わりのユーザ認証方式の使用を試します。
Cisco Nexus デバイスで許可がイネーブルになっている場合は、この後、許可フェーズの処理
が実行されます。ユーザは TACACS+ 許可に進む前に、まず TACACS+ 認証を正常に完了する
必要があります。
3 TACACS+ 許可が必要な場合、Cisco Nexus デバイスは、再度、TACACS+ デーモンにアクセス
します。デーモンは ACCEPT または REJECT 許可応答を返します。ACCEPT 応答には、ユー
ザに対する EXEC または NETWORK セッションの送信に使用される属性が含まれます。また
ACCEPT 応答により、ユーザがアクセス可能なサービスが決まります。
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この場合のサービスは次のとおりです。
•

◦ Telnet、rlogin、ポイントツーポイント プロトコル（PPP）、シリアル ライン インター
ネット プロトコル（SLIP）、EXEC サービス
◦ 接続パラメータ（ホストまたはクライアントの IP アドレス（IPv4 または IPv6）、アク
セス リスト、ユーザ タイムアウト）

デフォルトの TACACS+ サーバ暗号化タイプと事前共有キー
TACACS+ サーバに対してスイッチを認証するには、TACACS+ 事前共有キーを設定する必要があ
ります。事前共有キーとは、Cisco Nexus デバイスと TACACS+ サーバ ホスト間の共有秘密テキス
ト ストリングです。キーの長さは 63 文字で、出力可能な任意の ASCII 文字を含めることができ
ます（スペースは使用できません）。Cisco Nexus デバイス上のすべての TACACS+ サーバ設定で
使用されるグローバルな事前共有秘密キーを設定できます。
グローバルな事前共有キーの設定は、個々の TACACS+ サーバの設定時に key オプションを使用
することによって無効にできます。

TACACS+ サーバのコマンド許可サポート
デフォルトでは、認証されたユーザがコマンドライン インターフェイス（CLI）でコマンドを入
力したときに、Cisco NX-OS ソフトウェアのローカル データベースに対してコマンド許可が行わ
れます。また、TACACS+ を使用して、認証されたユーザに対して許可されたコマンドを確認す
ることもできます。

TACACS+ サーバのモニタリング
応答を返さない TACACS+ サーバがあると、AAA 要求の処理に遅延が発生する可能性がありま
す。AAA 要求の処理時間を節約するため、Cisco Nexus デバイスは定期的に TACACS+ サーバを
モニタリングし、TACACS+ サーバが応答を返す（アライブ）かどうかを調べることができます。
Cisco Nexus デバイスは、応答を返さない TACACS+ サーバをデッド（dead）としてマークし、
デッド TACACS+ サーバには AAA 要求を送信しません。また、Cisco Nexus デバイスは定期的に
デッド TACACS+ サーバをモニタリングし、それらのサーバが応答を返すようになった時点でア
ライブ状態に戻します。このプロセスでは、TACACS+ サーバが稼働状態であることを確認して
から、実際の AAA 要求がサーバに送信されます。TACACS+ サーバの状態がデッドまたはアライ
ブに変わると、簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）トラップが生成され、Cisco Nexus デ
バイスによって、パフォーマンスに影響が出る前に、障害が発生していることを知らせるエラー
メッセージが表示されます。
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次の図に、さまざまな TACACS+ サーバの状態を示します。
図 3：TACACS+ サーバの状態

（注）

アライブ サーバとデッド サーバのモニタリング間隔は異なります。これらはユーザが設定で
きます。TACACS+ サーバ モニタリングを実行するには、テスト認証要求を TACACS+ サーバ
に送信します。

TACACS+ の前提条件
TACACS+ には、次の前提条件があります。
• TACACS+ サーバの IPv4 または IPv6 アドレスまたはホスト名を取得すること。
• TACACS+ サーバから事前共有キーを取得していること。
• Cisco Nexus デバイスが、AAA サーバの TACACS+ クライアントとして設定されていること。

TACACS+ の注意事項と制約事項
TACACS+ に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。
• Cisco Nexus デバイス上に設定できる TACACS+ サーバの最大数は 64 です。
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TACACS+ のデフォルト設定
次の表に、TACACS+ パラメータのデフォルト設定を示します。
表 7：TACACS+ のデフォルト パラメータ

パラメータ（Parameters）

デフォルト

TACACS+

ディセーブル

デッドタイム間隔

0分

タイムアウト間隔

5秒

アイドル タイマー間隔

0分

サーバの定期的モニタリングのユーザ名

test

サーバの定期的モニタリングのパスワード

test
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ここでは、TACACS+ サーバを設定する方法について説明します。

手順
ステップ 1

TACACS+ をイネーブルにします。

ステップ 2

TACACS+ サーバとCisco Nexus デバイスとの接続を確立します。

ステップ 3

TACACS+ サーバの事前共有秘密キーを設定します。

ステップ 4

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

ステップ 5

必要に応じて、次のオプションのパラメータを設定します。
• デッドタイム間隔
• ログイン時に TACACS+ サーバの指定を許可
• タイムアウト間隔
• TCP ポート
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ステップ 6

必要に応じて、定期的に TACACS+ サーバをモニタリングするよう設定します。

TACACS+ のイネーブル化
デフォルトでは、Cisco Nexus デバイスで TACACS+ 機能はディセーブルに設定されています。
TACACS+ 機能をイネーブルに設定すると、認証に関するコンフィギュレーション コマンドと検
証コマンドを使用できます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# feature tacacs+

TACACS+ をイネーブルにします。

ステップ 3

switch(config)# exit

設定モードを終了します。

ステップ 4

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。

TACACS+ サーバ ホストの設定
リモートの TACACS+ サーバにアクセスするには、TACACS+ サーバの IP アドレス（IPv4 または
IPv6）またはホスト名を Cisco Nexus デバイスで設定する必要があります。すべての TACACS+
サーバ ホストは、デフォルトの TACACS+ サーバ グループに追加されます。最大 64 の TACACS+
サーバを設定できます。
設定済みの TACACS+ サーバに事前共有キーが設定されておらず、グローバル キーも設定されて
いない場合は、警告メッセージが表示されます。TACACS+ サーバ キーが設定されていない場合
は、グローバル キー（設定されている場合）が該当サーバで使用されます。
TACACS+ サーバ ホストを設定する前に、次の点を確認してください。
• TACACS+ をイネーブルにします。
• リモート TACACS+ サーバの IP アドレス（IPv4 または IPv6）またはホスト名を取得してい
ること。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# tacacs-server host TACACS+ サーバの IP アドレス（IPv4 また
{ipv4-address | ipv6-address |
は IPv6）、またはホスト名を指定します。
host-name}

ステップ 3

switch(config)# exit

設定モードを終了します。

ステップ 4

switch# show tacacs-server

（任意）
TACACS+ サーバの設定を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。

サーバ グループから TACACS+ サーバ ホストを削除できます。

TACACS+ のグローバルな事前共有キーの設定
Cisco Nexus デバイスで使用するすべてのサーバについて、グローバル レベルで事前共有キーを設
定できます。事前共有キーとは、Cisco Nexus デバイスと TACACS+ サーバ ホスト間の共有秘密テ
キスト ストリングです。
事前共有キーを設定する前に、次の点を確認してください。
• TACACS+ をイネーブルにします。
• リモートの TACACS+ サーバの事前共有キー値を取得していること。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

switch# configure terminal 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。

ステップ 2

switch(config)#
tacacs-server key [0 | 7]
key-value

すべての TACACS+ サーバで使用する事前共有キーを
指定します。クリア テキスト形式（0）または暗号化
形式（7）事前共有キーを指定できます。デフォルト
の形式はクリア テキストです。最大で 63 文字です。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
デフォルトでは、事前共有キーは設定されません。
ステップ 3

switch(config)# exit

ステップ 4

switch# show tacacs-server （任意）
TACACS+ サーバの設定を表示します。

設定モードを終了します。

（注）

ステップ 5

switch# copy
running-config
startup-config

事前共有キーは、実行コンフィギュレーショ
ン内に暗号化形式で保存されます。暗号化
された事前共有キーを表示するには、show
running-config コマンドを使用します。

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コン
フィギュレーションにコピーします。

次に、グローバルな事前共有キーを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# tacacs-server key 0 QsEfThUkO
switch(config)# exit
switch# show tacacs-server
switch# copy running-config startup-config

TACACS+ サーバの事前共有キーの設定
TACACS+ サーバの事前共有キーを設定できます。事前共有キーとは、Cisco Nexus デバイスと
TACACS+ サーバ ホスト間の共有秘密テキスト ストリングです。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# configure terminal

ステップ 2

switch(config)# tacacs-server 特定の TACACS+ サーバの事前共有キーを指定しま
host {ipv4-address |
す。クリアテキスト形式（0）または暗号化形式（7）
ipv6-address | host-name} key 事前共有キーを指定できます。デフォルトの形式は
[0 | 7] key-value
クリア テキストです。最大で 63 文字です。

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

この事前共有キーがグローバル事前共有キーの代わ
りに使用されます。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 3

switch(config)# exit

設定モードを終了します。

ステップ 4

switch# show tacacs-server

（任意）
TACACS+ サーバの設定を表示します。
（注）

ステップ 5

事前共有キーは、実行コンフィギュレー
ション内に暗号化形式で保存されます。暗
号化された事前共有キーを表示するには、
show running-config コマンドを使用しま
す。

switch# copy running-config （任意）
startup-config
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コ
ンフィギュレーションにコピーします。

次に、TACACS+ 事前共有キーを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# tacacs-server host 10.10.1.1 key 0 PlIjUhYg
switch(config)# exit
switch# show tacacs-server
switch# copy running-config startup-config

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

はじめる前に
TACACS+ を設定する前に、feature tacacs+ コマンドを使用して、TACACS+ をイネーブルにする
必要があります。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# configure terminal

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。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 2

switch(config)# aaa group
server tacacs+group-name

ステップ 3

switch(config-tacacs+)# server TACACS+ サーバを、TACACS+ サーバ グループのメ
{ipv4-address | ipv6-address | ンバーとして設定します。
host-name}
指定した TACACS+ サーバが見つからない場合は、
tacacs-server host コマンドを使用してサーバを設定
し、このコマンドをもう一度実行します。

ステップ 4

switch(config-tacacs+)#
deadtimeminutes

TACACS+ サーバ グループを作成し、そのグループ
のTACACS+ サーバ グループ コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

（任意）
モニタリング デッド タイムを設定します。デフォル
ト値は 0 分です。指定できる範囲は 0 ～ 1440 です。
（注）

ステップ 5

switch(config-tacacs+)#
source-interfaceinterface

TACACS+ サーバ グループのデッド タイム
間隔が 0 より大きい場合は、その値がグ
ローバルなデッド タイム値より優先されま
す。

（任意）
特定の TACACS+ サーバ グループに発信元インター
フェイスを割り当てます。
サポートされているインターフェイスのタイプは管
理および VLAN です。
（注）

source-interface コマンドを使用して、ip
tacacs source-interface コマンドによって割
り当てられたグローバル ソース インター
フェイスをオーバーライドします。

ステップ 6

switch(config-tacacs+)# exit

設定モードを終了します。

ステップ 7

switch(config)# show
tacacs-server groups

（任意）
TACACS+ サーバ グループの設定を表示します。

ステップ 8

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コ
ンフィギュレーションにコピーします。

次に、TACACS+ サーバ グループを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# aaa group server tacacs+ TacServer
switch(config-tacacs+)# server 10.10.2.2
switch(config-tacacs+)# deadtime 30
switch(config-tacacs+)# exit
switch(config)# show tacacs-server groups
switch(config)# copy running-config startup-config
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TACACS+ サーバ グループのためのグローバル発信元インターフェイスの設定
TACACS+ サーバ グループにアクセスする際に使用する、TACACS+ サーバ グループ用のグロー
バル発信元インターフェイスを設定できます。また、特定の TACACS+ サーバ グループ用に異な
る発信元インターフェイスを設定することもできます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

configure terminal

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。

ステップ 2

ip tacacs source-interface interface このデバイスで設定されているすべての
TACACS+ サーバ グループ用のグローバル発
例：
信元インターフェイスを設定します。発信元
switch(config)# ip tacacs
インターフェイスは、管理または VLAN イン
source-interface mgmt 0
ターフェイスにすることができます。

ステップ 3

exit

設定モードを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show tacacs-server

（任意）
TACACS+ サーバの設定情報を表示します。

例：
switch# show tacacs-server

ステップ 5

copy running-config startup config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
プ コンフィギュレーションにコピーします。
switch# copy running-config
startup-config

ログイン時の TACACS+ サーバの指定
認証要求の送信先 TACACS+ サーバをユーザが指定できるようにスイッチを設定するには、
directed-request オプションをイネーブルにします。デフォルトでは、Cisco Nexus デバイスは、デ
フォルトの AAA 認証方式に基づいて認証要求を転送します。このオプションをイネーブルにする
と、ユーザは username@hostname としてログインできます。ここで、hostname は設定済みの
RADIUS サーバの名前です。

（注）

ユーザ指定のログインは、Telnet セッションでのみサポートされます。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# tacacs-server
directed-request

ログイン時にユーザが認証要求の送信先とな
る TACACS+ サーバを指定できるようにしま
す。デフォルトでは無効になっています。

ステップ 3

switch(config)# exit

設定モードを終了します。

ステップ 4

switch# show tacacs-server
directed-request

（任意）
TACACS+ の directed request の設定を表示しま
す。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
プ コンフィギュレーションにコピーします。

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

はじめる前に
TACACS+ をイネーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

aaa authorization ssh-certificate TACACS+ サーバのデフォルトの AAA 許可方式を
default {groupgroup-list [none] | 設定します。
local | none}
ssh-certificate キーワードは、証明書認証を使用し
た TACACS+ 許可またはローカル許可を設定しま
例：
す。デフォルトの許可は、ユーザに割り当てたロー
switch(config)# aaa
authorization ssh-certificate
ルに対して許可されたコマンドのリストであるロー
default group TACACSServer1
カル許可です。
TACACSServer2
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コマンドまたはアクション

目的
group-list 引数には、TACACS+ サーバ グループの
名前をスペースで区切ったリストを指定します。こ
のグループに属するサーバに対して、AAA 許可の
ためのアクセスが行われます。local方式では、ロー
カル データベースを認証に使用します。none 方式
では、AAA許可が使用されないように指定します。

ステップ 3

exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了
します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show aaa authorization [all]
例：

（任意）
AAA 認可設定を表示します。all キーワードは、デ
フォルト値を表示します。

switch# show aaa authorization

ステップ 5

copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ
コンフィギュレーションにコピーします。

例：
switch# copy running-config
startup-config

TACACS+ サーバでのコマンド許可の設定
TACACS+ サーバでコマンド許可を設定できます。コマンド許可では、デフォルト ロールを含む
ユーザのロールベース許可コントロール（RBAC）がディセーブルになります。

（注）

デフォルトでは、状況依存ヘルプおよびコマンドのタブ補完に表示されるのは、割り当てられ
たロールでユーザに対するサポートが定義されているコマンドだけです。コマンド許可をイ
ネーブルにすると、Cisco NX-OS ソフトウェアでは、ユーザに割り当てられているロールに関
係なく、状況依存ヘルプおよびタブ補完にすべてのコマンドが表示されるようになります。

はじめる前に
TACACS+ をイネーブルにします。
AAA コマンドの許可を設定する前に TACACS ホストおよびサーバ グループを設定してください。
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手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 configure terminal

目的
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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2 aaa authorization {commands すべてのロールに対するデフォルトのコマンド許可方
| config-commands} default 式を設定します。
[groupgroup-list [local] | local]
commands キーワードは、すべての EXEC コマンドの
許可ソースを設定し、config-commands キーワードは、
例：
すべてのコンフィギュレーション コマンドの許可ソー
switch(config)# aaa
authorization commands
スを設定します。すべてのコマンドのデフォルトの許
default group TacGroup
可は、ユーザに割り当てたロールに対して許可された
コマンドのリストであるローカル許可です。
group-list 引数には、TACACS+ サーバ グループの名前
をスペースで区切ったリストを指定します。このグルー
プに属するサーバに対して、コマンドの許可のための
アクセスが行われます。local 方式では、許可にローカ
ル ロールベース データベースを使用します。
設定済みのすべてのサーバ グループで応答に失敗し、
フォールバック方式として local を設定済みの場合、
local 方式だけが使用されます。
デフォルトの方式は local です。
TACACS+ サーバ グループの方式のあとにフォールバッ
ク方式を設定していないと、すべてのサーバ グループ
から応答が得られなかった場合は許可に失敗します。
ステップ 3 exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4 show aaa authorization [all]
例：

（任意）
AAA 認可設定を表示します。all キーワードは、デフォ
ルト値を表示します。

switch(config)# show aaa
authorization
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コマンドまたはアクション
ステップ 5 copy running-config
startup-config

目的
（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コン
フィギュレーションにコピーします。

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

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

（注）

許可用の正しいコマンドを送信しないと、結果の信頼性が低くなります。

はじめる前に
TACACS+ をイネーブルにします。
TACACS+ サーバにコマンド許可が設定されていることを確認します。

手順
コマンドまたはアクション
ステッ
プ1

目的

test aaa authorization command-type TACACS+ サーバで、コマンドに対するユーザの
{commands | config-commands}
許可をテストします。
userusernamecommandcommand-string
commands キーワードは、EXEC コマンドだけを
指定し、config-commands キーワードはコンフィ
例：
ギュレーション コマンドだけを指定します。
switch# test aaa authorization
command-type commands
user TestUser command reload

（注）

command-string 引数にスペースが含ま
れる場合は、二重引用符（"）で囲みま
す。

コマンド許可検証のイネーブル化とディセーブル化
デフォルトのユーザセッションまたは別のユーザ名に対して、コマンドラインインターフェイス
（CLI）でコマンド許可検証をイネーブルにしたり、ディセーブルにしたりできます。
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（注）

許可検証をイネーブルにした場合は、コマンドは実行されません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

terminal verify-only
[usernameusername]

コマンド許可検証をイネーブルにします。こ
のコマンドを入力すると、入力したコマンド
が許可されているかどうかが Cisco NX-OS ソ
フトウェアによって示されます。

例：
switch# terminal verify-only

ステップ 2

terminal no verify-only
[usernameusername]

コマンド許可検証をディセーブルにします。

例：
switch# terminal no verify-only

TACACS+ サーバでの許可に使用する特権レベルのサポートの設定
TACACS+ サーバでの許可に使用する特権レベルのサポートを設定できます。
許可の決定に特権レベルを使用する Cisco IOS デバイスとは異なり、Cisco NX-OS デバイスでは、
ロールベース アクセス コントロール（RBAC）を使用します。両方のタイプのデバイスを同じ
TACACS+ サーバで管理できるようにするには、TACACS+ サーバで設定した特権レベルを、Cisco
NX-OS デバイスで設定したユーザ ロールにマッピングします。
TACACS+ サーバでのユーザの認証時には、特権レベルが取得され、それを使用して「priv-n」と
いう形式（n が特権レベル）のローカル ユーザ ロール名が生成されます。このローカル ロールの
権限がユーザに割り当てられます。特権レベルは 16 あり、対応するユーザ ロールに直接マッピ
ングされます。次の表に、各特権レベルに対応するユーザ ロール権限を示します。
特権レベル

ユーザ ロール権限

15

network-admin 権限

14

vdc-admin 権限

13 ～ 1

• スタンドアロン ロール権限（feature
privilege コマンドがディセーブルの場
合）。
• ロールの累積権限からなる特権レベル 0 と
同じ権限（feature privilege コマンドがイ
ネーブルの場合）。
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特権レベル

ユーザ ロール権限

0

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

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

[no] feature privilege
例：
switch(config)# feature
privilege

ステップ 3

ロールの累積権限をイネーブルまたはディセーブルに
します。enable コマンドは、この機能をイネーブルに
した場合しか表示されません。デフォルトではディセー
ブルになっています。

[no] enable secret[0 | 5]
特定の特権レベルのシークレット パスワードをイネー
password [priv-lvlpriv-lvl | all] ブルまたはディセーブルにします。特権レベルが上が
るたびに、正しいパスワードを入力するようにユーザ
例：
に要求します。デフォルトではディセーブルになって
switch(config)# enable
secret 5 def456 priv-lvl います。
15

パスワードの形式としてクリア テキストを指定する場
合は 0 を入力し、暗号化された形式を指定する場合は
5 を入力します。password 引数に指定できる文字数は、
最大 64 文字です。priv-lvl 引数は、1 ～ 15 です。
（注）

ステップ 4

[no]
ユーザの許可に対する特権レベルの使用をイネーブル
usernameusernamepriv-lvln またはディセーブルにします。デフォルトではディセー
ブルになっています。
例：
switch(config)# username
user2 priv-lvl 15

ステップ 5

シークレット パスワードをイネーブルにする
には、feature privilege コマンドを入力して
ロールの累積権限をイネーブルにする必要が
あります。

show privilege
例：

priv-lvl キーワードはユーザに割り当てる権限レベルを
指定します。デフォルトの特権レベルはありません。
特権レベル 0 ～ 15（priv-lvl 0 ～ priv-lvl 15）は、ユーザ
ロール priv-0 ～ priv-15 にマッピングされます。
（任意）
ユーザ名、現在の特権レベル、および累積権限のサポー
トのステータスを表示します。

switch(config)# show
privilege

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
OL-30921-01-J

75

「Configuring TACACS+」
TACACS+ サーバの設定プロセス

コマンドまたはアクション 目的
ステップ 6

copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コン
フィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 7

exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 8

enablelevel
例：
switch# enable 15

上位の特権レベルへのユーザの昇格をイネーブルにし
ます。このコマンドの実行時にはシークレットパスワー
ドが要求されます。level 引数はユーザのアクセスを許
可する特権レベルを指定します。指定できるレベルは
15 だけです。

権限ロールのユーザ コマンドの許可または拒否
ネットワーク管理者は、権限ロールを変更して、ユーザが特定のコマンドを実行できるようにし
たり実行できなくしたりすることができます。
権限ロールのルールを変更する場合は、次の注意事項に従う必要があります。
• priv-14 ロールと priv-15 ロールは変更できません。
• 拒否ルールは priv-0 ロールにだけ追加できます。
• priv-0 ロールでは以下のコマンドは常に許可されます。configure、copy、dir、enable、ping、
show、ssh、telnet、terminal、traceroute、end、exit。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

[no] role name priv-n

権限ロールをイネーブルまたはディセーブルにして、
ロール コンフィギュレーション モードを開始しま
す。n 引数には、特権レベルを 0 ～ 13 の数値で指定
します。

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

ステップ 3

rule number {deny | permit}
command command-string
例：
switch(config-role)# rule 2
permit command pwd

権限ロールのユーザ コマンド ルールを設定します。
これらのルールで、ユーザによる特定のコマンドの
実行を許可または拒否します。ロールごとに最大256
のルールを設定できます。ルール番号によって、ルー
ルが適用される順序が決まります。ルールは降順で
適用されます。たとえば、1 つのロールが 3 つのルー
ルを持っている場合、ルール 3 がルール 2 よりも前
に適用され、ルール 2 はルール 1 よりも前に適用さ
れます。
command-string 引数には、空白スペースを含めるこ
とができます。
（注）

ステップ 4

exit

256 個の規則に対してこのコマンドを繰り
返します。

ロール コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

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

ステップ 5

copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コ
ンフィギュレーションにコピーします。

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

グローバルな TACACS+ タイムアウト間隔の設定
Cisco Nexus デバイスが、タイムアウト エラーを宣言する前に、すべての TACACS+ サーバからの
応答を待機するグローバルなタイムアウト間隔も設定できます。タイムアウト間隔には、スイッ
チが TACACS+ サーバからの応答を待つ時間を指定します。これを過ぎるとタイムアウト エラー
になります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# tacacs-server
timeoutseconds

TACACS+ サーバのタイムアウト間隔を指定し
ます。デフォルトのタイムアウト間隔は 5 秒
で、範囲は 1 ～ 60 秒です。

ステップ 3

switch(config)# exit

設定モードを終了します。

ステップ 4

switch# show tacacs-server

（任意）
TACACS+ サーバの設定を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
プ コンフィギュレーションにコピーします。

サーバのタイムアウト間隔の設定
Cisco Nexus デバイスが、タイムアウト エラーを宣言する前に、TACACS+ サーバからの応答を待
機するタイムアウト間隔を設定できます。タイムアウト間隔は、スイッチがタイムアウト エラー
を宣言する前に、TACACS+ サーバからの応答を待機する時間を決定します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# switch(config)# 特定のサーバのタイムアウト間隔を指定しま
tacacs-server host {ipv4-address す。デフォルトはグローバル値です。
| ipv6-address | host-name}
（注）
特定の TACACS+ サーバに指定した
timeoutseconds
タイムアウト間隔は、すべての
TACACS+ サーバに指定したタイムア
ウト間隔より優先されます。

ステップ 3

switch(config)# exit

設定モードを終了します。

ステップ 4

switch# show tacacs-server

（任意）
TACACS+ サーバの設定を表示します。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
プ コンフィギュレーションにコピーします。

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

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# tacacs-server host TACACS+ アカウンティング メッセージ用の
{ipv4-address | ipv6-address |
UDP ポートを指定します。デフォルトの TCP
host-name} porttcp-port
ポートは 49 です。有効な範囲は 1 ～ 65535 で
す。

ステップ 3

switch(config)# exit

設定モードを終了します。

ステップ 4

switch# show tacacs-server

（任意）
TACACS+ サーバの設定を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
プ コンフィギュレーションにコピーします。

次に、TCP ポートを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# tacacs-server host 10.10.1.1 port 2
switch(config)# exit
switch# show tacacs-server
switch# copy running-config startup-config
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TACACS+ サーバの定期的モニタリングの設定
TACACS+ サーバの可用性をモニタリングできます。パラメータとして、サーバに使用するユー
ザ名とパスワード、およびアイドル タイマーがあります。アイドル タイマーには、TACACS+
サーバがどのくらいの期間要求を受信しなかった場合に、Cisco Nexus デバイスがテスト パケット
を送信するかを指定します。このオプションを設定して、サーバを定期的にテストしたり、1 回
だけテストを実行できます。

（注）

ネットワークのセキュリティ保護のため、TACACS+ データベース内の既存のユーザ名と同じ
ユーザ名を使用しないことを推奨します。
テスト アイドル タイマーには、TACACS+ サーバがどのくらいの期間要求を受信しなかった場合
に、Cisco Nexus デバイスがテスト パケットを送信するかを指定します。

（注）

デフォルトのアイドル タイマー値は 0 分です。アイドル タイム間隔が 0 分の場合、TACACS+
サーバの定期的なモニタリングは実行されません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# tacacs-server host
{ipv4-address | ipv6-address |
host-name} test {idle-timeminutes
| passwordpassword
[idle-timeminutes] | usernamename
[passwordpassword
[idle-timeminutes]]}

サーバ モニタリング用のパラメータを指定しま
す。デフォルトのユーザ名は test、デフォルトの
パスワードは test です。アイドル タイマーのデ
フォルト値は 0 分です。有効な範囲は 0 ～ 1440
分です。

ステップ 3

switch(config)# tacacs-server
dead-timeminutes

Cisco Nexus デバイスが、前回応答しなかった
TACACS+ サーバをチェックするまでの時間
（分）を指定します。デフォルト値は 0 分、指
定できる範囲は 0 ～ 1440 分です。

ステップ 4

switch(config)# exit

設定モードを終了します。

（注）

TACACS+ サーバの定期的なモニタリ
ングを行うには、アイドル タイマーに
0 より大きな値を設定する必要があり
ます。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5

switch# show tacacs-server

（任意）
TACACS+ サーバの設定を表示します。

ステップ 6

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
プ コンフィギュレーションにコピーします。

次に、TACACS+ サーバの定期的モニタリングを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# tacacs-server host 10.10.1.1 test username user1 password Ur2Gd2BH idle-time
3
switch(config)# tacacs-server dead-time 5
switch(config)# exit
switch# show tacacs-server
switch# copy running-config startup-config

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

（注）

デッド タイム間隔が 0 分の場合、TACACS+ サーバは、応答を返さない場合でも、デットとし
てマークされません。デッド タイム間隔はグループ単位で設定できます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# tacacs-server
deadtimeminutes

グローバルなデッド タイム間隔を設定しま
す。デフォルト値は 0 分です。有効な範囲は
1 ～ 1440 分です。

ステップ 3

switch(config)# exit

設定モードを終了します。

ステップ 4

switch# show tacacs-server

（任意）
TACACS+ サーバの設定を表示します。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
プ コンフィギュレーションにコピーします。

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

はじめる前に
TACACS+ をイネーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

aaa authentication login
ascii-authentication

ASCII 認証をイネーブルにします。デ
フォルトではディセーブルになっていま
す。

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

ステップ 3

exit

設定モードを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show tacacs-server

（任意）
TACACS+ サーバの設定を表示します。

例：
switch# show tacacs-server

ステップ 5

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スター
トアップ コンフィギュレーションにコ
ピーします。
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TACACS+ サーバまたはサーバ グループの手動モニタリング
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# test aaa server tacacs+
{ipv4-address | ipv6-address | host-name}
[vrfvrf-name] usernamepassword

TACACS+ サーバにテスト メッセージを
送信して可用性を確認します。

ステップ 2

switch# test aaa groupgroup-name username TACACS+ サーバ グループにテスト メッ
password
セージを送信して可用性を確認します。

次に、手動でテスト メッセージを送信する例を示します。
switch# test aaa server tacacs+ 10.10.1.1 user1 Ur2Gd2BH
switch# test aaa group TacGroup user2 As3He3CI

TACACS+ のディセーブル化
TACACS+ をディセーブルにできます。

注意

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

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# no feature tacacs+ TACACS+ をディセーブルにします。

ステップ 3

switch(config)# exit

設定モードを終了します。

ステップ 4

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。
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TACACS+ 統計情報の表示
スイッチが TACACS+ のアクティビティについて保持している統計情報を表示するには、次の作
業を行います。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

TACACS+ 統計情報を表示しま
す。

このコマンドの出力フィールドの詳細については、Nexus スイッチの『Command Reference』を参
照してください。

TACACS+ の設定の確認
TACACS+ の情報を表示するには、次のいずれかのタスクを実行します。
コマンド

目的

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

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

show running-config tacacs [all]

実行コンフィギュレーションの TACACS+ 設定
を表示します。

show startup-config tacacs

スタートアップ コンフィギュレーションの
TACACS+ 設定を表示します。

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

設定済みのすべての TACACS+ サーバのパラ
メータを表示します。

TACACS+ の設定例
次に、TACACS+ を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# feature tacacs+
switch(config)# tacacs-server key 7 "ToIkLhPpG"
switch(config)# tacacs-server host 10.10.2.2 key 7 "ShMoMhTl"
switch(config)# aaa group server tacacs+ TacServer
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switch(config-tacacs+)# server 10.10.2.2
switch(config-tacacs+)# use-vrf management

次に、TACACS+ をイネーブルにし、TACACS+ サーバの事前共有キーを設定して、サーバ グルー
プ TacServer1 を認証するためにリモート AAA サーバを指定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# feature tacacs+
switch(config)# tacacs-server key 7 "ikvhw10"
switch(config)# tacacs-server host 1.1.1.1
switch(config)# tacacs-server host 1.1.1.2
switch(config)# aaa group server tacacs+ TacServer1
switch(config-tacacs+)#
server 1.1.1.1
switch(config-tacacs+)#
server 1.1.1.2
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章

SSH および Telnet の設定
この章の内容は、次のとおりです。
• SSH および Telnet の概要, 87 ページ
• SSH の注意事項および制約事項, 89 ページ
• SSH のデフォルト設定, 89 ページ
• SSH の設定, 89 ページ
• SSH の設定例, 95 ページ
• Telnet の設定, 96 ページ
• SSH および Telnet の設定の確認, 98 ページ

SSH および Telnet の概要
SSH サーバ
セキュア シェル（SSH）プロトコル サーバ機能を使用すると、SSH クライアントは Cisco Nexus
デバイスとの間で、セキュアな暗号化された接続を確立できます。SSH は強化暗号化を使用して
認証を行います。Cisco Nexus デバイス スイッチの SSH サーバは、無償あるいは商用の SSH クラ
イアントと連係して動作します。
SSH がサポートするユーザ認証メカニズムには、RADIUS、TACACS+、およびローカルに格納さ
れたユーザ名とパスワードを使用した認証があります。

SSH クライアント
SSH クライアント機能は、SSH プロトコルを介して実行されるアプリケーションで、認証と暗号
化を行います。SSH クライアントを使用すると、スイッチは、別の Cisco Nexus デバイススイッチ
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との間、または SSH サーバを稼働している他の任意のデバイスとの間でセキュアな暗号化された
接続を確立できます。この接続は、暗号化されたアウトバウンド接続を実現します。認証と暗号
化により、SSH クライアントは、セキュリティ保護されていないネットワーク上でもセキュアな
通信を実現できます。
Cisco Nexus デバイスの SSH クライアントは、無償あるいは商用の SSH サーバと連係して動作し
ます。

SSH サーバ キー
SSH では、Cisco Nexus デバイスとのセキュアな通信を行うためにサーバ キーが必要です。SSH
キーは、次の SSH オプションに使用できます。
• Rivest, Shamir, and Adelman（RSA）公開キー暗号化を使用した SSH バージョン 2
• Digital System Algrorithm（DSA）を使用した SSH バージョン 2
SSH サービスをイネーブルにする前に、適切なバージョンの SSH サーバ キー ペアを取得してく
ださい。使用中の SSH クライアント バージョンに応じて、SSH サーバ キー ペアを生成します。
SSH サービスでは、SSH バージョン 2 に対応する 2 とおりのキー ペアを使用できます。
• dsa オプションを使用すると、SSH バージョン 2 プロトコルに対応する DSA キーペアが生成
されます。
• rsa オプションを使用すると、SSH バージョン 2 プロトコルに対応する RSA キーペアが生成
されます。
デフォルトでは、Cisco Nexus デバイスは 1024 ビットの RSA キーを生成します。
SSH は、次の公開キー形式をサポートします。
• OpenSSH
• IETF SSH（SECSH）

注意

SSH キーをすべて削除すると、SSH サービスを開始できません。

Telnet サーバ
Telnet プロトコルは、ホストとの TCP/IP 接続を確立します。Telnet を使用すると、あるサイトの
ユーザが別サイトのログイン サーバとの TCP 接続を確立して、システム間でキーストロークをや
り取りできます。Telnet は、リモート システムのアドレスとして、IP アドレスまたはドメイン名
を受け取ります。
Cisco Nexus デバイスでは、デフォルトで Telnet サーバがイネーブルになっています。
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SSH の注意事項および制約事項
SSH には、次の注意事項および制限事項があります。
• Cisco Nexus デバイスは、SSH バージョン 2（SSHv2）だけをサポートしています。

SSH のデフォルト設定
次の表に、SSH パラメータのデフォルト設定を示します。
表 8： デフォルトの SSH パラメータ

パラメータ（Parameters）

デフォルト

SSH サーバ

イネーブル

SSH サーバ キー

1024 ビットで生成された RSA キー

RSA キー生成ビット数

1024

Telnet サーバ

イネーブル

SSH の設定
SSH サーバ キーの生成
セキュリティ要件に基づいて SSH サーバ キーを生成できます。デフォルトの SSH サーバ キーは、
1024 ビットで生成される RSA キーです。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# ssh key{dsa
[force] | rsa [bits [force]]}

SSH サーバ キーを生成します。
bits 引数には、キーの生成に使用するビット数を
指定します。有効な範囲は 768 ～ 2048 です。デ
フォルト値は 1024 です。
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コマンドまたはアクション 目的
既存のキーを置き換える場合は、キーワード force
を使用します。
ステップ 3

switch(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終
了します。

ステップ 4

switch# show ssh key

（任意）
SSH サーバ キーを表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config （任意）
startup-config
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ
コンフィギュレーションにコピーします。

次に、SSH サーバ キーを生成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# ssh key rsa 2048
switch(config)# exit
switch# show ssh key
switch# copy running-config startup-config

ユーザ アカウント用 SSH 公開キーの指定
SSH 公開キーを設定すると、パスワードを要求されることなく、SSH クライアントを使用してロ
グインできます。SSH 公開キーは、次の 3 種類のいずれかの形式で指定できます。
• Open SSH 形式
• Internet Engineering Task Force（IETF）SECSH 形式
• Privacy Enhanced Mail（PEM）形式の公開キー証明書

Open SSH 形式による SSH 公開キーの指定
ユーザ アカウント用に SSH 形式で SSH 公開キーを指定できます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)#
SSH 形式で SSH 公開キーを設定します。
usernameusernamesshkeyssh-key
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

switch(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モード
を終了します。

ステップ 4

switch# show user-account

（任意）
ユーザ アカウントの設定を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。

次に、Open SSH 形式で SSH 公開キーを指定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# username User1 sshkey ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAri3mQy4W1AV9Y2t2hrEWgbUEYz
CfTPO5B8LRkedn56BEy2N9ZcdpqE6aqJLZwfZcTFEzaAAZp9AS86dgBAjsKGs7UxnhGySr8ZELv+DQBsDQH6rZt0KR+2Da8hJD4Z
XIeccWk0gS1DQUNZ300xstQsYZUtqnx1bvm5Ninn0McNinn0Mc=
switch(config)# exit
switch# show user-account
switch# copy running-config startup-config

（注）

上記の例の username コマンドは、読みやすくするために改行されていますが、単一行です。

IETF SECSH 形式による SSH 公開キーの指定
ユーザ アカウント用に IETF SECSH 形式で SSH 公開キーを指定できます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch#
サーバから IETF SECSH 形式の SSH キーを含む
copyserver-filebootflash:filename ファイルをダウンロードします。File Transfer
Protocol（FTP）、SCP、SSH File Transfer Protocol
（SFTP）、または Trivial File Transfer Protocol
（TFTP）サーバを利用できます。

ステップ 2

switch# configure terminal

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。

ステップ 3

switch(config)#
usernameusernamesshkey
filefilename

SSH 形式で SSH 公開キーを設定します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

switch(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終
了します。

ステップ 5

switch# show user-account

（任意）
ユーザ アカウントの設定を表示します。

ステップ 6

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
プ コンフィギュレーションにコピーします。

次に、IETF SECSH 形式で SSH 公開キーを指定する例を示します。
switch#copy tftp://10.10.1.1/secsh_file.pub bootflash:secsh_file.pub
switch# configure terminal
switch(config)# username User1 sshkey file bootflash:secsh_file.pub
switch(config)# exit
switch# show user-account
switch# copy running-config startup-config

PEM フォーマット化された公開キー証明書形式による SSH 公開キーの指定
ユーザ アカウント用に PEM フォーマット化された公開キー証明書形式で SSH 公開キーを指定で
きます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch#
サーバから PEM フォーマット化された公開キー
copyserver-filebootflash:filename 証明書形式の SSH キーを含むファイルをダウン
ロードします。FTP、SCP、SFTP、または TFTP
サーバを利用できます。

ステップ 2

switch# configure terminal

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。

ステップ 3

switch# show user-account

（任意）
ユーザ アカウントの設定を表示します。

ステップ 4

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
プ コンフィギュレーションにコピーします。

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
92

OL-30921-01-J

SSH および Telnet の設定
リモート デバイスとの SSH セッションの開始

次に、PEM フォーマット化された公開キー証明書形式で SSH 公開キーを指定する例を示します。
switch#
switch#
switch#
switch#

copy tftp://10.10.1.1/cert.pem bootflash:cert.pem
configure terminal
show user-account
copy running-config startup-config

リモート デバイスとの SSH セッションの開始
Cisco Nexus デバイスからリモート デバイスに接続する SSH セッションを開始できます。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

switch# ssh {hostname |
リモート デバイスとの SSH セッションを作成
username@hostname} [vrfvrf-name] します。引数 hostname には、IPv4 アドレス、
IPv6 アドレス、またはホスト名を指定します。

SSH ホストのクリア
SCP または SFTP を使用してサーバからファイルをダウンロードする場合は、サーバと信頼性の
ある SSH 関係を確立します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

switch# clear ssh hosts

SSH ホスト セッションをクリアしま
す。

SSH サーバのディセーブル化
SSH サーバは、デフォルトでCisco Nexus デバイスでイネーブルになっています。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

switch# configure terminal

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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

switch(config)# [no] feature ssh SSH サーバをイネーブル/ディセーブルにしま
す。デフォルトではイネーブルになっていま
す。

ステップ 3

switch(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを
終了します。

ステップ 4

switch# show ssh server

（任意）
SSH サーバの設定を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
プ コンフィギュレーションにコピーします。

SSH サーバ キーの削除
SSH サーバをディセーブルにした後、SSH サーバ キーを削除できます。

（注）

SSH を再度イネーブルにするには、まず、SSH サーバ キーを生成する必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# no feature ssh

SSH サーバをディセーブルにします。

ステップ 3

switch(config)# no ssh key [dsa SSH サーバ キーを削除します。
| rsa]
デフォルトでは、すべての SSH キーが削除さ
れます。

ステップ 4

switch(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを
終了します。

ステップ 5

switch# show ssh key

（任意）
SSH サーバの設定を表示します。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
プ コンフィギュレーションにコピーします。

SSH セッションのクリア
Cisco Nexus デバイスから SSH セッションをクリアできます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# show users

ユーザ セッション情報を表示します。

ステップ 2

switch# clear linevty-line

ユーザ SSH セッションをクリアします。

SSH の設定例
次に、SSH を設定する例を示します。

手順
ステップ 1

SSH サーバ キーを生成します。
switch(config)# ssh key rsa
generating rsa key(1024 bits).....
.
generated rsa key

ステップ 2

SSH サーバをイネーブルにします。
switch# configure terminal
switch(config)# feature ssh

（注）

ステップ 3

SSH サーバはデフォルトでイネーブルになっているため、この手順は必要ありませ
ん。

SSH サーバ キーを表示します。
switch(config)# show ssh key
rsa Keys generated:Fri May 8 22:09:47 2009
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ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAri3mQy4W1AV9Y2t2hrEWgbUEYzCfTPO5B8LRkedn56BEy2N9ZcdpqE6aqJLZwfZ/
cTFEzaAAZp9AS86dgBAjsKGs7UxnhGySr8ZELv+DQBsDQH6rZt0KR+2Da8hJD4ZXIeccWk0gS1DQUNZ300xstQsYZUtqnx1bvm5/
Ninn0Mc=
bitcount:1024
fingerprint:
4b:4d:f6:b9:42:e9:d9:71:3c:bd:09:94:4a:93:ac:ca
**************************************
could not retrieve dsa key information
**************************************

ステップ 4

Open SSH 形式による SSH 公開キーを指定します。
switch(config)# username User1 sshkey ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAri3mQy4W1AV9Y2t2hrEWgbUEYz
CfTPO5B8LRkedn56BEy2N9ZcdpqE6aqJLZwfZcTFEzaAAZp9AS86dgBAjsKGs7UxnhGySr8ZELv+DQBsDQH6rZt0KR+2Da8hJD4Z
XIeccWk0gS1DQUNZ300xstQsYZUtqnx1bvm5Ninn0McNinn0Mc=

ステップ 5

設定を保存します。
switch(config)# copy running-config startup-config

Telnet の設定
Telnet サーバのディセーブル化
デフォルトでは、Telnet サーバはイネーブルに設定されています。Cisco Nexus デバイスの Telnet
サーバをディセーブルにできます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# [no] feature telnet Telnet サーバをイネーブル/ディセーブルにし
ます。デフォルトではイネーブルになってい
ます。
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Telnet サーバの再イネーブル化
Cisco Nexus デバイスの Telnet サーバがディセーブルにされた場合は、再度イネーブルにできま
す。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

switch(config)# [no] feature telnet

Telnet サーバを再度イネーブルにしま
す。

リモート デバイスとの Telnet セッションの開始
Telnet セッションを開始してリモート デバイスに接続する前に、次の作業を行う必要があります。
• リモート デバイスのホスト名を取得します。必要に応じて、リモート デバイスのユーザ名
も取得します。
• Cisco Nexus デバイス上で Telnet サーバをイネーブルにします。
• リモート デバイス上で Telnet サーバをイネーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

switch# telnethostname

リモート デバイスとの Telnet セッションを作成しま
す。引数 hostname には、IPv4 アドレス、IPv6 アド
レス、またはデバイス名を指定します。

次に、Telnet セッションを開始してリモート デバイスに接続する例を示します。
switch# telnet 10.10.1.1
Trying 10.10.1.1...
Connected to 10.10.1.1.
Escape character is '^]'.
switch login:

Telnet セッションのクリア
Cisco Nexus デバイスから Telnet セッションをクリアできます。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# show users

ユーザ セッション情報を表示します。

ステップ 2

switch# clear linevty-line

ユーザ Telnet セッションをクリアしま
す。

SSH および Telnet の設定の確認
SSH および Telnet の情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。
コマンド

目的

show ssh key [dsa | rsa]

SSH サーバ キー ペアの情報を表示します。

show running-config security [all]

実行コンフィギュレーション内の SSH とユーザ
アカウントの設定を表示します。キーワード all
を指定すると、SSH およびユーザ アカウントの
デフォルト値が表示されます。

show ssh server

SSH サーバの設定を表示します。

show user-account

ユーザ アカウント情報を表示します。
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802.1X の設定
この章の内容は、次のとおりです。
• 802.1X の概要, 99 ページ
• 802.1X のライセンス要件, 108 ページ
• 802.1X の前提条件, 108 ページ
• 802.1X の注意事項と制約事項, 109 ページ
• 802.1X のデフォルト設定, 110 ページ
• 802.1X の設定, 111 ページ
• 802.1X 設定の確認, 132 ページ
• 802.1X のモニタリング, 133 ページ
• 802.1X の設定例, 133 ページ
• 802.1X に関する追加情報, 133 ページ
• 802.1X の機能の履歴, 134 ページ

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。
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デバイスのロール
802.1X ポート ベースの認証では、ネットワーク上のデバイスにそれぞれ特定のロールがありま
す。
次の図は、802.1X のデバイスのロールを示しています。
図 4：802.1X デバイスのロール

特定のロールは次のとおりです。
サプリカント
LAN および Cisco NX-OS デバイス サービスへのアクセスを要求し、Cisco NX-OS デバイス
からの要求に応答するクライアント デバイスです。ワークステーションでは、Microsoft
Windows XP が動作するデバイスで提供されるような、802.1X 準拠のクライアント ソフト
ウェアが稼働している必要があります。

（注）

Windows XP のネットワーク接続および Cisco 802.1X ポートベース認
証の問題に関しては、次の URL にある Microsoft サポート技術情報の
記事を参照してください。http://support.microsoft.com/support/kb/articles/
Q303/5/97.ASP

認証サーバ
サプリカントの実際の認証を行います。認証サーバはサプリカントの識別情報を確認し、
LAN および Cisco NX-OS デバイスのサービスへのアクセスをサプリカントに許可すべきか
どうかを Cisco NX-OS デバイスに通知します。Cisco NX-OS デバイスはプロキシとして動作
するので、認証サービスはサプリカントに対しては透過的に行われます。認証サーバとし
て、拡張認証プロトコル（EAP）拡張機能を備えた Remote Authentication Dial-In User Service
（RADIUS）セキュリティ デバイスだけがサポートされています。この認証サーバは、Cisco
Secure Access Control Server バージョン 3.0 で使用可能です。RADIUS はサプリカント サー
バ モデルを使用し、RADIUS サーバと 1 つまたは複数の RADIUS クライアントとの間でセ
キュア認証情報を交換します。
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オーセンティケータ
サプリカントの認証ステータスに基づいて、ネットワークへの物理アクセスを制御します。
オーセンティケータは、サプリカントと認証サーバとの仲介デバイス（プロキシ）として動
作し、サプリカントから識別情報を要求し、得られた識別情報を認証サーバに確認し、サプ
リカントに応答をリレーします。オーセンティケータには、EAP フレームのカプセル化/カ
プセル化解除、および認証サーバとの対話を処理する、RADIUS クライアントが含まれてい
ます。
オーセンティケータが EAPOL フレームを受信して認証サーバにリレーする際は、イーサネット
ヘッダーを取り除き、残りの EAP フレームを RADIUS 形式にカプセル化します。このカプセル化
のプロセスでは EAP フレームの変更または確認が行われないため、認証サーバはネイティブ フ
レーム フォーマットの EAP をサポートする必要があります。オーセンティケータは認証サーバか
らフレームを受信すると、サーバのフレーム ヘッダーを削除し、残りの EAP フレームをイーサ
ネット用にカプセル化してサプリカントに送信します。

（注）

Cisco NX-OS デバイスがなれるのは、802.1X オーセンティケータだけです。

認証の開始およびメッセージ交換
オーセンティケータ（Cisco NX-OS デバイス）とサプリカント（クライアント）のどちらも認証
を開始できます。ポート上で認証をイネーブルにした場合、オーセンティケータはポートのリン
ク ステートがダウンからアップに移行した時点で、認証を開始する必要があります。続いて、
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。
サプリカントがブートアップ時にオーセンティケータから EAP-Request/Identity フレームを受信し
なかった場合、サプリカントは EAPOL 開始フレームを送信することにより認証を開始すること
ができます。この開始フレームにより、オーセンティケータはサプリカントの識別情報を要求し
ます。

（注）

ネットワーク アクセス デバイスで 802.1X がイネーブルになっていない場合、またはサポート
されていない場合、Cisco NX-OS デバイスはサプリカントからの EAPOL フレームをすべてド
ロップします。サプリカントが、認証の開始を 3 回試みても EAP-Request/Identity フレームを
受信しなかった場合、サプリカントはポートが許可ステートにあるものとしてデータを送信し
ます。ポートが許可ステートになっている場合は、サプリカントの認証が成功したことを意味
します。
サプリカントが自己の識別情報を提示すると、オーセンティケータは仲介装置としてのロールを
開始し、認証が成功または失敗するまで、サプリカントと認証サーバの間で EAP フレームを送受
信します。認証が成功すると、オーセンティケータのポートは許可ステートになります。
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実際に行われる EAP フレーム交換は、使用する認証方式によって異なります。
次の図に、サプリカントが RADIUS サーバにワンタイム パスワード（OTP）認証方式を使用して
開始するメッセージ交換を示します。OTP 認証デバイスは、シークレット パスフレーズを使用し
て、一連のワンタイム（使い捨て）パスワードを生成します。
図 5：メッセージ交換

ユーザのシークレット パスフレーズは、認証時やパスフレーズの変更時などにネットワークを通
過することはありません。

インターフェイスのオーセンティケータ PAE ステータス
インターフェイスで 802.1X をイネーブルにすると、Cisco NX-OS ソフトウェアにより、オーセン
ティケータ Port Access Entity（PAE）インスタンスが作成されます。オーセンティケータ PAE は、
インターフェイスでの認証をサポートするプロトコル エンティティです。インターフェイスで
802.1X をディセーブルにしても、オーセンティケータ PAE インスタンスは自動的にクリアされま
せん。必要に応じ、オーセンティケータ PAE をインターフェイスから明示的に削除し、再度適用
することができます。

許可ステートおよび無許可ステートのポート
サプリカントのネットワークへのアクセスが許可されるかどうかは、オーセンティケータのポー
ト ステートで決まります。ポートは、無許可ステートで開始します。このステートにあるポート
は、802.1X プロトコル パケットを除いたすべての入トラフィックおよび出トラフィックを禁止し
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ます。サプリカントの認証に成功すると、ポートは許可ステートに移行し、サプリカントのすべ
てのトラフィック送受信を通常どおりに許可します。
802.1X 認証をサポートしていないクライアントが無許可ステートの 802.1X ポートに接続した場
合、オーセンティケータはクライアントの識別情報を要求します。この状況では、クライアント
は要求に応答せず、ポートは引き続き無許可ステートとなり、クライアントはネットワーク アク
セスを許可されません。
反対に、802.1x 対応のクライアントが、802.1x プロトコルの稼働していないポートに接続すると、
クライアントは EAPOL 開始フレームを送信して認証プロセスを開始します。応答がなければ、
クライアントは同じ要求を所定の回数だけ送信します。応答がないので、クライアントはポート
が許可ステートであるものとしてフレーム送信を開始します。
ポートには次の許可ステートがあります。
Force authorized
802.1X ポートベースの認証をディセーブルにし、認証情報の交換を必要としないで許可ス
テートに移行します。ポートはクライアントとの 802.1x ベース認証を行わずに、通常のト
ラフィックを送受信します。この許可ステートはデフォルトです。
Force unauthorized
ポートが無許可ステートのままになり、クライアントからの認証の試みをすべて無視しま
す。オーセンティケータは、インターフェイスを経由してクライアントに認証サービスを提
供することができません。
自動
802.1X ポートベースの認証をイネーブルにします。ポートは無許可ステートで開始し、ポー
ト経由で送受信できるのは EAPOL フレームだけです。ポートのリンク ステートがダウンか
らアップに移行したとき、またはサプリカントから EAPOL 開始フレームを受信したとき
に、認証プロセスが開始します。オーセンティケータは、クライアントの識別情報を要求
し、クライアントと認証サーバとの間で認証メッセージのリレーを開始します。オーセン
ティケータはサプリカントの MAC アドレスを使用して、ネットワーク アクセスを試みる各
サプリカントを一意に識別します。
サプリカントの認証に成功すると（認証サーバから Accept フレームを受信すると）、ポートが許
可ステートに変わり、認証されたサプリカントからの全フレームがポート経由での送受信を許可
されます。認証が失敗すると、ポートは無許可ステートのままですが、認証を再試行することは
できます。認証サーバに到達できない場合、オーセンティケータは要求を再送信できます。所定
の回数だけ試行してもサーバから応答が得られない場合には、認証が失敗し、サプリカントのネッ
トワーク アクセスは認可されません。
サプリカントはログオフするとき、EAPOL ログオフ メッセージを送信します。このメッセージ
によって、オーセンティケータのポートは無許可ステートに移行します。
ポートのリンク ステートがアップからダウンに移行した場合、または EAPOL ログオフ フレーム
を受信した場合、ポートは無許可ステートに戻ります。
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MAC 認証バイパス
MAC 認証バイパス機能を使用して、サプリカントの MAC アドレスに基づいてサプリカントを認
証するように、Cisco NX-OS デバイスを設定できます。たとえば、プリンタなどのデバイスに接
続されている 802.1X 機能を設定したインターフェイスで、この機能をイネーブルにすることがで
きます。
サプリカントからの EAPOL 応答を待機している間に 802.1X 認証がタイムアウトした場合は、
MAC 認証バイパスを使用して Cisco NX-OS デバイスはクライアントの許可を試みます。
インターフェイスで MAC 認証バイパス機能をイネーブルにすると、Cisco NX-OS デバイスは MAC
アドレスをサプリカント ID として使用します。認証サーバには、ネットワーク アクセスが許可
されたサプリカントの MAC アドレスのデータベースがあります。Cisco NX-OS デバイスは、イン
ターフェイスでクライアントを検出した後、クライアントからのイーサネット パケットを待ちま
す。Cisco NX-OS デバイスは、MAC アドレスに基づいてユーザ名とパスワードを含んだ RADIUS
アクセス/要求フレームを認証サーバに送信します。許可に成功した場合、Cisco NX-OS デバイス
はクライアントにネットワークへのアクセスを許可します。許可に失敗した場合、ゲスト VLAN
が設定されていれば、ポートにゲスト VLAN を割り当てます。
リンクのライフタイム中に EAPOL パケットがインターフェイスで検出される場合、このインター
フェイスに接続されているデバイスが 802.1X 対応サプリカントであることを Cisco NX-OS デバイ
スが判別し、（MAC 認証バイパスではなく）802.1X 認証を使用してインターフェイスを許可し
ます。インターフェイスのリンク ステータスがダウンした場合、EAPOL 履歴はクリアされます。
Cisco NX-OS デバイスがすでに MAC 認証バイパスを使用してインターフェイスを許可していて、
802.1X サプリカントを検出した場合、Cisco NX-OS デバイスはインターフェイスに接続されてい
るクライアントを無許可にしません。再認証を実行する際に、Termination-Auction RADIUS 属性
値が DEFAULT であるために前のセッションが終了した場合、Cisco NX-OS デバイスは 802.1X 認
証を優先再認証プロセスとして使用します。
MAC 認証バイパスで許可されたクライアントを再認証することができます。再認証プロセスは、
802.1X で認証されたクライアントと同様です。再認証中に、ポートは前に割り当てられた VLAN
に残ります。再認証に成功した場合、スイッチはポートを同じ VLAN 内に保持します。再認証に
失敗した場合、ゲスト VLAN が設定されていればポートにゲスト VLAN を割り当てます。
再認証が Session-Timeout RADIUS 属性（Attribute [27]）と Termination-Action RADIUS 属性（Attribute
[29]）に基づいていて、Termination-Action RADIUS 属性（Attribute [29]）アクションが初期化の場
合、（属性値は DEFAULT）、MAC 認証バイパス セッションが終了して、再認証中に接続が失わ
れます。MAC 認証バイパスがイネーブルで 802.1X 認証がタイムアウトした場合、スイッチは
MAC 認証バイパス機能を使用して再許可を開始します。これらの AV ペアの詳細については、
RFC 3580『IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) Usage Guidelines』を参
照してください。
MAC 認証バイパスは、次の機能と相互作用します。
• 802.1X 認証：802.1X 認証がポートでイネーブルの場合にだけ、MAC 認証バイパスをイネー
ブルにできます。
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• ポート セキュリティ：同じレイヤ 2 ポート上で 802.1X 認証とポート セキュリティを設定で
きます。
• Network Admission Control（NAC）レイヤ 2 IP 検証：例外リスト内のホストを含む 802.1X
ポートが MAC 認証バイパスで認証されたあとに、この機能が有効になります。

802.1X とポート セキュリティ
ポート セキュリティと 802.1X は同じインターフェイス上に設定できます。ポート セキュリティ
によって、802.1X 認証の MAC アドレスを保護できます。802.1X はポート セキュリティよりも前
にパケットを処理するので、1 つのインターフェイスで両方をイネーブルにすると、802.1X が、
そのインターフェイスで、未知の MAC アドレスからのインバウンド トラフィックを妨げます。
同じインターフェイス上で 802.1X とポート セキュリティをイネーブルにしても、ポート セキュ
リティは設定どおりにスティッキ方式またはダイナミック方式で MAC アドレスの学習を続行し
ます。また、シングル ホスト モードとマルチ ホスト モードのどちらで 802.1X をイネーブルにす
るかによって、次のいずれかが発生します。
シングル ホスト モード
ポート セキュリティは認証済みのホストの MAC アドレスを学習します。
マルチ ホスト モード
ポート セキュリティは、このインターフェイスでダイナミックに学習された MAC アドレス
をドロップし、802.1X で認証された最初のホストの MAC アドレスを学習します。
802.1X がポート セキュリティに渡した MAC アドレスによってセキュア MAC アドレスの適用可
能な最大数を違反することになる場合、デバイスはホストに認証エラー メッセージを送信しま
す。
802.1X によって認証された MAC アドレスは、たとえそのアドレスがポート セキュリティによっ
てスティッキ方式またはスタティック方式で学習されていたとしても、ダイナミック方式で学習
されたアドレスと同様に扱われます。802.1X で認証されたセキュア MAC アドレスを削除しよう
としても、そのアドレスはセキュア アドレスのまま保持されます。
認証済みのホストの MAC アドレスがスティッキ方式またはスタティック方式でセキュア アドレ
スになった場合、デバイスはそのアドレスをダイナミック方式で学習されたものとして扱うので、
その MAC アドレスを手動で削除することはできません。
認証済みのホストのセキュア MAC アドレスがポート セキュリティのエージング期限に達すると、
ポート セキュリティは 802.1X と連動して、そのホストを再認証します。デバイスは、エージン
グのタイプに応じて、次のように異なる動作をします。
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Absolute
ポート セキュリティは 802.1X に通知し、デバイスはホストの再認証を試行します。そのア
ドレスが引き続きセキュア アドレスになるかどうかは、再認証の結果によって決まります。
再認証が成功すれば、デバイスはそのセキュア アドレスのエージング タイマーを再起動し
ます。再認証に失敗した場合、デバイスはそのインターフェイスのセキュア アドレス リス
トからそのアドレスをドロップします。
Inactivity
ポート セキュリティは、そのインターフェイスのセキュア アドレス リストからそのセキュ
ア アドレスをドロップし、802.1X に通知します。デバイスはホストの再認証を試行します。
再認証が成功すれば、ポート セキュリティは再度そのアドレスをセキュア アドレスにしま
す。

MAC ベースの認証（MAB）に基づいたダイナミック VLAN 割り当て
Cisco Nexus 5000 および 6000 シリーズ スイッチは、ダイナミック VLAN 割り当てをサポートしま
す。802.1x 認証または MAB の完了後、ポートの起動前に、認証の結果として、特定の VLAN ベー
スに配置するピア/ホストを（認証の一部として）許可することもできます。RADIUS サーバは、
一般的に、Access-Accept メッセージ内にトンネル属性を含めることによって目的の VLAN を示し
ます。VLAN を取得してポートにバインディングするこの手順は、ダイナミック VLAN 割り当て
を構成します。

RADIUS からの VLAN 割り当て
dot1x または MAB によって認証が完了すると、RADIUS サーバからの応答にダイナミック VLAN
情報を含むことができるようになり、これをポートに割り当てることができます。この情報は、
トンネル属性の形式の受け入れアクセス メッセージの RADIUS サーバからの応答に存在します。
VLAN 割り当てのために、次のトンネル属性が送信されます。
• Tunnel-type=VLAN(13)
• Tunnel-Medium-Type=802
• Tunnel-Private-Group-ID=VLANID
アクセス VLAN の設定のために、3 つのパラメータをすべて受け取る必要があります。

シングル ホストおよびマルチ ホストのサポート
802.1X 機能では、1 つのポートのトラフィックを 1 台のエンドポイント装置に限定することも（シ
ングル ホスト モード）、1 つのポートのトラフィックを複数のエンドポイント装置に許可するこ
とも（マルチ ホスト モード）できます。
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シングル ホスト モードでは、802.1X ポートで 1 台のエンドポイント装置のみからのトラフィッ
クが許可されます。エンドポイント装置が認証されると、Cisco NX-OS デバイスはポートを許可
ステートにします。エンドポイント装置がログオフすると、Cisco NX-OS デバイスはポートを無
許可ステートに戻します。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 Cisco NX-OS デバイスのレイヤ 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。
マルチ ホスト モードに設定されている 802.1X ポートで、認証が必要になるのは最初のホストだ
けです。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。マルチ ホスト 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。

サポートされるトポロジ
802.1X ポートベースの認証は、次の 2 つのトポロジでサポートされます。
• ポイントツーポイント
• Wireless LAN（ワイヤレス LAN）
ポイントツーポイント構成では、802.1X 対応のオーセンティケータ（Cisco NX-OS デバイス）ポー
トにサプリカント（クライアント）を 1 台だけ接続することができます。オーセンティケータは、
ポートのリンクステートがアップステートに移行したときにサプリカントを検出します。サプリ
カントがログオフしたとき、または別のサプリカントに代わったときには、オーセンティケータ
はポートのリンク ステートをダウンに変更し、ポートは無許可ステートに戻ります。
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次の図に、ワイヤレス LAN 上での 802.1X ポートベースの認証を示します。802.1X ポートはマル
チ ホスト ポートとして設定され、1 台のサプリカントが認証されるとすぐにポートが許可されま
す。
図 6：ワイヤレス LAN の例

ポートが許可されると、ポートに間接的に接続された他のすべてのホストに対して、ネットワー
ク アクセスが許可されます。ポートが無許可ステートになった場合（再認証が失敗した場合、ま
たは EAPOL ログオフ メッセージを受信した場合）、Cisco NX-OS デバイスは接続しているすべ
てのサプリカントのネットワーク アクセスを禁止します。

802.1X のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
製品

ライセンス要件

Cisco NX-OS

802.1X にライセンスは必要ありません。ライセ
ンス パッケージに含まれていない機能はすべて
Cisco NX-OS システム イメージにバンドルされ
ており、追加費用は一切発生しません。Cisco
NX-OS ライセンス方式の詳細については、
『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してくだ
さい。

802.1X の前提条件
802.1X には次の前提条件があります。
• ネットワーク内の 1 つまたは複数の RADIUS サーバがアクセス可能であること。
• MAC アドレス認証バイパス機能をイネーブルにする場合を除き、802.1X サプリカントがポー
トに接続されていること。
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802.1X の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 NX-OS ソフトウェアが 802.1X 認証をサポートするのは、物理ポート上だけです。
• Cisco NX-OS ソフトウェアは、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。
• Cisco NX-OS ソフトウェアは、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。
• Cisco NX-OS ソフトウェアは、ポート チャネル メンバが 802.1X 用に設定されている場合、
そのメンバでは次の 802.1X 設定をサポートしません。
◦ シングル ホスト モードではホスト モードを設定できません。メンバ ポートではマルチ
ホスト モードだけがサポートされます。
◦ メンバ ポートでは MAC 認証バイパスをイネーブルにできません。
◦ ポート チャネルではポート セキュリティを設定できません。
• 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 認証をイネーブルにした場合、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 のすべての機能がイネーブルになります。
• Cisco NX-OS ソフトウェアが 802.1X 認証をサポートするのは、ポート チャネル、トランク、
またはアクセス ポート内のイーサネット インターフェイス上だけです。
• Cisco NX-OS ソフトウェアは、ポート チャネル内のトランク インターフェイスまたはメンバ
インターフェイス上ではシングル ホスト モードをサポートしません。
• dot1x 機能は、Cisco TrustSec のみのトランク ポートに設定されます。したがって、トランク
ポート上に Cisco TrustSec がない dot1x の設定は無効です。
• MAC ベースの認証（MAB）の設定は、トランク インターフェイスでは推奨されません。
MAB を設定した場合、学習される MAC アドレスは、認証中に RADIUS サーバから受け取っ
たネイティブ VLAN またはダイナミック VLAN で静的にプログラムされます。
• Cisco NX-OS ソフトウェアは、トランク インターフェイス上では MAC アドレス認証バイパ
ス機能をサポートしません。
• Cisco NX-OS ソフトウェアは、ポート チャネル上では MAC アドレス認証バイパス機能をサ
ポートしません。
• Cisco NX-OS ソフトウェアは、vPC ポートでの Dot1X および MCT をサポートしません。
• Cisco NX-OS ソフトウェアは、次の 802.1X プロトコル拡張機能をサポートしません。
◦ 論理 VLAN 名から ID への 1 対多のマッピング

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
OL-30921-01-J

109

802.1X の設定
802.1X のデフォルト設定

◦ Web 許可
◦ ダイナミック ドメイン ブリッジ割り当て
◦ IP テレフォニー
• 次に、ダイナミック VLAN 割り当ての制約事項を示します。
◦ ダイナミック VLAN 割り当ては、ストレート型接続でのみ HIF ポート（FEX ポート）
でサポートされます。
◦ この機能は、スイッチポート アクセス ポートでのみサポートされます。
◦ RADIUS によって割り当てられた VLAN はスイッチですでに設定されている必要があり
ます。
◦ この機能は、VPC ポート、ポート チャネル、トランク ポートおよび L3 ポートではサ
ポートされません。
◦ RADIUS によって VLAN が割り当てられた後に別のアクセス VLAN でそれを上書きす
ることはできません。

802.1X のデフォルト設定
次の表に、802.1X パラメータのデフォルト設定を示します。
表 9：802.1X のデフォルト パラメータ

パラメータ（Parameters）

デフォルト

802.1X 機能

ディセーブル

AAA 802.1X 認証方式

Not configured

インターフェイス単位の 802.1x プロトコル イ
ネーブル ステート

ディセーブル（force-authorized）

定期的な再認証

ディセーブル

再認証の間隔（秒）

3600 秒

待機タイムアウト時間

60 秒（Cisco NX-OS デバイスがサプリカントと
の認証情報の交換に失敗した後、待機状態を続
ける秒数）

（注）

ポートはサプリカントとの 802.1X
ベース認証を行わずに、通常のトラ
フィックを送受信します。
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パラメータ（Parameters）

デフォルト

再送信タイムアウト時間

30 秒（Cisco NX-OS デバイスが
EAP-Request/Identity フレームに対するサプリカ
ントからの応答を待ち、要求を再送信するまで
の秒数）

最大再送信回数

2 回（Cisco NX-OS デバイスが認証プロセスを
再開するまでに、EAP-Request/Identity フレーム
を送信する回数）

ホスト モード

シングル ホスト

サプリカント タイムアウト時間

30 秒（認証サーバからの要求をサプリカントに
リレーするとき、Cisco NX-OS デバイスがサプ
リカントに要求を再送信するまでに、サプリカ
ントの応答を待つ時間）

認証サーバ タイムアウト時間

30 秒（サプリカントからの応答を認証サーバに
リレーするとき、Cisco NX-OS デバイスがサー
バに応答を再送信するまでに、サーバからの応
答を待つ時間）

802.1X の設定
ここでは、802.1X 機能の設定方法について説明します。

（注）

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

802.1X の設定プロセス
ここでは、802.1X を設定するプロセスについて説明します。
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手順
ステップ 1

802.1X 機能をイネーブルにします。

ステップ 2

リモート RADIUS サーバへの接続を設定します。

ステップ 3

イーサネット インターフェイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

802.1X 機能のイネーブル化
サプリカント デバイスを認証する前に、Cisco NX-OS デバイス上で 802.1X 機能をイネーブルにす
る必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

feature dot1x

802.1X 機能をイネーブルにします。デフォ
ルトではディセーブルになっています。

例：
switch(config)# feature dot1x

ステップ 3

exit

設定モードを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show dot1x

（任意）
802.1X 機能のステータスを表示します。

例：
switch# show dot1x

ステップ 5

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピー
します。
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802.1X の AAA 認証方式の設定
802.1X 認証にリモート RADIUS サーバを使用できます。RADIUS サーバおよび RADIUS サーバ
グループを設定し、デフォルト AAA 認証方式を指定したあとに、Cisco NX-OS デバイスは 802.1X
認証を実行します。

はじめる前に
リモート RADIUS サーバ グループの名前またはアドレスを取得します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

aaa authentication dot1x default
groupgroup-list
例：
switch(config)# aaa
authentication dot1x default
group rad2

802.1X 認証に使用する RADIUS サーバ グルー
プを指定します。
group-list 引数には、グループ名をスペースで
区切ったリストを指定します。グループ名は、
次のように指定します。
• radius を指定すると、RADIUS サーバの
グローバル プールが認証に使用されま
す。
• named-group：認証に RADIUS サーバの
グローバル プールを使用します。

ステップ 3

exit

設定モードを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show radius-server

（任意）
RADIUS サーバの設定を表示します。

例：
switch# show radius-server

ステップ 5

show radius-server group
[group-name]

（任意）
RADIUSサーバグループの設定を表示します。

例：
switch# show radius-server group
rad2
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コマンドまたはアクション
ステップ 6

目的

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
プ コンフィギュレーションにコピーします。
switch# copy running-config
startup-config

インターフェイスでの 802.1X 認証の制御
インターフェイス上で実行される 802.1X 認証を制御できます。インターフェイスの 802.1X 認証
ステートは、次のとおりです。
自動
インターフェイス上で、802.1X 認証をイネーブルにします。
強制認証
インターフェイス上の 802.1X 認証をディセーブルにし、認証を行わずにインターフェイス
上のすべてのトラフィックを許可します。このステートがデフォルトです。
Force-unauthorized
インターフェイス上のすべてのトラフィックを禁止します。

はじめる前に
Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernetslot/port
例：

設定するインターフェイスを選択し、イン
ターフェイスコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

switch(config)# interface ethernet
2/1
switch(config-if)#
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

dot1x port-control {auto |
force-authorized |
forced-unauthorized}

インターフェイスの 802.1X 認証ステート
を変更します。デフォルトの設定は
force-authorized です。

例：
switch(config-if)# dot1x
port-control auto

ステップ 4

exit

設定モードを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5

show dot1x all
例：

（任意）
802.1X 機能のすべてのステータスおよび設
定情報を表示します。

switch# show dot1x all

ステップ 6

show dot1x interface ethernetslot/port （任意）
インターフェイスの 802.1X 機能のステー
例：
タスおよび設定情報を表示します。
switch# show dot1x interface
ethernet 2/1

ステップ 7

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップコンフィギュレーションにコピーし
ます。

メンバ ポートでの 802.1X 認証の設定
ポート チャネルのメンバで 802.1X 認証を設定できます。

（注）

ポート チャネル自体では 802.1X 認証を設定できません。
メンバ ポートで 802.1X 認証を設定する方法は 2 つあります。メンバ ポートで 802.1X を設定して
からそのポートをポート チャネルに追加する方法と、ポート チャネルを作成し、そのポート チャ
ネルにポートを追加してからそのポートで 802.1X を設定する方法です。ここで示す手順は、1 つ
めの方法の手順です。2 つめの方法で 802.1X を設定するには、次のコマンドを使用します。
• interface port-channel channel-number
• interface ethernet slot/port
• channel-group channel-number [force] [mode {on | active | passive}]
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• dot1x port-control auto

（注）

上記のコマンドの詳細については、ご使用のプラットフォームの『Cisco NX-OS
Interfaces Command Reference』を参照してください。

はじめる前に
Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernetslot/port
例：

設定するインターフェイスを選択し、インター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始
します。

switch(config)# interface
ethernet 7/1
switch(config-if)#

ステップ 3

dot1x port-control auto

インターフェイスの 802.1X 認証ステートを変更
します。

例：
switch(config-if)# dot1x
port-control auto

ステップ 4

[no] switchport
例：

インターフェイスをレイヤ 2 ポートとして設定し
ます。no キーワードを使用する場合は、レイヤ 3
ポートとして設定します。

switch(config-if)# switchport

ステップ 5

dot1x host-mode multi-host
例：

インターフェイスのマルチ ホスト モードをイネー
ブルにします。このコマンドはポート チャネルに
ポートを追加する際に必要です。

switch(config-if)# dot1x
host-mode multi-host

ステップ 6

channel-group channel-number
[force] [mode {on | active |
passive}]
例：
switch(config-if)#
channel-group 5 force

チャネル グループ内にポートを設定し、モードを
設定します。チャネル番号の有効範囲は 1 ～ 4096
です。ポート チャネルがない場合は、Cisco NX-OS
ソフトウェアによって、このチャネル グループに
関連付けられたポート チャネルが作成されます。
オプションの force キーワードを使用すると、互
換性のない設定を持つインターフェイスを強制的
にチャネルに追加できます。強制されるインター

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
116

OL-30921-01-J

802.1X の設定
インターフェイスでのオーセンティケータ PAE の作成または削除

コマンドまたはアクション

目的
フェイスは、チャネル グループと同じ速度、デュ
プレックス、およびフロー制御設定を持っている
必要があります。
（注）

ステップ 7

exit

ポート チャネルから 802.1X 対応ポート
を削除するには、no channel-group
channel-number コマンドを使用します。

インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

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

ステップ 8

exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終
了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 9

show dot1x all
例：

（任意）
802.1X 機能のすべてのステータスおよび設定情報
を表示します。

switch# show dot1x all

ステップ 10

show dot1x interface
ethernetslot/port

（任意）
インターフェイスの 802.1X 機能のステータスお
よび設定情報を表示します。

例：
switch# show dot1x interface
ethernet 7/1

ステップ 11

copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ
コンフィギュレーションにコピーします。

例：
switch# copy running-config
startup-config

インターフェイスでのオーセンティケータ PAE の作成または削除
インターフェイスで 802.1X オーセンティケータ Port Access Entity（PAE）インスタンスを作成ま
たは削除できます。

（注）

デフォルトでは、インターフェイスで 802.1X をイネーブルにしたときに、Cisco NX-OS ソフ
トウェアによってインターフェイスでオーセンティケータ PAE インスタンスが作成されます。
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はじめる前に
802.1X 機能をイネーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

show dot1x interface
ethernetslot/port

（任意）
インターフェイス上の 802.1X の設定を表示しま
す。

例：
switch# show do1x interface
ethernet 2/1

ステップ 3

interface ethernetslot/port
例：

設定するインターフェイスを選択し、インター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始
します。

switch(config)# interface
ethernet 2/1
switch(config-if)#

ステップ 4

[no] dot1x pae authenticator
例：
switch(config-if)# dot1x pae
authenticator

インターフェイスでオーセンティケータ PAE イ
ンスタンスを作成します。インターフェイスか
ら PAE インスタンスを削除するには、no 形式
を使用します。
（注）

ステップ 5

オーセンティケータ PAE がインター
フェイスにすでに存在している場合
は、dot1x pae authentication コマンド
を実行してもインターフェイス上の設
定は変更されません。

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
プ コンフィギュレーションにコピーします。
switch(config)# copy
running-config startup-config

インターフェイスの定期再認証のイネーブル化
インターフェイスの 802.1X 定期再認証をイネーブルにし、再認証を実行する頻度を指定します。
期間を指定しないで再認証をイネーブルにした場合、再認証を行う間隔はグローバル値にデフォ
ルト設定されます。
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（注）

再認証プロセス中、すでに認証されているサプリカントのステータスは影響を受けません。

はじめる前に
Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernetslot/port
例：

設定するインターフェイスを選択し、インター
フェイス コンフィギュレーション モードを開
始します。

switch(config)# interface
ethernet 2/1
switch(config-if)#

ステップ 3

dot1x re-authentication
例：
switch(config-if)# dot1x
re-authentication

ステップ 4

インターフェイスに接続されているサプリカ
ントの定期再認証をイネーブルにします。デ
フォルトでは、定期再認証はディセーブルで
す。

dot1x timeout re-authperiodseconds （任意）
再認証の間隔（秒）を設定します。デフォル
例：
トは 3600 秒です。有効な範囲は 1 ～ 65535 で
switch(config-if)# dot1x timeout
す。
re-authperiod 3300
（注）

ステップ 5

exit

インターフェイス上の定期再認証を
イネーブルにする場合だけ、このコ
マンドは Cisco NX-OS デバイスの動
作に影響します。

設定モードを終了します。

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

ステップ 6

show dot1x all
例：

（任意）
802.1X 機能のすべてのステータスおよび設定
情報を表示します。

switch(config)# show dot1x all
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コマンドまたはアクション
ステップ 7

目的

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
プ コンフィギュレーションにコピーします。
switch(config)# copy
running-config startup-config

手動によるサプリカントの再認証
Cisco NX-OS デバイス全体のサプリカントまたはインターフェイスのサプリカントを手動で再認
証できます。

（注）

再認証プロセス中、すでに認証されているサプリカントのステータスは影響を受けません。

はじめる前に
Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

dot1x re-authenticate [interfaceslot/port]

Cisco NX-OS デバイスまたはインター
フェイス上のサプリカントを再認証し
ます。

例：
switch# dot1x re-authenticate interface
2/1

手動による 802.1X 認証の初期化
Cisco NX-OS デバイスまたは特定のインターフェイスですべてのサプリカントの認証を、手動で
初期化することができます。

（注）

認証を初期化すると、クライアントの認証プロセスを開始する前に既存のすべての認証ステー
タスがクリアされます。

はじめる前に
Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。
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802.1X の設定
インターフェイスの 802.1X 認証タイマーの変更

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

dot1x initialize [interface ethernet slot/port] Cisco NX-OS デバイスまたは指定のイン
ターフェイス上の 802.1X 認証を初期化
例：
します。
switch# dot1x initialize interface
ethernet 2/1

インターフェイスの 802.1X 認証タイマーの変更
Cisco NX-OS デバイスのインターフェイス上で変更できる 802.1X 認証タイマーは、次のとおりで
す。
待機時間タイマー
Cisco NX-OS デバイスがサプリカントを認証できない場合、スイッチは所定の時間アイドル
状態になり、その後再試行します。待機時間タイマーの値でアイドルの時間が決まります。
認証が失敗する原因には、サプリカントが無効なパスワードを提供した場合があります。デ
フォルトよりも小さい値を入力することによって、ユーザへの応答時間を短縮できます。デ
フォルトは、グローバル待機時間タイマーの値です。範囲は 1 ～ 65535 秒です。
レート制限タイマー
レート制限時間中、サプリカントから過剰に送信されている EAPOL-Start パケットを抑制し
ます。オーセンティケータはレート制限時間中、認証に成功したサプリカントからの
EAPOL-Start パケットを無視します。デフォルト値は 0 秒で、オーセンティケータはすべて
の EAPOL-Start パケットを処理します。範囲は 1 ～ 65535 秒です。
レイヤ 4 パケットに対するスイッチと認証サーバ間の再送信タイマー
認証サーバは、レイヤ 4 パケットを受信するたびにスイッチに通知します。スイッチがパ
ケット送信後に通知を受信できない場合、Cisco NX-OS デバイスは所定の時間だけ待機した
後、パケットを再送信します。デフォルトは 30 秒です。範囲は 1 ～ 65535 秒です。
EAP 応答フレームに対するスイッチとサプリカント間の再送信タイマー
サプリカントは、Cisco NX-OS デバイスの EAP-Request/Identity フレームに対し、
EAP-Response/Identity フレームで応答します。Cisco NX-OS デバイスがこの応答を受信でき
なかった場合、所定の時間（再送信時間）だけ待機した後、フレームを再送信します。デ
フォルトは 30 秒です。範囲は 1 ～ 65535 秒です。
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インターフェイスの 802.1X 認証タイマーの変更

EAP 要求フレームに対するスイッチとサプリカント間の再送信タイマー
サプリカントは、EAP 要求フレームを受信したことを Cisco NX-OS デバイスに通知します。
オーセンティケータがこの通知を受信できなかった場合、オーセンティケータは所定の時間
だけ待機した後、フレームを再送信します。デフォルトは、グローバル再送信時間タイマー
の値です。範囲は 1 ～ 65535 秒です。

（注）

このデフォルト値は、リンクの信頼性が低下した場合や、特定のサプリカントおよび認証サー
バの動作に問題がある場合など、異常な状況に対する調整を行う場合にだけ変更してくださ
い。

はじめる前に
Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernetslot/port
例：

設定するインターフェイスを選択し、インター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始
します。

switch(config)# interface
ethernet 2/1
switch(config-if)

ステップ 3

dot1x timeout quiet-periodseconds （任意）
オーセンティケータが EAP-Request/Identity フレー
例：
ムに対するサプリカントからの応答を待ち、要求
switch(config-if)# dot1x
を再送信するまでの時間を秒数で設定します。デ
timeout quiet-period 25
フォルトはすべてのインターフェイスに設定され
るグローバル秒数です。範囲は 1 ～ 65535 秒で
す。

ステップ 4

dot1x timeout
ratelimit-periodseconds
例：
switch(config-if)# dot1x
timeout ratelimit-period 10

（任意）
認証に成功したサプリカントからの EAPOL-Start
パケットを無視する時間を秒数で設定します。デ
フォルト値は 0 秒です。範囲は 1 ～ 65535 秒で
す。
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802.1X の設定
シングル ホスト モードまたはマルチ ホスト モードのイネーブル化

ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

dot1x timeout
server-timeoutseconds

（任意）
Cisco NX-OS デバイスが認証サーバにパケットを
送信する前に待機する時間を秒数で設定します。
デフォルトは 30 秒です。範囲は 1 ～ 65535 秒で
す。

例：
switch(config-if)# dot1x
timeout server-timeout 60

ステップ 6

dot1x timeout
supp-timeoutseconds
例：
switch(config-if)# dot1x
timeout supp-timeout 20

ステップ 7

dot1x timeout tx-periodseconds
例：
switch(config-if)# dot1x
timeout tx-period 40

ステップ 8

exit

（任意）
Cisco NX-OS デバイスが EAP 要求フレームを再
送信する前に、サプリカントが EAP 要求フレー
ムに応答してくるのを待機する時間を秒数で設定
します。デフォルトは 30 秒です。範囲は 1 ～
65535 秒です。
（任意）
サプリカントから EAP 要求フレームを受信した
通知が送信されない場合に、EAP 要求フレーム
を再送信する間隔を秒数で設定します。デフォル
トはすべてのインターフェイスに設定されるグ
ローバル秒数です。範囲は 1 ～ 65535 秒です。
設定モードを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 9

show dot1x all

（任意）
802.1X の設定を表示します。

例：
switch# show dot1x all

ステップ 10

copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ
コンフィギュレーションにコピーします。

例：
switch# copy running-config
startup-config

シングル ホスト モードまたはマルチ ホスト モードのイネーブル化
インターフェイス上でシングル ホスト モードまたはマルチ ホスト モードをイネーブルにするこ
とができます。
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802.1X の設定
MAC 認証バイパスのイネーブル化

はじめる前に
Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernetslot/port
例：

設定するインターフェイスを選択し、インター
フェイス コンフィギュレーション モードを開
始します。

switch(config)# interface
ethernet 2/1
switch(config-if)

ステップ 3

dot1x host-mode {multi-host |
single-host}
例：
switch(config-if)# dot1x
host-mode multi-host

ステップ 4

exit

ホスト モードを設定します。デフォルトは、
single-host です。
（注）

指定したインターフェイスで dot1x
port-control インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドが
auto に設定されていることを確認
してください。

設定モードを終了します。

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

ステップ 5

show dot1x all
例：

（任意）
802.1X 機能のすべてのステータスおよび設定
情報を表示します。

switch# show dot1x all

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
プ コンフィギュレーションにコピーします。
switch(config)# copy
running-config startup-config

MAC 認証バイパスのイネーブル化
サプリカントの接続されていないインターフェイス上で、MAC 認証バイパスをイネーブルにする
ことができます。
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802.1X の設定
Cisco NX-OS デバイスでの 802.1X 認証のディセーブル化

はじめる前に
Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernetslot/port
例：

設定するインターフェイスを選択し、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

switch(config)# interface
ethernet 2/1
switch(config-if)

ステップ 3

dot1x mac-auth-bypass [eap]
例：
switch(config-if)# dot1x
mac-auth-bypass

ステップ 4

exit

MAC 認証バイパスをイネーブルにします。
デフォルトはバイパスのディセーブルです。
eap キーワードを使用して、許可に EAP を使
用するように Cisco NX-OS デバイスを設定し
ます。
設定モードを終了します。

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

ステップ 5

show dot1x all
例：

（任意）
802.1X 機能のすべてのステータスおよび設定
情報を表示します。

switch# show dot1x all

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
例：
アップ コンフィギュレーションにコピーしま
switch(config)# copy
す。
running-config startup-config

Cisco NX-OS デバイスでの 802.1X 認証のディセーブル化
Cisco NX-OS デバイス上の 802.1X 認証をディセーブルにできます。デフォルトでは、802.1X 機能
をイネーブルにすると、Cisco NX-OS ソフトウェアが 802.1X 認証をイネーブルにします。ただ
し、802.1X 機能をディセーブルにした場合、設定は Cisco NX-OS デバイスから削除されます。
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Cisco NX-OS デバイスでの 802.1X 認証のディセーブル化

Cisco NX-OS ソフトウェアでは、802.1X の設定を失わずに 802.1X 認証をディセーブルにできま
す。

（注）

802.1X 認証をディセーブルにすると、設定されているポート モードに関係なく、すべてのイ
ンターフェイスのポート モードがデフォルトの force-authorized になります。802.1X 認証を再
びイネーブルにすると、Cisco NX-OS ソフトウェアはインターフェイス上に設定したポート
モードを復元します。

はじめる前に
Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

ステップ 3

例：

Cisco NX-OS デバイス上の 802.1X 認証をディ
セーブルにします。デフォルトではイネーブ
ルになっています。

switch(config)# no dot1x
system-auth-control

（注）

exit

設定モードを終了します。

no dot1x system-auth-control

Cisco NX-OS デバイス上の 802.1X 認
証をイネーブルにするには、dot1x
system-auth-control コマンドを使用
します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show dot1x

（任意）
802.1X 機能のステータスを表示します。

例：
switch# show dot1x

ステップ 5

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
プ コンフィギュレーションにコピーします。
switch# copy running-config
startup-config
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802.1X 機能のディセーブル化

802.1X 機能のディセーブル化
Cisco NX-OS デバイス上の 802.1X 機能をディセーブルにできます。
802.1X をディセーブルにすると、関連するすべての設定が自動的に廃棄されます。Cisco NX-OS
ソフトウェアは、802.1X を再度イネーブルにして設定を回復する場合に使用できる自動チェック
ポイントを作成します。詳細については、ご使用のプラットフォームの『Cisco NX-OS System
Management Configuration Guide』を参照してください。

はじめる前に
Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

no feature dot1x
例：
switch(config)# no feature dot1x

ステップ 3

exit

802.1X 機能をディセーブルにします。
注意

802.1X 機能をディセーブルにする
と、802.1X のすべての設定が削除
されます。

設定モードを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
例：
アップ コンフィギュレーションにコピーし
switch# copy running-config
ます。
startup-config

インターフェイスでのオーセンティケータとサプリカント間のフレー
ム再送信最大リトライ回数の設定
セッションがタイムアウトするまでに、Cisco NX-OS デバイスがインターフェイス上でサプリカ
ントに認証要求を再送信する最大回数を設定できます。デフォルトは 2 回です。有効な範囲は 1
～ 10 回です。
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802.1X の設定
802.1X 認証の RADIUS アカウンティングのイネーブル化

はじめる前に
Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernet slot/port
例：

設定するインターフェイスを選択し、インター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始
します。

switch(config)# interface
ethernet 2/1
switch(config-if)#

ステップ 3

dot1x max-req count
例：
switch(config-if)# dot1x
max-req 3

ステップ 4

exit

最大認証要求リトライ回数を変更します。デフォ
ルトは 2 回です。有効な範囲は 1 ～ 10 回です。
（注）

指定したインターフェイスで dot1x
port-control インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドが auto
に設定されていることを確認してくだ
さい。

インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5

show dot1x all
例：

（任意）
802.1X 機能のすべてのステータスおよび設定情
報を表示します。

switch# show dot1x all

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
プ コンフィギュレーションにコピーします。
switch(config)# copy
running-config startup-config

802.1X 認証の RADIUS アカウンティングのイネーブル化
802.1X 認証のアクティビティに対する RADIUS アカウンティングをイネーブルにできます。
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802.1X の AAA アカウンティング方式の設定

はじめる前に
Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

dot1x radius-accounting
例：

802.1X に対する RADIUS アカウンティン
グをイネーブルにします。デフォルトでは
ディセーブルになっています。

switch(config)# dot1x
radius-accounting

ステップ 3

exit

設定モードを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show dot1x

（任意）
802.1X の設定を表示します。

例：
switch# show dot1x

ステップ 5

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップコンフィギュレーションにコピーし
ます。

802.1X の AAA アカウンティング方式の設定
802.1X 機能に対する AAA アカウンティング方式をイネーブルにできます。

はじめる前に
Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
OL-30921-01-J

129

802.1X の設定
インターフェイスでの再認証最大リトライ回数の設定

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

configure terminal

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。

ステップ 2

aaa accounting dot1x
default groupgroup-list

802.1X に対する AAA アカウンティングをイネーブル
にします。デフォルトではディセーブルになっていま
す。
group-list 引数には、グループ名をスペースで区切った
リストを指定します。グループ名は、次のように指定
します。
• radius：設定済みのすべての RADIUS サーバ
• named-group：設定済みの任意の RADIUS サーバ
グループ名

ステップ 3

exit

設定モードを終了します。

ステップ 4

show aaa accounting

（任意）
AAA アカウンティングの設定を表示します。

ステップ 5

copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コ
ンフィギュレーションにコピーします。

次に、802.1X 機能をイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# aaa accounting dot1x default group radius
switch(config)# exit
switch# show aaa accounting
switch# copy running-config startup-config

インターフェイスでの再認証最大リトライ回数の設定
セッションがタイムアウトするまでに、Cisco NX-OS デバイスがインターフェイス上でサプリカ
ントに再認証要求を再送信する最大回数を設定できます。デフォルトは 2 回です。有効な範囲は
1 ～ 10 回です。

はじめる前に
Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。
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ゲスト VLAN の設定

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernetslot/port
例：

設定するインターフェイスを選択し、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

switch(config)# interface
ethernet 2/1
switch(config-if)#

ステップ 3

dot1x max-reauth-reqretry-count
例：

最大再認証要求リトライ回数を変更します。
デフォルトは 2 回です。有効な範囲は 1 ～
10 回です。

switch(config-if)# dot1x
max-reauth-req 3

ステップ 4

exit

インターフェイス コンフィギュレーション
モードを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5

show dot1x all
例：

（任意）
802.1X 機能のすべてのステータスおよび設
定情報を表示します。

switch# show dot1x all

ステップ 6

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。

ゲスト VLAN の設定
MAB が設定され、MAB による認証エラーがあると、ゲスト VLAN がアクセス VLAN として割り
当てられます（可能な場合）。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal

ステップ 2

設定するインターフェイスを選択し、イ
ンターフェイス コンフィギュレーション
モードを開始します。

interface ethernetslot/port
例：
switch(config)# interface ethernet
2/1

ステップ 3

割り当てるゲスト VLAN を指定します。

dot1x guest-vlanguest-vlan
例：
switch(config-if)# dot1x guest-vlan
5

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

exit
例：
switch(config-if)# exit

802.1X 設定の確認
802.1X 情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。
コマンド

目的

show dot1x

802.1X 機能のステータスを表示します。

show dot1x all [details | statistics | summary]

802.1X 機能のすべてのステータスおよび設定情
報を表示します。

show dot1x interface ethernetslot/port [details |
statistics | summary]

イーサネット インターフェイスの 802.1X 機能
のステータスおよび設定情報を表示します。

show running-config dot1x [all]

実行コンフィギュレーション内の 802.1X 機能
の設定を表示します。

show startup-config dot1x

スタートアップ コンフィギュレーション内の
802.1X 機能の設定を表示します。
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これらのコマンドの出力フィールドの詳細については、ご使用のプラットフォームの『CiscoNX-OS
Security Command Reference』を参照してください。

802.1X のモニタリング
Cisco NX-OS デバイスが保持している 802.1X のアクティビティに関する統計情報を表示できま
す。

はじめる前に
Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

show dot1x {all | interface ethernetslot/port} statistics 802.1X 統計情報を表示しま
す。
例：
switch# show dot1x all statistics

802.1X の設定例
次に、アクセス ポートに 802.1X を設定する例を示します。
feature dot1x
aaa authentication dot1x default group rad2
interface Ethernet2/1
dot1x pae-authenticator
dot1x port-control auto

次に、トランク ポートに 802.1X を設定する例を示します。
feature dot1x
aaa authentication dot1x default group rad2
interface Ethernet2/1
dot1x pae-authenticator
dot1x port-control auto
dot1x host-mode multi-host

（注）

802.1X 認証が必要なすべてのインターフェイスに対して、dot1x pae authenticator コマンドお
よび dot1x port-control auto コマンドを繰り返してください。

802.1X に関する追加情報
ここでは、802.1X の実装に関する追加情報について説明します。
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関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco NX-OS ライセンス設定

『Cisco NX-OS Licensing Guide』

コマンド リファレンス
VRF コンフィギュレーション

標準
標準

タイトル

IEEE Std 802.1X- 2004（IEEE Std 802.1X-2001 の 『802.1X IEEE Standard for Local and Metropolitan
Area Networks Port-Based Network Access Control』
改訂版）
RFC 2284

『PPP Extensible Authentication Protocol (EAP)』

RFC 3580

『IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User
Service (RADIUS) Usage Guidelines』

MIB
MIB

MIB のリンク
MIB を検索およびダウンロードするには、次の
URL にアクセスしてください。

• IEEE8021-PAE-MIB

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/
cmtk/mibs.shtml

802.1X の機能の履歴
表 10：802.1X の機能の履歴

機能名

リリース

機能情報

802.1X

6.0(2)N1(2)

この機能が導入されました。
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Cisco TrustSec の設定
この章では、Cisco NX-OS デバイスに Cisco TrustSec を設定する手順について説明します。
この章は、次の項で構成されています。
• Cisco TrustSec の概要 , 135 ページ
• Cisco TrustSec のライセンス要件 , 145 ページ
• Cisco TrustSec の前提条件 , 146 ページ
• Cisco TrustSec の注意事項と制約事項 , 146 ページ
• Cisco TrustSec パラメータのデフォルト設定, 147 ページ
• Cisco TrustSec の設定 , 148 ページ
• Cisco TrustSec の設定の確認, 188 ページ
• Cisco TrustSec の設定例, 189 ページ
• Cisco TrustSec に関する追加情報, 193 ページ
• Cisco TrustSec の機能の履歴, 193 ページ

Cisco TrustSec の概要
ここでは、Cisco TrustSec について説明します。

Cisco TrustSec のアーキテクチャ
Cisco TrusSec のセキュリティ アーキテクチャは、信頼できるネットワーク デバイスのクラウドを
確立することによってセキュア ネットワークを構築します。また Cisco TrustSec は、認証時に取
得されたデバイス情報を、ネットワークに入る際のパケットの分類またはカラリングに使用しま
す。このパケット分類は、Cisco TrustSec ネットワークへの入力時にパケットにタグ付けされるこ
とにより維持されます。タグによってパケットはデータ パス全体を通じて正しく識別され、セ
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キュリティおよびその他のポリシー基準が適用されます。このタグは、セキュリティグループタ
グ（SGT）と呼ばれることもあります。エンドポイント装置が SGT に応じてトラフィックをフィ
ルタリングできるようにすることにより、アクセスコントロールポリシーをネットワークに強制
できます。

（注）

入力とは、宛先へのパス上のパケットが最初の Cisco TrustSec 対応デバイスに入ることです。
出力とは、パス上の最後の Cisco TrustSec 対応デバイスを出ることです。

次の図に、Cisco TrustSec クラウドの例を示します。この例では、Cisco TrustSec クラウド内に、
ネットワーク接続されたデバイスが数台とエンドポイント装置が 1 台あります。1 台のエンド ポ
イント装置と 1 台のネットワーク接続されたデバイスは、Cisco TrustSec 対応デバイスではないた
め、クラウドの外部にあります。
図 7：Cisco TrustSec ネットワーク クラウドの例

Cisco TrustSec アーキテクチャは、主に次のコンポーネントで構成されています。
認証
Cisco TrustSec ネットワークにデバイスを加入させる前に、各デバイスの識別情報を検証し
ます。
許可
認証されたデバイスの識別情報に基づいて、Cisco TrustSec ネットワークのリソースに対す
るデバイスのアクセス権のレベルを決定します。
アクセス コントロール
各パケットのソース タグを使用して、パケット単位でアクセス ポリシーを適用します。
Cisco TrustSec ネットワークには、次のエンティティがあります。
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オーセンティケータ（AT）
すでに Cisco TrustSec ネットワークに含まれているデバイス
許可サーバ（AS）
認証情報、許可情報、またはその両方を提供できるサーバ
リンクが最初にアップ状態になったときに、許可が実行され、リンクの両側は、SGT および ACL
などのリンクに適用されるポリシーを取得します。

認証
Cisco TrustSec は、デバイスのネットワーク加入を許可する前にデバイスを認証します。

Cisco TrustSec と認証
Cisco TrustSec は認証に EAP-FAST を使用します。EAP-FAST カンバセーションによって、チェー
ンを使用した EAP-FAST トンネル内で他の EAP 方式の交換が可能になります。これにより、管理
者は Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2（MSCHAPv2）のような従来型
のユーザ認証方式を使用しながら、EAP-FAST トンネルが提供するセキュリティも利用できます。
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次の図に、EAP-FAST トンネルおよび Cisco TrustSec で使用する内部方式を示します。
図 8：Cisco TrustSec の認証

EAP-FAST への Cisco TrustSec の機能拡張
Cisco TrustSec に EAP-FAST を実装することにより、次の機能拡張が実現しました。
オーセンティケータの認証
AT と認証サーバの間の共有秘密を得るために Protected Access Credential（PAC）を使用する
ように AT に求めることにより、AT のアイデンティティをセキュアに判断します。また、
この機能により、AT が使用できるすべての IP アドレスに関して認証サーバに RADIUS 共
有秘密を設定する手間が省けます。
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ネイバーの ID を各ピアに通知
認証交換の完了までに、認証サーバはサプリカントと AT の両方を識別します。認証サーバ
は、保護された EAP-FAST 終端で追加の type-length-value（TLV）パラメータを使用して、
AT のアイデンティティと、その AT が Cisco TrustSec に対応しているかどうかをサプリカン
トに伝えます。認証サーバはさらに、Access- Accept メッセージの RADIUS 属性を使用し
て、サプリカントのアイデンティティおよびそのサプリカントが Cisco TrustSec に対応して
いるかどうかを AT に伝えます。各ピアは、ネイバーのアイデンティティを認識しているた
め、認証サーバに追加の RADIUS Access-Requests を送信し、リンクに適用されるポリシー
を取得できます。
AT ポスチャ評価
AT は、サプリカントの代わりに認証サーバと認証交換を開始すると、そのポスチャ情報を
認証サーバに提供します。

802.1X ロールの選択
802.1X では、AT に認証サーバとの IP 接続が必要です。AT は RADIUS over UDP/IP を使用してサ
プリカントと AT の認証交換をリレーする必要があるためです。PC などのエンドポイント装置は
ネットワークへの接続時にサプリカントとして動作することになります。ただし、2 つのネット
ワーク デバイス間の Cisco TrustSec 接続の場合、各ネットワーク デバイスの 802.1X ロールが他方
のネットワーク デバイスに即座に認識されない場合もあります。
NX-OS デバイスに AT とサプリカントのロールを手動で設定する代わりに、Cisco TrustSec はロー
ル選択アルゴリズムを実行し、AT として動作する Cisco NX-OS デバイスとサプリカントとして動
作するデバイスを自動的に判断します。ロール選択アルゴリズムは、RADIUS サーバに IP で到達
可能なデバイスに AT ロールを割り当てます。どちらのデバイスも AT とサプリカントの両方のス
テート マシンを起動します。ある Cisco NX-OS デバイスが、ピアに RADIUS サーバへのアクセス
権があることを検出すると、そのデバイスは自身の AT ステート マシンを終了し、サプリカント
のロールを引き受けます。両方の Cisco NX デバイスに RADIUS サーバへのアクセス権がある場
合、アルゴリズムは EAP over LAN（EAPOL）パケット送信の送信元として使用される MAC アド
レスを比較します。MAC アドレスの値が大きい方の Cisco NX-OS デバイスが AT になり、もう一
方の Cisco NX-OS デバイスがサプリカントになります。

Cisco TrustSec 認証の概要
Cisco TrustSec 認証プロセスが完了するまでに、認証サーバは次の処理を行います。
• サプリカントと AT のアイデンティティの検証
• サプリカントがエンドポイント装置の場合はユーザの認証
Cisco TrustSec 認証プロセスの完了時には、AT およびサプリカントの両方が次の情報を取得して
います。
• ピアのデバイス ID
• ピアの Cisco TrustSec 機能についての情報
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• SAP に使用されるキー

デバイス ID
Cisco TrustSec はデバイスの ID として IP アドレスも MAC アドレスも使用しません。その代わり、
各 Cisco TrustSec 対応 Cisco NX-OS デバイスに、Cisco TrustSec ネットワークで一意に識別できる
名前（デバイス ID）を手動で割り当てる必要があります。このデバイス ID は次の操作に使用さ
れます。
• 認証ポリシーの検索
• 認証時におけるデータベース内のパスワードの検索

デバイスのクレデンシャル
Cisco TrustSec はパスワードベースのクレデンシャルをサポートしています。認証サーバは、代わ
りに自己署名式の証明書を使用する場合もあります。Cisco TrustSec はパスワードでサプリカント
を認証し、MSCHAPv2 を使用することにより、たとえ認証サーバの証明書を検証できなくても、
相互認証が可能です。
認証サーバは、Cisco TrustSec ネットワークにサプリカントが最初に加入する際に、一時的に設定
されたパスワードをそのサプリカントの認証に使用します。サプリカントが最初に Cisco TrustSec
ネットワークに加入する際に、認証サーバは証明書を作成してサプリカントを認証し、強力なパ
スワードを生成して、これを PAC でサプリカントに送信します。認証サーバはさらに、データ
ベースに新しいパスワードを保存します。

ユーザ クレデンシャル
Cisco TrustSec には、エンドポイント装置の特定タイプのユーザ クレデンシャルは必要ありませ
ん。ユーザに対して任意のタイプの認証方式（MSCHAPv2、LEAP、Generic Token Card（GTC）、
または OTP など）を選択し、対応するクレデンシャルを使用できます。

SGACL と SGT
セキュリティ グループ アクセス リスト（SGACL）を使用すると、割り当てられたセキュリティ
グループに基づいてユーザが実行できる操作を制御できます。許可をロールにまとめることによ
り、セキュリティ ポリシーの管理が容易になります。Cisco NX-OS デバイスにユーザを追加する
際に、1 つ以上のセキュリティ グループを割り当てれば、ユーザは適切な許可を即座に受信でき
ます。セキュリティ グループを変更することにより、新しい許可を追加したり、現在の許可を制
限することもできます。
Cisco TrustSec はセキュリティ グループに、セキュリティ グループ タグ（SGT）という 16 ビット
の固有のタグを割り当てます。Cisco NX-OS デバイス内の SGT の数は認証済みのネットワーク エ
ンティティの数に制限されます。SGT は全社内の送信元の許可を示す単一ラベルです。範囲は
Cisco TrustSec ネットワーク内でグローバルです。

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
140

OL-30921-01-J

Cisco TrustSec の設定
SGACL と SGT

管理サーバは、セキュリティ ポリシーの設定に基づいて SGT を引き出します。これらを手動で設
定する必要はありません。
いったん認証されると、Cisco TrustSec はデバイスを送信元とするすべてのパケットに、そのデバ
イスが割り当てられているセキュリティ グループを表す SGT を付けます。タグ付けされたパケッ
トはネットワークを通じて Cisco TrustSec ヘッダーで SGT を運びます。このタグは、送信元のグ
ループを表しているので、送信元の SGT として参照されます。Cisco TrustSec は、ネットワーク
の出口で、パケットの宛先デバイスに割り当てられているグループを判断し、アクセス コント
ロール ポリシーを適用します。
Cisco TrustSec はセキュリティ グループ間のアクセス コントロール ポリシーを定義します。Cisco
TrustSec は、ネットワーク内のデバイスをセキュリティ グループに割り当て、セキュリティ グ
ループ間およびセキュリティグループ内でアクセスコントロールを適用することにより、ネット
ワーク内での原則的なアクセス コントロールを行います。
次の図に SGACL ポリシーの例を示します。
図 9：SGACL ポリシーの例

Cisco TrustSec ネットワークでは、次の図のように SGT の割り当てと SGACL の強制が実行されま
す。
図 10：Cisco TrustSec ネットワークでの SGT と SGACL

Cisco NX-OS デバイスは、従来の ACL の IP アドレスではなく、デバイス グループに Cisco TrustSec
アクセス コントロール ポリシーを定義します。このような組み合わせの解除によって、ネット
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ワーク全体でネットワーク デバイスを自由に移動し、IP アドレスを変更できます。ネットワーク
トポロジ全体を変更することが可能です。ロールと許可が同じであれば、ネットワークが変更さ
れてもセキュリティ ポリシーには影響しません。この機能によって、ACLのサイズが大幅に節約
され、保守作業も簡単になります。
従来の IP ネットワークでは、設定されているアクセス コントロール エントリ（ACE）の数は次
のようにして決まります。
ACEの数=（指定されている送信元の数）X（指定されている宛先の数）X（指定されている許可
の数）
Cisco TrustSec では、次の式を使用します。
ACE の数 = 指定されている許可の数

送信元セキュリティ グループの判断
Cisco TrustSec クラウドの入口のネットワーク デバイスは、Cisco TrustSec クラウドにパケットを
転送する際に、パケットに SGT をタグ付けできるように、Cisco TrustSec クラウドに入るパケッ
トの SGT を判断する必要があります。出口のネットワーク デバイスは、SGACL を適用できるよ
うに、パケットの SGT を判断する必要があります。
ネットワーク デバイスは、次のいずれかの方法でパケットの SGT を判断できます。
• ポリシー取得時に送信元の SGT を取得する：Cisco TrustSec 認証フェーズ後、ネットワーク
デバイスは認証サーバからポリシーを取得します。認証サーバは、ピア デバイスが信頼でき
るかどうかを伝えます。ピア デバイスが信頼できない場合、認証サーバはそのピア デバイ
スから着信するすべてのパケットに適用する SGT も提供します。
• Cisco TrustSec ヘッダーの送信元 SGT フィールドを取得する：信頼できるピア デバイスから
パケットが着信した場合、そのパケットにとってネットワーク デバイスが Cisco TrustSec ク
ラウド内の最初のネットワーク デバイスではない場合に、Cisco TrustSec ヘッダーの SGT
フィールドで正しい値が伝送されます。

宛先セキュリティ グループの判断
Cisco TrustSec クラウドの出口のネットワーク デバイスは、SGACL を適用する宛先グループを判
断します。場合によっては、入口のデバイスまたは出口以外のその他のデバイスが、使用できる
宛先グループの情報を持っていることもあります。このような場合、SGACL は出口のデバイスで
はなくこれらのデバイスに適用されます。
Cisco TrustSec は、宛先 IP アドレスに基づいてパケットの宛先グループを決定します。
宛先 SGT を設定して、ファブリック エクステンダ（FEX）または vEthernet ポート上の出力ブロー
ドキャスト、マルチキャスト、および不明なユニキャスト トラフィックに対して Cisco TrustSec
を強制することはしません。代わりに、DST をゼロ（不明）に設定します。次に、正しい設定の
例を示します。
cts role-based access-list acl-on-fex-egress
deny udp
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deny ip
cts role-based sgt 9 dst 0 access-list acl-on-fex-egress

SXP によるレガシー アクセス ネットワークへの SGT の伝播
アクセス レイヤの Cisco NX-OS デバイス ハードウェアは Cisco TrustSec をサポートしています。
Cisco TrustSec ハードウェアがないと、Cisco TrustSec ソフトウェアはパケットに SGT をタグ付け
できません。SXP を使用すると、Cisco TrustSec のハードウェア サポートがないネットワーク デ
バイスに SGT を伝播できます。
SXP はアクセス レイヤ デバイスと宛先レイヤ デバイスの間で動作します。アクセス レイヤ デバ
イスは SXP を使用して、SGT とともに Cisco TrustSec 認証デバイスの IP アドレスをディストリ
ビューション スイッチに渡します。Cisco TrustSec 対応のソフトウェアとハードウェアを両方備え
たディストリビューションデバイスはこの情報を使用して、パケットに適切にタグを付け、SGACL
ポリシーを強制します。
次の図に、SXP を使用して、従来のネットワークで SGT 情報を伝播する方法を示します。
図 11：SXP を使用した SGT 情報の伝播

パケットへの SGT のタグ付けには、ハードウェアによるサポートが必要です。ネットワーク内
に、パケットに SGT のタグ付けを行えないデバイスが含まれている可能性もあります。これらの
デバイスから Cisco TrustSec 対応のハードウェアを搭載しているデバイスに IP アドレスと SGT の
マッピングを送信できるようにするには、SXP 接続を手動で設定する必要があります。SXP 接続
の手動での設定には、次のことが必要です。
• SXP データの整合性と認証が必要になる場合は、ピア デバイスの両方に同じ SXP パスワー
ドを設定する必要があります。SXP パスワードは各ピア接続に対して明示的に指定すること
も、デバイスに対してグローバルに設定することもできます。SXP パスワードは必須ではあ
りません。
• 各ピアを SXP 接続に SXP スピーカーまたは SXP リスナーとして設定する必要があります。
スピーカー デバイスはリスナー デバイスに SXP 情報を渡します。
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（注）

この Cisco Nexus デバイスに SXP リスナーとなる機能はありません。SXP ス
ピーカーになることだけができます。

• 送信元 IP アドレスを指定して各ピアの関係付けに使用したり、特定の送信元 IP アドレスを
設定していないピア接続に対してデフォルトの送信元 IP アドレスを設定したりすることがで
きます。

許可とポリシーの取得
認証が終了すると、サプリカントと AT はいずれも認証サーバからセキュリティ ポリシーを取得
します。サプリカントと AT はお互いに対してポリシーを強制します。サプリカントと AT はいず
れも、認証後に受信したピア デバイス ID を提供します。ピア デバイス ID を使用できない場合、
Cisco TrustSec は手動で設定されたピア デバイス ID を使用できます。
認証サーバは次の属性を返します。
Cisco TrustSec の信頼状態
パケットに SGT を付けるにあたり、ネイバー デバイスが信用できるかどうかを示します。
ピア SGT
ピアが属しているセキュリティ グループを示します。ピアが信頼されない場合は、ピアか
ら受信したすべてのパケットは、入力インターフェイスで設定された SGT でタグ付けされ
ます。このインターフェイスで強制がイネーブルである場合、ピア SGT に関連付けられた
SGACL がダウンロードされます。SGACL がピアの SGT に関連付けられているかどうかデ
バイスが認識できないと、そのデバイスは SGACL を取得するために追加要求を送信する場
合もあります。
許可の有効期限
ポリシーの期限が切れるまでの秒数を示します。シスコ独自の AV のペアは、許可または
Cisco TrustSec デバイスへのポリシー応答の期限を表します。Cisco TrustSec デバイスはポリ
シーと許可を期限が切れる前にリフレッシュする必要があります。

ヒント

Cisco TrustSec デバイスは、認証サーバからピアの適切なポリシーを取得できない場合に備え
て、最小限のデフォルト アクセス ポリシーをサポートする必要があります。

環境データのダウンロード
Cisco TrustSec 環境データは、Cisco TrustSec ノードとしてのデバイスの機能を支援するひとまとま
りの情報またはポリシーです。デバイスは、Cisco TrustSec クラウドに最初に加入する際に、認証
サーバから環境データを取得しますが、一部のデータをデバイスに手動で設定することもできま

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
144

OL-30921-01-J

Cisco TrustSec の設定
RADIUS リレー機能

す。たとえば、Cisco TrustSec のシード デバイスには認証サーバの情報を設定する必要があります
が、この情報は、デバイスが認証サーバから取得するサーバ リストを使用して、後から追加する
ことができます。
デバイスは、期限前に Cisco TrustSec 環境データをリフレッシュする必要があります。また、この
データの有効期限が切れていなければ、データをキャッシュし、リブート後に再利用することも
できます。
デバイスは RADIUS を使用して、認証サーバから次の環境データを取得します。
サーバ リスト
クライアントがその後の RADIUS 要求に使用できるサーバのリスト（認証および許可の両
方）
Device SGT
そのデバイス自体が属しているセキュリティ グループ
有効期間
Cisco TrustSec デバイスが環境データをリフレッシュする頻度を左右する期間

RADIUS リレー機能
802.1X 認証プロセスで Cisco TrustSec AT のロールを引き受ける Cisco NX-OS デバイスは、認証
サーバへの IP 接続を通じて、UDP/IP での RADIUS メッセージの交換により、認証サーバからポ
リシーと許可を取得します。サプリカント デバイスは認証サーバとの IP 接続がなくてもかまいま
せん。サプリカントに 認証サーバとの IP 接続 がない場合、Cisco TrustSec は AT をサプリカント
の RADIUS リレーとして機能させることができます。
サプリカントは、RADIUS サーバの IP アドレスと UDP ポートを持つ Cisco TrustSec AT に特別な
EAP over LAN（EAPOL）メッセージを送信し、RADIUS 要求を完了します。Cisco TrustSec AT は
受信した EAPOL メッセージから RADIUS 要求を抽出し、これを UDP/IP を通じて認証サーバに送
信します。認証サーバから RADIUS 応答が返ると、Cisco TrustSec AT はメッセージを EAPOL フ
レームにカプセル化して、サプリカントに転送します。

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

ライセンス要件

Cisco NX-OS

Cisco TrustSec にはライセンスは必要ありませ
ん。ライセンス パッケージに含まれていない機
能はすべて Cisco NX-OS システム イメージにバ
ンドルされており、追加費用は一切発生しませ
ん。Cisco NX-OS のライセンス スキームの詳細
は、Cisco NX-OS ソフトウェアのライセンスお
よび版権情報を参照してください。

Cisco TrustSec の前提条件
Cisco TrustSec の前提条件は次のとおりです。
• Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする前に、802.1X 機能をイネーブルにする必要がありま
す。802.1X インターフェイス レベルの機能が使用できませんが、デバイスが RADIUS で認
証するためには 802.1X が必要です。
• Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

Cisco TrustSec の注意事項と制約事項
Cisco TrustSec に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。
• Cisco TrustSec は認証に RADIUS を使用します。
• Cisco TrustSec の AAA 認証および認可は、Cisco Secure Access Control Server（ACS）でだけサ
ポートされています。
• Cisco TrustSec は IPv4 アドレスだけをサポートします。
• SXP は管理（mgmt 0）インターフェイスを使用できません。
• 半二重モードのインターフェイスでは、Cisco TrustSec をイネーブルにできません。
• ポリシーをクリアしても、すぐには有効になりません。フラップが発生する必要がありま
す。さらに、ポリシーがクリアされる方法は、SGTがスタティックまたはダイナミックのど
ちらであるかによって異なります。スタティック SGT の場合、フラップが発生した後で SGT
が 0 にリセットされます。ダイナミック SGT の場合、フラップが発生した後で SGT が RADIUS
サーバから再度ダウンロードされます。
• Cisco TrustSec は、ルーティングされたスイッチ仮想インターフェイス（SVI）ではなく、管
理 SVI をサポートしています。

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
146

OL-30921-01-J

Cisco TrustSec の設定
Cisco TrustSec パラメータのデフォルト設定

• Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする前に、802.1X 機能がイネーブルになっている必要が
あります。ただし、802.1X のインターフェイス レベルの機能はいずれも使用できません。
802.1X 機能は、RADIUS でのデバイスの認証にのみ使用されます。
• RBACL は、ブリッジされたイーサネット トラフィック上にのみ実装され、ルーティング
VLAN またはルーティング インターフェイス上でイネーブルにすることはできません。
• ピアが信頼できるかどうかの判定や、出力に SGT を伝播する機能は、物理インターフェイス
レベルで実行されます。
• ポート チャネル メンバ上の Cisco TrustedSec インターフェイス設定は、正確に同じである必
要があります。あるポート チャネル メンバが他のポート チャネル メンバと一致していない
場合、そのポート チャネル メンバはエラー ディセーブル状態になります。
• vPC ドメインでは、Cisco TrustSec 設定がピア間で確実に同期されるようにするために、設定
同期モード（config-sync）を使用してスイッチ プロファイルを作成します。同じ vPC を 2 つ
のピア スイッチ上で異なった方法で設定すると、トラフィックは異なった方法で処理されま
す。
• RBACL TCAM エントリの最大数は 128 であり、デフォルトではそのうちの 4 つのエントリ
が使用され、残りの 124 のエントリはユーザが設定できます。
• Cisco TrustSec は、レイヤ 3 インターフェイスまたは仮想ルーティング/転送（VRF）インター
フェイスではサポートされていません。
• cts-manual、cts trusted mode、および no-propagate sgt の設定は、同じファブリック ポート
のすべての FEX ポートまたは vEthernet ポート間で一致している必要があります。これらの
設定が一致していない場合、インターフェイスはエラー ディセーブル状態になります。
• cts-manual、sgt value、cts trusted mode、および o-propagate sgt の設定は、同じポート チャ
ネルのすべてのポート チャネル メンバ間で一致している必要があります。これらの設定が
一致していない場合、インターフェイスはエラー ディセーブル状態になります。

Cisco TrustSec パラメータのデフォルト設定
次の表に、Cisco TrustSec パラメータのデフォルト設定を示します。
表 11：Cisco TrustSec パラメータのデフォルト設定

パラメータ（Parameters）

デフォルト

Cisco TrustSec

ディセーブル

SXP

ディセーブル

SXP デフォルト パスワード

なし

SXP 復帰期間

120 秒（2 分）
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パラメータ（Parameters）

デフォルト

SXP リトライ期間

60 秒（1 分）

RBACL ロギング

ディセーブル

RBACL 統計情報

ディセーブル

Cisco TrustSec の設定
ここでは、Cisco TrustSec の設定作業について説明します。

Cisco TrustSec SGT 機能のイネーブル化
Cisco TrustSec を設定する前に、Cisco NX-OS デバイス上の 802.1X 機能および Cisco TrustSec の機
能をイネーブルにする必要があります。ただし、802.1X のインターフェイス レベルの機能はいず
れも使用できません。802.1X 機能は、RADIUS でのデバイスの認証にのみ使用されます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

feature dot1x

802.1X 機能をイネーブルにします。

例：
switch(config)# feature dot1x

ステップ 3

feature cts

Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。

例：
switch(config)# feature cts

ステップ 4

exit

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5

show cts

（任意）
Cisco TrustSec の設定を表示します。

例：
switch# show cts
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

show feature

（任意）
機能がイネーブルになったステータスを表
示します。

例：
switch# show feature

ステップ 7

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
例：
アップ コンフィギュレーションにコピー
switch# copy running-config
します。
startup-config

Cisco TrustSec デバイスのクレデンシャルの設定
ネットワーク内の Cisco TrustSec 対応 Cisco NX-OS デバイス各々に、固有の Cisco TrustSec クレデ
ンシャルを設定する必要があります。Cisco TrustSec はクレデンシャルのパスワードをデバイスの
認証に使用します。

（注）

Cisco Secure ACS にも Cisco NX-OS デバイスの Cisco TrustSec クレデンシャルを設定する必要
があります（次の URL のマニュアルを参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps5338/products_installation_and_configuration_
guides_list.html）

はじめる前に
Cisco TrustSec がイネーブルになっていることを確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

cts device-idnamepasswordpassword 固有のデバイス ID およびパスワードを設定
します。name 引数は、最大 32 文字で大文字
例：
と小文字を区別します。
switch(config)# cts device-id
MyDevice1 password CiscO321

（注）

デバイス ID の設定を解除するに
は、このコマンドの no 形式を使用
します。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

exit

グローバル コンフィギュレーション モード
を終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show cts

（任意）
Cisco TrustSec の設定を表示します。

例：
switch# show cts

ステップ 5

show cts environment

（任意）
Cisco TrustSec 環境データを表示します。

例：
switch# show cts environment

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
例：
アップコンフィギュレーションにコピーしま
switch# copy running-config
す。
startup-config

関連トピック
Cisco TrustSec SGT 機能のイネーブル化 , （148 ページ）

Cisco TrustSec の AAA の設定
Cisco TrustSec の認証に Cisco Secure ACS を使用できます。ネットワーク クラウド内の Cisco TrustSec
対応 Cisco NX-OS デバイスの 1 つに、RADIUS サーバ グループを設定し、デフォルトの AAA 認
証および許可を指定する必要があります。

（注）

Cisco TrustSec をサポートしているのは、Cisco Secure ACS だけです。

Cisco TrustSec Cisco NX-OS デバイスでの AAA の設定
ここでは、Cisco TrustSec ネットワーク クラウド内の Cisco NX-OS デバイスで AAA を設定する手
順を説明します。

はじめる前に
Cisco Secure ACS の IPv4 のアドレスまたはホスト名を取得します。
Cisco TrustSec がイネーブルになっていることを確認します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

radius-server host {ipv4-address |
ipv6-address | hostname} key [0 | 7]
key pac
例：
switch(config)# radius-server
host 10.10.1.1 key L1a0K2s9 pac

ステップ 3

show radius-server

キーと PAC を使用して RADIUS サーバ ホス
トを設定します。hostname 引数は、256 文字
以内の英数字で指定します。大文字と小文字
が区別されます。key 引数は、63 文字以内の
英数字で指定します。大文字と小文字が区別
されます。0 オプションは、キーがクリア テ
キストであることを示します。7 オプション
は、キーが暗号化されていることを示しま
す。デフォルトはクリア テキストです。
（任意）
RADIUS サーバの設定を表示します。

例：
switch# show radius-server

ステップ 4

aaa group server radius group-name RADIUS サーバ グループを指定し、RADIUS
サーバ グループ コンフィギュレーション モー
例：
ドを開始します。
switch(config)# aaa group server
radius Rad1
switch(config-radius)#

ステップ 5

server {ipv4-address | ipv6-address | RADIUS サーバ ホストのアドレスを指定しま
hostname}
す。
例：
switch(config-radius)# server
10.10.1.1

ステップ 6

use-vrfvrf-name
例：
switch(config-radius)# use-vrf
management

AAA サーバ グループの管理 VRF インスタン
スを指定します。
（注）

管理 VRF インスタンスを使用する
場合、ネットワーク クラウド内の
デバイスにそれ以上の設定を行う必
要はありません。異なる VRF イン
スタンスを使用する場合は、 デバ
イスに VRF インスタンスを設定す
る必要があります。
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

exit

RADIUS サーバ グループ コンフィギュレー
ション モードを終了します。

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

ステップ 8

aaa authentication cts default
groupgroup-name

Cisco TrustSec 認証に使用する RADIUS サー
バ グループを指定します。

例：
switch(config)# aaa
authentication cts default group
Rad1

ステップ 9

aaa authorization cts default
groupgroup-name

Cisco TrustSec 認証に使用する RADIUS サー
バ グループを指定します。

例：
switch(config)# aaa
authentication cts default group
Rad1

ステップ 10

exit

グローバル コンフィギュレーション モード
を終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 11

show radius-server groups
[group-name]

（任意）
RADIUS サーバ グループの設定を表示しま
す。

例：
switch# show radius-server group
rad1

ステップ 12

show aaa authentication

（任意）
AAA 認証の設定を表示します。

例：
switch# show aaa authentication

ステップ 13

show aaa authorization

（任意）
AAA 認可設定を表示します。

例：
switch# show aaa authorization

ステップ 14

show cts pacs

（任意）
Cisco TrustSec PAC 情報を表示します。

例：
switch# show cts pacs
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コマンドまたはアクション
ステップ 15

目的

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
例：
アップ コンフィギュレーションにコピーしま
switch# copy running-config
す。
startup-config

関連トピック
Cisco TrustSec SGT 機能のイネーブル化 , （148 ページ）
Cisco TrustSec 非シード NX-OS デバイスでの AAA の設定 , （153 ページ）

Cisco TrustSec 非シード NX-OS デバイスでの AAA の設定
Cisco TrustSec はネットワーク クラウド内の非シード Cisco NX-OS デバイスに aaa-private-sg とい
う名前の AAA サーバ グループを設定します。デフォルトでは、aaa-private-sg サーバ グループは
Cisco Secure ACS との通信に管理 VRF インスタンスを使用します。非シード Cisco NX-OS デバイ
スに対するそれ以上の設定は必要ありません。ただし、異なる VRF インスタンスの使用を選択し
た場合は、正しい VRF インスタンスを使用するように、非シード Cisco NX-OS デバイスの
aaa-private-sg を変更する必要があります。

はじめる前に
Cisco TrustSec がイネーブルになっていることを確認します。
ネットワーク内のシード Cisco NX-OS デバイスが設定されていることを確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

aaa group server radius aaa-private-sg RADIUS サーバ グループ aaa-private-sg を
指定し、RADIUS サーバ グループ コンフィ
例：
ギュレーション モードを開始します。
switch(config)# aaa group server
radius aaa-private-sg
switch(config-radius)#

ステップ 3

use-vrfvrf-name

AAA サーバ グループの管理 VRF インスタ
ンスを指定します。

例：
switch(config-radius)# use-vrf
MyVRF
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

exit

RADIUS サーバ グループ コンフィギュレー
ション モードを終了します。

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

ステップ 5

show radius-server groups
aaa-private-sg

（任意）
デフォルト サーバ グループ用の RADIUS
サーバ グループの設定を表示します。

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

ステップ 6

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップコンフィギュレーションにコピーし
ます。

関連トピック
Cisco TrustSec SGT 機能のイネーブル化 , （148 ページ）
Cisco TrustSec Cisco NX-OS デバイスでの AAA の設定 , （150 ページ）

Cisco TrustSec の認証、許可、SAP、およびデータ パス セキュリティ
の設定
ここでは、Cisco TrustSec の認証、許可、SAP、およびデータ パス セキュリティの設定作業につい
て説明します。

Cisco TrustSec の認証および許可の設定プロセス
Cisco TrustSec の認証および許可を設定するには、次の手順を行います。

手順
ステップ 1

Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。

ステップ 2

Cisco TrustSec 認証をイネーブルにします。

ステップ 3

インターフェイスに対して Cisco TrustSec の 802.1X 認証をイネーブルにします。
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関連トピック
Cisco TrustSec SGT 機能のイネーブル化 , （148 ページ）
Cisco TrustSec 認証のイネーブル化 , （155 ページ）

Cisco TrustSec 認証のイネーブル化
インターフェイスに対して Cisco TrustSec 認証をイネーブルにする必要があります。デフォルトで
は、データパス リプレイ保護機能がイネーブルになり、SAP 動作モードは GCM-encrypt です。

注意

（注）

Cisco TrustSec 認証の設定を有効にするには、インターフェイスのイネーブル化とディセーブ
ル化を行う必要があり、インターフェイス上のトラフィックが中断されます。

Cisco TrustSec の 802.1X モードをイネーブルにすると、そのインターフェイス上の許可と SAP
がイネーブルになります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernetslot/port [-port2] 単一ポートまたはポート範囲を指定し、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モード
例：
を開始します。
switch(config)# interface
ethernet 2/2
switch(config-if)#

ステップ 3

cts dot1x
例：

Cisco TrustSec の 802.1X 認証をイネーブルにし
て、Cisco TrustSec 802.1X コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

switch(config-if)# cts dot1x
switch(config-if-cts-dot1x)#

ステップ 4

no replay-protection
例：

（任意）
リプレイ保護をディセーブルにします。デフォ
ルトではイネーブルになっています。

switch(config-if-cts-dot1x)# no
replay-protection
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

sap modelist {gcm-encrypt | gmac （任意）
| no-encap | null}
インターフェイスに SAP 動作モードを設定し
ます。
例：
switch(config-if-cts-dot1x)# sap
modelist gcm-encrypt

GCM 暗号化の場合は gcm-encrypt キーワード
を使用します。このオプションがデフォルトで
す。
GCM 認証のみの場合は gmac キーワードを使
用します。
SAP のカプセル化を行わない場合、および SGT
挿入なしの場合は、no-encap キーワードを使用
します。
認証または暗号化なしでカプセル化を行うに
は、null キーワードを使用します。

ステップ 6

exit

Cisco TrustSec 802.1X コンフィギュレーション
モードを終了します。

例：
switch(config-if-cts-dot1x)#
exit
switch(config-if)#

ステップ 7

シャットダウン

インターフェイスをディセーブルにします。

例：
switch(config-if)# shutdown

ステップ 8

no shutdown
例：

インターフェイスをイネーブルにして、イン
ターフェイスの Cisco TrustSec 認証をイネーブ
ルにします。

switch(config-if)# no shutdown

ステップ 9

exit

インターフェイスコンフィギュレーションモー
ドを終了します。

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

ステップ 10

show cts interface {all | brief |
ethernetslot/port}

（任意）
インターフェイスに対する Cisco TrustSec の設
定を表示します。

例：
switch(config)# show cts
interface all

ステップ 11

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
プ コンフィギュレーションにコピーします。
switch(config)# copy
running-config startup-config
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関連トピック
Cisco TrustSec SGT 機能のイネーブル化 , （148 ページ）

インターフェイスに対する Cisco TrustSec データパス リプレイ保護の設定
デフォルトでは、Cisco NX-OS ソフトウェアによってデータパス リプレイ保護機能をイネーブル
にします。接続デバイスが SAP をサポートしていない場合は、レイヤ 2 Cisco TrustSec のインター
フェイスでデータパス リプレイ保護をディセーブルにできます。

注意

データパス リプレイ保護の設定を有効にするには、インターフェイスのイネーブル化とディ
セーブル化を行う必要があり、インターフェイス上のトラフィックが中断されます。

はじめる前に
インターフェイスの Cisco TrustSec 認証がイネーブルになっていることを確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernetslot/port [-port2]
例：

単一ポートまたはポート範囲を指定し、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モード
を開始します。

switch(config)# interface
ethernet 2/2
switch(config-if)#

ステップ 3

cts dot1x
例：

Cisco TrustSec の 802.1X 認証をイネーブルに
して、Cisco TrustSec 802.1X コンフィギュレー
ション モードを開始します。

switch(config-if)# cts dot1x
switch(config-if-cts-dot1x)#

ステップ 4

no replay-protection
例：
switch(config-if-cts-dot1x)# no
replay-protection

データパス リプレイ保護をディセーブルにし
ます。デフォルトではイネーブルになってい
ます。
インターフェイスでデータパス リプレイ保護
をイネーブルにするには、replay-protection
コマンドを使用します。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

exit

Cisco TrustSec 802.1X コンフィギュレーション
モードを終了します。

例：
switch(config-if-cts-dot1x)#
exit
switch(config-if)#

ステップ 6

シャットダウン

インターフェイスをディセーブルにします。

例：
switch(config-if)# shutdown

ステップ 7

no shutdown
例：

インターフェイスをイネーブルにして、イン
ターフェイスのデータパス リプレイ保護機能
をディセーブルにします。

switch(config-if)# no shutdown

ステップ 8

exit

インターフェイス コンフィギュレーション
モードを終了します。

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

ステップ 9

show cts interface {all | brief |
ethernetslot/port}

（任意）
インターフェイスに対する Cisco TrustSec の設
定を表示します。

例：
switch(config)# show cts
interface all

ステップ 10

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
プ コンフィギュレーションにコピーします。
switch(config)# copy
running-config startup-config

関連トピック
Cisco TrustSec 認証のイネーブル化 , （155 ページ）

インターフェイスに対する Cisco TrustSec の SAP 動作モードの設定
レイヤ 2 Cisco TrustSec のインターフェイスに SAP 動作モードを設定できます。デフォルトの SAP
動作モードは GCM-encrypt です。

注意

SAP 動作モードの設定を有効にするには、インターフェイスのイネーブル化とディセーブル化
を行う必要があり、インターフェイス上のトラフィックが中断されます。

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
158

OL-30921-01-J

Cisco TrustSec の設定
Cisco TrustSec の認証、許可、SAP、およびデータ パス セキュリティの設定

はじめる前に
インターフェイスの Cisco TrustSec 認証がイネーブルになっていることを確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernetslot/port [-port2] 単一のインターフェイスまたはインターフェイ
ス範囲を指定し、インターフェイスコンフィギュ
例：
レーション モードを開始します。
switch(config)# interface
ethernet 2/2
switch(config-if)#

ステップ 3

cts dot1x
例：

Cisco TrustSec の 802.1X 認証をイネーブルにし
て、Cisco TrustSec 802.1X コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

switch(config-if)# cts dot1x
switch(config-if-cts-dot1x)#

ステップ 4

sap modelist [gcm-encrypt | gmac インターフェイスに SAP 認証モードを設定しま
| no-encap | null]
す。
例：
switch(config-if-cts-dot1x)#
sap modelist gmac

GCM 暗号化の場合は gcm-encrypt キーワードを
使用します。このオプションがデフォルトです。
GCM 認証のみの場合は gmac キーワードを使用
します。
インターフェース上の SAP のカプセル化を行わ
ない場合、および SGT 挿入なしの場合は、
no-encap キーワードを使用します。
インターフェース上の SAP の認証または暗号化
なしでカプセル化を行うには、null キーワード
を使用します。カプセル化されるのは SGT だけ
です。

ステップ 5

exit

Cisco TrustSec 802.1X コンフィギュレーション
モードを終了します。

例：
switch(config-if-cts-dot1x)#
exit
switch(config-if)#
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

シャットダウン

インターフェイスをディセーブルにします。

例：
switch(config-if)# shutdown

ステップ 7

no shutdown
例：

インターフェイスをイネーブルにして、そのイ
ンターフェイスの SAP 動作モードをイネーブル
にします。

switch(config-if)# no shutdown

ステップ 8

exit

インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

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

ステップ 9

show cts interface {all | brief |
ethernetslot/port}

（任意）
インターフェイスに対する Cisco TrustSec の設定
を表示します。

例：
switch(config)# show cts
interface all

ステップ 10

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
プ コンフィギュレーションにコピーします。
switch(config)# copy
running-config startup-config

関連トピック
Cisco TrustSec 認証のイネーブル化 , （155 ページ）

インターフェイスに対する Cisco TrustSec の SGT 伝播の設定
レイヤ 2 インターフェイスでの SGT の伝播機能は、デフォルトでイネーブルになっています。イ
ンターフェイスに接続しているピア デバイスで SGT がタグ付けされた Cisco TrustSec パケットを
制御できない場合は、そのインターフェイスで SGT 伝播機能をディセーブルにすることができま
す。

注意

SGT の伝播の設定を有効にするには、インターフェイスのイネーブル化とディセーブル化を行
う必要があり、インターフェイス上のトラフィックが中断されます。

はじめる前に
インターフェイスの Cisco TrustSec 認証がイネーブルになっていることを確認します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernetslot/port [-port2]
例：

単一ポートまたはポート範囲を指定し、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

switch(config)# interface
ethernet 2/2
switch(config-if)#

ステップ 3

cts dot1x
例：

Cisco TrustSec の 802.1X 認証をイネーブルに
して、Cisco TrustSec 802.1X コンフィギュレー
ション モードを開始します。

switch(config-if)# cts dot1x
switch(config-if-cts-dot1x)#

ステップ 4

no propagate-sgt
例：
switch(config-if-cts-dot1x)# no
propagate-sgt

ステップ 5

exit

SGT 伝播をディセーブルにします。デフォル
トではイネーブルになっています。
インターフェイスで SGT 伝播をイネーブルに
するには、propagate-sgt コマンドを使用しま
す。
Cisco TrustSec 802.1X コンフィギュレーショ
ン モードを終了します。

例：
switch(config-if-cts-dot1x)#
exit
switch(config-if)#

ステップ 6

シャットダウン

インターフェイスをディセーブルにします。

例：
switch(config-if)# shutdown

ステップ 7

no shutdown
例：

インターフェイスをイネーブルにして、イン
ターフェイスのデータパス リプレイ保護機能
をディセーブルにします。

switch(config-if)# no shutdown

ステップ 8

exit

インターフェイス コンフィギュレーション
モードを終了します。

例：
switch(config-if)# exit
switch(config)#
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

show cts interface {all | brief |
ethernetslot/port}

（任意）
インターフェイスに対する Cisco TrustSec の
設定を表示します。

例：
switch(config)# show cts
interface all

ステップ 10

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
例：
アップ コンフィギュレーションにコピーしま
switch(config)# copy
す。
running-config startup-config

関連トピック
Cisco TrustSec 認証のイネーブル化 , （155 ページ）

インターフェイスの SAP キーの再生成
SAP 交換をトリガーして、新しいキー セットを生成し、インターフェイス上のデータ トラフィッ
クを保護できます。

はじめる前に
Cisco TrustSec がイネーブルになっていることを確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

cts rekey ethernetslot/port

インターフェイスの SAP キーを生成し
ます。

例：
switch# cts rekey ethernet 2/3

ステップ 2

show cts interface {all | brief | ethernet
slot/port}

（任意）
インターフェイスに対する Cisco
TrustSec の設定を表示します。

例：
switch# show cts interface all

関連トピック
Cisco TrustSec 認証のイネーブル化 , （155 ページ）
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手動での Cisco TrustSec 認証の設定
Cisco NX-OS デバイスに Cisco Secure ACS へのアクセス権がない場合や、には、インターフェイ
スに手動で Cisco TrustSec を設定することも可能です。接続の両側のインターフェイスに手動で設
定する必要があります。

注意

手動モードでの Cisco TrustSec の設定を有効にするには、インターフェイスのイネーブル化と
ディセーブル化を行う必要があり、インターフェイス上のトラフィックが中断されます。

はじめる前に
Cisco TrustSec がイネーブルになっていることを確認します。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 configure terminal

目的
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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2 interfaceinterfaceslot/port

インターフェイスを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
switch(config)# interface
ethernet 2/2
switch(config-if)#

ステップ 3 cts manual
例：

Cisco TrustSec 手動コンフィギュレーション モードを
開始します。

switch(config-if)# cts manual （注）
switch(config-if-cts-manual)#

ステップ 4 sap pmk {key[left-zero-padded]
[display encrypt] |
encryptedencrypted_pmk |
use-dot1x} [modelist
{gcm-encrypt |gcm-encrypt-256
| gmac | no-encap | null}]
例：
switch(config-if-cts-manual)#
sap pmk fedbaa modelist gmac

半二重モードのインターフェイスでは、
Cisco TrustSec をイネーブルにできません。

SAP の Pairwise Master Key（PMK）と動作モードを設
定します。Cisco TrustSec の手動モードでは、SAP は
デフォルトでディセーブルになっています。
key 引数は、最大 32 文字の偶数文字数の 16 進値で
す。
PMK の長さが 32 バイト未満の場合に入力された文字
列の左側にゼロを割り当てるには、left-zero-padded
キーワードを使用します。
設定された PMK が実行コンフィギュレーションの
AES 暗号化形式で表示されるように指定するには、
display encrypt キーワードを使用します。
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コマンドまたはアクション

目的
64 バイトの暗号化された PMK 文字列（128 の 16 進
数文字）を指定するには、encrypted encrypted_pmk
キーワードを使用します。
ピア デバイスで Cisco TrustSec 802.1X 認証または許
可をサポートしておらず、SAP データ パス暗号化と
認証をサポートしている場合は、use-dot1x キーワー
ドを使用してください。
モードのリストには、次に示すデータ パス暗号化と
認証の暗号モードを指定します。
GCM 暗号化の場合は gcm-encrypt キーワードを使用
します。このオプションがデフォルトです。
GCM 暗号化の場合は gcm-encrypt-256 キーワードを
使用します。
GCM 認証の場合は gmac キーワードを使用します。
カプセル化なしおよび SGT 挿入なしの場合は、
no-encap キーワードを使用します。
認証または暗号化なしで SGT のカプセル化を行うに
は、null キーワードを使用します。

ステップ 5 policy dynamic
identitypeer-name
例：
switch(config-if-cts-manual)#
policy dynamic identity
MyDevice2

（任意）
ダイナミック許可ポリシーのダウンロードを設定しま
す。peer-name 引数は、ピア デバイスの Cisco TrustSec
デバイス ID です。ピア名では、大文字と小文字が区
別されます。
（注）

（注）

ステップ 6 policy static sgttag [trusted]
例：
switch(config-if-cts-manual)#
policy static sgt 0x2

Cisco TrustSec クレデンシャルが設定されて
いることおよび Cisco TrustSec の AAA が設
定されていることを確認します。
policy dynamic コマンドと policy static コマ
ンドは同時に使用できません。一度に 1 つ
しか適用できません。交互に変更するには、
他のコマンドを設定する前に、このコマン
ドの no 形式を使用して設定を削除する必要
があります。

（任意）
スタティック許可ポリシーを設定します。tag引数は、
または 0xhhhh 形式の 16 進値です。範囲は 0x2 ～ 0xffef
です。trusted キーワードを指定すると、SGT 付きで
インターフェイスにトラフィックが着信した場合、そ
のタグは上書きされません。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 7 exit

policy dynamic コマンドと policy static コマ
ンドは同時に使用できません。一度に 1 つ
しか適用できません。交互に変更するには、
他のコマンドを設定する前に、このコマン
ドの no 形式を使用して設定を削除する必要
があります。

Cisco TrustSec 手動コンフィギュレーション モードを
終了します。

例：
switch(config-if-cts-manual)#
exit
switch(config-if)#

ステップ 8 シャットダウン

インターフェイスをディセーブルにします。

例：
switch(config-if)# shutdown

ステップ 9 no shutdown

インターフェイスをイネーブルにして、インターフェ
イスの Cisco TrustSec 認証をイネーブルにします。

例：
switch(config-if)# no
shutdown

ステッ
プ 10

exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを
終了します。

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

ステッ
プ 11

show cts interface {all | brief |
ethernetslot/port}

（任意）
インターフェイスの Cisco TrustSec 設定を表示しま
す。

例：
switch# show cts interface
all

ステッ
プ 12

copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コ
ンフィギュレーションにコピーします。

例：
switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
Cisco TrustSec SGT 機能のイネーブル化 , （148 ページ）
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インターフェイスでの Cisco TrustSec のポーズ フレームの暗号化また
は復号化の設定
ポーズ フレームは、イーサネット フロー制御に使用される MAC 制御フレームです。一部のライ
ンカードのポートは、ポーズ フレームの暗号化と復号化を実行します。一方、他のラインカード
のポートにはこの機能がありません。このような不一致により相互運用性の問題が発生し、ポー
トはポーズ フレームを廃棄するか、無視します。
ポーズ フレームを暗号化するか、または個々のインターフェイス上でクリアするかを決定できま
す。接続の両側のインターフェイスを設定する必要があります。dot1x または手動モードのいずれ
かを使用して実行できます。2 つのポートが CTS リンクを実現するように接続され、一方がクリ
ア Pause Capable、他方がセキュア（暗号化または復号化）Pause Capable である場合、ポーズ フ
レームは、正しく送受信するために、クリア テキストでリンク間に送信する必要があります。

（注）

Cisco NX-OS リリース 6.2.2 以降では、すべての F シリーズおよび M1 シリーズ モジュールは
セキュア（暗号化または復号化）フレームとクリア ポーズ フレームの両方をサポートします。
以前のリリースでは、F1 シリーズ モジュール、F2 シリーズ モジュール、F2e シリーズ モジュー
ルおよび N7K-M132XP-12(L) モジュールは クリア ポーズ フレームのみサポートしています。

（注）

半二重モードのインターフェイスでは、Cisco TrustSec をイネーブルにできません。インター
フェイスが半二重モードに設定されているかどうかを調べるには、show interface コマンドを
使用します。

注意

ポーズ フレームの暗号化または復号化の設定を有効にするには、インターフェイスのイネー
ブル化とディセーブル化を行う必要があり、インターフェイス上のトラフィックが中断されま
す。

はじめる前に
Cisco TrustSec がイネーブルになっていることを確認します。
flowcontrol {send | receive} コマンドを使用して、インターフェイスでフロー制御をイネーブルに
したことを確認します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernetslot/port

インターフェイスを指定し、インターフェイス
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
switch(config)# interface
ethernet 2/2
switch(config-if)#

ステップ 3

cts dot1x または cts manual

Cisco TrustSec dot1x または手動コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：

（注）

switch(config-if)# cts dot1x
switch(config-if-cts-dot1x)#

ステップ 4

[no] encrypt pause-frame
例：
switch(config-if-cts-dot1x)# no
encrypt pause-frame

ステップ 5

exit

半二重モードのインターフェイスで
は、Cisco TrustSec をイネーブルにで
きません。

インターフェイスの Cisco TrustSec のポーズ フ
レームの暗号化または復号化を設定します。no
encrypt pause-frame が設定されている場合、
ポーズ フレームはクリア テキストで送信され
ます。encrypt pause-frame が設定されている場
合、ポーズ フレームは CTS リンク上で暗号化
されて送信されます。
Cisco TrustSec dot1x または手動コンフィギュレー
ション モードを終了します。

例：
switch(config-if-cts-dot1x)#
exit
switch(config-if)#

ステップ 6

シャットダウン

インターフェイスをディセーブルにします。

例：
switch(config-if)# shutdown

ステップ 7

no shutdown
例：
switch(config-if)# no shutdown

ステップ 8

exit

インターフェイスをイネーブルにしたり、イン
ターフェイス上で Cisco TrustSec のポーズ フレー
ムの暗号化または復号化をイネーブルにしたり
します。
インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
switch(config-if)# exit
switch(config)#
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

show cts interface {all | brief |
ethernetslot/port}

（任意）
インターフェイスの Cisco TrustSec 設定を表示
します。

例：
switch# show cts interface all

ステップ 10

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
プ コンフィギュレーションにコピーします。
switch# copy running-config
startup-config

SGACL ポリシーの設定
ここでは、SGACL ポリシーの設定作業について説明します。

SGACL ポリシーの設定プロセス
Cisco TrustSec の SGACL ポリシーを設定するには、次の手順を行います。

手順
ステップ 1

レイヤ 2 インターフェイスの場合は、Cisco TrustSec がイネーブルになっているインターフェイス
がある VLAN に対して、SGACL ポリシーの強制をイネーブルにします。

ステップ 2

SGACL ポリシーの設定のダウンロードに Cisco Secure ACS 上の AAA を使用しない場合は、SGACL
のマッピングとポリシーを手動で設定します。

VLAN に対する SGACL ポリシーの強制のイネーブル化
SGACL を使用する場合、Cisco TrustSec がイネーブルになっているレイヤ 2 インターフェイスが
ある VLAN 内で、 SGACL ポリシーの強制をイネーブルにする必要があります。

（注）

この操作は、FCoE VLAN では実行できません。

はじめる前に
• Cisco TrustSec がイネーブルになっていることを確認します。
• SGACL バッチ プログラミングがイネーブルになっていることを確認します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

vlanvlan-id

VLAN を指定し、VLAN コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
switch(config)# vlan 10
switch(config-vlan)#

ステップ 3

cts role-based enforcement
例：
switch(config-vlan)# cts
role-based enforcement

ステップ 4

exit

VLAN に対する Cisco TrustSec SGACL ポリシー
の強制をイネーブルにします。
（注）

VLAN で CTS ロールベースの適用を
イネーブルにして、ポートに他の設定
がされていない場合、これらのポート
を通過するトラフィックは（0,0）
SGACL の対象となります。この
SGACL を静的に設定するか、または
Cisco ISE からダウンロードできます。

VLAN 設定を保存し、VLAN コンフィギュレー
ション モードを終了します。

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

ステップ 5

show cts role-based enable

（任意）
Cisco TrustSec SGACL 強制の設定を表示します。

例：
switch(config)# show cts
role-based enable

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
プ コンフィギュレーションにコピーします。
switch(config)# copy
running-config startup-config

関連トピック
Cisco TrustSec SGT 機能のイネーブル化 , （148 ページ）
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VRF インスタンスでの SGACL ポリシーの強制のイネーブル化
SGACL を使用する場合、Cisco TrustSec がイネーブルになっているレイヤ 3 インターフェイスが
ある VRF インスタンス内で、SGACL ポリシーの強制をイネーブルにする必要があります。

（注）

管理 VRF インスタンスの場合は、SGACL ポリシーの強制をイネーブルにできません。

はじめる前に
• Cisco TrustSec がイネーブルになっていることを確認します。
• SGACL バッチ プログラミングがイネーブルになっていることを確認します。
• ダイナミック アドレス解決プロトコル（ARP）インスペクションまたは Dynamic Host
Configuration Protocol（DHCP）スヌーピングがイネーブルになっていることを確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

vrf contextvrf-name

VRF インスタンスを指定し、VRF コン
フィギュレーションモードを開始します。

例：
switch(config)# vrf context MyVrf
switch(config-vrf)#

ステップ 3

cts role-based enforcement
例：

VRF インスタンスに対する Cisco TrustSec
SGACL ポリシーの強制をイネーブルにし
ます。

switch(config-vrf)# cts role-based
enforcement

ステップ 4

exit

VRF コンフィギュレーション モードを終
了します。

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

ステップ 5

show cts role-based enable
例：

（任意）
Cisco TrustSec SGACL 強制の設定を表示し
ます。

switch(config)# show cts role-based
enable
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スター
トアップコンフィギュレーションにコピー
します。

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

関連トピック
Cisco TrustSec SGT 機能のイネーブル化 , （148 ページ）

Cisco TrustSec SGT の手動設定
このデバイスから発信されるパケットに、固有の Cisco TrustSec Security Group Tag（SGT）を手動
で設定できます。

はじめる前に
Cisco TrustSec がイネーブルになっていることを確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

cts sgt tag
例：

デバイスから送信されるパケットの SGT を
設定します。tag 引数は、0xhhhh 形式の 16
進値です。範囲は 0x2 ～ 0xffef です。

switch(config)# cts sgt 0x00a2

ステップ 3

exit

グローバル コンフィギュレーション モード
を終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show cts environment-data
例：

（任意）
Cisco TrustSec の環境データ情報を表示しま
す。

switch# show cts environment-data
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
例：
アップ コンフィギュレーションにコピーし
switch# copy running-config
ます。
startup-config

関連トピック
Cisco TrustSec SGT 機能のイネーブル化 , （148 ページ）

VLAN に対する IPv4 アドレスと SGACL SGT のマッピングの手動設定
SGT ポリシーが Secure ACS サーバからダウンロードされる、または SXP モードを使用している
場合に SGT マッピングがリスナーにリレーされるように、IPv4 アドレスを VLAN の SGACL SGT
マッピングに手動で設定することができます。

はじめる前に
Cisco TrustSec がイネーブルになっていることを確認します。
VLAN の SGACL ポリシーの強制がイネーブルになっていることを確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

vlanvlan-id

VLAN を指定し、VLAN コンフィギュ
レーション モードを開始します。

例：
switch(config)# vlan 10
switch(config-vlan)#

ステップ 3

cts role-based sgt-mapipv4-address tag

VLAN に対する SGACL ポリシーの SGT
マッピングを設定します。

例：
switch(config-vlan)# cts role-based
sgt-map 10.10.1.1 100

ステップ 4

exit

VLAN 設定を保存し、VLAN コンフィ
ギュレーション モードを終了します。

例：
switch(config-vlan)# exit
switch(config)#
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

show cts role-based sgt-map[summary | （任意）
sxp peer peer-ipv4-addr | vlan vlan-id | vrf Cisco TrustSec SGACL SGT のマッピング
vrf-name]
設定を表示します。
例：
switch(config)# show cts role-based
sgt-map

ステップ 6

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スター
トアップ コンフィギュレーションにコ
ピーします。

関連トピック
Cisco TrustSec SGT 機能のイネーブル化 , （148 ページ）
VLAN に対する SGACL ポリシーの強制のイネーブル化 , （168 ページ）
VRF インスタンスでの SGACL ポリシーの強制のイネーブル化, （170 ページ）

VRF インスタンスに対する IPv4 アドレスと SGACL SGT のマッピングの手動設定
SGACL ポリシー設定のダウンロードに Cisco Secure ACS を使用できない場合は、IPv4 アドレスと
SGACL SGT のマッピングを VRF インスタンスに手動で設定できます。Cisco NX-OS デバイスで、
Cisco Secure ACSを使用できない場合は、この機能を使用できます。VRF の IPv4 SGT マッピング
は SXP スピーカーに役立ちます。

（注）

cts role based enforcement コマンドは、VRF ではサポートされません。

はじめる前に
Cisco TrustSec がイネーブルになっていることを確認します。
レイヤ 3 モジュールがイネーブルになっていることを確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

vrf context vrf-name

VRF インスタンスを指定し、VRF コン
フィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
switch(config)# vrf context accounting
switch(config-vrf)#

ステップ 3

cts role-based sgt-mapipv4-address tag

VLAN に対する SGACL ポリシーの SGT
マッピングを設定します。

例：
switch(config-vrf)# cts role-based
sgt-map 10.10.1.1 100

ステップ 4

exit

VRF コンフィギュレーション モードを
終了します。

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

ステップ 5

show cts role-based sgt-map [summary | （任意）
sxp peer peer-ipv4-addr | vlan vlan-id | vrf Cisco TrustSec SGACL SGT のマッピング
vrf-name]
設定を表示します。
例：
switch(config)# show cts role-based
sgt-map

ステップ 6

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スター
トアップ コンフィギュレーションにコ
ピーします。

SGACL ポリシーの手動設定
SGACL ポリシー設定のダウンロードに Cisco Secure ACS を使用しない場合は、Cisco NX-OS デバ
イスに手動で SGACL ポリシーを設定できます。ロールベース アクセス コントロール リスト
（RBACL）ロギングをイネーブルにすることもできます。これにより、ユーザは、Cisco NX-OS
デバイスに着信する特定タイプのパケットをモニタできるようになります。

はじめる前に
Cisco TrustSec がイネーブルになっていることを確認します。
Cisco TrustSec ロギングを機能させるには、Cisco TrustSec カウンタまたは統計情報をイネーブルに
する必要があります。
VLAN に対する SGACL ポリシーの強制がイネーブルになっていることを確認します。
RBACL ロギングをイネーブルにする場合は、VLAN に対する RBACL ポリシーの強制がイネーブ
ルになっていることを確認します。
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RBACL ロギングをイネーブルにする場合は、CTS マネージャ syslog のログ レベルが 6 以下に設
定されていることを確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

cts role-based access-list list-name SGACL を指定し、ロールベース アクセス リスト
コンフィギュレーション モードを開始します。
例：
list-name 引数には、大文字と小文字を区別して、
switch(config)# cts role-based
最大 32 文字の英数字で値を指定します。
access-list MySGACL
switch(config-rbacl)#

ステップ 3

{deny | permit} all [log]
例：
switch(config-rbacl)# deny all
log

ステップ 4

{deny | permit} icmp [log]
例：
switch(config-rbacl)# permit
icmp

ステップ 5

{deny | permit} igmp [log]
例：
switch(config-rbacl)# deny igmp

ステップ 6

{deny | permit} ip [log]
例：
switch(config-rbacl)# permit
ip

ステップ 7

（任意）
すべてのトラフィックを拒否または許可します。
必要に応じて log キーワードを使用して、この設
定と一致するパケットが記録されるように指定す
ることができます。
（任意）
インターネット制御メッセージ プロトコル
（ICMP）トラフィックを拒否または許可します。
必要に応じて log キーワードを使用して、この設
定と一致するパケットが記録されるように指定す
ることができます。
（任意）
インターネットグループ管理プロトコル（IGMP）
トラフィックを拒否または許可します。必要に応
じて log キーワードを使用して、この設定と一致
するパケットが記録されるように指定することが
できます。
（任意）
IP トラフィックを拒否または許可します。必要に
応じて log キーワードを使用して、この設定と一
致するパケットが記録されるように指定すること
ができます。

{deny | permit} tcp [{dst | src}
（任意）
{{eq | gt | lt | neq} port-number |
TCP トラフィックを拒否または許可します。デ
rangeport-number1 port-number2}] フォルトではすべての TCP トラフィックが許可さ
[log]
れます。port-number、port-number1、port-number2
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コマンドまたはアクション

目的

例：

の引数の範囲は 0 ～ 65535 です。必要に応じて log
キーワードを使用して、この設定と一致するパケッ
トが記録されるように指定することができます。

switch(config-rbacl)# deny tcp
dst eq 100

ステップ 8

{deny | permit} udp [{dst | src}
UDP トラフィックを拒否または許可します。デ
{{eq | gt | lt | neq} port-number |
フォルトではすべての UDP トラフィックが許可さ
rangeport-number1 port-number2}] れます。port-number、port-number1、port-number2
[log]
の引数の範囲は 0 ～ 65535 です。必要に応じて log
キーワードを使用して、この設定と一致するパケッ
例：
トが記録されるように指定することができます。
switch(config-rbacl)# permit
udp src eq 1312

ステップ 9

exit

ロールベース アクセス リスト コンフィギュレー
ション モードを終了します。

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

ステップ 10

cts role-based sgt {sgt-value | any SGT 値と SGACL をマッピングします。sgt-value
| unknown} dgt {dgt-value | any | 引数と dgt-value 引数の範囲は、0 ～ 65519 です。
unknown} access-listlist-name
（注）
SGT と SGACL をマッピングするには、
あらかじめ SGACL を作成しておく必要
例：
があります。
switch(config)# cts role-based
sgt 3 dgt 10 access-list
MySGACL

ステップ 11

show cts role-based access-list

（任意）
Cisco TrustSec SGACL の設定を表示します。

例：
switch(config)# show cts
role-based access-list

ステップ 12

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ
例：
コンフィギュレーションにコピーします。
switch(config)# copy
running-config startup-config

関連トピック
Cisco TrustSec SGT 機能のイネーブル化 , （148 ページ）
VLAN に対する SGACL ポリシーの強制のイネーブル化 , （168 ページ）
VRF インスタンスでの SGACL ポリシーの強制のイネーブル化, （170 ページ）
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ダウンロードされた SGACL ポリシーの表示
Cisco TrustSec のデバイス クレデンシャルと AAA の設定後、Cisco Secure ACS からダウンロード
された Cisco TrustSec SGACL ポリシーを検証できます。Cisco NX-OS ソフトウェアは、インター
フェイスに対する認証および許可、または IPv4 アドレスおよび SGACL SGT の手動マッピングに
よって新しい SGT を学習すると、SGACL ポリシーをダウンロードします。

はじめる前に
Cisco TrustSec がイネーブルになっていることを確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show cts role-based access-list

Cisco TrustSec SGACL を表示します（Cisco
Secure ACS からダウンロードされたものと Cisco
NX-OS デバイスに手動で設定されたものの両
方）。

例：
switch# show cts role-based
access-list

関連トピック
Cisco TrustSec SGT 機能のイネーブル化 , （148 ページ）

ダウンロードされた SGACL ポリシーのリフレッシュ
Cisco Secure ACS によって Cisco NX-OS デバイスにダウンロードされた SGACL ポリシーをリフ
レッシュできます。

はじめる前に
Cisco TrustSec がイネーブルになっていることを確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

cts refresh role-based-policy

Cisco Secure ACS からの Cisco TrustSec
SGACL をリフレッシュします。

例：
switch# cts refresh role-based-policy

ステップ 2

show cts role-based policy
例：

（任意）
Cisco TrustSec SGACL ポリシーを表示
します。

switch# show cts role-based policy
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関連トピック
Cisco TrustSec SGT 機能のイネーブル化 , （148 ページ）

RBACL の統計情報のイネーブル化
ロールベース アクセス コントロール リスト（RBACL）ポリシーと一致するパケット数のカウン
トを要求できます。この統計情報は、ACE ごとに収集されます。

（注）

RBACL 統計情報は、Cisco NX-OS デバイスのリロード時または統計情報を故意にクリアした
ときにだけ失われます。

はじめる前に
Cisco TrustSec がイネーブルになっていることを確認します。
RBACL 統計情報をイネーブルにする場合は、VLAN に対する RBACL ポリシーの強制がイネーブ
ルになっていることを確認します。
RBACL 統計情報をイネーブルにするには、ハードウェアのエントリが各ポリシーに 1 つずつ必要
です。ハードウェアに十分な領域が残っていない場合は、エラー メッセージが表示され、統計情
報をイネーブルにできません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

[no] cts role-based counters enable
例：

RBACL 統計情報をイネーブルまたはディ
セーブルにします。デフォルトではディセー
ブルになっています。

switch(config)# cts role-based
counters enable

ステップ 3

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

exit

グローバル コンフィギュレーション モード
を終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5

show cts role-based counters
例：
switch# show cts role-based
counters

ステップ 6

clear cts role-based counters
例：

（任意）
RBACL 統計情報の設定ステータスを表示
し、すべての RBACL ポリシーの統計情報を
一覧表示します。
（任意）
すべてのカウンタが 0 にリセットされるよう
に、RBACL 統計情報をクリアします。

switch# clear cts role-based
counters

Cisco TrustSec の SGACL ポリシーのクリア
Cisco TrustSec の SGACL ポリシーをクリアできます。

（注）

ポリシーをクリアしても、すぐには有効になりません。フラップが発生する必要があります。
さらに、ポリシーがクリアされる方法は、SGT がスタティックまたはダイナミックのどちらで
あるかによって異なります。スタティック SGT の場合、フラップが発生した後で SGT が 0 に
リセットされます。ダイナミック SGT の場合、フラップが発生した後で SGT が RADIUS サー
バから再度ダウンロードされます。

はじめる前に
Cisco TrustSec がイネーブルになっていることを確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show cts role-based policy

（任意）
Cisco TrustSec RBACL ポリシーの設定
を表示します。

例：
switch# clear cts policy all

ステップ 2

clearcts policy {all | peerdevice-name |
sgtsgt-value}

Cisco TrustSec 接続情報のポリシーを
クリアします。

例：
switch# clear cts policy all

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
OL-30921-01-J

179

Cisco TrustSec の設定
SXP の手動設定

関連トピック
Cisco TrustSec SGT 機能のイネーブル化 , （148 ページ）

SXP の手動設定
SGT Exchange Protocol（SXP）を使用すると、Cisco TrustSec のハードウェア サポートがないネッ
トワーク デバイスに SGT を伝播できます。ここでは、ネットワーク内の Cisco NX-OS デバイス
に Cisco TrustSec SXP を設定する手順について説明します。

Cisco TrustSec SXP の設定プロセス
Cisco TrustSec SXP の手動による設定手順は次のとおりです。

手順
ステップ 1

Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。

ステップ 2

Cisco TrustSec SXP をイネーブルにします。

ステップ 3

SXP ピア接続を設定します。
（注）
SXP には管理（mgmt 0）接続は使用できませ
ん。

関連トピック
VLAN に対する SGACL ポリシーの強制のイネーブル化 , （168 ページ）
VRF インスタンスでの SGACL ポリシーの強制のイネーブル化, （170 ページ）
VLAN に対する IPv4 アドレスと SGACL SGT のマッピングの手動設定, （172 ページ）
SGACL ポリシーの手動設定, （174 ページ）
Cisco TrustSec SGT 機能のイネーブル化 , （148 ページ）
Cisco TrustSec SXP のイネーブル化 , （180 ページ）
Cisco TrustSec SXP のピア接続の設定, （181 ページ）

Cisco TrustSec SXP のイネーブル化
ピアの接続を設定する前に、Cisco TrustSec SXP をイネーブルにする必要があります。

はじめる前に
Cisco TrustSec がイネーブルになっていることを確認します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

cts sxp enable

Cisco TrustSec の SXP をイネーブルにしま
す。

例：
switch(config)# cts sxp enable

ステップ 3

exit

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show cts sxp

（任意）
SXP の設定を表示します。

例：
switch# show cts sxp

ステップ 5

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スター
トアップ コンフィギュレーションにコ
ピーします。

関連トピック
Cisco TrustSec SGT 機能のイネーブル化 , （148 ページ）

Cisco TrustSec SXP のピア接続の設定
スピーカーおよびリスナーの両方のデバイスで SXP ピア接続を設定する必要があります。パス
ワード保護を使用している場合は、必ず両エンドに同じパスワードを使用してください。

（注）

デフォルトの SXP 送信元 IP アドレスが設定されていない場合に、接続の SXP 送信元アドレス
を指定しないと、Cisco NX-OS ソフトウェアは既存のローカル IP アドレスから SXP 送信元 IP
アドレスを抽出します。その Cisco NX-OS デバイスから開始される各 TCP 接続で SXP 送信元
アドレスが異なる可能性があります。
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（注）

この Cisco Nexus スイッチは SXP スピーカー モードだけをサポートします。そのため、任意の
SXP ピアをリスナーとして設定する必要があります。

はじめる前に
Cisco TrustSec がイネーブルになっていることを確認します。
SXP がイネーブルになっていることを確認します。
VRF インスタンスの RBACL ポリシーの強制がイネーブルになっていることを確認します。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステッ
プ2

cts sxp connection
peerpeer-ipv4-addr[sourcesrc-ipv4-addr]
password {default | none |
requiredpassword} modelistener
[vrfvrf-name]

SXP アドレス接続を設定します。

例：

password キーワードには、SXP で接続に使用す
るパスワードを指定します。次のオプションが
あります。

switch(config)# cts sxp connection
peer 10.10.1.1 source 20.20.1.1
password default mode listener

source キーワードには発信元デバイスの IPv4 ア
ドレスを指定します。デフォルトの発信元は、
cts sxp default source-ip コマンドを使用して設定
した IPv4 アドレスです。

• cts sxp default password コマンドを使用し
て設定したデフォルトの SXP パスワードを
使用するには、default オプションを使用し
ます。
• パスワードを使用しないようにするには
none オプションを使用します。
• コマンドで指定したパスワードを使用する
には、required オプションを使用します。
speaker および listener キーワードは、リモート
ピア デバイスのロールを指定します。この Cisco
Nexus シリーズ スイッチは接続でスピーカーと
してのみ機能するため、ピアをリスナーとして
設定する必要があります。
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コマンドまたはアクション

目的
vrf キーワードでは、ピアに対する VRF インス
タンスを指定します。デフォルトはデフォルト
VRF インスタンスです。
（注）

ステッ
プ3

exit

SXP には管理（mgmt 0）インターフェ
イスを使用できません。

グローバル コンフィギュレーション モードを終
了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステッ
プ4

show cts sxp connections

（任意）
SXP 接続とステータスを表示します。

例：
switch# show cts sxp connections

ステッ
プ5

copy running-config startup-config
例：

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
プ コンフィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
Cisco TrustSec SGT 機能のイネーブル化 , （148 ページ）
Cisco TrustSec SXP のイネーブル化 , （180 ページ）
VRF インスタンスでの SGACL ポリシーの強制のイネーブル化, （170 ページ）

デフォルトの SXP パスワードの設定
デフォルトでは、SXP は接続のセットアップ時にパスワードを使用しません。Cisco NX-OS デバ
イスにデフォルトの SXP パスワードを設定できます。

はじめる前に
Cisco TrustSec がイネーブルになっていることを確認します。
SXP がイネーブルになっていることを確認します。

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
OL-30921-01-J

183

Cisco TrustSec の設定
SXP の手動設定

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

cts sxp default passwordpassword

SXP のデフォルト パスワードを設定しま
す。

例：
switch(config)# cts sxp default
password A2Q3d4F5

ステップ 3

exit

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show cts sxp

（任意）
SXP の設定を表示します。

例：
switch# show cts sxp

ステップ 5

show running-config cts
例：

（任意）
実行コンフィギュレーションの SXP 設定
を表示します。

switch# show running-config cts

ステップ 6

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スター
トアップ コンフィギュレーションにコ
ピーします。

関連トピック
Cisco TrustSec SGT 機能のイネーブル化 , （148 ページ）
Cisco TrustSec SXP のイネーブル化 , （180 ページ）

デフォルトの SXP 送信元 IPv4 アドレスの設定
Cisco NX-OS ソフトウェアは、送信元 IPv4 アドレスが指定されないと、新規の TCP 接続すべてに
デフォルトの送信元 IPv4 アドレスを使用します。デフォルトの送信元 IP アドレスを変更すると、
既存の SXP 接続がリセットされ、SXP に学習されている IP-SGT バインディングがクリアされま
す。送信元 IP アドレスが設定されている SXP 接続は、回復しながら同じ IP アドレスを続けて使
用します。
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送信元 IP アドレスが設定されていない SXP 接続は、送信元 IP アドレスとしてデフォルトの IP ア
ドレスを使用します。このような接続では、接続が動作可能になる前に、ピア上の正しい宛先 IP
アドレスの設定とデフォルトの送信元 IP アドレスへの到達可能性が必要な条件であることに注意
してください。デバイスのデフォルトの送信元 IP アドレスを設定する前に、これらの条件が既存
の運用接続に適合することを確認することを推奨します。

はじめる前に
Cisco TrustSec がイネーブルになっていることを確認します。
SXP がイネーブルになっていることを確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

cts sxp default source-ipsrc-ip-addr

SXP のデフォルトの送信元 IPv4 アドレス
を設定します。

例：
switch(config)# cts sxp default
source-ip 10.10.3.3

ステップ 3

exit

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show cts sxp

（任意）
SXP の設定を表示します。

例：
switch# show cts sxp

ステップ 5

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スター
トアップ コンフィギュレーションにコ
ピーします。

関連トピック
Cisco TrustSec SGT 機能のイネーブル化 , （148 ページ）
Cisco TrustSec SXP のイネーブル化 , （180 ページ）
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SXP 復帰期間の変更
ピアが SXP 接続を終了すると、内部ホールドダウン タイマーが開始されます。内部ホールドダウ
ン タイマーが終了する前にピアが再接続すると、SXP 復帰期間タイマーが開始されます。SXP 復
帰期間タイマーがアクティブな間、Cisco NX-OS ソフトウェアは前回の接続で学習した SGT マッ
ピング エントリを保持し、無効なエントリを削除します。デフォルト値は 120 秒（2 分）です。
SXP 復帰期間を 0 秒に設定すると、タイマーがディセーブルになり、前回の接続のすべてのエン
トリが削除されます。

はじめる前に
Cisco TrustSec がイネーブルになっていることを確認します。
SXP がイネーブルになっていることを確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

cts sxp reconcile-periodseconds
例：

SXP 復帰タイマー期間を変更します。デ
フォルト値は 120 秒（2 分）です。範囲は
0 ～ 64000 です。

switch(config)# cts sxp
reconcile-period 180

ステップ 3

exit

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show cts sxp

（任意）
SXP の設定を表示します。

例：
switch# show cts sxp

ステップ 5

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。

関連トピック
Cisco TrustSec SGT 機能のイネーブル化 , （148 ページ）
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Cisco TrustSec SXP のイネーブル化 , （180 ページ）

SXP リトライ期間の変更
SXP リトライ期間によって、Cisco NX-OS ソフトウェアが SXP 接続を再試行する頻度が決まりま
す。SXP 接続が正常に確立されなかった場合、Cisco NX-OS ソフトウェアは SXP リトライ期間タ
イマーの終了後に、新たな接続の確立を試行します。デフォルト値は 60 秒（1 分）です。SXP 再
試行期間を 0 秒に設定するとタイマーは無効になり、接続は再試行されません。

はじめる前に
Cisco TrustSec がイネーブルになっていることを確認します。
SXP がイネーブルになっていることを確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

cts sxp retry-periodseconds
例：

SXP リトライ タイマー期間を変更します。
デフォルト値は 60 秒（1 分）です。範囲は
0 ～ 64000 です。

switch(config)# cts sxp
retry-period 120

ステップ 3

exit

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show cts sxp

（任意）
SXP の設定を表示します。

例：
switch# show cts sxp

ステップ 5

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。

関連トピック
Cisco TrustSec SGT 機能のイネーブル化 , （148 ページ）
Cisco TrustSec SXP のイネーブル化 , （180 ページ）
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Cisco TrustSec の設定の確認
Cisco TrustSec の設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。
コマンド

目的

show cts

Cisco TrustSec の情報を表示します。

show cts credentials

EAP-FAST の Cisco TrustSec クレデンシャルを
表示します。

show cts environment-data

Cisco TrustSec の環境データを表示します。

show cts interface{all | brief | ethernetslot/port}

インターフェイスの Cisco TrustSec 設定を表示
します。

show cts role-based access-list

Cisco TrustSec の SGACL 情報を表示します。

show cts pacs

デバイス キー ストア内の Cisco TrustSec 許可情
報と PAC を表示します。

show cts role-based counters

RBACL 統計情報の設定ステータスを表示し、
すべての RBACL ポリシーの統計情報を一覧表
示します。

show cts role-based enable

Cisco TrustSec の SGACL 強制の状態を表示しま
す。

show cts role-based policy

Cisco TrustSec の SGACL ポリシー情報を表示し
ます。

show cts role-based sgt-map[summary | sxp
peerpeer-ipv4-addr | vlanvlan-id | vrfvrf-name]

Cisco TrustSec SGACL SGT のマップ設定を表示
します。
SGT マッピングのサマリーを表示するには、
summary キーワードを使用します。
特定の SXP ピアに対する SGT マップ設定を表
示するには、sxppeerオプションを使用します。
特定の VLAN に対する SGT マップ設定を表示
するには、vlan オプションを使用します。
特定の VRF に対する SGT マップ設定を表示す
るには、vrf オプションを使用します。

show cts sxp

Cisco TrustSec SXP の情報を表示します。
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コマンド

目的

show running-config cts

実行コンフィギュレーションの Cisco TrustSec
情報を表示します。

Cisco TrustSec の設定例
ここでは、Cisco TrustSec の設定例を示します。

Cisco TrustSec のイネーブル化
Cisco TrustSec をイネーブルにする例を示します。
feature dot1x
feature cts
cts device-id device1 password Cisco321

Cisco NX-OS デバイスへの Cisco TrustSec AAA の設定
次の例では、Cisco NX-OS デバイスに Cisco TrustSec の AAA を設定します。
radius-server host 10.10.1.1 key Cisco123 pac
aaa group server radius Rad1
server 10.10.1.1
use-vrf management
aaa authentication cts default group Rad1
aaa authorization cts default group Rad1

インターフェイスに対する Cisco TrustSec 認証のイネーブル化
次の例では、インターフェイスに対して、クリア テキスト パスワードを使用する Cisco TrustSec
認証をイネーブルにします。
interface ethernet 2/1
cts dot1x
shutdown
no shutdown

手動での Cisco TrustSec 認証の設定
次の例では、インターフェイスに手動スタティック ポリシーで Cisco TrustSec 認証を設定します。
interface ethernet 2/1
cts manual
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policy static sgt 0x20
no propagate-sgt

次の例では、インターフェイスに手動ダイナミック ポリシーで Cisco TrustSec 認証を設定します。
interface ethernet 2/2
cts manual
policy dynamic identity device2

デフォルト VRF インスタンスに対する Cisco TrustSec ロールベース ポ
リシー強制の設定
次の例では、デフォルト VRF インスタンスに対して Cisco TrustSec のロールベース ポリシー強制
をイネーブルにします。
cts role-based enforcement

デフォルト以外の VRF に対する Cisco TrustSec ロールベース ポリシー
強制の設定
次の例では、デフォルト以外の VRF に対して Cisco TrustSec のロールベース ポリシー強制をイ
ネーブルにします。
vrf context test
cts role-based enforcement

VLAN に対する Cisco TrustSec ロールベース ポリシー強制の設定
次の例では、VLAN に対して Cisco TrustSec のロールベース ポリシー強制をイネーブルにします。
vlan 10
cts role-based enforcement

デフォルト VRF インスタンスに対する IPv4 アドレスと SGACL SGT の
マッピングの設定
次の例では、デフォルト VRF インスタンスに対して Cisco TrustSec ロールベース ポリシーの IPv4
アドレス対 SGACL SGT マッピングを手動で設定します。
cts role-based sgt-map 10.1.1.1 20
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デフォルト以外の VRF インスタンスに対する IPv4 アドレスと SGACL
SGT のマッピングの設定
次の例では、デフォルト以外の VRF インスタンスに対して Cisco TrustSec ロールベース ポリシー
の IPv4 アドレス対 SGACL SGT マッピングを手動で設定します。
vrf context test
cts role-based sgt-map 30.1.1.1 30

VLAN に対する IPv4 アドレスと SGACL SGT のマッピングの設定
次の例では、VLAN に対して Cisco TrustSec ロールベース ポリシーの IPv4 アドレス対 SGACL SGT
マッピングを手動で設定します。
vlan 10
cts role-based sgt-map 20.1.1.1 20

Cisco TrustSec SGACL の手動設定
次に、Cisco TrustSec SGACL を手動で設定する例を示します。
cts role-based access-list abcd
permit icmp
cts role-based sgt 10 dgt 20 access-list abcd

次に、RBACL ロギングをイネーブルにする例を示します。
cts role-based access-list RBACL1
deny tcp src eq 1111 dest eq 2222 log
cts role-based sgt 10 dgt 20 access-list RBACL1

この設定では、次の ACLLOG syslog が生成されます。
%$ VDC-1 %$ %CTS-6-CTS_RBACL_STAT_LOG: CTS ACE permit all log, Threshold exceeded: Hit count
in 10s period = 4

（注）

ACLLOG syslog には、一致した RBACL ポリシーの Destination Group Tag（DGT）情報が含ま
れていません。
次に、RBACL 統計情報をイネーブルおよび表示する例を示します。
cts role-based counters enable
show cts role-based counters
RBACL policy counters enabled
Counters last cleared: 06/08/2009 at 01:32:59 PM
rbacl:abc
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deny
deny
rbacl:def
deny
deny
deny

tcp dest neq 80
tcp dest range 78 79

[0]
[0]

udp
ip
igmp

[0]
[0]
[0]

SXP ピア接続の手動設定
次の図に、デフォルト VRF インスタンスでの SXP ピア接続の例を示します。

（注）

この Cisco Nexus スイッチは SXP のスピーカー モードしかサポートしていないため、この例で
は SwitchA としてのみ設定できます。
図 12： SXP ピア接続の例

次に、SwitchA に SXP ピア接続を設定する例を示します。
feature
cts sxp
cts sxp
cts sxp

cts
enable
connection peer 10.20.2.2 password required A2BsxpPW mode listener
connection peer 10.30.3.3 password required A2CsxpPW mode listener

次に、SwitchB に SXP ピア接続を設定する例を示します。
feature cts
cts sxp enable
cts sxp connection peer 10.10.1.1 password required A2BsxpPW mode speaker

次に、SwitchC に SXP ピア接続を設定する例を示します。
feature cts
cts sxp enable
cts sxp connection peer 10.10.1.1 password required A2CsxpPW mode speaker
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Cisco TrustSec に関する追加情報
ここでは、Cisco TrustSec の実装に関する追加情報について説明します。
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco NX-OS のライセンス

『Cisco NX-OS Licensing Guide』

コマンド リファレンス

Cisco TrustSec の機能の履歴
次の表に、この機能のリリースの履歴を示します。
表 12：Cisco TrustSec の機能の履歴

機能名

リリース

機能情報

Cisco TrustSec

5.1(3)N1(1)

この機能が導入されました。
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章

アクセス コントロール リストの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• ACL の概要, 195 ページ
• IP ACL の設定, 205 ページ
• MAC ACL の設定, 214 ページ
• MAC ACL の設定例, 219 ページ
• VLAN ACL の概要, 219 ページ
• VACL の設定, 220 ページ
• VACL の設定例, 223 ページ
• 仮想端末回線の ACL の設定, 223 ページ
• ACL リソース使用量のしきい値の設定, 226 ページ

ACL の概要
アクセス コントロール リスト（ACL）とは、トラフィックのフィルタリングに使用する順序付き
のルール セットのことです。各ルールには、パケットがルールに一致するために満たさなければ
ならない条件のセットが規定されています。スイッチは、あるパケットに対してある ACLを適用
するかどうかを判断するとき、そのパケットを ACL内のすべてのルールの条件に対してテストし
ます。一致する条件が最初に見つかった時点で、パケットを許可するか拒否するかが決まります。
一致する条件が見つからないと、スイッチは適用可能なデフォルトのルールを適用します。許可
されたパケットについては処理が続行され、拒否されたパケットはドロップされます。
ACL を使用すると、ネットワークおよび特定のホストを、不要なトラフィックや望ましくないト
ラフィックから保護できます。たとえば、ACL を使用して、厳重にセキュリティ保護されたネッ
トワークからインターネットにハイパー テキスト トランスファ プロトコル（HTTP）トラフィッ
クが流入するのを禁止できます。また、特定のサイトへの HTTP トラフィックだけを許可するこ
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ともできます。その場合は、サイトの IP アドレスが、IP ACL に指定されているかどうかによっ
て判定します。

IP ACL のタイプと適用
Cisco Nexus デバイスは、セキュリティ トラフィック フィルタリング用に、IPv4、IPv6、MAC の
各 ACL をサポートしています。スイッチでは、次の表に示すように、ポートの ACL、VLAN
ACL、およびルータの ACL として、IP アクセス コントロール リスト（ACL）を使用できます。
表 13：セキュリティ ACL の適用

アプリケー サポートするインターフェイス
ション
ポート
ACL

サポートする ACL のタイプ

ACLは、次のいずれかに適用した場合、ポートACL IPv4 ACL
と見なされます。
IPv6 ACL
• イーサネット インターフェイス

MAC ACL

• イーサネット ポート チャネル インターフェイ
ス
ポート ACL をトランク ポートに適用すると、その
ACL は、当該トランク ポート上のすべての VLAN
上のトラフィックをフィルタリングします。
ルータ
ACL

• VLAN インターフェイス
（注）

VLAN インターフェイスを設定する
には、先に VLAN インターフェイス
をグローバルにイネーブルにする必
要があります。

IPv4 ACL
IPv6 ACL

• 物理層 3 インターフェイス
• レイヤ 3 イーサネット サブインターフェイス
• レイヤ 3 イーサネット ポート チャネル イン
ターフェイス
• レイヤ 3 イーサネット ポート チャネル サブイ
ンターフェイス
• トンネル
• 管理インターフェイス
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アプリケー サポートするインターフェイス
ション

サポートする ACL のタイプ

VLAN
アクセス マップを使用して ACL をアクションにア IPv4 ACL
ACL
ソシエートし、そのアクセス マップを VLAN に適 MAC ACL
（VACL） 用する場合、その ACL は VACL と見なされます。
VTY ACL

VTY

IPv4 ACL
IPv6 ACL

適用順序
デバイスは、パケットを処理する際に、そのパケットの転送パスを決定します。デバイスがトラ
フィックに適用する ACL はパスによって決まります。デバイスは、次の順序で ACL を適用しま
す。
1 ポート ACL
2 入力 VACL
3 入力ルータ ACL
4 出力ルータ ACL
5 出力 VACL

ルール
アクセス リスト コンフィギュレーション モードでルールを作成するには、permit または deny コ
マンドを使用します。スイッチは、許可ルールに指定された基準に一致するトラフィックを許可
し、拒否ルールに指定された基準に一致するトラフィックをブロックします。ルールに一致する
ためにトラフィックが満たさなければならない基準を設定するためのオプションが多数用意され
ています。

送信元と宛先
各ルールには、ルールに一致するトラフィックの送信元と宛先を指定します。指定する送信元お
よび宛先には、特定のホスト、ホストのネットワークまたはグループ、あるいは任意のホストを
使用できます。
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プロトコル
IPv4、IPv6、および MAC の ACL では、トラフィックをプロトコルで識別できます。指定の際の
手間を省くために、一部のプロトコルは名前で指定できます。たとえば、IPv4 ACL では、ICMP
を名前で指定できます。
インターネット プロトコル番号を表す整数でプロトコルを指定できます。たとえば、レイヤ 2 ト
ンネリング プロトコル（L2TP）を指定するには、115 を使用します。

暗黙のルール
IP ACL および MAC ACL には暗黙ルールがあります。暗黙ルールは、実行コンフィギュレーショ
ンには設定されていませんが、ACL 内の他のルールと一致しない場合にスイッチがトラフィック
に適用するルールです。
すべての IPv4 ACL には、次の暗黙のルールがあります。
deny ip any any

この暗黙のルールによって、どの条件にも一致しない IP トラフィックは拒否されます。
すべての IPv6 ACL には、次の暗黙のルールがあります。
deny ipv6 any any

その他のフィルタリング オプション
追加のオプションを使用してトラフィックを識別できます。IPv4 ACL には、次の追加フィルタリ
ング オプションが用意されています。
• レイヤ 4 プロトコル
• TCP/UDP ポート
• ICMP タイプおよびコード
• IGMP タイプ
• 優先レベル
• DiffServ コード ポイント（DSCP）値
• ACK、FIN、PSH、RST、SYN、または URG ビットがセットされた TCP パケット
• 確立済み TCP 接続
IPv6 ACL では、次のフィルタリング オプションが追加されています。
• レイヤ 4 プロトコル
• 認証ヘッダー プロトコル
• カプセル化セキュリティ ペイロード
• ペイロード圧縮プロトコル
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• Stream Control Transmission Protocol（SCTP）
• SCTP、TCP、および UDP の各ポート
• ICMP タイプおよびコード
• IGMP タイプ
• フロー ラベル
• DSCP の値
• ACK、FIN、PSH、RST、SYN、または URG ビットがセットされた TCP パケット
• 確立済み TCP 接続
• パケット長
MAC ACL は、次の追加フィルタリング オプションをサポートしています。
• レイヤ 3 プロトコル
• VLAN ID
• サービス クラス（CoS）

シーケンス番号
Cisco Nexus デバイスはルールのシーケンス番号をサポートします。入力するすべてのルールに
シーケンス番号が割り当てられます（ユーザによる割り当てまたはデバイスによる自動割り当
て）。シーケンス番号によって、次の ACL 設定作業が容易になります。
• 既存のルールの間に新規のルールを追加する：シーケンス番号を指定することによって、
ACL 内での新規ルールの挿入場所を指定します。たとえば、ルール番号 100 と 110 の間に新
しいルールを挿入する必要がある場合は、シーケンス番号 105 を新しいルールに割り当てま
す。
• ルールを削除する：シーケンス番号を使用しない場合は、ルールを削除するのに、次のよう
にルール全体を入力する必要があります。
switch(config-acl)# no permit tcp 10.0.0.0/8 any

このルールに 101 番のシーケンス番号が付いていれば、次コマンドだけでルールを削除でき
ます。
switch(config-acl)# no 101

• ルールを移動する：シーケンス番号を使用すれば、同じ ACL 内の異なる場所にルールを移
動する必要がある場合に、そのルールのコピーをシーケンス番号で正しい位置に挿入してか
ら、元のルールを削除できます。この方法により、トラフィックを中断せずにルールを移動
できます。
シーケンス番号を使用せずにルールを入力すると、デバイスはそのルールを ACL の最後に追加
し、そのルールの直前のルールのシーケンス番号よりも 10 大きい番号を割り当てます。たとえ
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ば、ACL 内の最後のルールのシーケンス番号が 225 で、シーケンス番号を指定せずにルールを追
加した場合、デバイスはその新しいルールにシーケンス番号 235 を割り当てます。
また、デバイスでは、ACL 内ルールのシーケンス番号を再割り当てすることができます。シーケ
ンス番号の再割り当ては、ACL 内に、100、101 のように連続するシーケンス番号のルールがある
場合、それらのルールの間に 1 つ以上のルールを挿入する必要があるときに便利です。

論理演算子と論理演算ユニット
TCP および UDP トラフィックの IP ACL ルールでは、論理演算子を使用して、ポート番号に基づ
きトラフィックをフィルタリングできます。
Cisco Nexus デバイスは、演算子とオペランドの組み合わせを論理演算ユニット（LOU）というレ
ジスタ内に格納し、IP ACL で指定された TCP および UDP ポート上で演算（より大きい、より小
さい、等しくない、包含範囲）を行います。

（注）

range 演算子は境界値も含みます。
これらの LOU は、これらの演算を行うために必要な Ternary Content Addressable Memory（TCAM）
エントリ数を最小限に抑えます。最大で 2 つの LOU を、インターフェイスの各機能で使用できま
す。たとえば入力 RACL で 2 つの LOU を使用し、QoS 機能で 2 つの LOU を使用できます。ACL
機能で 2 つより多くの算術演算が必要な場合、最初の 2 つの演算が LOU を使用し、残りのアクセ
ス コントロール エントリ（ACE）は展開されます。
デバイスが演算子とオペランドの組み合わせを LOU に格納するかどうかの判断基準を次に示しま
す。
• 演算子またはオペランドが、他のルールで使用されている演算子とオペランドの組み合わせ
と異なる場合、この組み合わせは LOU に格納されます。
たとえば、演算子とオペランドの組み合わせ「gt 10」と「gt 11」は、別々に LOU の半分に
格納されます。「gt 10」と「lt 10」も別々に格納されます。
• 演算子とオペランドの組み合わせがルール内の送信元ポートと宛先ポートのうちどちらに適
用されるかは、LOU の使用方法に影響を与えます。同じ組み合わせの一方が送信元ポート
に、他方が宛先ポートに別々に適用される場合は、2 つの同じ組み合わせが別々に格納され
ます。
たとえば、あるルールによって、演算子とオペランドの組み合わせ「gt 10」が送信元ポート
に、別のルールによって同じ組み合わせ「gt 10」が宛先ポートに適用される場合、両方の組
み合わせが LOU の半分に格納され、結果として 1 つの LOU 全体が使用されることになりま
す。このため、「gt 10」を使用するルールが追加されても、これ以上 LOU は使用されませ
ん。
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ACL リソース管理
ACL を設定する場合は、ACLの容量を理解しておくとリソース競合や枯渇を回避するのに役立ち
ます。プラットフォームは、ソフトウェアではなくハードウェアで複数のタイプの ACLを適用す
るため、スイッチはハードウェア ルックアップ テーブルと各種ハードウェア リソースをプログ
ラミングします。これにより、パケットがカットスルー スイッチングされながら、パフォーマン
スに影響を与えることなく、スイッチはパケットが到着したときにハードウェア テーブルの検索
を実行し、適切なアクションを実行することができます。
一般的な設定の場合、スイッチは次の主なハードウェア リソースの 1 つを使用します。
• 論理演算ユニット（LOU）：レイヤ 2、レイヤ 3、およびレイヤ 4 の演算情報の保存に使用
されるレジスタ。
• Value Mask Result（VMR）：値パターン、関連付けられたマスク値、およびエントリのヒッ
トを返す検索の結果で構成される TCAM のエントリ。
スイッチはレイヤ 4 演算（L4Op）に対してこれらのハードウェア リソースの使用を最適化しま
す。L4Op が使い果たされた場合、L4Op を使用して特定の値を調べる必要がある ACL は、一連の
TCAM のエントリを使用するように拡張できます。ACL は TCAM エントリを使用して、L4Op と
同じフィルタリングを実行します。
L4Op が使い果たされていない場合、スイッチは各リソースの使用コストを計算します。一連の拡
張された TCAM エントリの使用コストが L4Op を使用する場合よりも小さい場合、スイッチは優
先順位の高い演算用に L4Op を保持するために、一連の TCAM エントリを拡張します。
ACL TCAM のサイズと TCAM のさまざまな領域のサイズによっては、拡張されたポリシーが空
き領域内に適合しない可能性があります。たとえば、スイッチがリロードされると、以前に拡張
されていた一連のポリシーが再度拡張されない場合があります。
この問題に対処するために、しきい値を設定できます。しきい値の範囲は 0 ～ 32 です。デフォル
ト値は 5 です。ACL ポリシーが L4Op を必要としている場合は、必要な拡張された TCAM エント
リの数がしきい値を超えているかどうかを確認するようにポリシーが拡張されます。必要な数が
しきい値を超えている場合、拡張は行われずに L4Op が使用されます。TCAM エントリの数がし
きい値を超えていない場合（つまりしきい値以下の場合）、拡張された TCAM エントリがインス
トールされます。

（注）

送信元の L4Op と宛先の L4Op の両方を使用する ACL ポリシーが存在する場合は、送信元の
L4Op と宛先の L4Op が個別に拡張されます。次に、送信元の L4Op と宛先の L4Op を使用する
ACL のポリシーの例を示します。
permit tcp any get 546 any range 236 981
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統計情報と ACL
このデバイスは IPv4 ACL、IPv6 ACL、および MAC ACL に設定した各ルールのグローバル統計を
保持できます。1 つの ACL が複数のインターフェイスに適用される場合、ルール統計には、その
ACL が適用されるすべてのインターフェイスと一致する（ヒットする）パケットの合計数が維持
されます。

（注）

インターフェイスレベルの ACL 統計はサポートされていません。
設定する ACL ごとに、その ACL の統計情報をデバイスが維持するかどうかを指定できます。こ
れにより、ACL によるトラフィック フィルタリングが必要かどうかに応じて ACL 統計のオン、
オフを指定できます。また、ACL 設定のトラブルシューティングにも役立ちます。
デバイスには ACL の暗黙ルールの統計情報は維持されません。たとえば、すべての IPv4 ACL の
末尾にある暗黙の deny ip any any ルールと一致するパケットのカウントはデバイスに維持されま
せん。暗黙ルールの統計情報を維持する場合は、暗黙ルールと同じルールを指定した ACLを明示
的に設定する必要があります。

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

ライセンス要件

Cisco NX-OS

ACL を使用するためにライセンスは必要ありま
せん。

ACL の前提条件
IP ACL の前提条件は次のとおりです。
• IP ACL を設定するためには、IP アドレッシングおよびプロトコルに関する知識が必要です。
• ACL を設定するインターフェイス タイプについての知識が必要です。
VACL の前提条件は次のとおりです。
• VACL に使用する IP ACL または MAC ACL が存在し、必要な方法でトラフィックをフィル
タリングするように設定されていることを確認します。
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ACL の注意事項と制約事項
IP ACL の設定に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。
• ACL の設定には Session Manager を使用することを推奨します。この機能を使用すると、ACL
の設定を調べて、その設定に必要とされるリソースが利用可能であるかどうかを、リソース
を実行コンフィギュレーションにコミットする前に確認できます。この機能は、約 1,000 以
上のルールが含まれている ACL に対して特に有効です。
• 時間範囲を使用する ACL を適用すると、デバイスは、その ACL エントリで参照される時間
範囲の開始時または終了時に ACL エントリを更新します。時間範囲によって開始されるアッ
プデートはベストエフォート型のプライオリティで実行されます。時間範囲によってアップ
デートが生じたときにデバイスの処理負荷が非常に高い場合、デバイスはアップデートを最
大数秒間遅らせることがあります。
• IP ACL を VLAN インターフェイスに適用するためには、VLAN インターフェイスをグロー
バルにイネーブル化する必要があります。
MAC ACL の設定に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。
• MAC ACL は入トラフィックだけに適用されます。
• DHCP スヌーピング機能がイネーブルのときには、ACL の統計情報はサポートされません。
• MAC ACL を使用して Address Resolution Protocol（ARP）をフィルタリングするには、
Application Control Engine（ACE）の ARP の 0x806 として Ether タイプをフィルタリングする
必要があります。
VACL の設定に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。
• ACL の設定には Session Manager を使用することを推奨します。この機能を使用すると、ACL
の設定を調べて、その設定に必要とされるリソースが利用可能であるかどうかを、リソース
を実行コンフィギュレーションにコミットする前に確認できます。
• DHCP スヌーピング機能がイネーブルのときには、ACL の統計情報はサポートされません。
• 同じシーケンス番号で ACL に一致するために定義されたアプリケーションのシーケンスは
ありません。一致ステートメントの限定的なシーケンスについては、異なるシーケンス番号
を使用します。
• MAC、IP、IPv6 のような異なるタイプの ACL を使用している場合は、最後にデフォルトの
deny コマンドを設定する必要があります。次に例を示します。
switch(config)# ip access-list drop_ip
switch(config-acl)# deny ip any any
switch(config)# mac access-list drop_mac
switch(config-acl)# deny any any
switch(config)# ipv6 access-list drop_ipv6
switch(config-acl)# deny ipv6 any any
switch(config)# vlan access-map abc 10
<match statements>
switch(config)# vlan access-map xyz 20
<match statements>
.
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.
.
.
switch(config)# vlan access-map gef 100
switch(config-access-map)# match ip address drop_ip
switch(config-access-map)# match mac address drop_mac
switch(config-access-map)# match ipv6 address drop_ipv6

• ACL の更新中にすべてのトラフィックを許可するには、hardware access-list update
default-result permit コマンドを使用します。
• トラフィックは、ユーザ設定の ACL に対して実行される前に、制御トラフィックを監視す
るためにパントする暗黙の許可を含むシステム ACL に対して実行されます。したがって、
ユーザが制御トラフィックを拒否する ACL を設定しても有効ではありません。
• Cisco Nexus 5600 プラットフォームは、ICMP-V6 RA/RS/ND パケットの処理に SUP リダイレ
クト機構を使用します。SUP リダイレクトは、ACL の deny 操作よりも優先度が高く、ユー
ザがパケットをブロックするために ACL deny コマンドを使用することを許可しません。

デフォルトの ACL 設定
次の表は、IP ACL パラメータのデフォルト設定をリスト表示しています。
表 14：IP ACL のデフォルト パラメータ

パラメータ（Parameters）

デフォルト

IP ACL

デフォルトの IP ACL は存在しません。

ACL ルール

すべての ACL に暗黙のルールが適用されます。

次の表は、MAC ACL パラメータのデフォルト設定をリスト表示しています。
表 15： MAC ACL のデフォルト パラメータ

パラメータ（Parameters）

デフォルト

MAC ACL

デフォルトの MAC ACL は存在しません。

ACL ルール

すべての ACL に暗黙のルールが適用されます。

次の表に、VACL パラメータのデフォルト設定を示します。
表 16： VACL のデフォルト パラメータ

パラメータ（Parameters）

デフォルト

VACL

デフォルトの IP ACL は存在しません。
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パラメータ（Parameters）

デフォルト

ACL ルール

すべての ACL に暗黙のルールが適用されます。

IP ACL の設定
IP ACL の作成
スイッチに IPv4 または IPv6 の ACL を作成し、それにルールを追加することができます。

手順
ステップ 1

switch# configure terminal
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。

ステップ 2

switch(config)# {ip | ipv6} access-listname
IP ACL を作成して、IP ACL コンフィギュレーション モードを開始します。name 引数は 64 文字
以内で指定します。

ステップ 3

switch(config-acl)# [sequence-number] {permit | deny}protocolsourcedestination
IP ACL 内にルールを作成します。多数のルールを作成できます。sequence-number 引数には、1 ～
4294967295 の整数を指定します。
permit コマンドと deny コマンドには、トラフィックを識別するための多くの方法が用意されてい
ます。詳細については、特定の Cisco Nexus デバイスの『Command Reference』を参照してくださ
い。

ステップ 4

（任意） switch(config-acl)# statistics
ACL のルールと一致するパケットのグローバル統計をスイッチが維持するように設定します。

ステップ 5

（任意） switch# show {ip | ipv6} access-listsname
IP ACL の設定を表示します。

ステップ 6

（任意） switch# showip access-listsname
IP ACL の設定を表示します。

ステップ 7

（任意） switch# copy running-config startup-config
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

次に、IPv4 ACL を作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# ip access-list acl-01
switch(config-acl)# permit ip 192.168.2.0/24 any
switch(config-acl)# statistics
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次に、IPv6 ACL を作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# ipv6 access-list acl-01-ipv6
switch(config-ipv6-acl)# permit tcp 2001:0db8:85a3::/48 2001:0db8:be03:2112::/64

IP ACL の変更
既存の IPv4 または IPv6 ACL のルールを追加および削除できます。既存のルールは変更できませ
ん。ルールを変更するには、そのルールを削除してから、変更を加えたルールを再作成します。
既存のルールの間に新しいルールを挿入する必要がある場合で、現在のシーケンス番号の空き状
況ではすべてを挿入できないときは、resequence コマンドを使用してシーケンス番号を再割り当
てします。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# {ip |
ipv6}access-listname

名前で指定した ACL の IP ACL コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

ステップ 3

switch(config)# ip
access-listname

名前で指定した ACL の IP ACL コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

ステップ 4

switch(config-acl)#
IP ACL 内にルールを作成します。シーケンス番号を
[sequence-number] {permit | 指定すると、ACL 内のルール挿入位置を指定できま
deny}
す。シーケンス番号を指定しないと、ルールは ACL
protocolsourcedestination
の末尾に追加されます。sequence-number 引数には、1
～ 4294967295 の整数を指定します。
permit コマンドと deny コマンドには、トラフィック
を識別するための多くの方法が用意されています。詳
細については、Cisco Nexus デバイスの『Command
Reference』を参照してください。

ステップ 5

switch(config-acl)# no
（任意）
{sequence-number | {permit | 指定したルールを IP ACL から削除します。
deny}
permit コマンドと deny コマンドには、トラフィック
protocolsourcedestination}
を識別するための多くの方法が用意されています。詳
細については、Cisco Nexus デバイスの『Command
Reference』を参照してください。

ステップ 6

switch(config-acl)# [no]
statistics

（任意）
ACL のルールと一致するパケットのグローバル統計
をスイッチが維持するように設定します。
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コマンドまたはアクション 目的
no オプションを指定すると、ACL のグローバルな統
計情報がスイッチ内に維持されなくなります。
ステップ 7

switch#show ip
access-listsname

ステップ 8

switch# copy running-config （任意）
startup-config
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コ
ンフィギュレーションにコピーします。

（任意）
IP ACL の設定を表示します。

関連トピック
IP ACL 内のシーケンス番号の変更, （208 ページ）

IP ACL の削除
スイッチから IP ACL を削除できます。
スイッチから IP ACL を削除する前に、ACL がインターフェイスに適用されているかどうかを確
認してください。削除できるのは、現在適用されている ACL だけです。ACL を削除しても、そ
の ACLが適用されていたインターフェイスの設定は影響を受けません。スイッチは、削除対象の
ACL が空であると見なします。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# no{ip |
ipv6}access-listname

名前で指定した IP ACL を実行コンフィギュ
レーションから削除します。

ステップ 3

switch(config)# no ip
access-listname

名前で指定した IP ACL を実行コンフィギュ
レーションから削除します。

ステップ 4

switch# show running-config

（任意）
ACL の設定を表示します。削除された IP ACL
は表示されないはずです。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
プ コンフィギュレーションにコピーします。
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IP ACL 内のシーケンス番号の変更
IP ACL 内のルールに付けられたすべてのシーケンス番号を変更できます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

switch# configure terminal

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。

ステッ
プ2

switch(config)# resequence {ip | ipv6}
ACL内に記述されているルールにシー
access-listnamestarting-sequence-numberincrement ケンス番号を付けます。指定した開始
シーケンス番号が最初のルールに付け
られます。後続の各ルールには、直前
のルールよりも大きい番号が付けられ
ます。番号の間隔は、指定した増分に
よって決まります。
starting-sequence-number 引数と
increment 引数は、1 ～ 4294967295 の
整数で指定します。

ステッ
プ3

switch# show{ip | ipv6}access-listsname

（任意）
IP ACL の設定を表示します。

ステッ
プ4

switch# copy running-config startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、ス
タートアップ コンフィギュレーショ
ンにコピーします。

ロギングでの ACL の設定
特定のプロトコルとアドレスのトラフィックをログに記録するためのアクセスコントロールリス
トを作成できます。
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手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

switch# configure terminal 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。

ステップ 2

switch(config)# {ip | ipv6} IP ACL を作成して、IP ACL コンフィギュレーション モー
access-list name
ドを開始します。name 引数は 64 文字以内で指定します。

ステップ 3

switch(config-acl)# permit IP ACL 内に、特定のプロトコルのトラフィックを syslog
protocol source destination ファイルに記録するルールを作成します。protocol 引数の
log
有効な値は次のとおりです。
• icmp：ICMP
• igmp：IGMP
• ip：IPv4
• ipv6：IPv6
• tcp：TCP
• udp：UDP
• sctp：SCTP（IPv6 のみ）
source 引数および destination 引数には、ネットワーク ワ
イルドカード（IPv4 のみ）と IP アドレス、IP アドレス
および可変長サブネット マスク、ホスト アドレス、また
は任意のアドレスを指定する any などがあります。詳細
については、ご使用のプラットフォームの『System
Management Configuration Guide』および『Security
Command Reference』を参照してください。

ステップ 4

switch(config-acl)# exit

現在のコンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5

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

（任意）
リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーショ
ンをスタートアップ コンフィギュレーションにコピーし
て、変更を継続的に保存します。

次に、あらゆる送信元および宛先からの IPv4 TCP トラフィックと一致するエントリを記録するた
めの ACL を作成する例を示します。
switch# configuration terminal
switch(config)# ip access-list tcp_log
switch(config-acl)# permit tcp any any log
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switch(config-acl)# exit
switch(config)# copy running-config startup-config

mgmt0 への IP-ACL の適用
管理インターフェイス（mgmt0）に IPv4 ACL または IPv6 ACL を適用できます。

はじめる前に
適用する ACL が存在し、目的に応じたトラフィック フィルタリングが設定されていることを確
認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

interfacemgmtport

管理インターフェイスのコンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
switch(config)# interface mgmt0
switch(config-if)#

ステップ 3

ip access-group access-list {in | out}
例：
switch(config-if)#ip access-group
acl-120 out

ステップ 4

show running-config aclmgr

IPv4 ACL または IPv6 ACL を、指定方向の
トラフィックのレイヤ 3 インターフェイス
に適用します。各方向にルータ ACL を 1
つ適用できます。
（任意）
ACL の設定を表示します。

例：
switch(config-if)# show
running-config aclmgr

ステップ 5

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピー
します。

関連項目
• IP ACL の作成
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ルータ ACL としての IP ACL の適用
IPv4 または IPv6 ACL は、次のタイプのインターフェイスに適用できます。
• 物理層 3 インターフェイスおよびサブインターフェイス
• レイヤ 3 イーサネット ポート チャネル インターフェイスおよびサブインターフェイス
• VLAN インターフェイス
• トンネル
• 管理インターフェイス
これらのインターフェイス タイプに適用された ACL はルータ ACL と見なされます。

はじめる前に
適用する ACL が存在し、目的に応じたトラフィック フィルタリングが設定されていることを確
認します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

次のいずれかのコマンドを入力します。

指定したインターフェイス タイプの
コンフィギュレーション モードを開
始します。

• switch(config)#
interfaceethernetslot/port[.number]
• switch(config)#
interfaceport-channelchannel-number[.number]
• switch(config)#
interfacetunneltunnel-number
• switch(config)# interfacevlanvlan-ID
• switch(config)# interfacemgmtport
ステップ 3

次のいずれかのコマンドを入力します。
• switch(config-if)# ipaccess-group
access-list {in | out}
• switch(config-if)# ipv6 traffic-filter
access-list {in | out}

IPv4 ACL または IPv6 ACL を、指定方
向のトラフィックのレイヤ 3 インター
フェイスに適用します。各方向にルー
タ ACL を 1 つ適用できます。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

switch(config-if)# show running-config aclmgr （任意）
ACL の設定を表示します。

ステップ 5

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、ス
タートアップ コンフィギュレーショ
ンにコピーします。

ポート ACL としての IP ACL の適用
IPv4 または IPv6 ACL は、物理イーサネット インターフェイスまたはポート チャネルに適用でき
ます。これらのインターフェイス タイプに適用された ACL は、ポート ACL と見なされます。

（注）

一部の設定パラメータは、ポート チャネルに適用されていると、メンバ ポートの設定に反映
されません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# interface {ethernet 指定したインターフェイスに対してインターフェ
[chassis/]slot/port |
イス コンフィギュレーション モードを開始しま
port-channelchannel-number}
す。

ステップ 3

switch(config-if)# {ip port
access-group | ipv6 port
traffic-filter} access-listin

IPv4 または IPv6 ACL をインターフェイスまた
はポート チャネルに適用します。ポート ACL
では、インバウンド フィルタリングだけがサ
ポートされています。1 つのインターフェイス
に 1 つのポート ACL を適用できます。

ステップ 4

switch# show running-config

（任意）
ACL の設定を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
プ コンフィギュレーションにコピーします。
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IP ACL の設定の確認
IP ACL の情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。
コマンド

目的

show running-config

ACL の設定（IP ACL の設定と IP ACL が適用さ
れるインターフェイス）を表示します。

show running-config interface

ACL が適用されたインターフェイスの設定を表
示します。

これらのコマンドの出力フィールドの詳細については、ご使用の Cisco Nexus デバイスの『Command
Reference』を参照してください。

IP ACL の統計情報のモニタリングとクリア
コマンドまたはアクション

目的

show {ip | ipv6} access-listsname

IP ACL の設定を表示します。IP ACL に statistics
コマンドが指定されている場合は、show ip
access-lists コマンドおよび show ipv6 access-list
コマンドの出力に、各ルールに一致したパケッ
トの数が表示されます。

show ip access-listsname

IP ACL の設定を表示します。IP ACL に statistics
コマンドが指定されている場合は、show ip
access-lists コマンドの出力に、各ルールに一致
したパケットの数が表示されます。

clear {ip | ipv6} access-list counters
[access-list-name]

すべての IP ACL、または特定の IP ACL の統計
情報を消去します。

clear ip access-list counters [access-list-name]

すべての IP ACL、または特定の IP ACL の統計
情報を消去します。
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MAC ACL の設定
MAC ACL の作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch# mac access-listname

MAC ACL を作成して、ACL コンフィギュレー
ション モードを開始します。

ステップ 3

switch(config-mac-acl)#
MAC ACL 内にルールを作成します。
[sequence-number] {permit |
deny}sourcedestination protocol permit オプションと deny オプションには、トラ
フィックを識別するための多くの方法が用意され
ています。詳細については、ご使用のプラット
フォームの『Security Command Reference』を参照
してください。

ステップ 4

switch(config-mac-acl)#
statistics

（任意）
ACL に規定されたルールに一致するパケットのグ
ローバルな統計情報をスイッチ内に保持するよう
に指定します。

ステップ 5

switch# show mac
access-listsname

（任意）
MAC ACL の設定を表示します。

ステップ 6

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ
コンフィギュレーションにコピーします。

次に、MAC ACL を作成して、ルールを追加する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# mac access-list acl-mac-01
switch(config-mac-acl)# permit 00c0.4f00.0000 0000.00ff.ffff any
switch(config-mac-acl)# statistics

MAC ACL の変更
既存の MAC ACL 内で、ルールの追加または削除を実行できます。既存のルールは変更できませ
ん。ルールを変更するには、そのルールを削除してから、変更を加えたルールを再作成します。
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既存のルールの間に新しいルールを挿入する必要がある場合で、現在のシーケンス番号の空き状
況ではすべてを挿入できないときは、resequence コマンドを使用してシーケンス番号を再割り当
てします。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# mac
access-listname

名前で指定した ACL の ACL コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

ステップ 3

switch(config-mac-acl)#
MAC ACL 内にルールを作成します。シーケンス番
[sequence-number] {permit |
号を指定すると、ACL 内のルール挿入位置を指定
deny} sourcedestinationprotocol できます。シーケンス番号を指定しないと、ルール
は ACL の末尾に追加されます。
permit コマンドと deny コマンドには、トラフィッ
クを識別するための多くの方法が用意されていま
す。

ステップ 4

switch(config-mac-acl)# no
（任意）
{sequence-number |
指定したルールを MAC ACL から削除します。
{permit|deny}sourcedestination
permit コマンドと deny コマンドには、トラフィッ
protocol}
クを識別するための多くの方法が用意されていま
す。

ステップ 5

switch(config-mac-acl)# [no]
statistics

（任意）
ACL に規定されたルールに一致するパケットのグ
ローバルな統計情報をスイッチ内に保持するように
指定します。
no オプションを指定すると、ACL のグローバルな
統計情報がスイッチ内に維持されなくなります。

ステップ 6

switch# show mac
access-listsname

（任意）
MAC ACL の設定を表示します。

ステップ 7

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ
コンフィギュレーションにコピーします。
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次に、MAC ACL を変更する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# mac access-list acl-mac-01
switch(config-mac-acl)# 100 permit mac 00c0.4f00.00 0000.00ff.ffff any
switch(config-mac-acl)# statistics

MAC ACL の削除
スイッチから MAC ACL を削除できます。
ACL がインターフェイスに適用されているかどうかを確認してください。削除できるのは、現在
適用されている ACL だけです。ACL を削除しても、その ACL が適用されていたインターフェイ
スの設定は影響を受けません。スイッチは、削除対象の ACL が空であると見なします。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# no mac
access-listname

名前で指定したMACACLを実行コンフィギュ
レーションから削除します。

ステップ 3

switch# show mac access-lists

（任意）
MAC ACL の設定を表示します。

ステップ 4

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
プ コンフィギュレーションにコピーします。

MAC ACL 内のシーケンス番号の変更
MAC ACL 内のルールに付けられたすべてのシーケンス番号を変更できます。ACL にルールを挿
入する必要がある場合で、シーケンス番号が不足しているときは、再割り当てすると便利です。

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

目的
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。

ステップ 2 switch(config)# resequence mac
ACL内に記述されているルールにシー
access-listnamestarting-sequence-numberincrement ケンス番号を付けます。
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コマンドまたはアクション

目的
starting-sequence number に指定した
シーケンス番号が最初のルールに付け
られます。後続の各ルールには、直前
のルールよりも大きい番号が付けられ
ます。番号の間隔は、指定した増分に
よって決まります。

ステップ 3 switch# show mac access-listsname

（任意）
MAC ACL の設定を表示します。

ステップ 4 switch# copy running-config startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、ス
タートアップ コンフィギュレーショ
ンにコピーします。

関連トピック
ルール, （197 ページ）

ポート ACL としての MAC ACL の適用
MAC ACL をポート ACL として、次のいずれかのインターフェイス タイプに適用できます。
• イーサネット インターフェイス
• EtherChannel インターフェイス
適用する ACLが存在しており、この適用で要求されているとおりにトラフィックをフィルタリン
グするように設定されていることを確認してください。

（注）

一部の設定パラメータは、EtherChannel に適用されていると、メンバ ポートの設定に反映され
ません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

switch# configure terminal

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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

switch(config)# interface {ethernet 特定のイーサネット インターフェイスのイ
[chassis/]slot/port |
ンターフェイス コンフィギュレーション
port-channelchannel-number}
モードを開始します。

ステップ 3

switch(config-if)# mac port
access-groupaccess-list

MAC ACL をインターフェイスに適用しま
す。

ステップ 4

switch# show running-config

（任意）
ACL の設定を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。

関連トピック
IP ACL の作成, （205 ページ）

MAC ACL の設定の確認
MAC ACL の情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。
コマンド

目的

show mac access-lists

MAC ACL の設定を表示します。

show running-config

ACL の設定（MAC ACL と MAC ACL が適用さ
れるインターフェイス）を表示します。

show running-config interface

ACL を適用したインターフェイスの設定を表示
します。

MAC ACL 統計情報の表示と消去
MAC ACL 統計情報を表示および消去するには、次のいずれかの作業を行います。
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コマンド

目的

show mac access-lists

MAC ACL の設定を表示します。MAC ACLに
statistics コマンドが指定されている場合は、
show mac access-lists コマンドの出力に、各ルー
ルに一致したパケットの数が表示されます。

clear mac access-list counters

すべての MAC ACL、または特定の MAC ACL
の統計情報を消去します。

MAC ACL の設定例
次に、acl-mac-01 という名前の MAC ACL を作成して、Ethernet インターフェイス 1/1 に適用する
例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# mac access-list acl-mac-01
switch(config-mac-acl)# permit 00c0.4f00.0000 0000.00ff.ffff any
switch(config-mac-acl)# exit
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# mac access-group acl-mac-01

VLAN ACL の概要
VLAN ACL（VACL）は、MAC ACL または IP ACL の適用例の 1 つです。VACL を設定して、
VLAN 内でブリッジされているすべてのパケットに適用できます。VACL は、セキュリティ パ
ケットのフィルタリングだけに使用します。VACL は方向（入力または出力）で定義されること
はありません。

VACL とアクセス マップ
VACL では、アクセス マップを使用して、IP ACL または MAC ACL をアクションとリンクさせま
す。スイッチは、VACL で許可されているパケットに対して、設定済みのアクションを実行しま
す。
Cisco NX-OS リリース 7.2(1)N1(1) 以降では、シーケンス番号の割り当てによって VLAN アクセス
マップの複数のインスタンスを設定できます。このとき、VLAN アクセス マップのより小さい
シーケンス番号が優先されます。また、複数のアクセス マップに ACL を指定できます。

VACL とアクション
アクセス マップ コンフィギュレーション モードでは、action コマンドを使用して、次のいずれか
のアクションを指定します。
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• フォワード：スイッチの通常の動作によって決定された宛先にトラフィックを送信します。
• ドロップ：トラフィックをドロップします。

統計情報
Cisco Nexus デバイスは、VACL 内の各ルールについて、グローバルな統計情報を保持できます。
VACL を複数の VLAN に適用した場合、保持されるルール統計情報は、その VACL が適用されて
いる各インターフェイス上で一致（ヒット）したパケットの総数になります。

（注）

Cisco Nexus デバイスは、インターフェイス単位の VACL 統計情報はサポートしていません。
設定する各 VLAN アクセス マップごとに、VACL の統計情報をスイッチ内に保持するかどうかを
指定できます。これにより、VACL によってフィルタリングされたトラフィックをモニタリング
するため、あるいは VLAN アクセス マップの設定のトラブルシューティングを行うために、VACL
統計情報の収集のオン/オフを必要に応じて切り替えることができます。

VACL の設定
VACL の作成または変更
VACL を作成または変更できます。VACL の作成には、IP ACL または MAC ACL を、一致したト
ラフィックに適用するアクションとアソシエートさせるアクセス マップの作成が含まれます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# vlan
指定したアクセス マップのアクセス マップ
access-mapmap-name[sequence-number] コンフィギュレーション モードを開始しま
す。sequence-number 引数は、VLAN アクセ
ス マップのシーケンス番号を指定します。
デフォルトのシーケンス番号は 10 として設
定されます。シーケンス番号を指定しない
と、直前のアクセス マップ インスタンスの
シーケンス番号に 10 を加算したシーケンス
番号が割り当てられます。

ステップ 3

switch(config-access-map)#
matchipaddressip-access-list

マップの IPv4 および IPV6 ACL を指定しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

switch(config-access-map)#
matchmacaddressmac-access-list

マップの MAC ACL を指定します。

ステップ 5

switch(config-access-map)# action {drop スイッチが、ACL に一致したトラフィック
| forward}
に適用するアクションを指定します。

ステップ 6

switch(config-access-map)# [no] statistics （任意）
VACL に規定されたルールに一致するパケッ
トのグローバルな統計情報をスイッチ内に保
持するように指定します。
no オプションを指定すると、VACL のグロー
バルな統計情報がスイッチ内に保持されなく
なります。

ステップ 7

switch(config-access-map)# show
running-config

（任意）
ACL の設定を表示します。

ステップ 8

switch(config-access-map)# copy
running-config startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。

VACL の削除
VACL を削除できます。これにより、VLAN アクセス マップも削除されます。
VACL が VLAN に適用されているかどうかを確認してください。削除できるのは、現在適用され
ている VACL だけです。VACL を削除しても、その VACL が適用されていた VLAN の設定は影響
を受けません。スイッチは、削除対象の VACL が空であると見なします。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# no vlan
access-mapmap-name

指定したアクセス マップの VLAN アクセス
マップの設定を削除します。

ステップ 3

switch(config)# show
running-config

（任意）
ACL の設定を表示します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

switch(config)# copy running-config （任意）
startup-config
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。

VACL の VLAN への適用
VACL を VLAN に適用できます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# [no] vlan
filtermap-name vlan-listlist

指定したリストによって、VACL を VLAN に適用
します。no オプションを使用すると、VACL の適
用が解除されます。
vlan-list コマンドで指定できる VLAN は最大 32 個
ですが、複数の vlan-list コマンドを設定すると、
32 個を超える VLAN を指定できます。

ステップ 3

switch(config)# show
running-config

ステップ 4

switch(config)# copy
（任意）
running-config startup-config 実行コンフィギュレーションを、スタートアップ
コンフィギュレーションにコピーします。

（任意）
ACL の設定を表示します。

VACL 設定の確認
VACL 設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を実行します。
コマンド

目的

show running-config aclmgr

VACL 関連の設定を含む、ACL の設定を表示し
ます。
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コマンド

目的

show vlan filter

VLAN に適用されている VACL の情報を表示し
ます。

show vlan access-map

VLAN アクセス マップに関する情報を表示しま
す。

VACL 統計情報の表示と消去
VACL 統計情報を表示または消去するには、次のいずれかの作業を実行します。
コマンド

目的

show vlan access-list

VACL の設定を表示します。VLAN アクセス
マップに statistics コマンドが指定されている場
合は、show vlan access-list コマンドの出力に、
各ルールに一致したパケットの数が表示されま
す。

clear vlan access-list counters

すべての VACL、または特定の VACL の統計情
報を消去します。

VACL の設定例
次に、acl-ip-01 という名前の IP ACL によって許可されたトラフィックを転送するように VACL
を設定し、その VACL を VLAN 50 ～ 82 に適用する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# vlan access-map acl-ip-map
switch(config-access-map)# match ip address acl-ip-01
switch(config-access-map)# action forward
switch(config-access-map)# exit
switch(config)# vlan filter acl-ip-map vlan-list 50-82

仮想端末回線の ACL の設定
仮想端末（VTY）回線とアクセス リストのアドレス間の IPv4 または IPv6 の着信接続と発信接続
を制限するには、ライン コンフィギュレーション モードで access-class コマンドを使用します。
アクセス制限を解除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
VTY 回線で ACL を設定する場合には、次のガイドラインに従ってください。
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• すべての VTY 回線にユーザが接続できるため、すべての VTY 回線に同じ制約を設定する必
要があります。
• エントリ単位の統計情報は、VTY 回線の ACL ではサポートされません。

はじめる前に
適用する ACLが存在しており、この適用に対してトラフィックをフィルタリングするように設定
されていることを確認してください。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# line vty

ライン コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
switch(config)# line vty
switch(config-line)#

ステップ 3

switch(config-line)# access-class
access-list-number {in | out}

着信または発信アクセス制限を指定し
ます。

例：
switch(config-line)# access-class ozi2
in
switch(config-line)#access-class ozi3
out
switch(config)#

ステップ 4

switch(config-line)# no access-class
access-list-number {in | out}

（任意）
着信または発信アクセス制限を削除し
ます。

例：
switch(config-line)# no access-class
ozi2 in
switch(config-line)# no access-class
ozi3 out
switch(config)#

ステップ 5

switch(config-line)# exit

ライン コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
switch(config-line)# exit
switch#

ステップ 6

switch# show running-config aclmgr
例：

（任意）
スイッチの ACL の実行コンフィギュ
レーションを表示します。

switch# show running-config aclmgr
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コマンドまたはアクション
ステップ 7

目的

switch# copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、ス
例：
タートアップコンフィギュレーション
switch# copy running-config
にコピーします。
startup-config

次に、VTY 回線の in 方向に access-class ozi2 のコマンドを適用する例を示します。
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
switch(config)# line vty
switch(config-line)# access-class ozi2 in
switch(config-line)# exit
switch#

End with CNTL/Z.

VTY 回線の ACL の確認
VTY 回線の ACL 設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。
コマンド

目的

show running-config aclmgr

スイッチで設定された ACL の実行コンフィギュレーショ
ンを表示します。

show users

接続されているユーザを表示します。

show access-lists access-list-name

エントリ単位の統計情報を表示します。

VTY 回線の ACL の設定例
次に、コンソール回線（ttyS0）および VTY 回線（pts/0 および pts/1）の接続ユーザの例を示しま
す。
switch# show users
NAME
LINE
admin
ttyS0
admin
pts/0
admin
pts/1

TIME
IDLE
Aug 27 20:45
.
Aug 27 20:06 00:46
Aug 27 20:52
.

PID
14425
14176
14584

COMMENT
*
(172.18.217.82) session=ssh
(10.55.144.118)

次に、172.18.217.82 を除き、すべての IPv4 ホストへの VTY 接続を許可する例と、10.55.144.118、
172.18.217.79、172.18.217.82、172.18.217.92 を除き、すべての IPv4 ホストへの VTY 接続を拒否す
る例を示します。
• ipv6 access-list ozi7 コマンドを VTY 回線の in 方向に適用すると、すべての IPv6 ホストへの
VTY 接続が拒否されます。
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• ipv6 access-list ozip6 コマンドを VTY 回線の out 方向に適用すると、すべての IPv6 ホストへ
の VTY 接続が許可されます。
switch# show running-config aclmgr
!Time: Fri Aug 27 22:01:09 2010
version 5.0(2)N1(1)
ip access-list ozi
10 deny ip 172.18.217.82/32 any
20 permit ip any any
ip access-list ozi2
10 permit ip 10.55.144.118/32 any
20 permit ip 172.18.217.79/32 any
30 permit ip 172.18.217.82/32 any
40 permit ip 172.18.217.92/32 any
ipv6 access-list ozi7
10 deny tcp any any
ipv6 access-list ozip6
10 permit tcp any any
line vty
access-class ozi in
access-class ozi2 out
ipv6 access-class ozi7 in
ipv6 access-class ozip6 out

次に、ACL のエントリ単位の統計情報をイネーブルにして、IP アクセス リストを設定する例を示
します。
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
switch(config)# ip access-list ozi2
switch(config-acl)# statistics per-entry
switch(config-acl)# deny tcp 172.18.217.83/32 any
switch(config-acl)# exit
switch(config)# ip access-list ozi
switch(config-acl)# statistics per-entry
switch(config-acl)# permit ip 172.18.217.20/24 any
switch(config-acl)# exit
switch#

次に、in および out 方向で VTY の ACL を適用する例を示します。
switch(config)# line
switch(config-line)#
switch(config-line)#
switch(config-line)#
switch#

vty
ip access-class ozi in
access-class ozi2 out
exit

次に、VTY 回線でアクセス制限を削除する例を示します。
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End
with CNTL/Z.
switch(config)# line vty
switch(config-line)# no access-class ozi2 in
switch(config-line)# no ip access-class ozi2 in
switch(config-line)# exit
switch#

ACL リソース使用量のしきい値の設定
論理演算ユニット（LOU）数のしきい値を設定できます。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# hardware access-list LOU 数のしきい値を設定します。
lou resource thresholdvalue

ステップ 3

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

（任意）
リブートおよびリスタート時に実行コンフィ
ギュレーションをスタートアップ コンフィ
ギュレーションにコピーして、変更を継続的
に保存します。

次に、LOU の最大しきい値を設定する例を示します。
switch# configuration terminal
switch(config)# hardware access-list lou resource threshold 15
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ポート セキュリティの設定
この章は、次の項で構成されています。
• ポート セキュリティの概要, 229 ページ
• ポート セキュリティのライセンス要件, 235 ページ
• ポート セキュリティの前提条件, 236 ページ
• ポート セキュリティの注意事項と制約事項, 236 ページ
• vPC 上のポート セキュリティの注意事項と制約事項, 237 ページ
• ポート セキュリティのデフォルト設定, 238 ページ
• ポート セキュリティの設定, 238 ページ
• ポート セキュリティの設定の確認, 249 ページ
• セキュア MAC アドレスの表示, 250 ページ
• ポート セキュリティの設定例, 250 ページ
• vPC ドメインでのポート セキュリティの設定例, 250 ページ
• ポート セキュリティに関する追加情報, 251 ページ

ポート セキュリティの概要
ポート セキュリティを使用すると、限定された MAC アドレス セットからの着信トラフィックだ
けを許可するようにレイヤ 2 物理インターフェイス、レイヤ 2 ポート チャネル インターフェイ
ス、および仮想ポート チャネル（vPC）を設定できます。この限定セットの MAC アドレスをセ
キュア MAC アドレスといいます。さらに、デバイスは、同じ VLAN 内の別のインターフェイス
では、これらの MAC アドレスからのトラフィックを許可しません。セキュア MAC アドレスの数
は、インターフェイス単位で設定します。
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（注）

特に指定がなければ、インターフェイスは物理インターフェイス、ポートチャネル インター
フェイス、および vPC を意味します。同様に、レイヤ 2 インターフェイスはレイヤ 2 物理イ
ンターフェイスとレイヤ 2 ポート チャネル インターフェイスの両方を意味します。

セキュア MAC アドレスの学習
MAC アドレスは学習というプロセスによってセキュア アドレスになります。MAC アドレスは、
1 つのインターフェイスだけでセキュア MAC アドレスになることができます。デバイスは、ポー
ト セキュリティがイネーブルに設定されたインターフェイスごとに、スタティック、ダイナミッ
ク、またはスティッキの方式で、限られた数の MAC アドレスを学習できます。デバイスがセキュ
ア MAC アドレスを格納する方法は、デバイスがセキュア MAC アドレスを学習した方法によって
異なります。

（注）

学習したすべての MAC アドレスは vPC ピア間で同期されます。

スタティック方式
スタティック学習方式では、ユーザが手動でインターフェイスの実行コンフィギュレーションに
セキュア MAC アドレスを追加したり、設定から削除したりできます。実行コンフィギュレーショ
ンをスタートアップコンフィギュレーションにコピーすると、デバイスを再起動してもスタティッ
ク セキュア MAC アドレスには影響がありません。
スタティック セキュア MAC アドレスのエントリは、次のいずれかのイベントが発生するまで、
インターフェイスの設定内に維持されます。
• ユーザが明示的に設定からアドレスを削除した場合。
• ユーザがそのインターフェイスをレイヤ 3 インターフェイスとして設定した場合。
スタティック方式では、ダイナミック方式またはスティッキ方式のアドレス学習がイネーブルに
なっているかどうかに関係なく、セキュア アドレスを追加できます。

ダイナミック方式
デフォルトでは、インターフェイスのポート セキュリティをイネーブルにすると、ダイナミック
学習方式がイネーブルになります。この方式では、デバイスは、入力トラフィックがインターフェ
イスを通過するときに MAC アドレスをセキュア アドレスにします。このようなアドレスがまだ
セキュア アドレスではなく、デバイスのアドレス数が適用可能な最大数に達していなければ、デ
バイスはそのアドレスをセキュア アドレスにして、トラフィックを許可します。
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デバイスは、ダイナミック セキュア MAC アドレスをメモリに保存します。ダイナミック セキュ
ア MAC アドレスのエントリは、次のいずれかのイベントが発生するまで、インターフェイスの
設定内に維持されます。
• デバイスが再起動した場合。
• インターフェイスが再起動した場合。
• アドレスが、ユーザによって設定されたインターフェイスのエージング期限に達した場合。
• ユーザがアドレスを明示的に削除した場合。
• ユーザがそのインターフェイスをレイヤ 3 インターフェイスとして設定した場合。

スティッキ方式
スティッキ方式をイネーブルにすると、デバイスは、ダイナミック アドレス学習と同じ方法で
MAC アドレスをセキュア アドレスにしますが、この方法で学習されたアドレスは NVRAM に保
存されます。そのため、スティッキ方式で学習されたアドレスは、デバイスの再起動後も維持さ
れます。スティッキ セキュア MAC アドレスは、インターフェイスの実行コンフィギュレーショ
ン内にはありません。
ダイナミックとスティッキのアドレス学習は両方同時にイネーブルにできません。あるインター
フェイスのスティッキ学習をイネーブルにした場合、デバイスはダイナミック学習を停止して、
代わりにスティッキ学習を実行します。スティッキ学習をディセーブルにすると、デバイスはダ
イナミック学習を再開します。
スティッキ セキュア MAC アドレスのエントリは、次のいずれかのイベントが発生するまで、イ
ンターフェイスの設定内に維持されます。
• ユーザがアドレスを明示的に削除した場合。
• ユーザがそのインターフェイスをレイヤ 3 インターフェイスとして設定した場合。

ダイナミック アドレスのエージング
デバイスは、ダイナミック方式で学習された MAC アドレスのエージングを行い、エージングの
期限に達すると、アドレスをドロップします。エージングの期限は、インターフェイスごとに設
定できます。有効な範囲は 0 ～ 1440 分です。0 を設定すると、エージングはディセーブルになり
ます。
vPC ドメインでは、vPC ピアの両方でエージングの期限に達した場合に限り、ダイナミック MAC
アドレスがドロップされます。
MAC アドレスのエージングを判断するためにデバイスが使用する方法も設定できます。アドレス
エージングの判断には、次に示す 2 つの方法が使用されます。
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Inactivity
適用可能なインターフェイス上のアドレスからデバイスが最後にパケットを受信して以降の
経過時間。
Absolute
デバイスがアドレスを学習して以降の経過時間。これがデフォルトのエージング方法です
が、デフォルトのエージング時間は 0 分（エージングはディセーブル）です。

（注）

MAC アドレスをエージ アウトするために絶対法を使用すると、トラフィック レートによって
は、MAC アドレスがエージ アウトして再学習するたびにいくつかのパケットがドロップする
ことがあります。これを回避するには、非アクティブ タイムアウトを使用します。

セキュア MAC アドレスの最大数
デフォルトでは、各インターフェイスのセキュア MAC アドレスは 1 つだけです。各インターフェ
イス、またはインターフェイス上の各 VLAN に許容可能な最大 MAC アドレス数を設定できます。
最大数は、ダイナミック、スティッキ、スタティックのいずれの方式で学習された MAC アドレ
スにも適用されます。

（注）

vPC ドメインでは、プライマリ vPC 上の設定が有効になります。

ヒント

アドレスの最大数を 1 に設定し、接続されたデバイスの MAC アドレスを設定すると、そのデ
バイスにはポートの全帯域幅が保証されます。
各インターフェイスに許容されるセキュア MAC アドレスの数は、次の 3 つの制限によって決定
されます。
デバイスの最大数
デバイスが許容できるセキュア MAC アドレスの最大数は 8192 です。この値は変更できま
せん。新しいアドレスを学習するとデバイスの最大数を超過してしまう場合、たとえイン
ターフェイスや VLAN の最大数に達していなくても、デバイスは新しいアドレスの学習を
許可しません。
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インターフェイスの最大数
ポート セキュリティで保護されるインターフェイスごとに、セキュア MAC アドレスの最大
数 1025 を設定できます。デフォルトでは、インターフェイスの最大アドレス数は 1 です。
インターフェイスの最大数を、デバイスの最大数より大きくすることはできません。
vPC ドメインでは、プライマリ vPC スイッチにセキュア MAC アドレスの最大数を設定しま
す。セカンダリ スイッチにセキュア MAC アドレスの最大数が設定されていても、プライマ
リ vPC スイッチは数の検証を行います。
VLAN の最大数
ポート セキュリティで保護される各インターフェイスについて、VLAN あたりのセキュア
MAC アドレスの最大数を設定できます。VLAN の最大数は、インターフェイスに設定され
ている最大数より大きくできません。VLAN 最大数の設定が適しているのは、トランク ポー
トの場合だけです。VLAN の最大数には、デフォルト値はありません。
インターフェイスあたりの、VLAN とインターフェイスの最大数は必要に応じて設定できます。
ただし、新しい制限値が、適用可能なセキュア アドレス数よりも少ない場合は、まず、セキュア
MAC アドレスの数を減らす必要があります。

セキュリティ違反と処理
次の 2 つのイベントのいずれかが発生すると、ポート セキュリティ機能によってセキュリティ違
反がトリガーされます。
最大数違反
あるインターフェイスにセキュア MAC アドレス以外のアドレスから入力トラフィックが着
信し、そのアドレスを学習するとセキュア MAC アドレスの適用可能な最大数を超えてしま
う場合ブロックされたエントリは、Cisco Nexus スイッチの転送モジュール（FWM）に追加
されます。
あるインターフェイスに VLAN とインターフェイスの両方の最大数が設定されている場合
は、どちらかの最大数を超えると、違反が発生します。たとえば、ポート セキュリティが
設定されている単一のインターフェイスについて、次のように想定します。
• VLAN 1 の最大アドレス数は 5 です。
• このインターフェイスの最大アドレス数は 10 です。
デバイスは、次のいずれかが発生すると違反を検出します。
• VLAN 1 のアドレスをすでに 5 つ学習していて、6 つめのアドレスからのインバウンド
トラフィックが VLAN 1 のインターフェイスに着信した場合
• このインターフェイス上のアドレスをすでに 10 個学習していて、11 番めのアドレスか
らのインバウンド トラフィックがこのインターフェイスに着信した場合

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
OL-30921-01-J

233

ポート セキュリティの設定
セキュリティ違反と処理

MAC 移動違反
あるインターフェイスのセキュアMACアドレスになっているアドレスからの入力トラフィッ
クが、そのインターフェイスと同じ VLAN 内の別のインターフェイスに着信した場合ブロッ
クされたエントリは、ドロップ エントリとしてポート セキュリティ テーブルに追加されま
す。
セキュリティ違反が発生すると、デバイスは、インターフェイスのセキュリティ違反カウンタの
値を増加させ、インターフェイスのポート セキュリティ設定に指定されている処理を実行しま
す。セキュア MAC アドレスからの入力トラフィックが、そのアドレスをセキュア アドレスにし
たインターフェイスとは異なるインターフェイスに着信したことにより違反が発生した場合、デ
バイスはトラフィックを受信したインターフェイスに対して処理を実行します。
デバイスが実行できる処理は次のとおりです。
シャットダウン
違反をトリガーしたパケットの受信インターフェイスをシャットダウンします。このイン
ターフェイスはエラー ディセーブル状態になります。これがデフォルトの処理です。イン
ターフェイスの再起動後も、セキュア MAC アドレスを含めて、ポート セキュリティの設定
は維持されます。
シャットダウン後にデバイスが自動的にインターフェイスを再起動するように設定するに
は、errdisable グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。あるいは、
shutdown および no shut down のインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入
力することにより、手動でインターフェイスを再起動することもできます。
制限
非セキュア MAC アドレスからの入力トラフィックをすべてドロップし、ブロックされた
MAC エントリとして MAC アドレスをポート セキュリティ テーブルに追加します。

（注）

vPC ドメインでは、ブロックされた MAC アドレスのうち、制限モー
ドで違反が発生してポート セキュリティ テーブルに追加されたアド
レスは、vPC ピア間で同期されません。

デバイスはドロップされたパケット数を保持しますが、これをセキュリティ違反回数と呼び
ます。インターフェイスで発生するセキュリティ違反が最大数に到達するまでアドレス学習
を継続します。最初のセキュリティ違反のあとに学習されたアドレスからのトラフィックは
ドロップされます。
保護
これ以上の違反の発生を防止します。セキュリティ違反をトリガーしたアドレスは学習され
ますが、そのアドレスからのトラフィックはドロップされます。それ以降、アドレス学習は
実行されなくなります。
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（注）

vPC では、プライマリ vPC スイッチに設定された違反処理が有効になります。したがって、セ
キュリティ違反がトリガーされると、プライマリ vPC スイッチに定義されたセキュリティ処
理が常に実行されます。
最大数違反に設定された最大値（10）に到達すると、インターフェイスはシャットダウンされ、
errdisabled 状態に移行します。

ポート タイプの変更
レイヤ 2 インターフェイスにポート セキュリティを設定し、そのインターフェイスのポート タイ
プを変更した場合、デバイスは次のように動作します。
アクセス ポートからトランク ポート
トランク ポートからアクセス ポート
レイヤ 2 インターフェイスをトランク ポートからアクセス ポートに変更すると、デバイス
はダイナミック方式で学習されたすべてのセキュア アドレスをドロップします。ネイティ
ブ トランク VLAN でスティッキ方式で学習されたアドレスはすべて、アクセス VLAN に移
行されます。ネイティブ トランク VLAN でない場合、スティッキ方式で学習されたセキュ
ア アドレスはドロップされます。
スイッチド ポートからルーテッド ポート
インターフェイスをレイヤ 2 インターフェイスからレイヤ 3 インターフェイスに変更する
と、デバイスはそのインターフェイスのポート セキュリティをディセーブルにし、そのイ
ンターフェイスのすべてのポート セキュリティ設定を廃棄します。デバイスは、学習方式
に関係なく、そのインターフェイスのセキュア MAC アドレスもすべて廃棄します。
ルーテッド ポートからスイッチド ポート
インターフェイスをレイヤ 3 インターフェイスからレイヤ 2 インターフェイスに変更する
と、デバイス上のそのインターフェイスのポート セキュリティ設定はなくなります。

ポート セキュリティのライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
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製品

ライセンス要件

Cisco NX-OS

ポート セキュリティにはライセンスは必要あり
ません。ライセンス パッケージに含まれていな
い機能は、Cisco NX-OS デバイス イメージにバ
ンドルされており、追加料金なしで利用できま
す。Cisco NX-OS ライセンス方式の詳細につい
ては、Cisco NX-OS ソフトウェアのライセンス
および版権情報（は、次の URL から入手でき
ます。http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/
datacenter/sw/4_0/nx-os/license_agreement/nx-ossw_
lisns.html）を参照してください。

ポート セキュリティの前提条件
ポート セキュリティの前提条件は次のとおりです。
• ポート セキュリティで保護するデバイスのポート セキュリティをグローバルにイネーブル
化すること。
• vPC ドメインでは、両方の vPC ピアと、vPC ピア上の両方の vPC インターフェイスでポート
セキュリティをグローバルにイネーブルにする必要があります。config sync コマンドを使用
して、両方の vPC ピアで設定が一致していることを確認することを推奨します。

ポート セキュリティの注意事項と制約事項
ポート セキュリティを設定する場合、次の注意事項に従ってください。
• ポート セキュリティは PVLAN ポートでサポートされています。
• ポート セキュリティは、スイッチド ポート アナライザ（SPAN）の宛先ポートをサポートし
ません。
• ポート セキュリティは他の機能に依存しません。
• ポート セキュリティはチャネル グループのポートを設定する前に無効にする必要がありま
す。
• ポート セキュリティは vPC ピア リンクではサポートされていません。
• ポート セキュリティは、ネットワーク インターフェイス（NIF）ポート、Flex Link ポート、
または vEthernet インターフェイスではサポートされていません。
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vPC 上のポート セキュリティの注意事項と制約事項
ポート セキュリティに関する注意事項と制約事項に加えて、vPC 上のポート セキュリティに関す
る追加の注意事項と制約事項があります。vPC 上のポート セキュリティを設定する場合は、次の
注意事項に従ってください。
• vPC ドメイン内の両方の vPC ピアで、ポート セキュリティをグローバルにイネーブルにする
必要があります。
• 両方の vPC ピアの vPC インターフェイス上でポート セキュリティをイネーブルにする必要
があります。
• プライマリ vPC ピアでスタティック セキュア MAC アドレスを設定する必要があります。こ
の MAC アドレスは、セカンダリ vPC ピアと同期されます。セカンダリ ピアでスタティック
セキュア MAC アドレスを設定しないでください。この MAC アドレスはセカンダリ vPC 設
定に表示されますが、有効にはなりません。
• 学習したすべての MAC アドレスは vPC ピア間で同期されます。
• 両方の vPC ピアは、ダイナミックまたはスティッキ MAC アドレスの学習方式で設定できま
す。ただし、両方の vPC ピアが同じ方式に設定されていることを推奨します。
• ダイナミック MAC アドレスは、両方の vPC ピアでエージング期限に達した後にのみドロッ
プされます。
• セキュア MAC アドレスの最大数は、プライマリ vPC スイッチ上で設定します。セカンダリ
スイッチにセキュア MAC アドレスの最大数が設定されていても、プライマリ vPC スイッチ
は数の検証を行います。
• 違反時の処理は、プライマリ vPC 上で設定します。したがって、セキュリティ違反がトリ
ガーされると、プライマリ vPC スイッチに定義されたセキュリティ処理が常に実行されま
す。
• ポート セキュリティ機能が両方の vPC ピアでイネーブルになっており、かつポート セキュ
リティが vPC ピアの両方の vPC インターフェイス上でイネーブルになっている場合に、ポー
ト セキュリティは vPC インターフェイス上でイネーブルになります。設定が正しいことを確
認するには、config sync コマンドを使用できます。
• スイッチでインサービス ソフトウェア アップグレード（ISSU）が実行されている間、ポー
ト セキュリティの動作はそのピア スイッチ上で停止されます。ピア スイッチはどの新しい
MAC アドレスも学習せず、この動作中に発生した MAC の移動は無視されます。ISSU が完
了すると、ピア スイッチに通知され、通常のポート セキュリティ機能が再開します。
• 上位バージョンへの ISSU がサポートされていますが、下位バージョンへの ISSU はサポート
されていません。
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ポート セキュリティのデフォルト設定
次の表に、ポート セキュリティ パラメータのデフォルト設定を示します。
表 17：ポート セキュリティ パラメータのデフォルト値

パラメータ（Parameters）

デフォルト

ポート セキュリティがグローバルにイネーブル ディセーブル
かどうか
インターフェイス単位でポート セキュリティが ディセーブル
イネーブルかどうか
MAC アドレス ラーニング方式

Dynamic

セキュア MAC アドレスのインターフェイス最 1
大数
セキュリティ違反時の処理

シャットダウン

ポート セキュリティの設定
ポートセキュリティのグローバルなイネーブル化またはディセーブル
化
デバイスに対してポート セキュリティ機能のグローバルなイネーブル化またはディセーブル化が
可能です。デフォルトで、ポート セキュリティはグローバルにディセーブルになっています。
ポートセキュリティをディセーブルにすると、インターフェイスのすべてのポートセキュリティ
設定が無効になります。ポート セキュリティをグローバルにディセーブル化すると、すべての
ポート セキュリティ設定が失われます。

（注）

vPC ドメインのポート セキュリティをイネーブル、またはディセーブルにするには、vPC ピア
の両方でポート セキュリティをグローバルにイネーブル化またはディセーブルにする必要が
あります。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

[no] feature port-security
例：
switch(config)# feature port-security

ステップ 3

show port-security

ポート セキュリティをグローバルにイ
ネーブル化します。no オプションを使
用すると ポート セキュリティはグロー
バルにディセーブル化されます。
ポート セキュリティのステータスを表
示します。

例：
switch(config)# show port-security

ステップ 4

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

ステップ 5

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スター
トアップ コンフィギュレーションにコ
ピーします。

vPC ドメインのポート セキュリティが設 —
定されている場合、ポート セキュリティ
をグローバルでイネーブルにするには、
vPC ピアでステップ 1 ～ 4 を繰り返しま
す。
例：

レイヤ 2 インターフェイスに対するポート セキュリティのイネーブル
化またはディセーブル化
レイヤ 2 インターフェイスに対してポート セキュリティ機能のイネーブル化またはディセーブル
化が可能です。デフォルトでは、ポート セキュリティはすべてのインターフェイスでディセーブ
ルです。
インターフェイスのポート セキュリティをディセーブルにすると、そのインターフェイスのすべ
てのスイッチポートのポート セキュリティ設定が失われます。
ポート チャネルのポート セキュリティは次のようにしてイネーブル化できます。
• channel-group コマンドを使用して、メンバ リンクをポート チャネルにバンドルし、次にポー
ト チャネルのポート セキュリティをイネーブルにします。
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• ポート チャネルを作成し、ポート セキュリティを設定します。メンバ リンクのポート セ
キュリティを設定し、channel-group コマンドを使用してメンバ リンクをバンドルします。

はじめる前に
ポート セキュリティがグローバルにイネーブル化されている必要があります。
vPC ドメインにポート セキュリティを設定する場合、両方の vPC ピアでポート セキュリティをグ
ローバルにイネーブル化しておく必要があります。
レイヤ 2 イーサネット インターフェイスがポート チャネル インターフェイスのメンバである場
合、レイヤ 2 イーサネット インターフェイスに対するポート セキュリティはイネーブルまたは
ディセーブルにできません。
セキュア レイヤ 2 ポート チャネル インターフェイスのメンバのいずれかのポート セキュリティ
がイネーブルになっている場合、先にポート チャネル インターフェイスからセキュア メンバ ポー
トをすべて削除しない限り、そのポート チャネル インターフェイスのポート セキュリティをディ
セーブルにできません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

次のいずれかのコマンドを入力します。 ポート セキュリティを設定するイーサ
ネット インターフェイスまたはポート
• interfaceethernetslot/port
チャネル インターフェイスのインター
• interfaceport-channelchannel-number フェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。
例：
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)#

ステップ 3

switchport

そのインターフェイスを、レイヤ 2 イン
ターフェイスとして設定します。

例：
switch(config-if)# switchport

ステップ 4

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

インターフェイス上でポート セキュリ
ティをイネーブルにします。no オプショ
ンを使用すると、そのインターフェイス
のポート セキュリティがディセーブルに
なります。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

show running-config port-security

ポート セキュリティの設定を表示しま
す。

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

ステップ 6

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

ステップ 7

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スター
トアップ コンフィギュレーションにコ
ピーします。

vPC ドメインのポート セキュリティを —
設定している場合、vPC インターフェイ
スのポート セキュリティをイネーブル
にするには vPC ピアへのステップ 1 ～
6 を繰り返します。

スティッキ MAC アドレス ラーニングのイネーブル化またはディセー
ブル化
インターフェイスのスティッキ MAC アドレス ラーニングをディセーブルまたはイネーブルに設
定できます。スティッキ学習をディセーブルにすると、そのインターフェイスはダイナミック
MAC アドレス ラーニング（デフォルトの学習方式）に戻ります。
デフォルトでは、スティッキ MAC アドレス ラーニングはディセーブルです。

はじめる前に
ポート セキュリティがグローバルにイネーブル化されている必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

次のいずれかのコマンドを入力しま
す。

スティッキ MAC アドレス ラーニングを設
定するインターフェイスのインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始
します。
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コマンドまたはアクション

目的

• interfaceethernetslot/port
• interfaceport-channelchannel-number

例：
switch(config)# interface ethernet
2/1
switch(config-if)#

ステップ 3

switchport

そのインターフェイスを、レイヤ 2 イン
ターフェイスとして設定します。

例：
switch(config-if)# switchport

ステップ 4

switch(config-if)# switchport
port-security mac-address sticky

そのインターフェイスのスティッキ MAC
アドレス ラーニングをイネーブルにしま
す。no オプションを使用すると スティッ
キ MAC アドレス ラーニングがディセーブ
ルになります。

show running-config port-security

ポート セキュリティの設定を表示します。

[no] switchport port-security
mac-address sticky
例：

ステップ 5

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

ステップ 6

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。

インターフェイスのスタティック セキュア MAC アドレスの追加
レイヤ 2 インターフェイスにスタティック セキュア MAC アドレスを追加できます。

（注）

MAC アドレスが任意のインターフェイスでセキュア MAC アドレスである場合、その MAC ア
ドレスがすでにセキュア MAC アドレスとなっているインターフェイスからその MAC アドレ
スを削除するまで、その MAC アドレスをスタティック セキュア MAC アドレスとして別のイ
ンターフェイスに追加することはできません。
デフォルトでは、インターフェイスにスタティック セキュア MAC アドレスは設定されません。
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はじめる前に
ポート セキュリティがグローバルにイネーブル化されている必要があります。
インターフェイスのセキュア MAC アドレス最大数に達していないことを確認します。必要に応
じて、セキュア MAC アドレスを削除するか、インターフェイスの最大アドレス数を変更できま
す。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

次のいずれかのコマンドを入力します。 指定したインターフェイスのインターフェ
イス コンフィギュレーション モードを開
• interfaceethernetslot/port
始します。
• interfaceport-channelchannel-number

例：
switch(config)# interface ethernet
2/1
switch(config-if)#

ステップ 3

[no] switchport port-security mac-address 現在のインターフェイスのポート セキュ
address [vlanvlan-ID]
リティにスタティック MAC アドレスを設
定します。そのアドレスからのトラフィッ
例：
クを許可する VLAN を指定する場合は、
switch(config-if)# switchport
vlan キーワードを使用します。
port-security mac-address
0019.D2D0.00AE

ステップ 4

show running-config port-security

ポートセキュリティの設定を表示します。

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

ステップ 5

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スター
トアップコンフィギュレーションにコピー
します。
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インターフェイスのスタティック セキュア MAC アドレスの削除
レイヤ 2 インターフェイスのスタティック セキュア MAC アドレスを削除できます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

次のいずれかのコマンドを入力します。 スタティック セキュア MAC アドレスを
削除するインターフェイスのインター
• interfaceethernetslot/port
フェイス コンフィギュレーション モー
• interfaceport-channelchannel-number ドを開始します。

例：
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)#

ステップ 3

noswitchport port-security mac-address
address

現在のインターフェイスのポート セキュ
リティからスタティック セキュア MAC
アドレスを削除します。

例：
switch(config-if)# no switchport
port-security mac-address
0019.D2D0.00AE

ステップ 4

show running-config port-security

ポート セキュリティの設定を表示しま
す。

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

ステップ 5

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スター
トアップ コンフィギュレーションにコ
ピーします。

ダイナミック セキュア MAC アドレスの削除
ダイナミックに学習されたセキュア MAC アドレスを削除できます。
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はじめる前に
ポート セキュリティがグローバルにイネーブル化されている必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

clear port-security dynamic
{interface ethernetslot/port |
addressaddress} [vlanvlan-ID]
例：
switch(config)# clear
port-security dynamic interface
ethernet 2/1

ダイナミックに学習されたセキュア MAC アド
レスを削除します。次の方法で指定できます。
interface キーワードを使用すると、指定したイ
ンターフェイスでダイナミックに学習されたア
ドレスがすべて削除されます。
address キーワードを使用すると、指定した単一
のダイナミック学習アドレスが削除されます。
特定の VLAN のアドレスを削除するようにコマ
ンドに制限を加えるには、vlan キーワードを使
用します。

ステップ 3

show port-security address

セキュア MAC アドレスを表示します。

例：
switch(config)# show
port-security address

ステップ 4

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
プ コンフィギュレーションにコピーします。
switch(config-if)# copy
running-config startup-config

MAC アドレスの最大数の設定
レイヤ 2 インターフェイスで学習可能な MAC アドレスまたはスタティックに設定可能な MAC ア
ドレスの最大数を設定できます。レイヤ 2 インターフェイス上の VLAN 単位でも MAC アドレス
の最大数を設定できます。インターフェイスに設定できる最大アドレス数は1025です。システム
の最大アドレス数は 8192 です。
デフォルトでは、各インターフェイスのセキュア MAC アドレスの最大数は 1 です。VLAN には、
セキュア MAC アドレス数のデフォルトの最大値はありません。
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（注）

インターフェイスですでに学習されているアドレス数またはインターフェイスにスタティック
に設定されたアドレス数よりも小さい数を最大数に指定すると、デバイスはこのコマンドを拒
否します。ダイナミック方式で学習されたアドレスをすべて削除するには、shutdown および
no shutdown のコマンドを使用して、インターフェイスを再起動します。

はじめる前に
ポート セキュリティがグローバルにイネーブル化されている必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

次のいずれかのコマンドを入力しま インターフェイス コンフィギュレーション
す。
モードを開始します。slot は、MAC アドレス
の最大数を設定するインターフェイスです。
• interfaceethernetslot/port
• interfaceport-channelchannel-number

例：
switch(config)# interface ethernet
2/1
switch(config-if)#

ステップ 3

[no] switchport port-security maximum 現在のインターフェイスで学習可能な MAC
number [vlanvlan-ID]
アドレスまたはスタティックに設定可能な
MAC アドレスの最大数を設定します。number
例：
の最大値は 1025 です。no オプションを使用
switch(config-if)# switchport
すると、MAC アドレスの最大数がデフォル
port-security maximum 425
ト値（1）にリセットされます。
最大数を適用する VLAN を指定する場合は、
vlan キーワードを使用します。

ステップ 4

show running-config port-security

ポート セキュリティの設定を表示します。

例：
switch(config-if)# show
running-config port-security
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーしま
す。

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

アドレス エージングのタイプと期間の設定
MAC アドレス エージングのタイプと期間を設定できます。デバイスは、ダイナミック方式で学
習された MAC アドレスがエージング期限に到達する時期を判断するためにこれらの設定を使用
します。
デフォルトのエージング タイプは絶対エージングです。
デフォルトのエージング タイムは 0 分（エージングはディセーブル）です。

はじめる前に
ポート セキュリティがグローバルにイネーブル化されている必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

次のいずれかのコマンドを入力しま MAC エージングのタイプと期間を設定する
す。
インターフェイスのインターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。
• interfaceethernetslot/port
• interfaceport-channelchannel-number

例：
switch(config)# interface ethernet
2/1
switch(config-if)#

ステップ 3

[no] switchport port-security aging type ダイナミックに学習された MAC アドレスに
{absolute | inactivity}
デバイスが適用するエージング タイプを設定
します。no オプションを使用すると、エージ
例：
ング タイプがデフォルト値（絶対エージン
switch(config-if)# switchport
port-security aging type inactivity グ）にリセットされます。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

[no] switchport port-security aging time ダイナミックに学習された MAC アドレスが
minutes
ドロップされるまでのエージング タイムを分
単位で設定します。minutes の最大値は 1440
例：
です。no オプションを使用すると、エージン
switch(config-if)# switchport
グ タイムがデフォルト値である 0（エージン
port-security aging time 120
グはディセーブル）にリセットされます。

ステップ 5

show running-config port-security

ポート セキュリティの設定を表示します。

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

ステップ 6

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーしま
す。

セキュリティ違反時の処理の設定
セキュリティ違反が発生した場合にデバイスが実行する処理を設定できます。違反時の処理は、
ポート セキュリティをイネーブルにしたインターフェイスごとに設定できます。
デフォルトのセキュリティ処理では、セキュリティ違反が発生したポートがシャットダウンされ
ます。

はじめる前に
ポート セキュリティがグローバルにイネーブル化されている必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

次のいずれかのコマンドを入力しま
す。
• interfaceethernetslot/port

セキュリティ違反時の処理を設定するイン
ターフェイスのインターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

• interfaceport-channelchannel-number
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コマンドまたはアクション

目的

例：
switch(config)# interface ethernet
2/1
switch(config-if)#

ステップ 3

switch(config-if)# switchport
port-security violation restrict

現在のインターフェイスのポート セキュリ
ティにセキュリティ違反時の処理を設定し
ます。no オプションを使用すると、違反時
の処理がデフォルト値（インターフェイス
のシャットダウン）にリセットされます。

show running-config port-security

ポート セキュリティの設定を表示します。

[no] switchport port-security violation
{protect | restrict | shutdown}
例：

ステップ 4

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

ステップ 5

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。

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

ポート セキュリティの設定の確認
ポート セキュリティの設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。このコマンド
の出力フィールドについての詳細は、ご使用のプラットフォームの『Security Command Reference』
を参照してください。
コマンド

目的

show running-config port-security

ポート セキュリティの設定を表示します。

show port-security

デバイスのポート セキュリティのステータスを
表示します。

show port-security interface

特定のインターフェイスのポート セキュリティ
のステータスを表示します。

show port-security address

セキュア MAC アドレスを表示します。

show running-config interface

実行コンフィギュレーションにあるインター
フェイスを表示します。
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コマンド

目的

show mac address-table

MAC アドレス テーブルの内容を表示します。

show system internal port-security info global

デバイスのポート セキュリティの設定を表示し
ます。

セキュア MAC アドレスの表示
セキュア MAC アドレスを表示するには、show port-security address コマンドを使用します。この
コマンドの出力フィールドの詳細については、ご使用のプラットフォームの『Security Command
Reference』を参照してください。

ポート セキュリティの設定例
次に示す例は、VLAN とインターフェイスのセキュア アドレス最大数が指定されているイーサ
ネット 2/1 インターフェイスのポート セキュリティ設定です。この例のインターフェイスはトラ
ンク ポートです。違反時の処理は Restrict（制限）に設定されています。
feature port-security
interface Ethernet 2/1
switchport
switchport port-security
switchport port-security
switchport port-security
switchport port-security
switchport port-security

maximum 10
maximum 7 vlan 10
maximum 3 vlan 20
violation restrict

vPC ドメインでのポート セキュリティの設定例
次に、vPC ドメインで vPC ピア上のポート セキュリティをイネーブルにして設定する例を示しま
す。最初のスイッチがプライマリ vPC ピアであり、2 番目のスイッチがセカンダリ vPC ピアです。
ドメイン 103 がすでに作成されていることを前提にしています。
primary_switch(config)# feature port-security
primary_switch(config-if)# int e1/1
primary_switch(config-if)# switchport port-security
primary_switch(config-if)# switchport port-security max 1025
primary_switch(config-if)# switchport port-security violation restrict
primary_switch(config-if)# switchport port-security aging time 4
primary_switch(config-if)# switchport port-security aging type absolute
primary_switch(config-if)# switchport port-security mac sticky
primary_switch(config-if)# switchport port-security mac-address 0.0.1 vlan 101
primary_switch(config-if)# switchport port-security mac-address 0.0.2 vlan 101
primary_switch(config-if)# copy running-config startup-config
secondary_switch(config)# int e103/1/1
secondary_switch(config-if)# switchport port-security
secondary_switch(config-if)# copy running-config startup-config
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ポート セキュリティに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

レイヤ 2 スイッチング
ポート セキュリティ コマンド：完全なコマン
ド構文、コマンド モード、コマンド履歴、デ
フォルト値、使用上の注意、例

標準
標準

タイトル

この機能でサポートされる新規の標準または変 —
更された標準はありません。また、既存の標準
のサポートは変更されていません。

MIB
Cisco NX-OS はポート セキュリティに関して読み取り専用の SNMP をサポートしています。
MIB

MIB のリンク

• CISCO-PORT-SECURITY-MIB
（注）

MIB を検索およびダウンロードするには、次の
URL にアクセスしてください。

トラップは、セキュア MAC アドレス http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/
の違反の通知についてサポートされ cmtk/mibs.shtml
ています。
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章

DHCP スヌーピングの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• DHCP スヌーピングの概要, 254 ページ
• DHCP リレー エージェントの概要, 259 ページ
• DHCPv6 リレー エージェントの概要, 261 ページ
• Lightweight DHCPv6 リレー エージェントの概要, 262 ページ
• vIP HSRP の拡張機能, 263 ページ
• DHCP スヌーピングの注意事項および制約事項, 263 ページ
• vIP HSRP 強化の注意事項と制約事項, 265 ページ
• DHCP スヌーピングのデフォルト設定, 265 ページ
• DHCP スヌーピングの設定, 266 ページ
• DHCPv6 リレー エージェントの設定, 278 ページ
• Lightweight DHCPv6 リレー エージェントの設定, 281 ページ
• VIP アドレスを使用する DHCP リレー エージェントの有効化, 284 ページ
• DHCP スヌーピング設定の確認, 285 ページ
• DHCP バインディングの表示, 285 ページ
• LDRA 情報の表示とクリア, 286 ページ
• DHCP スヌーピング バインディング データベースのクリア, 289 ページ
• DHCP リレー統計情報のクリア, 290 ページ
• DHCPv6 リレー統計情報のクリア, 291 ページ
• DHCP のモニタリング, 291 ページ
• DHCP スヌーピングの設定例, 291 ページ
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• LDRA の設定例, 292 ページ

DHCP スヌーピングの概要
DHCP スヌーピングは、信頼できないホストと信頼できる DHCP サーバとの間でファイアウォー
ルのような機能を果たします。DHCP スヌーピングでは次のアクティビティを実行します。
• 信頼できない送信元からの DHCP メッセージを検証し、無効なメッセージをフィルタ処理し
て除外します。
• DHCP スヌーピング バインディング データベースを構築し、管理します。このデータベース
には、リース IP アドレスがある信頼できないホストに関する情報が保存されています。
• DHCP スヌーピング バインディング データベースを使用して、信頼できないホストからの以
降の要求を検証します。
DHCP スヌーピングは、VLAN ベースごとにイネーブルに設定されます。デフォルトでは、すべ
ての VLAN でこの機能は非アクティブです。この機能は、1 つの VLAN または特定の VLAN 範囲
でイネーブルにできます。

機能のイネーブル化とグローバルなイネーブル化
DHCP スヌーピングを設定するときは、DHCP スヌーピング機能のイネーブル化と DHCP スヌー
ピングのグローバルなイネーブル化の違いを理解することが重要です。
機能のイネーブル化
DHCP スヌーピング機能は、デフォルトではディセーブルです。DHCP スヌーピング機能がディ
セーブルになっていると、DHCP スヌーピングまたはこれに依存する機能を設定できません。
DHCP スヌーピングおよびその依存機能を設定するコマンドは、DHCP スヌーピングがディセー
ブルになっているときは使用できません。
DHCP スヌーピング機能をイネーブルにすると、スイッチで DHCP スヌーピング バインディング
データベースの構築と維持が開始されます。DHCP スヌーピング バインディング データベースに
依存する機能は、その時点から使用できるようになり、設定も可能になります。
DHCP スヌーピング機能をイネーブルにしても、グローバルにイネーブルになるわけではありま
せん。DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにするには、個別に行う必要があります。
DHCP スヌーピング機能をディセーブルにすると、スイッチから DHCP スヌーピングの設定がす
べて削除されます。DHCP スヌーピングをディセーブルにして設定を維持したい場合は、DHCP
スヌーピング機能をディセーブルにするのではなく、DHCP スヌーピングをグローバルにディセー
ブル化します。
グローバルなイネーブル化
DHCP スヌーピングのイネーブル化の実行後、DHCP スヌーピングはデフォルトでグローバルに
ディセーブルになります。グローバルなイネーブル化は第 2 レベルのイネーブル化です。これに
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より、DHCP スヌーピング バインディング データベースのイネーブル化とは別に、スイッチがア
クティブに DHCP スヌーピングを実行しているかどうかを個別に制御できます。
DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにすると、DHCP スヌーピングがイネーブルになっ
ている VLAN の信頼できない各インターフェイスについて、受信した DHCP メッセージの検証が
開始され、DHCP スヌーピング バインディング データベースを使用して、信頼できないホストか
らの以降の要求を検証します。
DHCP スヌーピングをグローバルにディセーブルにすると、DHCP メッセージの検証と、信頼で
きないホストからの以降の要求の検証を停止します。DHCP スヌーピング バインディング データ
ベースも削除されます。DHCP スヌーピングをグローバルにディセーブルにしても、DHCP スヌー
ピングの設定や、DHCP スヌーピング機能に依存するその他の機能の設定は削除されません。

信頼できる送信元と信頼できない送信元
DHCP スヌーピングがトラフィックの送信元を信頼するかどうかを設定できます。信頼できない
ソースの場合、トラフィック攻撃やその他の敵対的アクションが開始される可能性があります。
こうした攻撃を防ぐため、DHCP スヌーピングは信頼できない送信元からのメッセージをフィル
タリングします。
企業ネットワークでは、信頼できる送信元はその企業の管理制御下にあるスイッチです。これら
のスイッチには、ネットワーク内のスイッチ、ルータ、およびサーバが含まれます。ファイア
ウォールを越えるスイッチやネットワーク外のスイッチは信頼できない送信元です。一般的に、
ホスト ポートは信頼できない送信元として扱われます。
サービス プロバイダーの環境では、サービス プロバイダー ネットワークにないスイッチは、信
頼できない送信元です（カスタマー スイッチなど）。ホスト ポートは、信頼できない送信元で
す。
Cisco Nexus デバイスでは、接続インターフェイスの信頼状態を設定することにより送信元が信頼
されることを示します。
すべてのインターフェイスのデフォルトの信頼状態は、信頼できない状態になります。DHCP サー
バ インターフェイスは、信頼できるインターフェイスとして設定する必要があります。ユーザの
ネットワーク内でスイッチ（スイッチまたはルータ）に接続されている場合、他のインターフェ
イスも信頼できるインターフェイスとして設定できます。ホストポートインターフェイスは、通
常、信頼できるインターフェイスとしては設定しません。

（注）

DHCP スヌーピングを正しく機能させるためには、すべての DHCP サーバを信頼できるイン
ターフェイス経由でスイッチに接続する必要があります。

DHCP スヌーピング バインディング データベース
DHCP スヌーピングは、代行受信した DHCP メッセージから抽出した情報を使用し、ダイナミッ
クにデータベースを構築し維持します。DHCP スヌーピングがイネーブルにされた VLAN に、ホ
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ストが関連付けられている場合、データベースには、リース IP アドレスがある信頼できない各ホ
ストのエントリが保存されています。データベースには、信頼できるインターフェイスを介して
接続するホストに関するエントリは保存されません。

（注）

DHCP スヌーピング バインディング データベースは DHCP スヌーピング バインディング テー
ブルとも呼ばれます。
スイッチが特定の DHCP メッセージを受信すると、DHCP スヌーピングはデータベースをアップ
デートします。たとえば、サーバからの DHCPACK メッセージをスイッチで受信すると、この機
能により、データベースにエントリが追加されます。IP アドレスのリース期限が切れると、また
はホストからの DHCPRELEASE メッセージをスイッチで受信すると、この機能により、データ
ベースのエントリが削除されます。
DHCP スヌーピング バインディング データベースの各エントリには、ホストの MAC アドレス、
リース IP アドレス、リース期間、バインディング タイプ、VLAN 番号、およびホストに関連する
インターフェイス情報が保存されます。
clear ip dhcp snooping binding コマンドを使用すると、バインディング データベースからエントリ
削除できます。

DHCP スヌーピングの Option 82 データ挿入
DHCP では、多数の加入者に対する IP アドレスの割り当てを一元管理できます。Option 82 をイ
ネーブルにすると、デバイスはネットワークに接続する加入者デバイス（およびその MAC アド
レス）を識別します。加入者 LAN 上のマルチ ホストをアクセス デバイスの同一ポートに接続で
き、これらは一意に識別されます。
Cisco NX-OS デバイスで Option 82 をイネーブルにすると、次のイベントが順番に発生します。
1 ホスト（DHCP クライアント）は DHCP 要求を生成し、これをネットワーク上にブロードキャ
ストします。
2 Cisco NX-OS デバイスはこの DHCP 要求を受信すると、パケット内に Option 82 情報を追加し
ます。Option 82 情報には、デバイスの MAC アドレス（リモート ID サブオプション）、およ
びパケットを受信したポートの識別子である vlan-mod-port（回線 ID サブオプション）が含ま
れます。ポート チャネルの背後にあるホストの場合、回線 ID にはポート チャネルの if_index
が入力されます。

（注）

vPC ピア スイッチの場合、リモート ID サブオプションには vPC スイッチの MAC アドレスが
入ります。これは両方のスイッチにおいて一意です。この MAC アドレスは vPC ドメイン ID
とともに計算されます。Option 82 情報は、DHCP 要求が他の vPC ピア スイッチに転送される
前に最初に受信したスイッチで挿入されます。
3 デバイスは、Option 82 フィールドを含む DHCP 要求を DHCP サーバに転送します。
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4 DHCP サーバはこのパケットを受信します。Option 82 に対応しているサーバであれば、このリ
モート ID、回線 ID、またはその両方を使用して、IP アドレスの割り当てやポリシーの適用を
行うことができます。たとえば、単一のリモート ID または回線 ID に割り当てることのできる
IP アドレスの数を制限するポリシーなどです。DHCP サーバは、DHCP 応答内に Option 82
フィールドをエコーします。
5 DHCP サーバは Cisco NX-OS デバイスに応答を送信します。Cisco NX-OS デバイスは、リモー
ト ID フィールド、および場合によっては回線 ID フィールドを検査することで、最初に Option
82 データを挿入したのがこのデバイス自身であることを確認します。Cisco NX-OS デバイスは
Option 82 フィールドを削除してから、DHCP 要求を送信した DHCP クライアントと接続して
いるインターフェイスにパケットを転送します。
上記の一連のイベントが発生した場合、次の値は変更されません。
• 回線 ID サブオプション フィールド
◦ サブオプション タイプ
◦ サブオプション タイプの長さ
◦ 回線 ID タイプ
◦ 回線 ID タイプの長さ
• リモート ID サブオプション フィールド
◦ サブオプション タイプ
◦ サブオプション タイプの長さ
◦ リモート ID タイプ
◦ 回線 ID タイプの長さ

次の図は、リモート ID サブオプションおよび回線 ID サブオプションのパケット形式を示してい
ます。Cisco NX-OS デバイスがこのパケット形式を使用するのは、DHCP スヌーピングがグロー
バルにイネーブル化され、Option 82 データの挿入と削除がイネーブルに設定された場合です。回
線 ID サブオプションの場合、モジュール フィールドはモジュールのスロット番号となります。
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図 13：サブオプションのパケット形式

vPC 環境での DHCP スヌーピング
仮想ポート チャネル（vPC）では、2 台の Cisco NX-OS スイッチを 3 番目のスイッチに 1 つの論
理ポート チャネルとして認識させることができます。3 番目のスイッチは、スイッチ、サーバ、
またはポートチャネルをサポートするその他のネットワークスイッチのいずれかにすることがで
きます。
標準的な vPC 環境では、DHCP 要求は一方の vPC ピア スイッチに到達でき、応答は他方の vPC
ピア スイッチに到達できるため、一方のスイッチには部分的な DHCP（IP-MAC）バインディング
エントリが生成され、他方のスイッチにはバインディング エントリが生成されません。この問題
は Cisco Fabric Service over Ethernet（CFSoE）分散を使用して、すべての DHCP パケット（要求お
よび応答）が両方のスイッチに確実に認識されるようにすることで対処されます。これにより、
vPC リンクの背後に存在するすべてのクライアントについて、両方のスイッチで同じバインディ
ング エントリが作成および管理されるようになります。
CFSoE 分散ではまた、vPC リンク上の DHCP 要求および応答を 1 台のスイッチのみが転送するよ
うにもできます。vPC 以外の環境では、両方のスイッチが DHCP パケットを転送します。

DHCP スヌーピング バインディング エントリの同期
ダイナミック DHCP バインディング エントリは、次のシナリオで同期される必要があります。
• リモート vPC がオンラインになったとき、その vPC リンクのすべてのバインディング エン
トリがピアと同期する必要があります。
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• DHCP スヌーピングがピア スイッチでイネーブルの場合、リモートでアップ状態であるすべ
ての vPC リンク用のダイナミック バインディング エントリは、ピアと同期する必要があり
ます。

パケット検証
スイッチは、DHCP スヌーピングがイネーブルの VLAN にある信頼できないインターフェイスで
受信された DHCP パケットを検証します。次の条件が発生（この場合パケットは破棄される）し
ない限り、スイッチでは、DHCP パケットが転送されます。
• 信頼できないインターフェイスで DHCP 応答パケット（DHCPACK、DHCPNAK、または
DHCPOFFER などのパケット）を受信した場合。
• 信頼できないインターフェイスからパケットを受信し、この送信元 MAC アドレスと DHCP
クライアント ハードウェア アドレスが一致しない場合。このチェックは、DHCP スヌーピン
グの MAC アドレス検証オプションがオンの場合だけ、実行されます。
• DHCP スヌーピング バインディング テーブル内にエントリを持つ信頼できないホストから
DHCPRELEASE または DHCPDECLINE メッセージを受信したが、バインディング テーブル
内のインターフェイス情報が、このメッセージを受信したインターフェイスと一致しない場
合。
• リレー エージェントの IP アドレス（0.0.0.0 以外）を含む DHCP パケットを受信した場合。
さらに、DHCP パケットの厳密な検証をイネーブルにすることもできます。これにより、DHCP
パケットのオプション フィールドが確認されます。これには、オプション フィールドの最初の 4
バイト内の「マジック クッキー」値も含まれます。デフォルトでは、厳密な検証はディセーブル
になっています。これを ip dhcp packet strict-validation コマンドによりイネーブルにすると、DHCP
スヌーピングで無効なオプション フィールドを含むパケットを処理した場合に、パケットがド
ロップされます。

DHCP リレー エージェントの概要
DHCP リレー エージェント
DHCP リレー エージェントを実行するようにデバイスを設定できます。DHCP リレー エージェン
トは、クライアントとサーバの間で DHCP パケットを転送します。これは、クライアントとサー
バが同じ物理サブネット上にない場合に便利な機能です。リレー エージェントは DHCP メッセー
ジを受信すると、新規の DHCP メッセージを生成して別のインターフェイスに送信します。リレー
エージェントはゲートウェイ アドレスを設定し（DHCP パケットの giaddr フィールド）、パケッ
トにリレー エージェント情報のオプション（Option 82）を追加して（設定されている場合）、
DHCP サーバに転送します。サーバからの応答は、Option 82 を削除してからクライアントに転送
されます。
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Option 82 をイネーブルにすると、デバイスはデフォルトでバイナリの ifindex 形式を使用します。
必要に応じて Option 82 設定を変更して、代わりに符号化ストリング形式を使用できます。デバイ
スがリレー エージェントとして機能し、Option 82 を挿入するように設定されると、回線 ID は、
異なるポートに接続した場合でもすべてのホストで同じになります。クライアントによって挿入
される一意の回線 ID を保持するには、ip dhcp relay sub-option circuit-id customized コマンドを使
用できます。

（注）

デバイスは、Option 82 情報がすでに含まれている DHCP 要求を中継するときには、Option 82
情報を変更せずに元のままの状態で要求と一緒に転送します。

DHCP リレー エージェントに対する VRF サポート
DHCP ブロードキャスト メッセージを Virtual Routing and Forwarding（VRF; 仮想ルーティング/転
送）インスタンスのクライアントから別の VRF の DHCP サーバに転送するように、DHCP リレー
エージェントを設定できます。単一の DHCP サーバを使用して複数の VRF のクライアントの DHCP
をサポートできるため、IP アドレス プールを VRF ごとではなく 1 つにまとめることにより、IP
アドレスを節約できます。
DHCP リレー エージェントに対する VRF サポートをイネーブルにするには、DHCP リレー エー
ジェントに対する Option 82 をイネーブルにする必要があります。
DHCP リレー アドレスと VRF 情報を設定したインターフェイスに DHCP 要求が着信した場合、
DHCP サーバのアドレスが、別の VRF のメンバであるインターフェイスのネットワークに属する
ものであれば、デバイスは要求に Option 82 情報を挿入し、サーバの VRF の DHCP サーバにそれ
が転送されます。Option 82 情報は次のとおりです。
VPN 識別子
DHCP 要求を受信するインターフェイスが属する VRF の名前。
リンクの選択
DHCP 要求を受信するインターフェイスのサブネット アドレス。
サーバ識別子オーバーライド
DHCP 要求を受信するインターフェイスの IP アドレス。

（注）

DHCP サーバは、VPN 識別子、リンクの選択、サーバ識別子オーバーライドの各オプションを
サポートする必要があります。
デバイスは DHCP 応答メッセージを受信すると、Option 82 情報を取り除き、クライアントの VRF
の DHCP クライアントに応答を転送します。
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DHCP リレー バインディング データベース
リレー バインディングは、リレー エージェントのアドレスおよびサブネットに、DHCP または
BOOTP クライアントを関連付けるエントリです。各リレー バインディングは、クライアントの
MAC アドレス、アクティブなリレー エージェント アドレス、アクティブなリレー エージェント
アドレス マスク、クライアントが接続されている論理および物理インターフェイス、giaddr リト
ライ回数、および合計リトライ回数を格納します。giaddr リトライ回数は、リレー エージェント
アドレスに送信される要求パケットの数です。合計リトライ回数は、リレー エージェントによっ
て送信される要求パケットの合計数です。1 つのリレー バインディング エントリが、各 DHCP ま
たは BOOTP クライアントに対して維持されます。

（注）

DHCP スマート リレーをグローバルにイネーブルにするか、または任意のスイッチのインター
フェイス レベルでイネーブルにする場合、すべてのスイッチのリレー バインディングは vPC
ピアと同期する必要があります。

DHCPv6 リレー エージェントの概要
DHCPv6 リレー エージェント
DHCPv6 リレー エージェントを実行するようにデバイスを設定できます。DHCPv6 リレー エー
ジェントは、クライアントとサーバの間で DHCP パケットを転送します。これは、クライアント
とサーバが同じ物理サブネット上にない場合に便利な機能です。リレー エージェントは DHCPv6
メッセージを受信すると、新規の DHCPv6 メッセージを生成して別のインターフェイスに送信し
ます。リレー エージェントはゲートウェイ アドレス（DHCPv6 パケットの giaddr フィールド）を
セットし、DHCPv6 サーバに転送します。

DHCPv6 リレー エージェントに対する VRF サポート
DHCPv6 ブロードキャスト メッセージを仮想ルーティング/転送（VRF）インスタンスのクライア
ントから別の VRF の DHCPv6 サーバに転送するように、DHCPv6 リレー エージェントを設定で
きます。単一の DHCPv6 サーバを使用して複数 VRF のクライアントに DHCPv6 サポートを提供
できるため、VRF ごとに 1 つずつではなく、単一の IP アドレス プール使用することで、IP アド
レスを節約できます。

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
OL-30921-01-J

261

DHCP スヌーピングの設定
Lightweight DHCPv6 リレー エージェントの概要

Lightweight DHCPv6 リレー エージェントの概要
Lightweight DHCPv6 リレー エージェント
1 つ以上のルータへの IPv6 ノードのアグリゲーションには、さまざまなリンク レイヤ ネットワー
ク トポロジがあります。単一リンクに多くのノードがあるレイヤ 2 アグリゲーション ネットワー
ク（IEEE 802.1D ブリッジングなど）では、DHCP バージョン 6（DHCPv6）サーバまたは DHCP
リレー エージェントは通常、DHCP クライアントがどのようにネットワークに接続されているか
を認識しません。Cisco NX-OS リリース 7.3(0)N1(1) 以降では、デバイスのインターフェイスを設
定して、クライアントとサーバ間の DHCPv6 メッセージを転送する Lightweight DHCPv6 リレー
エージェント（LDRA）を実行できます。
LDRA 機能は主に DHCPv6 メッセージ交換にリレー エージェント オプションを挿入してクライア
ント側のインターフェイスを特定するために使用されます。LDRAは、クライアントおよびDHCPv6
リレー エージェントまたはサーバと同じ IPv6 リンクに存在します。

VLAN およびインターフェイスの LDRA
VLAN およびインターフェイスの LDRA を設定できます。LDRA はデフォルトでは有効になって
いません。LDRA を有効にするには、グローバルおよびインターフェイス レベルで有効にする必
要があります。インターフェイスは、クライアント側の信頼できるインターフェイス、クライア
ント側の信頼できないインターフェイス、サーバ側インターフェイスとして設定する必要があり
ます。すべてのクライアント側インターフェイスは、信頼できるインターフェイス、または信頼
できないインターフェイスとして設定する必要があります。デフォルトでは、LDRA のすべての
クライアント側インターフェイスが信頼できないインターフェイスとして設定されます。クライ
アント側インターフェイスが信頼できないインターフェイスであると考えられる場合、LDRA は
クライアント側インターフェイスから受信した RELAY-FORWARD タイプのメッセージを破棄し
ます。
VLAN の LDRA 設定は、クライアント側の信頼できる VLAN またはクライアント側の信頼できな
い VLAN として設定する必要があります。VLAN の LDRA 機能を設定すると、VLAN 内のすべて
のポートやインターフェイスにこの機能が設定されます。ただし、VLAN のインターフェイスを
クライアント側の信頼できないインターフェイスとして設定し、VLAN をクライアント側の信頼
できる VLAN として設定した場合、インターフェイスの設定が VLAN の設定よりも優先されま
す。VLAN の少なくとも 1 つのインターフェイスをサーバ側のインターフェイスとして設定する
必要があります。

Lightweight DHCPv6 リレー エージェントの注意事項と制約事項
• LDRA を実装するアクセス ノードは、IPv6 制御またはルーティングをサポートしていませ
ん。
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• インターフェイスまたはポートは、同時にクライアント側とサーバ側の両方として設定する
ことはできません。
• バーチャル ポート チャネルをサポートするには、LDRA 設定を vPC ピア で対称にする必要
があります。
• LDRA は Cisco Fabricpath をサポートします。

vIP HSRP の拡張機能
Cisco NX-OS リリース 7.2(0)N1(1) 以降、vIP HSRP の拡張機能は、インターフェイス サブネット
と異なるサブネットに存在する HSRP VIP 設定のサポートを提供します。この機能は IPv4 のみに
適用されます。IPv6 には適用されません。次の拡張機能を使用できます。
• VLAN 設定へのスタティック ルートが VIP サブネットのホストを参照する際にホストの SUP
から VIP で送信元への ARP を強化します。
• この機能が有効になっていると、定期的な ARP 同期が VPC ピアをサポートします。
• DHCP サーバとのすべての通信に L3 送信元アドレスおよびゲートウェイ アドレスとして VIP
アドレスの使用が可能になります。
• 機能が有効になっていると、SVI IP の代わりに送信元を VIP をとして DHCP パケットをリ
レーするために DHCP リレー エージェントを強化します。

DHCP スヌーピングの注意事項および制約事項
DHCP スヌーピングを設定する場合は、次の注意事項および制約事項を考慮してください。
• DHCP スヌーピング データベースには 2,000 のバインディングを格納できます。
• DHCP をグローバルにイネーブル化し、さらに少なくとも 1 つの VLAN で DHCP スヌーピン
グをイネーブルにするまで、DHCP スヌーピングはアクティブになりません。
• スイッチ上で DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにする前に、DHCP サーバや
DHCP リレー エージェントとして機能するスイッチが設定され、イネーブルになっているこ
とを確認してください。
• DHCP スヌーピングを使用して設定を行っている VLAN で VLAN ACL（VACL）が設定され
ている場合、その VACL で DHCP サーバと DHCP ホストの間の DHCP トラフィックが許可
されていることを確認します。
• DHCP スヌーピングおよび DHCP リレー機能は、同一の VLAN ポート上ではサポートされま
せん。
• デフォルトで、DHCP バインディングは、スイッチの再起動後に永続的に保存されません。
スイッチの再起動後にも永続的なバインディングを保持するには、copy r s コマンドを使用
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します。copy r s コマンドが発行されると、その時点で存在するすべてのバインディングは、
スイッチの再起動後も永続的な状態になります。
• vPC リンク内のスイッチ間で DHCP 設定が同期されていることを確認します。同期されてい
ないと、ランタイム エラーが発生し、パケットがドロップされる場合があります。
• リモート DHCP サーバとローカル DHCP サーバの両方を使用するには、DHCP リレー機能を
設定し、ローカル DHCP サーバのユニキャスト アドレスを定義し、またはローカル DHCP
サーバが常駐するサブネットのローカル ブロードキャスト アドレスを設定する必要があり
ます。DHCP サーバのユニキャスト アドレスを定義せず、またはサブネットのローカル ブ
ロードキャスト アドレスを設定しない場合、ローカル DHCP パケットは配信できません。た
とえば、この状況は SVI に IP DHCP アドレスを適用する場合に発生することがあります。
• インターフェイスに DHCPv6 サーバ アドレスを設定する場合、宛先インターフェイスはグ
ローバル IPv6 アドレスと共に使用できません。
次の注意事項および制約事項は、FabricPath を含む実装に適用されます。
• DHCP スヌーピングは、CE-Fabric 境界スイッチ上でイネーブルにする必要があります。
• アクセス レイヤでネットワークを保護するために、DHCP スヌーピングはすべてのアクセス
レイヤ スイッチ上でイネーブルになっています。
• DHCP は、FabricPath モードで設定されたポート上のバインディング エントリを学習しませ
ん。DHCP スヌーピングは、すべてのアクセス レイヤ スイッチで手動でイネーブルにする必
要があります。
• ダイナミック ARP インスペクション（DAI）がイネーブルになっている場合、FabricPath ポー
ト上で受信された ARP パケットは許可されます。
• FabricPath モードでは、ポート上で IPSG をイネーブルにすることはできません。
• システムのすべての FabricPath ポートは、信頼できるポートとして設定する必要があります。
• FabricPath の DHCP スヌーピングは、スイッチに設定されたすべての VLAN でイネーブルに
する必要があります。スイッチ上のすべての VLAN の FabricPath をイネーブルにしない場
合、DHCP がイネーブルにされていない VLAN で DHCP パケットはドロップされます。
DHCP パケットがドロップされないようにするには、次の設定すべてを実行する必要があり
ます。
◦ feature dhcp コマンドを使用して DHCP 機能をイネーブルにします。
◦ feature-set fabricpath および feature-set fabricpath コマンドを使用して FabricPath 機能
セットをインストールします。
◦ ip dhcp snooping コマンドを使用して、DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブル
にします。
◦ ip dhcp snooping vlanvlan コマンドを使用して、スイッチの設定済み VLAN ごとに DHCP
スヌーピングをイネーブルにします。
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vIP HSRP 強化の注意事項と制約事項
• この機能は VPC のトポロジと組み合わせて HSRP でのみ動作します。HSRP スタンバイが
VPC ペアでないシナリオでは、VPC 以外の場合で定期的な隣接関係の同期サポートがないた
め、この機能は動作しません。
• この機能は、IPv4 のみに適用され、IPv6 には適用されません。
• この機能のサポートは、通常の HSRP 専用であり、エニーキャスト HSRP 用ではありませ
ん。そのため、エニーキャスト HSRP がイネーブルの場合、この機能は動作しません。
• HSRP アクティブ/スタンバイ ボックスから VIP サブネット宛てに SUP が生成した IP トラ
フィック（たとえば、ping/traceroute/ICMP エラー パケット）は、引き続き vIP ではなく IPv4
SVI インターフェイス IP を送信元とします。ping と traceroute のループバック IP を使用して
明示的にソースにするには、source キーワードとともにループバック IP を指定できます。
• VIP のサブネットでエントリを作成するためのスタティック ARP 設定はサポートされていま
せん。
• DHCP リレー エージェントは DHCP サーバとの通信に常にプライマリ VIP アドレスを使用し
ます。DHCP リレー エージェントは、プライマリ VIP が使用できる限りセカンダリ VIP アド
レスの使用を考慮しません。
• inter-vrf のケースでは DHCP リレー エージェントの動作が異なり、DHCP パケットの Option-82
情報を使用する必要があります。DHCP サーバとクライアントは同じ VRF になります。
inter-vrf リレーのための VIP の使用はサポートされません。

DHCP スヌーピングのデフォルト設定
次の表に、DHCP スヌーピング パラメータのデフォルト設定を示します。
表 18：DHCP スヌーピング パラメータのデフォルト値

パラメータ（Parameters）

デフォルト

DHCP スヌーピング機能

ディセーブル

DHCP スヌーピングのグローバルなイネーブル化

No

DHCP スヌーピング VLAN

なし

DHCP スヌーピングの Option 82 サポート

ディセーブル

DHCP スヌーピング信頼状態

信頼できない

DHCP リレー エージェントに対する VRF サポート

ディセーブル
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パラメータ（Parameters）

デフォルト

DHCPv6 リレー エージェントに対する VRF サポート

ディセーブル

DHCP リレー エージェント

ディセーブル

DHCPv6 リレー エージェント

ディセーブル

DHCPv6 relay option type cisco

ディセーブル

DHCP スヌーピングの設定
DHCP スヌーピングの最小設定
1 DHCP スヌーピング機能をイネーブルにします。
2

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

DHCP スヌーピング機能をイネー DHCP スヌーピング機能がディセーブルになって
ブルにします。
いると、DHCP スヌーピングを設定できません。
詳細については、DHCP スヌーピング機能のイ
ネーブル化またはディセーブル化, （267 ページ）
を参照してください。

ステップ 2

DHCP スヌーピングをグローバル 詳細については、DHCP スヌーピングのグローバ
にイネーブルにします。
ルなイネーブル化またはディセーブル化, （267
ページ）を参照してください。

ステップ 3

少なくとも 1 つの VLAN で、
デフォルトでは、DHCP スヌーピングはすべての
DHCP スヌーピングをイネーブル VLAN でディセーブルになります。
にします。
詳細については、VLAN に対する DHCP スヌー
ピングのイネーブル化またはディセーブル化, （
268 ページ）を参照してください。

ステップ 4

DHCP サーバとスイッチが、信頼 詳細については、インターフェイスの信頼状態の
できるインターフェイスを使用し 設定, （271 ページ）を参照してください。
て接続されていることを確認しま
す。
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DHCP スヌーピング機能のイネーブル化またはディセーブル化
スイッチの DHCP スヌーピング機能をイネーブルまたはディセーブルに設定できます。デフォル
トでは、DHCP スヌーピングはディセーブルです。

はじめる前に
DHCP スヌーピング機能をディセーブルにすると、DHCP スヌーピングの設定がすべて消去され
ます。DHCP スヌーピングをオフにして DHCP スヌーピングの設定を維持したい場合は、DHCP
をグローバルにディセーブル化します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

[no] feature dhcp
例：
switch(config)# feature dhcp

ステップ 3

showrunning-config dhcp

DHCP スヌーピング機能をイネーブルにしま
す。no オプションを使用すると、DHCP ス
ヌーピング機能がディセーブルになり、DHCP
スヌーピングの設定がすべて消去されます。
（任意）
DHCP スヌーピングの設定を表示します。

例：
switch(config)# show
running-config dhcp

ステップ 4

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
例：
アップ コンフィギュレーションにコピーしま
switch(config)# copy
す。
running-config startup-config

DHCP スヌーピングのグローバルなイネーブル化またはディセーブル
化
スイッチに対して DHCP スヌーピング機能のグローバルなイネーブル化またはディセーブル化が
可能です。DHCP スヌーピングをグローバルにディセーブルにすると、DHCP スヌーピングの実
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行や DHCP メッセージのリレーはスイッチで停止されますが、DHCP スヌーピングの設定は維持
されます。

はじめる前に
DHCP スヌーピング機能がイネーブルになっていることを確認します。デフォルトでは、DHCP
スヌーピングはグローバルにディセーブルです。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

[no] ip dhcp snooping
例：
switch(config)# ip dhcp snooping

ステップ 3

showrunning-config dhcp

DHCP スヌーピングをグローバルにイネー
ブル化します。no オプションを使用すると
DHCP スヌーピングがディセーブルになり
ます。
（任意）
DHCP スヌーピングの設定を表示します。

例：
switch(config)# show
running-config dhcp

ステップ 4

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。

VLAN に対する DHCP スヌーピングのイネーブル化またはディセーブル
化
1 つまたは複数の VLAN に対して DHCP スヌーピングをイネーブルまたはディセーブルに設定で
きます。

はじめる前に
デフォルトでは、DHCP スヌーピングはすべての VLAN でディセーブルになります。
DHCP スヌーピングがイネーブルになっていることを確認してください。
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（注）

DHCP スヌーピングを使用して設定を行っている VLAN で VACL が設定されている場合、そ
の VACL で DHCP サーバと DHCP ホストの間の DHCP トラフィックが許可されていることを
確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

[no] ipdhcp snooping vlan vlan-list
例：
switch(config)# ip dhcp snooping
vlan 100,200,250-252

ステップ 3

showrunning-config dhcp

vlan-list で指定する VLAN の DHCP スヌー
ピングをイネーブルにします。no オプショ
ンを使用すると、指定した VLAN の DHCP
スヌーピングがディセーブルになります。
（任意）
DHCP スヌーピングの設定を表示します。

例：
switch(config)# show running-config
dhcp

ステップ 4

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。

Option 82 データの挿入および削除のイネーブル化またはディセーブル
化
DHCP リレー エージェントを使用せずに転送された DHCP パケットへの Option 82 情報の挿入お
よび削除をイネーブルまたはディセーブルにできます。

はじめる前に
デフォルトでは、スイッチは DHCP パケットに Option 82 情報を挿入しません。
DHCP スヌーピングがイネーブルになっていることを確認してください。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

[no] ip dhcp snooping information
option
例：

DHCP パケットの Option 82 情報の挿入およ
び削除をイネーブルにします。no オプショ
ンを使用すると、Option 82 情報の挿入およ
び削除がディセーブルになります。

switch(config)# ip dhcp snooping
information option

ステップ 3

showrunning-config dhcp

DHCP スヌーピングの設定を表示します。

例：
switch(config)# show running-config
dhcp

ステップ 4

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。

DHCP パケットの厳密な検証のイネーブル化またはディセーブル化
DHCP スヌーピング機能では、DHCP パケットの厳密な検証をイネーブルまたはディセーブルに
できます。デフォルトでは、DHCP パケットの厳密な検証はディセーブルになっています。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

[no] ip dhcp packet strict-validation
例：
switch(config)# ip dhcp packet
strict-validation

DHCP スヌーピング機能で、DHCP パケット
の厳密な検証をイネーブルにします。no オ
プションを使用すると、DHCP パケットの
厳密な検証がディセーブルになります。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

showrunning-config dhcp

（任意）
DHCP スヌーピングの設定を表示します。

例：
switch(config)# show
running-config dhcp

ステップ 4

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。

インターフェイスの信頼状態の設定
各インターフェイスが DHCP メッセージの送信元として信頼できるかどうかを設定できます。
DHCP の信頼状態は、次のタイプのインターフェイスに設定できます。
• レイヤ 2 イーサネット インターフェイス
• レイヤ 2 ポート チャネル インターフェイス

はじめる前に
デフォルトでは、すべてのインターフェイスは信頼できません。
DHCP スヌーピングがイネーブルになっていることを確認してください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

次のいずれかのコマンドを入力し
ます。
• interfaceethernetport/slot
• interfaceport-channelchannel-number

• インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。port/slot は、DHCP
スヌーピングで trusted または untrusted に
設定するレイヤ 2 イーサネット インター
フェイスです。
• インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。port/slot は、DHCP
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コマンドまたはアクション
例：
switch(config)# interface
ethernet 2/1
switch(config-if)#

ステップ 3

[no] ip dhcp snooping trust
例：
switch(config-if)# ip dhcp
snooping trust

ステップ 4

showrunning-config dhcp

目的
スヌーピングで trusted または untrusted に
設定するレイヤ 2 ポートチャネル インター
フェイスです。
DHCP スヌーピングに関してインターフェイス
を信頼できるインターフェイスとして設定しま
す。no オプションを使用すると、ポートは信頼
できないインターフェイスとして設定されま
す。
（任意）
DHCP スヌーピングの設定を表示します。

例：
switch(config-if)# show
running-config dhcp

ステップ 5

copy running-config startup-config
例：

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
プ コンフィギュレーションにコピーします。

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

DHCP リレー エージェントのイネーブル化またはディセーブル化
DHCP リレー エージェントをイネーブルまたはディセーブルに設定できます。デフォルトでは、
DHCP リレー エージェントはイネーブルです。

はじめる前に
DHCP 機能がイネーブルになっていることを確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

[no] ip dhcp relay
例：
switch(config)# ip dhcp relay

DHCP リレー エージェントをイネーブルに
します。no オプションを使用すると、リ
レー エージェントがディセーブルになりま
す。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

show ip dhcp relay

（任意）
DHCP リレーの設定を表示します。

例：
switch(config)# show ip dhcp relay

ステップ 4

（任意）
DHCP 設定を表示します。

showrunning-config dhcp
例：
switch(config)# show
running-config dhcp

ステップ 5

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。

DHCP リレー エージェントに対する Option 82 のイネーブル化または
ディセーブル化
デバイスに対し、リレー エージェントによって転送された DHCP パケットへの Option 82 情報の
挿入と削除をイネーブルまたはディセーブルにできます。
デフォルトでは、DHCP リレー エージェントは DHCP パケットに Option 82 情報を挿入しません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

[no] ip dhcp relay
例：

DHCP リレー機能をイネーブルにします。no オ
プションを使用すると、この動作がディセーブ
ルになります。

switch(config)# ip dhcp relay

ステップ 3

[no] ip dhcp relay information
option
例：
switch(config)# ip dhcp relay
information option

DHCP リレー エージェントによって転送される
パケットに対する Option 82 情報の挿入および削
除をイネーブルにします。Option 82 情報は、デ
フォルトでバイナリ ifIndex 形式です。no オプ
ションを使用すると、この動作がディセーブル
になります。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

[no] ip dhcp relay sub-option
circuit-id customized

（任意）
クライアントによって挿入される一意の回線 ID
の保持をイネーブルにします。no オプションを
使用すると、この動作がディセーブルになりま
す。

例：
switch(config)# ip dhcp relay
sub-option circuit-id
customized

ステップ 5

show ip dhcp relay

（注）

デフォルトでは、回線 ID は、異なる
ポートに接続した場合でもすべてのホ
ストで同じです。

（任意）
DHCP リレーの設定を表示します。

例：
switch(config)# show ip dhcp
relay

ステップ 6

show running-config dhcp

（任意）
DHCP 設定を表示します。

例：
switch(config)# show
running-config dhcp

ステップ 7

copy running-config startup-config （任意）
リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ
例：
レーションをスタートアップ コンフィギュレー
switch(config)# copy
running-config startup-config ションにコピーして、変更を継続的に保存しま
す。

DHCP リレー エージェントに対する VRF サポートのイネーブル化また
はディセーブル化
ある VRF のインターフェイスで受信した DHCP 要求を、別の VRF インスタンスの DHCP サーバ
にリレーできるよう、デバイスを設定することができます。

はじめる前に
DHCP リレー エージェントの Option 82 をイネーブルにする必要があります。

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
274

OL-30921-01-J

DHCP スヌーピングの設定
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

[no] ip dhcp relay information
option vpn

DHCP リレー エージェントに対して VRF サポー
トをイネーブルにします。no オプションを使用
すると、この動作がディセーブルになります。

例：
switch(config)# ip dhcp relay
information option vpn

ステップ 3

[no] ip dhcp relay sub-option type リンク選択、サーバ ID オーバーライド、および
cisco
VRF 名/VPN ID リレー エージェント Option 82 サ
ブオプションを設定する場合は、DHCPをイネー
例：
ブルにして、シスコ独自の番号である150、152、
switch(config)# ip dhcp relay
および 151 を使用します。no オプションを使用
sub-option type cisco
すると、DHCP では、リンク選択、サーバ ID
オーバーライド、および VRF 名/VPN ID サブオ
プションに対して、RFC 番号 5、11、151 が使用
されるようになります。

ステップ 4

show ip dhcp relay

（任意）
DHCP リレーの設定を表示します。

例：
switch(config)# show ip dhcp
relay

ステップ 5

showrunning-config dhcp

（任意）
DHCP 設定を表示します。

例：
switch(config)# show
running-config dhcp

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
プ コンフィギュレーションにコピーします。
switch(config)# copy
running-config startup-config
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レイヤ 3 インターフェイスの DHCP リレー エージェントに対するサブネット ブロードキャスト サポート
のイネーブル化またはディセーブル化

レイヤ 3 インターフェイスの DHCP リレー エージェントに対するサブ
ネット ブロードキャスト サポートのイネーブル化またはディセーブ
ル化
クライアントからのサブネットのブロードキャスト IP アドレスに DHCP パケットのリレーをサ
ポートするように、デバイスを設定できます。この機能がイネーブルの場合、VLANACL（VACL）
は、IP ブロードキャスト パケット、すべてのサブネット ブロードキャスト（プライマリ サブネッ
ト ブロードキャストおよびセカンダリ サブネット ブロードキャスト）パケットを許容します。

はじめる前に
DHCP 機能がイネーブルになっていることを確認します。
DHCP リレー エージェントがイネーブルであることを確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface interface slot/port
例：
switch(config)# interface
ethernet 2/2
switch(config-if)#

インターフェイス コンフィギュレーション
モードを開始します。slot/port は、DHCP リ
レー エージェントに対するサブネット ブロー
ドキャスト サポートをイネーブルまたはディ
セーブルにするインターフェイスです。

ステップ 3

[no] ip dhcp relay subnet-broadcast DHCP リレー エージェントに対するサブネッ
ト ブロードキャスト サポートをイネーブルに
例：
します。no オプションを使用すると、この動
switch(config-if)# ip dhcp relay
作がディセーブルになります。
subnet-broadcast

ステップ 4

exit

インターフェイス コンフィギュレーション
モードを終了します。

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

ステップ 5

exit

グローバル コンフィギュレーション モードを
終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#
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DHCP スタティック バインディングの作成

ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

showip dhcp relay

（任意）
DHCP リレーの設定を表示します。

例：
switch# show ip dhcp relay

ステップ 7

showrunning-config dhcp

（任意）
DHCP 設定を表示します。

例：
switch# show running-config dhcp

ステップ 8

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
プ コンフィギュレーションにコピーします。
switch# copy running-config
startup-config

DHCP スタティック バインディングの作成
レイヤ 2 インターフェイスにスタティック DHCP ソース バインディングを作成できます。

はじめる前に
DHCP スヌーピング機能がイネーブルになっていることを確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

ip source binding IP-address MAC-address レイヤ 2 イーサネット インターフェイス
vlan vlan-id {interface ethernet slot/port | にスタティックな送信元アドレスをバイ
port-channel channel-no}
ンドします。
例：
switch(config)# ip source binding
10.5.22.7 001f.28bd.0013 vlan 100
interface ethernet 2/3
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DHCPv6 リレー エージェントの設定

ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

show ip dhcp snooping binding

（任意）
DHCP スヌーピングのスタティックおよ
びダイナミックバインディングを示しま
す。

例：
switch(config)#
binding

ステップ 4

ip dhcp snooping

show ip dhcp snooping binding dynamic
例：
switch(config)#
binding dynamic

ステップ 5

（任意）
DHCP スヌーピングのダイナミック バイ
ンディングを示します。

ip dhcp snooping

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スター
トアップ コンフィギュレーションにコ
ピーします。

次に、イーサネット インターフェイス 2/3 上に、VLAN 100 に関連付ける固定 IP ソース エントリ
を作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# ip source binding 10.5.22.7 001f.28bd.0013 vlan 100 interface ethernet 2/3
switch(config)#

DHCPv6 リレー エージェントの設定
DHCPv6 リレー エージェントのイネーブル化またはディセーブル化
はじめる前に
DHCP 機能がイネーブルになっていることを確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

[no] ipv6 dhcp relay
例：
switch(config)# ipv6 dhcp relay

DHCPv6 リレー エージェントをイネーブ
ルにします。noオプションを使用すると、
リレー エージェントがディセーブルにな
ります。
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DHCPv6 リレー エージェントに対する VRF サポートのイネーブル化またはディセーブル化

ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

show ipv6 dhcp relay [interface
interface]

（任意）
DHCPv6 リレーの設定を表示します。

例：
switch(config)# show ipv6 dhcp
relay

ステップ 4

（任意）
DHCP 設定を表示します。

showrunning-config dhcp
例：
switch(config)# show running-config
dhcp

ステップ 5

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スター
トアップコンフィギュレーションにコピー
します。

DHCPv6 リレー エージェントに対する VRF サポートのイネーブル化ま
たはディセーブル化
ある VRF のインターフェイスで受信した DHCPv6 要求を、別の VRF の DHCPv6 サーバにリレー
する機能をサポートするように、デバイスを設定できます。

はじめる前に
DHCP 機能がイネーブルになっていることを確認します。
DHCPv6 リレー エージェントがイネーブルであることを確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

[no] ipv6 dhcp relay option vpn
例：
switch(config)# ipv6 dhcp relay
option vpn

DHCPv6 リレー エージェントに対して VRF サ
ポートをイネーブルにします。no オプションを
使用すると、この動作がディセーブルになりま
す。
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DHCPv6 リレー送信元インターフェイスの設定

ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

[no] ipv6 dhcp relay option type
cisco

これにより、DHCPv6 リレー エージェントが、
ベンダー固有オプションの一部として仮想サブ
ネット選択（VSS）の詳細情報を挿入します。no
オプションを使用すると、DHCPv6 リレー エー
ジェントが VSS 詳細情報を、VSS オプションの
一部として（68）挿入します。これは、RFC-6607
で定義された動作です。このコマンドは、
RFC-6607 に対応していないものの、クライアン
ト VRF 名に基づいた IPv6 アドレスを割り当てる
DHCPv6 サーバを使用する場合に役立ちます。

例：
switch(config)# ipv6 dhcp relay
option type cisco

ステップ 4

show ipv6 dhcp relay [interface
interface]

（任意）
DHCPv6 リレーの設定を表示します。

例：
switch(config)# show ipv6 dhcp
relay

ステップ 5

showrunning-config dhcp

（任意）
DHCP 設定を表示します。

例：
switch(config)# show
running-config dhcp

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ
例：
コンフィギュレーションにコピーします。
switch(config)# copy
running-config startup-config

DHCPv6 リレー送信元インターフェイスの設定
DHCPv6リレーエージェントの送信元インターフェイスを設定できます。デフォルトでは、DHCPv6
リレー エージェントは発信パケットの送信元アドレスとしてリレー エージェント アドレスを使
用します。送信元インターフェイスを設定すると、リレーされたメッセージの送信元アドレスと
して、より安定したアドレス（ループバックインターフェイスアドレスなど）を使用することが
できます。

はじめる前に
DHCP 機能がイネーブルになっていることを確認します。
DHCPv6 リレー エージェントがイネーブルであることを確認します。

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
280

OL-30921-01-J

DHCP スヌーピングの設定
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

[no] ipv6 dhcp relay
source-interfaceinterface
例：
switch(config)# ipv6 dhcp relay
source-interface loopback 2

ステップ 3

show ipv6 dhcp relay [interface
interface]

DHCPv6リレーエージェントの送信元インター
フェイスを設定します。
（注）

DHCPv6 リレー送信元インターフェ
イスは、グローバルに、インター
フェイスごとに、またはその両方に
設定できます。グローバルおよびイ
ンターフェイス レベルの両方が設定
されている場合は、インターフェイ
ス レベルの設定がグローバル設定を
上書きします。

（任意）
DHCPv6 リレーの設定を表示します。

例：
switch(config)# show ipv6 dhcp
relay

ステップ 4

showrunning-config dhcp

（任意）
DHCP 設定を表示します。

例：
switch(config)# show
running-config dhcp

ステップ 5

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
プ コンフィギュレーションにコピーします。
switch(config)# copy
running-config startup-config

Lightweight DHCPv6 リレー エージェントの設定
インターフェイスの Lightweight DHCPv6 リレー エージェントの設定
次のタスクを実行してインターフェイスの Lightweight DHCPv6 リレー エージェント（LDRA）を
設定します。
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インターフェイスの Lightweight DHCPv6 リレー エージェントの設定

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 configure terminal

目的
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。

例：
switch# configure terminal

ステップ 2 [no] ipv6 dhcp ldra

LDRA 機能をグローバルにイネーブルにします。

例：
switch(config)# ipv6 dhcp
ldra

ステップ 3 interfaceslot/port
例：

インターフェイスのタイプおよび番号を指定し、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

switch(config)# interface
ethernet 0/0

ステップ 4 switchport

レイヤ 3 モードになっているインターフェイスを、レ
イヤ 2 設定用にレイヤ 2 モードに切り替えます。

例：
switch(config-if)#
switchport

ステップ 5 [no] ipv6
指定されたインターフェイスまたはポートの LDRA 機
dhcp-ldra{client-facing-trusted 能をイネーブルにします。no オプションを指定する
| client-facing-untrusted |
と、LDRA 機能が無効になります。
client-facing-disable |
server-facing}
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VLAN の Lightweight DHCPv6 リレー エージェントの設定

コマンドまたはアクション

目的
（注）

例：
switch(config-if)# ipv6
dhcp-ldra server-facing

client-facing-trusted は、クライアント側のイ
ンターフェイスまたはポートを信頼できると
して指定します。信頼できるポートは
DHCPv6 パケットを許可し、これらは LDRA
オプションによってカプセル化されます。
client-facing-untrusted は、クライアント側の
インターフェイスまたはポートを信頼できな
いとして指定します。信頼できないポートは
LDRA 機能を実行しますが、受信したリレー
転送パケットのみドロップします。
client-facing-disable キーワードは、インター
フェイスまたはポートの LDRA 機能を無効に
します。無効ポートは、DHCPv6 パケットの
レイヤ 2 フォワーディングを実行します。
server-facing キーワードは、インターフェイ
スまたはポートをサーバ側として指定しま
す。サーバ側ポートは、サーバからの応答パ
ケットを許可します。

VLAN の Lightweight DHCPv6 リレー エージェントの設定
次のタスクを実行して VLAN の Lightweight DHCPv6 リレー エージェント（LDRA）を設定しま
す。

はじめる前に
VLAN に IP アドレスが割り当てられていないことを確認します。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal

ステッ
プ2

[no] ipv6 dhcp ldra

LDRA 機能をグローバルにイネーブルに
します。

例：
switch(config)# ipv6 dhcp ldra
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DHCP スヌーピングの設定
VIP アドレスを使用する DHCP リレー エージェントの有効化

コマンドまたはアクション
ステッ
プ3

目的

[no] ipv6 dhcp-ldra
指定した VLAN で LDRA 機能をイネーブ
attach–policyvlanvlan-id{client-facing-trusted ルにします。noオプションを指定すると、
| client-facing-untrusted}
LDRA 機能が無効になります。
（注）

例：
switch(config)# ipv6 dhcp-ldra
attach-policy vlan 25
client-facing-trusted

client-facing-trusted キーワード
は、VLAN に関連するすべての
ポートまたはインターフェイス
をクライアント側の信頼できる
ポートとして設定します。
client-facing-untrusted キーワー
ドは、VLAN に関連するすべて
のポートまたはインターフェイ
スをクライアント側の信頼でき
ないポートとして設定します。

VIP アドレスを使用する DHCP リレー エージェントの有
効化
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# [no] ip dhcp relay VIP をグローバルで使用するために DHCP
source-address hsrp
リレー エージェントを有効または無効にし
ます。

ステップ 3

switch(config)# interfacetype
number

ステップ 4

switch(config-if)# [no] ip dhcp relay VIP を L3 インターフェイス レベルで使用す
source-address hsrp
るために DHCP リレー エージェントを有効
または無効にします。

ステップ 5

switch(config-if)# end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6

（オプション）switch# show ip
dhcp relay

DHCP リレーの設定を表示します。

インターフェイス コンフィギュレーション
モードを開始します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 7

目的

（オプション）switch# show hsrp Hot Standby Router Protocol（HSRP）情報の
brief
概要を表示します。

次の例では、VIP アドレスを使用して DHCP リレー エージェントを有効化します。
interface vlan 500
ip address 5.5.5.5/24
ip dhcp relay source-address hsrp
ip dhcp relay address 100.100.100.100
hsrp 10
ip 17.17.17.17/28
ip 15.15.15.20/28 secondary

DHCP スヌーピング設定の確認
DHCP スヌーピングの設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。これらのコマ
ンドの出力フィールドの詳細については、Cisco Nexus デバイスの『System Management Configuration
Guide』を参照してください。
コマンド

目的

show running-config dhcp

DHCP スヌーピング設定を表示
します。

show ip dhcp relay

DHCP リレーの設定を表示しま
す。

show ipv6 dhcp relay [interfaceinterface]

DHCPv6 リレーのグローバルま
たはインターフェイス レベル
の設定を表示します。

show ip dhcp snooping

DHCP スヌーピングに関する一
般的な情報を表示します。

DHCP バインディングの表示
DHCP スタティックおよびダイナミック バインディング テーブルを表示するには、show ip dhcp
snooping binding コマンドを使用します。DHCP ダイナミック バインディング テーブルを表示す
るには、show ip dhcp snooping binding dynamic を使用します。
このコマンドの出力フィールドの詳細については、Cisco Nexus デバイスの『System Management
Configuration Guide』を参照してください。
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次に、スタティック DHCP バインディングを作成してから、show ip dhcp snooping binding コマン
ドを使用してバインディングを確認する例を示します。
switch# configuration terminal
switch(config)# ip source binding 10.20.30.40 0000.1111.2222 vlan 400 interface port-channel
500
switch(config)# show ip dhcp snooping binding
MacAddress
IpAddress
LeaseSec Type
----------------- --------------- -------- ---------00:00:11:11:22:22 10.20.30.40
infinite static

VLAN
---400

Interface
------------port-channel500

LDRA 情報の表示とクリア
Lightweight DHCPv6 リレー エージェント（LDRA）の情報を表示するには、この表のいずれかの
コマンドを使用します。
コマンド

目的

show ipv6 dhcp-ldra

LDRA 設定の詳細を表示します。

show ipv6 dhcp-ldra statistics

DHCP セッションを開始する前後の LDRA 設定
統計情報を表示します。

show ipv6 dhcp-ldra statistics vlanvlan-id

指定した VLAN の LDRA 設定統計情報を表示
します。

show ipv6 dhcp-ldra statistics interfaceinterface-id 指定したインターフェイスの LDRA 設定統計情
報を表示します。

DHCPv6 LDRA の固有の統計情報をクリアするには、clear ipv6 dhcp-ldra statistics コマンドを使
用します。
LDRA 設定の詳細の表示
次の例では、スイッチの LDRA 設定の詳細を示します。
switch(config)# show ipv6 dhcp-ldra
DHCPv6 LDRA is Enabled.
DHCPv6 LDRA policy: client-facing-trusted
Target: Ethernet1/1
DHCPv6 LDRA policy: client-facing-untrusted
Target: vlan 102 vlan 103
DHCPv6 LDRA policy: server-facing
Target: port-channel101
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LDRA 統計情報の表示
次の例は、LDRA の統計情報を表示します。
switch(config)# show ipv6 dhcp-ldra statistics
PACKET STATS:
--------------------------------------------------------Message Type
Rx
Tx
Drops |
--------------------------------------------------------SOLICIT
0
0
0 |
ADVERTISE
0
0
0 |
REQUEST
0
0
0 |
CONFIRM
0
0
0 |
RENEW
0
0
0 |
REBIND
0
0
0 |
REPLY
0
0
0 |
RELEASE
0
0
0 |
DECLINE
0
0
0 |
RECONFIGURE
0
0
0 |
INFORMATION_REQUEST
0
0
0 |
RELAY_FORWARD
0
0
0 |
RELAY_REPLY
0
0
0 |
--------------------------------------------------------Total
0
0
0 |
--------------------------------------------------------CFS STATS:
--------------------------------------------------------Message Type
Rx
Tx
Drops |
--------------------------------------------------------SOLICIT
0
0
0 |
ADVERTISE
0
0
0 |
REQUEST
0
0
0 |
CONFIRM
0
0
0 |
RENEW
0
0
0 |
REBIND
0
0
0 |
REPLY
0
0
0 |
RELEASE
0
0
0 |
DECLINE
0
0
0 |
RECONFIGURE
0
0
0 |
INFORMATION_REQUEST
0
0
0 |
RELAY_FORWARD
0
0
0 |
RELAY_REPLY
0
0
0 |
--------------------------------------------------------Total
0
0
0 |
--------------------------------------------------------Non-DHCPv6 LDRA Packets:
--------------------------------------------------------Total Packets Received:
0
Total Packets Forwarded:
0
Total Packets Dropped:
0
--------------------------------------------------------DHCPv6 LDRA DROPS
--------------------------------------------------------Invalid Message Type:
0
Max hops exceeded:
0
Relay Forward Received on Untrusted port:
0
Packet received over MCT:
0
Invalid Message Type on Client facing port:
0
No Server Port Present:
0

次の例では、Ethernet1/1 インターフェイスの LDRA の統計情報を表示します。
SWITCH(config)# show ipv6 dhcp-ldra statistics interface e1/1
INTERFACE: Ethernet1/1
PACKET STATS:
--------------------------------------------------------Message Type
Rx
Tx
Drops |
--------------------------------------------------------SOLICIT
0
0
0 |
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ADVERTISE
0
0
0 |
REQUEST
0
0
0 |
CONFIRM
0
0
0 |
RENEW
0
0
0 |
REBIND
0
0
0 |
REPLY
0
0
0 |
RELEASE
0
0
0 |
DECLINE
0
0
0 |
RECONFIGURE
0
0
0 |
INFORMATION_REQUEST
0
0
0 |
RELAY_FORWARD
0
0
0 |
RELAY_REPLY
0
0
0 |
--------------------------------------------------------Total
0
0
0 |
--------------------------------------------------------CFS STATS:
--------------------------------------------------------Message Type
Rx
Tx
Drops |
--------------------------------------------------------SOLICIT
0
0
0 |
ADVERTISE
0
0
0 |
REQUEST
0
0
0 |
CONFIRM
0
0
0 |
RENEW
0
0
0 |
REBIND
0
0
0 |
REPLY
0
0
0 |
RELEASE
0
0
0 |
DECLINE
0
0
0 |
RECONFIGURE
0
0
0 |
INFORMATION_REQUEST
0
0
0 |
RELAY_FORWARD
0
0
0 |
RELAY_REPLY
0
0
0 |
--------------------------------------------------------Total
0
0
0 |
--------------------------------------------------------Non-DHCPv6 LDRA Packets:
--------------------------------------------------------Total Packets Received:
0
Total Packets Forwarded:
0
Total Packets Dropped:
0
--------------------------------------------------------DHCPv6 LDRA DROPS
--------------------------------------------------------Invalid Message Type:
0
Max hops exceeded:
0
Relay Forward Received on Untrusted port:
0
Packet received over MCT:
0
Invalid Message Type on Client facing port:
0
No Server Port Present:
0

次の例では、VLAN 101 の LDRA の統計情報を表示します。
SWITCH(config)# show ipv6 dhcp-ldra statistics vlan 101
VLAN: 101
PACKET STATS:
--------------------------------------------------------Message Type
Rx
Tx
Drops |
--------------------------------------------------------SOLICIT
0
0
0 |
ADVERTISE
0
0
0 |
REQUEST
0
0
0 |
CONFIRM
0
0
0 |
RENEW
0
0
0 |
REBIND
0
0
0 |
REPLY
0
0
0 |
RELEASE
0
0
0 |
DECLINE
0
0
0 |
RECONFIGURE
0
0
0 |
INFORMATION_REQUEST
0
0
0 |
RELAY_FORWARD
0
0
0 |
RELAY_REPLY
0
0
0 |
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--------------------------------------------------------Total
0
0
0 |
--------------------------------------------------------CFS STATS:
--------------------------------------------------------Message Type
Rx
Tx
Drops |
--------------------------------------------------------SOLICIT
0
0
0 |
ADVERTISE
0
0
0 |
REQUEST
0
0
0 |
CONFIRM
0
0
0 |
RENEW
0
0
0 |
REBIND
0
0
0 |
REPLY
0
0
0 |
RELEASE
0
0
0 |
DECLINE
0
0
0 |
RECONFIGURE
0
0
0 |
INFORMATION_REQUEST
0
0
0 |
RELAY_FORWARD
0
0
0 |
RELAY_REPLY
0
0
0 |
--------------------------------------------------------Total
0
0
0 |
--------------------------------------------------------Non-DHCPv6 LDRA Packets:
--------------------------------------------------------Total Packets Received:
0
Total Packets Forwarded:
0
Total Packets Dropped:
0
--------------------------------------------------------DHCPv6 LDRA DROPS
--------------------------------------------------------Invalid Message Type:
0
Max hops exceeded:
0
Relay Forward Received on Untrusted port:
0
Packet received over MCT:
0
Invalid Message Type on Client facing port:
0
No Server Port Present:
0

DHCP スヌーピング バインディング データベースのクリ
ア
DHCP スヌーピング バインディング データベースからエントリを削除できます。1 つのエントリ、
インターフェイスに関連するすべてのエントリ、データベース内のすべてのエントリなどを削除
することが可能です。

はじめる前に
DHCP スヌーピングがイネーブルになっていることを確認してください。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

clear ip dhcp snooping binding

（任意）
DHCP スヌーピング バインディング デー
タベースからすべてのエントリをクリア
します。

例：
switch# clear ip dhcp snooping binding

ステップ 2

clear ip dhcp snooping binding interface
ethernet slot/port[.subinterface-number]
例：
switch# clear ip dhcp snooping binding
interface ethernet 1/4

ステップ 3

clear ip dhcp snooping binding interface
port-channel
channel-number[.subchannel-number]
例：
switch# clear ip dhcp snooping binding
interface port-channel 72

ステップ 4

clear ip dhcp snooping binding vlan vlan-id
mac mac-address ip ip-address interface
{ethernet slot/port[.subinterface-number |
port-channel
channel-number[.subchannel-number] }

（任意）
DHCP スヌーピング バインディング デー
タベースから、特定のイーサネット イン
ターフェイスに関連するエントリをクリ
アします。
（任意）
DHCP スヌーピング バインディング デー
タベースから、特定のポート チャネル
インターフェイスに関連するエントリを
クリアします。
（任意）
DHCP スヌーピング バインディング デー
タベースから、特定のエントリをクリア
します。

例：
switch# clear ip dhcp snooping binding
vlan 23 mac 0060.3aeb.54f0 ip
10.34.54.9 interface
ethernet 2/11

ステップ 5

show ip dhcp snooping binding
例：

（任意）
DHCP スヌーピング バインディング デー
タベースを表示します。

switch# show ip dhcp snooping binding

DHCP リレー統計情報のクリア
グローバル DHCP リレーの統計情報をクリアするには、clear ip dhcp relay statistics コマンドを使
用します。
特定のインターフェイスの DHCP リレーの統計情報をクリアするには、clear ip dhcp relay statistics
interface interface コマンドを使用します。
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clear ip dhcp relay statistics interface interface serverip ip-address [use-vrf vrf-name] コマンドを使用
して、特定のインターフェイスのサーバ レベルでの DHCP リレー統計情報をクリアします。

DHCPv6 リレー統計情報のクリア
グローバル DHCPv6 リレーの統計情報をクリアするには、clear ipv6 dhcp relay statistics コマンド
を使用します。
特定のインターフェイスの DHCPv6 リレーの統計情報をクリアするには、clear ipv6 dhcp relay
statistics interfaceinterface コマンドを使用します。
clear ipv6 dhcp relay statistics interfaceinterfaceserver-ipip-address [use-vrfvrf-name] コマンドを使用
して、特定のインターフェイスのサーバ レベルでの DHCPv6 リレー統計情報をクリアします。

DHCP のモニタリング
DHCP スヌーピングをモニタするには、show ip dhcp snooping statistics コマンドを使用します。
show ip dhcp relay statistics[interfaceinterface [serveripip-address [use-vrfvrf-name]]] コマンドを使用
して、グローバル、サーバ、またはインターフェイス レベルでの DHCP リレー統計情報をモニタ
します。
show ip dhcp snooping statisticsvlan [vlan-id] interface[ethernet|port-channel][id] コマンド（オプショ
ン）を使用して、VLAN より下位のインターフェイス別のスヌーピング統計情報に関する正確な
統計情報を確認します。
show ipv6 dhcp relay statistics[interfaceinterface [server-ipip-address [use-vrfvrf-name]]] コマンドを使
用して、グローバル、サーバ、またはインターフェイス レベルでの DHCPv6 リレー統計情報をモ
ニタします。

DHCP スヌーピングの設定例
次に、2 つの VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブルにして、Option 82 サポートをイネーブ
ルにし、さらに DHCP サーバがイーサネット インターフェイス 2/5 に接続されているためにその
インターフェイスを信頼できるインターフェイスとして設定する例を示します。
feature dhcp
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping info option
interface Ethernet 2/5
ip dhcp snooping trust
ip dhcp snooping vlan 1
ip dhcp snooping vlan 50
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LDRA の設定例
インターフェイスの LDRA の設定
次の例では、LDRA を有効にして、インターフェイス Ethernet 1/1 をクライアント側の信頼できる
インターフェイスとして設定する方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# ipv6 dhcp ldra
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# ipv6 dhcp-ldra client-facing-trusted
switch(config-if)# exit
switch(config)# interface ethernet 1/0
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# ipv6 dhcp-ldra attach-policy server-facing
switch(config-if)# exit

VLAN の LDRA の設定
次の例では、LDRA を有効にして、VLAN を VLAN ID 25 でクライアント側の信頼できる VLAN
として設定する方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# ipv6 dhcp ldra
switch(config)# ipv6 dhcp-ldra attach-policy vlan 25 client-facing-trusted
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章

ダイナミック ARP インスペクションの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• DAI の概要, 293 ページ
• DAI のライセンス要件, 298 ページ
• DAI の前提条件, 298 ページ
• DAI の注意事項と制約事項, 299 ページ
• DAI のデフォルト設定, 300 ページ
• DAI の設定, 301 ページ
• DAI の設定の確認, 307 ページ
• DAI の統計情報のモニタリングとクリア, 307 ページ
• DAI の設定例, 308 ページ
• ARP ACL の設定, 313 ページ
• ARP ACL の設定の確認, 317 ページ

DAI の概要
『ARP』
ARP では、IP アドレスを MAC アドレスにマッピングすることで、レイヤ 2 ブロードキャスト ド
メイン内の IP 通信を実現します。たとえば、ホスト B がホスト A に情報を送信しようとして、
ホスト B の ARP キャッシュにホスト A の MAC アドレスがないという場合、ARP の用語では、
ホスト B が送信者、ホスト A はターゲットになります。
ホスト B は、ホスト A の IP アドレスと関連付けられた MAC アドレスを取得するために、このブ
ロードキャスト ドメインにあるホストすべてに対してブロードキャスト メッセージを生成しま
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す。このブロードキャスト ドメイン内のホストはすべて ARP 要求を受信し、ホスト A は MAC ア
ドレスで応答します。

ARP スプーフィング攻撃
ARP では、たとえ ARP 要求を受信していなくても、ホストからの応答が可能なので、ARP スプー
フィング攻撃と ARP キャッシュ ポイズニングが発生する可能性があります。攻撃が開始される
と、攻撃を受けたデバイスからのすべてのトラフィックは、攻撃者のコンピュータを経由してルー
タ、スイッチ、またはホストに送信されるようになります。
ARP スプーフィング攻撃は、サブネットに接続されているデバイスの ARP キャッシュに偽りの情
報を送信することにより、レイヤ 2 ネットワークに接続されているホスト、スイッチ、ルータに
影響を及ぼす可能性があります。ARP キャッシュに偽りの情報を送信することを ARP キャッシュ
ポイズニングといいます。スプーフ攻撃では、サブネット上の他のホストに対するトラフィック
の代行受信も可能です。
次の図に、ARP キャッシュ ポイズニングの例を示します。
図 14：ARP キャッシュ ポイズニング

ホスト A、B、C は、それぞれインターフェイス A、B、C を介してデバイスに接続されています。
これらのインターフェイスは同一サブネットに属します。カッコ内は、各ホストの IP および MAC
アドレスを示します。たとえば、ホスト A は IP アドレス IA、および MAC アドレス MA を使用
します。ホスト A がホスト B に IP データを送信する必要がある場合、ホスト A は IP アドレス IB
に関連付けられた MAC アドレスを求める ARP 要求をブロードキャストします。デバイスとホス
ト B はこの ARP 要求を受信すると、IP アドレス IA および MAC アドレス MA を持つホストの
ARP バインディングを、それぞれの ARP キャッシュ内に書き込みます。たとえば、IP アドレス
IA は MAC アドレス MA にバインドされます。ホスト B が応答すると、デバイスとホスト A は、
IP アドレス IB および MAC アドレス MB を持つホストのバインディングを、それぞれの ARP
キャッシュ内に書き込みます。
ホスト C は、バインディングを伴う 2 つの偽造 ARP 応答をブロードキャストすることにより、デ
バイス、ホスト A、ホスト B の ARP キャッシュをポイズニングできます。偽造 ARP 応答の 1 つ
は、IP アドレス IA と MAC アドレス MC を持つホストの応答、もう 1 つは IP アドレス IB と MAC
アドレス MC を持つホストの応答です。これにより、ホスト B とデバイスは、IA を宛先とするト
ラフィックの宛先 MAC アドレスとして、MAC アドレス MC を使用します。つまり、ホスト C が
このトラフィックを代行受信することになります。同様に、ホスト A とデバイスは、IB を宛先と
するトラフィックの宛先 MAC アドレスとして MAC アドレス MC を使用します。
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ホスト C は IA および IB に関連付けられた本物の MAC アドレスを知っているため、正しい MAC
アドレスを宛先として使用することで、代行受信したトラフィックをこれらのホストに転送でき
ます。このトポロジでは、ホスト C は、ホスト A からホスト B へのトラフィック ストリーム内
に自身を割り込ませています。これは、man-in-the-middle 攻撃の典型的な例です。

DAI および ARP スプーフィング攻撃
DAI を使用することで、有効な ARP 要求および応答だけがリレーされるようになります。DAI が
イネーブルになり適切に設定されている場合、Cisco Nexus デバイスは次のアクティビティを実行
します。
• 信頼できないポートを経由したすべての ARP 要求および ARP 応答を代行受信します。
• 代行受信した各パケットが、IP アドレスと MAC アドレスの有効なバインディングを持つこ
とを確認してから、ローカル ARP キャッシュを更新するか、または適切な宛先にパケットを
転送します。
• 無効な ARP パケットはドロップします。
DAI は DHCP スヌーピング バインディング データベースに保存された有効な IP アドレスと MAC
アドレスのバインディングに基づいて、ARP パケットの有効性を判断します。このデータベース
は、VLAN とデバイス上で DHCP スヌーピングがイネーブルにされている場合に、DHCP スヌー
ピングによって構築されます。また、このデータベースにはユーザが作成するスタティック エン
トリも保存できます。ARP パケットを信頼できるインターフェイス上で受信した場合は、デバイ
スはこのパケットを検査せずに転送します。信頼できないインターフェイス上では、デバイスは
有効性を確認できたパケットだけを転送します。
DAI では、パケット内の IP アドレスが無効な場合に ARP パケットをドロップするのか、または
ARP パケット本体の MAC アドレスがイーサネット ヘッダーに指定されたアドレスと一致しない
場合に ARP パケットをドロップするのかを設定できます。
関連トピック
DAI フィルタリングを目的とした ARP ACL の VLAN への適用, （303 ページ）
DAI パケットのロギング, （298 ページ）
追加検証のイネーブル化またはディセーブル化, （304 ページ）

インターフェイスの信頼状態とネットワーク セキュリティ
DAI は、デバイスの各インターフェイスに信頼状態を関連付けます。信頼できるインターフェイ
ス上で受信されたパケットは、DAI のすべての有効性検査をバイパスしますが、信頼できないイ
ンターフェイス上で受信されたパケットには、DAI の有効性検査が行われます。
一般的なネットワーク構成では、次のガイドラインに従ってインターフェイスの信頼状態を設定
します。
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信頼できない
ホストに接続されているインターフェイス
信頼できる
デバイスに接続されているインターフェイス
この設定では、デバイスからネットワークに送信される ARP パケットはすべて、セキュリティ検
査をバイパスします。VLAN 内、またはネットワーク内のその他の場所では、他の検査を実行す
る必要はありません。

注意

信頼状態の設定は、慎重に行ってください。信頼すべきインターフェイスを信頼できないイン
ターフェイスとして設定すると、接続が失われる場合があります。

次の図では、デバイス A およびデバイス B の両方が、ホスト 1 およびホスト 2 を収容する VLAN
上で DAI を実行していると仮定します。ホスト 1 およびホスト 2 が、デバイス A に接続されてい
る DHCP サーバから IP アドレスを取得すると、デバイス A だけがホスト 1 の IP/MAC アドレス
をバインドします。デバイス A とデバイス B 間のインターフェイスが信頼できない場合は、ホス
ト 1 からの ARP パケットはデバイス B ではドロップされ、ホスト 1 およびホスト 2 の間の接続は
切断されます。
図 15：DAI をイネーブルにした VLAN での ARP パケット検証

信頼できないインターフェイスを信頼できるインターフェイスとして設定すると、ネットワーク
にセキュリティ ホールが生じる可能性があります。デバイス A が DAI を実行していなければ、
ホスト 1 はデバイス B の ARP キャッシュを簡単にポイズニングできます（デバイス間のリンクが
信頼できるものとして設定されている場合はホスト 2 も同様）。この状況は、デバイス B が DAI
を実行している場合でも起こりえます。
DAI は、DAI が稼働するデバイスに接続されているホスト（信頼できないインターフェイス上）
がネットワーク内の他のホストの ARP キャッシュをポイズニングしないように保証します。ただ
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し、DAI が稼働するデバイスに接続されているホストのキャッシュがネットワークの他の部分の
ホストによってポイズニングされるのを防ぐことはできません。
VLAN 内の一部のデバイスで DAI が稼働し、他のデバイスでは稼働していない場合は、DAI が稼
働しているデバイス上のインターフェイスの信頼状態を次のガイドラインに従って設定します。
信頼できない
ホスト、または DAI を実行していないデバイスに接続されているインターフェイス
信頼できる
DAI が稼働しているデバイスに接続されているインターフェイス
DAI が稼働していないデバイスからのパケットのバインディングを検証するには、DAI が稼働し
ているデバイスに ARP ACL を設定します。バインディングの有効性を判断できない場合は、DAI
が稼働しているデバイスを DAI が稼働していないデバイスからレイヤ 3 で隔離します。

（注）

ネットワークの設定によっては、VLAN 内の一部のデバイスで ARP パケットを検証できない
場合もあります。

関連トピック
レイヤ 2 インターフェイスの DAI 信頼状態の設定, （301 ページ）

ARP ACL および DHCP スヌーピング エントリのプライオリティ
デフォルトでは、DAI は DAI パケットを、DHCP スヌーピング データベース内の IP-MAC アドレ
ス バインディングと照合することにより、DAI トラフィックをフィルタリングします。
DAI が適用されると、ARP ACL と VACL より優先されます。デバイスは、ユーザ設定の ARP ACL
または VACL に関係なく、有効な IP-MAC バインディングが DHCP スヌーピング データベースに
存在するかどうかに基づいてパケットを拒否または許可します。
VACL と ARP ACL を VLAN に適用し、VACL が ARP トラフィックに作用するように設定した場
合、デバイスは、ARP ACL ではなく、VACL に基づいて ARP トラフィックの許可または拒否を
判断します。
関連トピック
DAI フィルタリングを目的とした ARP ACL の VLAN への適用, （303 ページ）
ARP ACL の設定, （313 ページ）
ARP ACL に対する Session Manager のサポート, （313 ページ）
ARP ACL の作成, （313 ページ）
ARP ACL の変更, （314 ページ）
ARP ACL の削除, （316 ページ）
ARP ACL のシーケンス番号の変更, （316 ページ）
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DAI パケットのロギング
Cisco NX-OS は処理された DAI パケットについてのログ エントリのバッファを維持しています。
各ログ エントリには、受信側の VLAN、ポート番号、送信元 IP アドレスおよび宛先 IP アドレス、
送信元 MAC アドレスおよび宛先 MAC アドレスといったフロー情報が記録されます。
ログに記録するパケットのタイプを指定することもできます。デフォルトでは、Cisco Nexus デバ
イスは DAI がドロップしたパケットだけを記録します。
ログ バッファがあふれると、デバイスは最も古い DAI ログ エントリを新しいエントリで上書き
します。バッファ内の最大エントリ数を設定できます。

（注）

Cisco NX-OS は、ログに記録される DAI パケットに関するシステム メッセージを生成しませ
ん。

関連トピック
DAI のログ バッファ サイズの設定, （305 ページ）
DAI のログ フィルタリングの設定, （306 ページ）

DAI のライセンス要件
次の表に、DAI のライセンス要件を示します。
製品

ライセンス要件

Cisco NX-OS

DAI にはライセンスは必要ありません。ライセ
ンス パッケージに含まれていない機能はすべて
Cisco NX-OS システム イメージにバンドルされ
ており、追加費用は一切発生しません。Cisco
NX-OS ライセンス方式の詳細については、
『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してくだ
さい。

DAI の前提条件
• DHCP を設定するには、その前に DAI 機能をイネーブルにする必要があります。
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DAI の注意事項と制約事項
DAI に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。
• DAI は入力セキュリティ機能であり、出力検査は行いません。
• DAI は、DAI をサポートしないデバイス、またはこの機能がイネーブルにされていないデバ
イスに接続されているホストに対しては、効果がありません。man-in-the-middle 攻撃は 1 つ
のレイヤ 2 ブロードキャスト ドメインに限定されるため、DAI が有効なドメインを、DAI が
実行されないドメインから切り離す必要があります。これにより、DAI が有効なドメイン内
のホストの ARP キャッシュをセキュリティ保護できます。
• DAI では、着信 ARP 要求および ARP 応答内の IP アドレスと MAC アドレスとのバインディ
ングを、DHCP スヌーピング バインディング データベース内のエントリに基づいて検証しま
す。DAI が ARP パケットの有効性を判断するのにスタティック IP-MAC アドレス バインディ
ングを使用するように設定する場合、DHCP スヌーピングの設定はイネーブルにするだけで
済みます。DAI が ARP パケットの有効性を判断するのにダイナミック IP-MAC アドレス バ
インディングを使用するように設定する場合は、DAI を設定した VLAN と同じ VLAN に
DHCP スヌーピングを設定する必要があります。
• feature dhcp コマンドを使用して DHCP 機能をイネーブルにすると、I/O モジュールが DHCP
を受信する前、または DAI の設定前に約 30 秒の遅延が発生します。この遅延は、DHCP 機
能がディセーブルになった設定から、DHCP 機能がイネーブルになった設定に変更するため
に使用する方式には関係なく発生します。たとえば、ロールバック機能を使用して、DHCP
機能をイネーブルにする設定に戻した場合、ロールバックを完了してから約 30 秒後に I/O モ
ジュールが DHCP と DAI 設定を受信します。
• DAI は、アクセス ポート、トランク ポート、ポート チャネル ポート、およびプライベート
VLAN ポートでサポートされます。
• ポート チャネルに対する DAI の信頼設定によって、そのポート チャネルに割り当てたすべ
ての物理ポートの信頼状態が決まります。たとえば、ある物理ポートを信頼できるインター
フェイスとして設定し、信頼できないインターフェイスであるポート チャネルにその物理
ポートを追加した場合、その物理ポートは信頼できない状態になります。
• ポート チャネルから物理ポートを削除した場合、その物理ポートはポート チャネルの DAI
信頼状態の設定を保持しません。
• ポート チャネルの信頼状態を変更すると、デバイスはそのチャネルを構成するすべての物理
ポートに対し、新しい信頼状態を設定します。
• ARP パケットが有効かどうかを判定するために DAI でスタティック IP-MAC アドレス バイ
ンディングを使用するように設定する場合は、DHCP スヌーピングがイネーブルになってい
ること、およびスタティック IP-MAC アドレス バインディングを設定していることを確認し
ます。
• ARP パケットが有効かどうかを判定するために DAI でダイナミック IP-MAC アドレス バイ
ンディングを使用するように設定する場合は、DHCP スヌーピングがイネーブルになってい
ることを確認します。
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• ARP ACL を使用して ACL で SPAN を実行できます。
• ARP ACL は、QoS ポリシーに関する ACL ベースの分類に使用できますが、FEX にオフロー
ドされるポリシーには使用できません。
• DAI は VACL および ARP ACL に優先され、VACL は ARP ACL に優先されます。
• ARP ACL の一致基準の最大数は、VACL リージョン用の TCAM の空き領域によって制限さ
れます。Cisco Nexus デバイスの各一致基準では、ARP キータイプがワイド エントリである
ために、通常、2 つのエントリを持ちます。

DAI のデフォルト設定
次の表に、DAI パラメータのデフォルト設定を示します。
表 19：デフォルトの DAI パラメータ

パラメータ（Parameters）

デフォルト

DAI

すべての VLAN でディセーブル。

インターフェイスの信頼状態

すべてのインターフェイスは untrusted。

有効性検査

検査は実行されません。

ログ バッファ

DAI をイネーブルにした場合は、拒否または廃
棄されたすべての ARP パケットが記録されま
す。
ログ内のエントリ数は 32 です。
システム メッセージ数は、毎秒 5 つに制限され
ます。
ロギング レート インターバルは 1 秒です。

VLAN 単位のロギング

拒否または廃棄されたすべての ARP パケット
が記録されます。
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DAI の設定
VLAN での DAI のイネーブル化とディセーブル化
VLAN に対して DAI をイネーブルまたはディセーブルにすることができます。デフォルトでは、
DAI はすべての VLAN でディセーブルです。

はじめる前に
DAI をイネーブルにする場合は、次の点を確認してください。
• DHCP 機能がイネーブルになっていることを確認します。
• DAI をイネーブルにする VLAN が設定されている。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

[no] ip arp inspection vlanlist
例：
switch(config)# ip arp inspection
vlan 13

ステップ 3

showip arp inspection vlanlist
例：

VLAN の特定のリストに対して DAI をイ
ネーブルにします。no オプションを使用す
ると、指定した VLAN の DAI がディセーブ
ルになります。
（任意）
VLAN の特定リストの DAI ステータスを表
示します。

switch(config)# show ip arp
inspection vlan 13

ステップ 4

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。

レイヤ 2 インターフェイスの DAI 信頼状態の設定
レイヤ 2 インターフェイスの DAI インターフェイス信頼状態を設定できます。デフォルトでは、
すべてのインターフェイスは信頼できません。
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デバイスは、信頼できるレイヤ 2 インターフェイス上で受信した ARP パケットを転送しますが、
検査は行いません。
信頼できないインターフェイス上では、デバイスはすべての ARP 要求および ARP 応答を代行受
信します。デバイスは、ローカル キャッシュをアップデートして、代行受信したパケットを適切
な宛先に転送する前に、そのパケットの IP-MAC アドレス バインディングが有効かどうかを検証
します。そのパケットのバインディングが無効であると判断すると、デバイスはそのパケットを
ドロップし、ロギングの設定に従ってログに記録します。

はじめる前に
DAI をイネーブルにする場合は、DHCP 機能がイネーブルであることを確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

interfacetypenumber/slot

インターフェイス コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
switch(config)# interface ethernet
2/1
switch(config-if)#

ステップ 3

[no] ip arp inspection trust
例：
switch(config-if)# ip arp
inspection trust

ステップ 4

show ip arp inspection interface type
number/slot

インターフェイスを、信頼できる ARP イン
ターフェイスとして設定します。noオプショ
ンを使用すると、そのインターフェイスは
信頼できない ARP インターフェイスとして
設定されます。
（任意）
特定のインターフェイスの信頼状態および
ARP パケット レートを表示します。

例：
switch(config-if)# show ip arp
inspection interface ethernet 2/1

ステップ 5

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。

関連トピック
インターフェイスの信頼状態とネットワーク セキュリティ, （295 ページ）
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DAI のログ フィルタリングの設定, （306 ページ）

DAI フィルタリングを目的とした ARP ACL の VLAN への適用
1 つまたは複数の VLAN に ARP ACL を適用できます。デバイスがパケットを許可するのは、ACL
がそのパケットを許可する場合だけです。デフォルトでは、どの VLAN にも ARP ACL は適用さ
れません。

はじめる前に
適用する ARP ACL が正しく設定されていることを確認します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

[no] ip arp inspection filter acl-name
vlan list
例：

ARP ACL を VLAN のリストに適用します。
あるいは、no オプションを使用している場
合は、ARP ACL を VLAN のリストから削除
します。

switch(config)# ip arp inspection
filter arp-acl-01 vlan 100

ステップ 3

showip arp inspection vlanlist
例：
switch(config)# show ip arp
inspection vlan 100

ステップ 4

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

（任意）
特定の VLAN リストの DAI ステータスを表
示します（ARP ACL が適用されているかど
うかも含む）。
（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。

関連トピック
ARP ACL の設定, （313 ページ）
ARP ACL に対する Session Manager のサポート, （313 ページ）
ARP ACL の作成, （313 ページ）
ARP ACL の変更, （314 ページ）
ARP ACL の削除, （316 ページ）
ARP ACL のシーケンス番号の変更, （316 ページ）
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追加検証のイネーブル化またはディセーブル化
ARP パケットの追加検証をイネーブルまたはディセーブルにできます。デフォルトでは、ARP パ
ケットの追加検証はイネーブルになりません。追加検証が設定されていない場合、送信元 MAC
アドレス、ARP パケットの IP/MAC バインディング エントリと照合する送信元 IP アドレスの
チェックは、イーサネット送信元 MAC アドレス（ARP 送信者の MAC アドレスではない）と ARP
送信者の IP アドレスを使用して実行されます。
DAI は、IP アドレスと MAC アドレスとの無効なバインディングを持つ ARP パケットを代行受
信、記録、および廃棄します。宛先 MAC アドレス、送信元および宛先 IP アドレス、送信元 MAC
アドレスに対し、追加検証をイネーブルにすることができます。
追加検証を実装するには、ip arp inspection validate コマンドで次のキーワードを使用します。
dst-mac
ARP 応答のイーサネット ヘッダー内の宛先 MAC アドレスを、ARP 本体のターゲット MAC
アドレスと比較して検査します。イネーブルにすると、異なる MAC アドレスを持つパケッ
トは無効パケットとして分類され、廃棄されます。
ip
ARP 本文をチェックして、無効な IP アドレスや予期しない IP アドレスがないかを確認しま
す。アドレスには 0.0.0.0、255.255.255.255、およびすべての IP マルチキャスト アドレスが
含まれます。送信元 IP アドレスはすべての ARP 要求および ARP 応答内で検査され、宛先
IP アドレスは ARP 応答内だけで検査されます。
src-mac
ARP 要求と応答のイーサネット ヘッダー内の送信元 MAC アドレスを、ARP 本体の送信者
MAC アドレスと比較して検査します。イネーブルにすると、異なる MAC アドレスを持つ
パケットは無効パケットとして分類され、廃棄されます。
追加検証をイネーブルにする場合は、次の点に注意してください。
• 少なくとも 1 つのキーワードを指定する必要があります。指定するキーワードは、1 つでも、
2 つでも、3 つすべてでもかまいません。
• 各 ip arp inspection validate コマンドにより、それまでに指定したコマンドの設定が置き換え
られます。ip arp inspection validate コマンドによって src -mac および dst-mac 検証をイネー
ブルにし、2 つめの ip arp inspection validate コマンドで IP 検証をイネーブルにした場合は、
2 つめのコマンドを入力した時点で src-mac と dst-mac の検証がディセーブルになります。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

[no] ip arp inspection validate {[src-mac] 追加の DAI 検証をイネーブルにします。
[dst-mac] [ip]}
あるいは、no オプションを使用して、追
加の DAI 検証をディセーブルにします。
例：
switch(config)# ip arp inspection
validate src-mac dst-mac ip

ステップ 3

（任意）
DAI の設定も含めて、DHCP スヌーピング
設定を表示します。

show running-config dhcp
例：
switch(config)# show running-config
dhcp

ステップ 4

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピー
します。

DAI のログ バッファ サイズの設定
DAI のログ バッファ サイズを設定できます。デフォルトのバッファ サイズは 32 メッセージで
す。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

[no] ip arp inspection log-buffer
entriesnumber
例：
switch(config)# ip arp inspection
log-buffer entries 64

DAI のログ バッファ サイズを設定します。
no オプションを使用すると、デフォルトの
バッファ サイズ（32 メッセージ）に戻りま
す。設定できるバッファ サイズは、1 ～ 1024
メッセージです。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

show running-config dhcp

（任意）
DAI の設定も含めて、DHCP スヌーピング設
定を表示します。

例：
switch(config)# show
running-config dhcp

ステップ 4

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップコンフィギュレーションにコピーしま
す。

DAI のログ フィルタリングの設定
DAI パケットを記録するかどうかをデバイスが判断する方法を設定できます。デフォルトでは、
デバイスはドロップされる DAI パケットをログに記録します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

次のいずれかのコマンドを入力します。 次のようにして、DAI ログ フィルタリング
を設定します。noオプションを使用すると、
• ip arp inspection
vlanvlan-listloggingdhcp-bindings all DAI ログ フィルタリングが削除されます。
• ip arp inspection
vlanvlan-listloggingdhcp-bindings
none
• ip arp inspection
vlanvlan-listloggingdhcp-bindingspermit
• no ip arp inspection
vlanvlan-listloggingdhcp-bindings
{all | none | permit}

• DHCP バインディングに一致するすべ
てのパケットを記録します。
• DHCPバインディングに一致するパケッ
トを記録しません。
• DHCP バインディングによって許可さ
れるパケットを記録します。
• DAI ログ フィルタリングを削除しま
す。

例：
switch(config)# ip arp inspection vlan
100 dhcp-bindings permit
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

show running-config dhcp

（任意）
DAI の設定も含めて、DHCP スヌーピング
設定を表示します。

例：
switch(config)# show running-config
dhcp

ステップ 4

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。

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

目的

show ip arp inspection

DAI のステータスを表示します。

show ip arp inspection interface ethernet

信頼状態を表示します。

show ip arp inspection vlan

特定の VLAN の DAI 設定を表示します。

show arp access-lists

ARP ACL を表示します。

show ip arp inspection log

DAI のログ設定を表示します。

DAI の統計情報のモニタリングとクリア
DAI の統計情報のモニタまたはクリアを行うには、次の表に示すコマンドを使用します。これら
のコマンドの詳細については、Cisco Nexus デバイスの『Security Command Reference』を参照して
ください。
コマンド

目的

show ip arp inspection statistics

DAI の統計情報を表示します。

clear ip arp inspection statistics vlan <id>

DAI 統計情報をクリアします。
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DAI の設定例
例 1：2 つのデバイスが DAI をサポートする場合
2 つのデバイスが DAI をサポートする場合の DAI の設定手順を次に示します。
次の図に、この例のネットワーク構成を示します。ホスト 1 はデバイス A に、ホスト 2 はデバイ
ス B にそれぞれ接続されています。デバイスは両方とも、ホストが配置されている VLAN 1 で
DAI を実行しています。DHCP サーバはデバイス A に接続されています。両方のホストは、同一
の DHCP サーバから IP アドレスを取得します。デバイス A はホスト 1 およびホスト 2 のバイン
ディングを持ち、デバイス B はホスト 2 のバインディングを持ちます。デバイス A のイーサネッ
ト インターフェイス 2/3 は、デバイス B のイーサネット インターフェイス 1/4 に接続されていま
す。
図 16：DAI をサポートする 2 つのデバイス

DAI では、着信 ARP 要求および ARP 応答内の IP アドレスと MAC アドレスとのバインディング
を、DHCP スヌーピング バインディング データベース内のエントリに基づいて検証します。IP ア
ドレスを動的に割り当てられた ARP パケットを許可するには、DHCP スヌーピングをイネーブル
にする必要があります。
• この構成は、DHCP サーバがデバイス A から別の場所に移動されると機能しません。
• この構成によってセキュリティが損なわれないようにするには、デバイス A のイーサネット
インターフェイス 2/3、およびデバイス B のイーサネット インターフェイス 1/4 を、信頼で
きるインターフェイスとして設定します。

デバイス A の設定
デバイス A で DAI をイネーブルにし、イーサネット インターフェイス 2/3 を信頼できるインター
フェイスとして設定するには、次の作業を行います。
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手順
ステップ 1

デバイス A にログインして、デバイス A とデバイス B の間の接続を確認します。
switchA# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device ID
Local Intrfce
Hldtme Capability Platform
Port ID
switchB
Ethernet2/3
177
R S I
WS-C2960-24TC Ethernet1/4
switchA#

ステップ 2

VLAN 1 で DAI をイネーブルにし、設定を確認します。
switchA# config t
switchA(config)# ip arp inspection vlan 1
switchA(config)# show ip arp inspection vlan 1
Source Mac Validation
: Disabled
Destination Mac Validation : Disabled
IP Address Validation
: Disabled
Vlan : 1
----------Configuration
: Enabled
Operation State : Active
switchA(config)#

ステップ 3

イーサネット インターフェイス 2/3 を、信頼できるインターフェイスとして設定します。
switchA(config)# interface ethernet 2/3
switchA(config-if)# ip arp inspection trust
switchA(config-if)# exit
switchA(config)# exit
switchA# show ip arp inspection interface ethernet 2/3
Interface
Trust State
Rate (pps)
Burst Interval
--------------------------------------------Ethernet2/3
Trusted
15
5

ステップ 4

バインディングを確認します。
switchA# show ip dhcp snooping binding
MacAddress
IpAddress
LeaseSec
----------------- --------------- -------00:60:0b:00:12:89 10.0.0.1
0
switchA#

ステップ 5

Type
------------dhcp-snooping

VLAN
---1

Interface
------------Ethernet2/3

DAI がパケットを処理する前、およびあとの統計情報を調べます。
switchA# show ip arp
Vlan : 1
----------ARP Req Forwarded =
ARP Res Forwarded =
ARP Req Dropped
=
ARP Res Dropped
=
DHCP Drops
=

inspection statistics vlan 1

0
0
0
0
0
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DHCP Permits
SMAC Fails-ARP Req
SMAC Fails-ARP Res
DMAC Fails-ARP Res
IP Fails-ARP Req
IP Fails-ARP Res
switchA#

=
=
=
=
=
=

0
0
0
0
0
0

ホスト 1 が IP アドレス 10.0.0.1 および MAC アドレス 0002.0002.0002 を持つ 2 つの ARP 要求を送
信すると、両方の要求が許可されます。これは、次の統計情報で確認できます。
switchA# show ip arp
Vlan : 1
----------ARP Req Forwarded =
ARP Res Forwarded =
ARP Req Dropped
=
ARP Res Dropped
=
DHCP Drops
=
DHCP Permits
=
SMAC Fails-ARP Req =
SMAC Fails-ARP Res =
DMAC Fails-ARP Res =
IP Fails-ARP Req
=
IP Fails-ARP Res
=

inspection statistics vlan 1

2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

ホスト 1 が、IP アドレス 10.0.0.3 を持つ ARP 要求を送信しようとすると、このパケットはドロッ
プされ、エラー メッセージがログに記録されます。
00:12:08: %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 2 Invalid ARPs (Req) on Ethernet2/3, vlan
1.([0002.0002.0002/10.0.0.3/0000.0000.0000/0.0.0.0/02:42:35 UTC Fri Jul 13 2008])

この場合に表示される統計情報は次のようになります。
switchA# show ip arp
switchA#
Vlan : 1
----------ARP Req Forwarded =
ARP Res Forwarded =
ARP Req Dropped
=
ARP Res Dropped
=
DHCP Drops
=
DHCP Permits
=
SMAC Fails-ARP Req =
SMAC Fails-ARP Res =
DMAC Fails-ARP Res =
IP Fails-ARP Req
=
IP Fails-ARP Res
=
switchA#

inspection statistics vlan 1

2
0
2
0
2
2
0
0
0
0
0
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デバイス B の設定
デバイス B で DAI をイネーブルにし、イーサネット インターフェイス 1/4 を信頼できるインター
フェイスとして設定するには、次の作業を行います。

手順
ステップ 1

デバイス B にログインして、デバイス B とデバイス A の間の接続を確認します。
switchB# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device ID
Local Intrfce
Hldtme Capability Platform
Port ID
switchA
Ethernet1/4
120
R S I
WS-C2960-24TC Ethernet2/3
switchB#

ステップ 2

VLAN 1 で DAI をイネーブルにし、設定を確認します。
switchB# config t
switchB(config)# ip arp inspection vlan 1
switchB(config)# show ip arp inspection vlan 1
Source Mac Validation
: Disabled
Destination Mac Validation : Disabled
IP Address Validation
: Disabled
Vlan : 1
----------Configuration
: Enabled
Operation State : Active
switchB(config)#

ステップ 3

イーサネット インターフェイス 1/4 を、信頼できるインターフェイスとして設定します。
switchB(config)# interface ethernet 1/4
switchB(config-if)# ip arp inspection trust
switchB(config-if)# exit
switchB(config)# exit
switchB# show ip arp inspection interface ethernet 1/4
Interface
Trust State
Rate (pps)
Burst Interval
--------------------------------------------Ethernet1/4
Trusted
15
5
switchB#

ステップ 4

DHCP スヌーピング バインディングのリストを確認します。
switchB# show ip dhcp snooping binding
MacAddress
IpAddress
LeaseSec
----------------- --------------- -------00:01:00:01:00:01 10.0.0.2
4995
switchB#

Type
------------dhcp-snooping

VLAN
---1

Interface
------------Ethernet1/4
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ステップ 5

DAI がパケットを処理する前、およびあとの統計情報を調べます。
switchB# show ip arp
Vlan : 1
----------ARP Req Forwarded =
ARP Res Forwarded =
ARP Req Dropped
=
ARP Res Dropped
=
DHCP Drops
=
DHCP Permits
=
SMAC Fails-ARP Req =
SMAC Fails-ARP Res =
DMAC Fails-ARP Res =
IP Fails-ARP Req
=
IP Fails-ARP Res
=
switchB#

inspection statistics vlan 1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ホスト 2 が、IP アドレス 10.0.0.2 および MAC アドレス 0001.0001.0001 を持つ ARP 要求を送信す
ると、このパケットは転送され、統計情報が更新されます。
switchB# show ip arp
Vlan : 1
----------ARP Req Forwarded =
ARP Res Forwarded =
ARP Req Dropped
=
ARP Res Dropped
=
DHCP Drops
=
DHCP Permits
=
SMAC Fails-ARP Req =
SMAC Fails-ARP Res =
DMAC Fails-ARP Res =
IP Fails-ARP Req
=
IP Fails-ARP Res
=
switchB#

inspection statistics vlan 1

1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

ホスト 2 が IP アドレス 10.0.0.1 を持つ ARP 要求を送信しようとすると、この要求はドロップさ
れ、システム メッセージがログに記録されます。
00:18:08: %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 1 Invalid ARPs (Req) on Ethernet1/4, vlan
1.([0001.0001.0001/10.0.0.1/0000.0000.0000/0.0.0.0/01:53:21 UTC Fri Jun 13 2008])

この場合に表示される統計情報は次のようになります。
switchB# show ip arp
Vlan : 1
----------ARP Req Forwarded =
ARP Res Forwarded =
ARP Req Dropped
=
ARP Res Dropped
=
DHCP Drops
=
DHCP Permits
=
SMAC Fails-ARP Req =

inspection statistics vlan 1

1
0
1
0
1
1
0
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SMAC Fails-ARP Res
DMAC Fails-ARP Res
IP Fails-ARP Req
IP Fails-ARP Res
switchB#

=
=
=
=

0
0
0
0

ARP ACL の設定
ARP ACL に対する Session Manager のサポート
Session Manager は ARP ACL の設定をサポートしています。この機能を使用すると、設定セッショ
ンを作成し、ARP ACL の設定変更を実行コンフィギュレーションにコミットする前に確認できま
す。

ARP ACL の作成
デバイスに ARP ACL を作成し、これにルールを追加できます。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステッ
プ2

arpaccess-listname

ARP ACL を作成し、ARP ACL コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
switch(config)# arp access-list arp-acl-01
switch(config-arp-acl)#

ステッ
プ3

[sequence-number] {permit | deny} ip {any |
hostsender-IP | sender-IPsender-IP-mask} mac
{any | hostsender-MAC | sender-MAC
sender-MAC-mask}
例：
switch(config-arp-acl)# permit ip
192.168.2.0 255.2555.255.0 mac
00C0.4F00.0000 ffff.ff00.0000

メッセージ送信者の IP アドレスおよび
MAC アドレスに基づいて、ARP メッ
セージを許可または拒否するルールを作
成します。シーケンス番号を指定する
と、ACL 内のルール挿入位置を指定で
きます。シーケンス番号を指定しない
と、ルールは ACL の末尾に追加されま
す。
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コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ4

[sequence-number] {permit | deny} requestip メッセージ送信者の IP アドレスおよび
{any | hostsender-IP | sender-IP sender-IP-mask} MAC アドレスに基づいて、ARP 要求
mac {any |
メッセージを許可または拒否するルール
hostsender-MAC|sender-MACsender-MAC-mask}
を作成します。シーケンス番号を指定す
ると、ACL 内のルール挿入位置を指定
例：
switch(config-arp-acl)# permit request ip できます。シーケンス番号を指定しない
192.168.102.0 0.0.0.255 mac any
と、ルールは ACL の末尾に追加されま
す。

ステッ
プ5

[sequence-number] {permit | deny} responseip
{any | hostsender-IP | sender-IP sender-IP-mask}
[any | hosttarget-IP|target-IP target-IP-mask]]
mac {any | hostsender-MAC |
sender-MACsender-MAC-mask} [any |
hosttarget-MAC | target-MAC target-MAC-mask]
例：
switch(config-arp-acl)# permit response ip
host 192.168.202.32 any mac host
00C0.4FA9.BCF3 any

ステッ
プ6

show arp access-listsacl-name

メッセージの送信者およびターゲットの
IPv4 アドレスおよび MAC アドレスに基
づいて、ARP 応答メッセージを許可ま
たは拒否するルールを作成します。シー
ケンス番号を指定すると、ACL内のルー
ル挿入位置を指定できます。シーケンス
番号を指定しないと、ルールは ACL の
末尾に追加されます。

（任意）
ARP ACL の設定を表示します。

例：
switch(config-arp-acl)# show arp
access-lists arp-acl-01

ステッ
プ7

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スター
トアップ コンフィギュレーションにコ
ピーします。

ARP ACL の変更
既存の ARP ACL のルールの変更および削除を実行できます。既存のルールは変更できません。
ルールを変更するには、そのルールを削除してから、変更を加えたルールを再作成します。
既存のルールの間に新しいルールを挿入する必要がある場合で、現在のシーケンス番号の空き状
況ではすべてを挿入できないときは、resequence コマンドを使用してシーケンス番号を再割り当
てします。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

arpaccess-listname
例：

名前を指定する ACL の ARP ACL コン
フィギュレーション モードを開始しま
す。

switch(config)# arp access-list
arp-acl-01
switch(config-acl)#

ステップ 3

[sequence-number] {permit | deny} [request （任意）
| response] ipIP-datamacMAC-data
ルールを作成します。
例：
switch(config-arp-acl)# 100 permit
request ip 192.168.132.0
255.2555.255.0 mac any

ステップ 4

no {sequence-number | {permit |
deny}[request | response]
ipIP-datamacMAC-data

シーケンス番号を指定すると、ACL 内の
ルール挿入位置を指定できます。シーケ
ンス番号を指定しないと、ルールは ACL
の末尾に追加されます。
（任意）
指定したルールを ARP ACL から削除し
ます。

例：
switch(config-arp-acl)# no 80

ステップ 5

showarpaccess-lists

ARP ACL の設定を表示します。

例：
switch(config-arp-acl)# show arp
access-lists

ステップ 6

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スター
トアップ コンフィギュレーションにコ
ピーします。

関連トピック
ARP ACL の作成, （313 ページ）
ARP ACL のシーケンス番号の変更, （316 ページ）
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ARP ACL の削除
ARP ACL をデバイスから削除できます。

はじめる前に
その ACL が VLAN に適用されているかどうかを確認します。削除できるのは、現在適用されて
いる ACL です。ACL を削除しても、その ACL が適用されている VLAN の設定には影響しませ
ん。デバイスは削除された ACL を空であると見なします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

noarpaccess-listname

名前を指定した ARP ACL を実行コンフィ
ギュレーションから削除します。

例：
switch(config)# no arp access-list
arp-acl-01

ステップ 3

showarpaccess-lists

ARP ACL の設定を表示します。

例：
switch(config)# show arp
access-lists

ステップ 4

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スター
トアップ コンフィギュレーションにコ
ピーします。

ARP ACL のシーケンス番号の変更
ARP ACL 内のルールに割り当てられているすべてのシーケンス番号を変更できます。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

resequencearp access-list name
starting-sequence-numberincrement

ACL 内に記述されているルールにシーケンス
番号を付けます。指定した開始シーケンス番
号が最初のルールに付けられます。後続の各
ルールには、直前のルールよりも大きい番号
が付けられます。番号の間隔は、指定した増
分によって決まります。

例：
switch(config)# resequence arp
access-list arp-acl-01 100 10
switch(config)#

ステップ 3

showarpaccess-lists name

name に名前を指定した ACL の ARP ACL 設
定を表示します。

例：
switch(config)# show arp
access-lists arp-acl-01

ステップ 4

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーしま
す。

ARP ACL の設定の確認
ARP ACL の設定情報を表示するには、次の表に示すコマンドを使用します。
コマンド

目的

show arp access-lists

ARP ACL の設定を表示します。

show running-config aclmgr

実行コンフィギュレーション内の ACL を表示
します。
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IP ソース ガードの設定
この章は、次の項で構成されています。
• IP ソース ガードの概要, 319 ページ
• IP ソース ガードのライセンス要件, 320 ページ
• IP ソース ガードの前提条件, 320 ページ
• IP ソース ガイドの注意事項と制約事項, 321 ページ
• IP ソース ガードのデフォルト設定, 321 ページ
• IP ソース ガードの設定, 321 ページ
• IP ソース ガード バインディングの表示, 323 ページ
• IP ソース ガードの設定例, 324 ページ
• IP ソース ガードに関する追加情報, 324 ページ

IP ソース ガードの概要
IP ソース ガードは、インターフェイス単位のトラフィック フィルタです。各パケットの IP アド
レスと MAC アドレスが、IP と MAC のアドレス バインディングのうち、次に示す 2 つの送信元
のどちらかと一致する場合だけ、IP トラフィックを許可します。
• Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）スヌーピング バインディング テーブル内のエン
トリ
• 設定したスタティック IP ソース エントリ
信頼できる IP および MAC のアドレス バインディングのフィルタリングは、スプーフィング攻撃
（有効なホストの IP アドレスを使用して不正なネットワーク アクセス権を取得する攻撃）の防止
に役立ちます。IP ソース ガードを妨ぐためには、攻撃者は有効なホストの IP アドレスと MAC ア
ドレスを両方スプーフィングする必要があります。
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DHCP スヌーピングで信頼状態になっていないレイヤ 2 インターフェイスの IP ソース ガードをイ
ネーブルにできます。IP ソース ガードは、アクセス モードとトランク モードで動作するように
設定されているインターフェイスをサポートしています。IP ソース ガードを最初にイネーブルに
すると、次のトラフィックを除いて、そのインターフェイス上のインバウンド IP トラフィックが
すべてブロックされます。
• DHCP パケット。DHCP パケットは、DHCP スヌーピングによって検査が実行され、その結
果に応じて転送またはドロップされます。
• Cisco NX-OS デバイスに設定したスタティック IP ソース エントリからの IP トラフィック。
デバイスが IP トラフィックを許可するのは、DHCP スヌーピングによって IP パケットの IP アド
レスと MAC アドレスのバインディング テーブル エントリが追加された場合、またはユーザがス
タティック IP ソース エントリを設定した場合です。
パケットの IP アドレスと MAC アドレスがバインディング テーブル エントリにも、スタティック
IP ソース エントリにもない場合、その IP パケットはドロップされます。たとえば、show ip dhcp
snooping binding コマンドによって、次のようなバインディング テーブル エントリが表示される
とします。
MacAddress
---------00:02:B3:3F:3B:99

IpAddress
---------10.5.5.2

LeaseSec
Type
VLAN
--------- -----------6943
dhcp-snooping 10

Interface
--------Ethernet2/3

IP アドレスが 10.5.5.2 の IP パケットをデバイスが受信した場合、IP ソース ガードによってこのパ
ケットが転送されるのは、このパケットの MAC アドレスが 00:02:B3:3F:3B:99 のときだけです。

IP ソース ガードのライセンス要件
次の表に、IP ソース ガードのライセンス要件を示します。
製品

ライセンス要件

Cisco NX-OS

IP ソース ガードにはライセンスは必要ありま
せん。ライセンス パッケージに含まれていない
機能はすべて Cisco NX-OS システム イメージに
バンドルされており、追加費用は一切発生しま
せん。Cisco NX-OS ライセンス方式の詳細につ
いては、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照
してください。

IP ソース ガードの前提条件
IP ソース ガードの前提条件は次のとおりです。
• DHCP 機能をイネーブルにする必要があります。
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IP ソース ガイドの注意事項と制約事項
IP ソース ガードに関する注意事項と制約事項は次のとおりです。
• IP ソース ガードは、インターフェイス上の IP トラフィックを、IP-MAC アドレス バインディ
ング テーブル エントリまたはスタティック IP ソース エントリに送信元が含まれているトラ
フィックだけに制限します。インターフェイス上の IP ソース ガードを初めてイネーブルに
する際には、そのインターフェイス上のホストが DHCP サーバから新しい IP アドレスを受
信するまで、IP トラフィックが中断されることがあります。
• IP ソース ガードの機能は、DHCP スヌーピング（IP-MAC アドレス バインディング テーブ
ルの構築および維持に関して）、またはスタティック IP ソース エントリの手動での維持に
依存しています。

IP ソース ガードのデフォルト設定
次の表に、IP ソース ガードのパラメータのデフォルト設定を示します。
表 20：IP ソース ガードのパラメータのデフォルト値

パラメータ（Parameters）

デフォルト

IP ソース ガード

各インターフェイスでディセーブル

IP ソース エントリ

なし。デフォルトではスタティック IP ソース
エントリはありません。デフォルトの IP ソー
ス エントリもありません。

IP ソース ガードの設定
レイヤ 2 インターフェイスに対する IP ソース ガードのイネーブル化ま
たはディセーブル化
レイヤ 2 インターフェイスに対して IP ソース ガードをイネーブルまたはディセーブルに設定でき
ます。デフォルトでは、すべてのインターフェイスに対して IP ソース ガードはディセーブル。

はじめる前に
DHCP 機能がイネーブルになっていることを確認します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernetslot/port
例：

指定したインターフェイスに対してインター
フェイス コンフィギュレーション モードを
開始します。

switch(config)# interface ethernet
2/3
switch(config-if)#

ステップ 3

[no] ip verify source
dhcp-snooping-vlan
例：

インターフェイスの IP ソース ガードをイネー
ブルにします。no オプションを使用すると、
そのインターフェイスの IP ソース ガードが
ディセーブルになります。

switch(config-if)# ip verify
source dhcp-snooping vlan

ステップ 4

show running-config dhcp
例：
switch(config-if)# show
running-config dhcp

ステップ 5

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

（任意）
IP ソース ガードの設定も含めて、DHCP ス
ヌーピングの実行コンフィギュレーションを
表示します。
（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーしま
す。

関連トピック
スタティック IP ソース エントリの追加または削除, （322 ページ）

スタティック IP ソース エントリの追加または削除
デバイス上のスタティック IP ソース エントリの追加または削除を実行できます。デフォルトで
は、デバイスにはスタティック IP ソース エントリは設定されていません。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

[no] ip source binding IP-address
MAC-address vlan vlan-ID interface
ethernet slot/port
例：

現在のインターフェイスのスタティック IP
ソース エントリを作成します。スタティッ
ク IP ソース エントリを削除する場合は、no
オプションを使用します。

switch(config)# ip source binding
10.5.22.17 001f.28bd.0013 vlan 100
interface ethernet 2/3

ステップ 3

show ip dhcp snooping binding [interface （任意）
ethernetslot/port]
スタティック IP ソース エントリを含めて、
指定したインターフェイスの IP-MAC アドレ
例：
スバインディングを表示します。スタティッ
switch(config)# show ip dhcp
snooping binding interface ethernet ク エントリは、Type カラムの表示で示され
2/3
ます。

ステップ 4

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

（任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーし
ます。

関連トピック
レイヤ 2 インターフェイスに対する IP ソース ガードのイネーブル化またはディセーブル化,
（321 ページ）
IP ソース ガード バインディングの表示, （323 ページ）

IP ソース ガード バインディングの表示
IP-MAC アドレス バインディングを表示するには、show ip verify source コマンドを使用します。
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IP ソース ガードの設定例
スタティック IP ソース エントリを作成し、インターフェイスの IP ソース ガードをイネーブルに
する例を示します。
ip source binding 10.5.22.17 001f.28bd.0013 vlan 100 interface ethernet 2/3
interface ethernet 2/3
no shutdown
ip verify source dhcp-snooping-vlan

IP ソース ガードに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IP ソース ガード コマンド：完全なコマンド構
文、コマンド モード、コマンド履歴、デフォル
ト値、使用上の注意、例

標準
標準

タイトル

この機能でサポートされる新規の標準または変 —
更された標準はありません。また、既存の標準
のサポートは変更されていません。
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コントロール プレーン ポリシングの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• CoPP の概要, 325 ページ
• コントロール プレーン保護, 327 ページ
• CoPP ポリシー テンプレート, 332 ページ
• CoPP と管理インターフェイス, 337 ページ
• CoPP のライセンス要件, 337 ページ
• CoPP の注意事項と制約事項, 337 ページ
• CoPP のデフォルト設定, 338 ページ
• CoPP の設定, 339 ページ
• CoPP の設定の確認, 341 ページ
• CoPP 設定ステータスの表示, 342 ページ
• CoPP のモニタリング, 342 ページ
• SNMP での CoPP のモニタリング, 343 ページ
• CoPP 統計情報のクリア, 344 ページ
• CoPP に関する追加情報, 344 ページ

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、コントロールプレーンにポリシーマップを適用できるようになります。このポ
リシー マップは通常の QoS ポリシーのように見え、非管理ポートからスイッチに入力されるすべ
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てのトラフィックに適用されます。ネットワーク デバイスへの一般的な攻撃ベクトルは、過剰な
トラフィックがデバイス インターフェイスに転送されるサービス拒絶（DoS）攻撃です。
Cisco NX-OS デバイスは、DoS 攻撃がパフォーマンスに影響しないようにするために CoPP を提供
します。このような攻撃は誤って、または悪意を持って実行される場合があり、通常は、スーパー
バイザ モジュールまたは CPU 自体に宛てられた大量のトラフィックが含まれます。
スーパーバイザ モジュールは、管理対象のトラフィックを次の 3 つの機能コンポーネント（プ
レーン）に分類します。
データ プレーン
すべてのデータ トラフィックを処理します。NX-OS デバイスの基本的な機能は、インター
フェイス間でパケットを転送することです。スイッチ自身に向けられたものでないパケット
は、中継パケットと呼ばれます。データ プレーンで処理されるのはこれらのパケットです。
制御プレーン
ルーティング プロトコルのすべての制御トラフィックを処理します。ボーダー ゲートウェ
イ プロトコル（BGP）や Open Shortest Path First（OSPF）プロトコルなどのルーティング プ
ロトコルは、デバイス間で制御パケットを送信します。これらのパケットはルータのアドレ
スを宛先とし、コントロール プレーン パケットと呼ばれます。
管理プレーン
コマンドライン インターフェイス（CLI）や簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）な
ど、NX-OS デバイスを管理する目的のコンポーネントを実行します。
スーパーバイザ モジュールには、マネージメント プレーンとコントロール プレーンの両方が搭
載され、ネットワークの運用にクリティカルなモジュールです。スーパーバイザ モジュールの動
作が途絶したり、スーパーバイザ モジュールが攻撃されたりすると、重大なネットワークの停止
につながります。たとえばスーパーバイザに過剰なトラフィックが加わると、スーパーバイザ モ
ジュールが過負荷になり、NX-OS デバイス全体のパフォーマンスが低下する可能性があります。
またたとえば、スーパーバイザ モジュールに対する DoS 攻撃は、コントロール プレーンに対し
て非常に高速に IP トラフィック ストリームを生成することがあります。これにより、コントロー
ル プレーンは、これらのパケットを処理するために大量の時間を費やしてしまい、本来のトラ
フィックを処理できなくなります。
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
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• ルーティング プロトコルのアップデートまたはキープアライブの消失によるルート フラッ
プ
• 不安定なレイヤ 2 トポロジ
• CLI との低速な、または応答を返さない対話型セッション
• メモリやバッファなどのプロセッサ リソースの枯渇
• 着信パケットの無差別のドロップ

注意

コントロール プレーンの保護策を講じることで、スーパーバイザ モジュールを偶発的な攻撃
や悪意ある攻撃から確実に保護することが重要です。

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、Cisco NX-OS デバイスはコントロール プレーンに向か
うさまざまなパケットを異なるクラスに分離します。クラスの識別が終わると、Cisco NX-OS デ
バイスはパケットをポリシングします。これにより、スーパーバイザ モジュールに過剰な負担が
かからないようになります。

コントロール プレーンのパケット タイプ
コントロール プレーンには、次のような異なるタイプのパケットが到達します。
受信パケット
ルータの宛先アドレスを持つパケット。宛先アドレスには、レイヤ 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 Information Base（FIB; 転送情報ベース）に存在せず、結果としてミスと
なった場合は、スーパーバイザ モジュールが送信側に到達不能パケットを返します。他に
は、IP オプションがセットされたパケットもあります。
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。
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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、
Cisco NX-OS デバイスに過剰な負荷をかける可能性があります。CoPP は、これらのパケットを異
なるクラスに分類し、これらのパケットをスーパーバイザが受信する速度を個別に制御するメカ
ニズムを提供します。

CoPP の分類
効果的に保護するために、Cisco NX-OS デバイスはスーパーバイザ モジュールに到達するパケッ
トを分類して、パケット タイプに基づいた異なるレート制御ポリシーを適用できるようにしま
す。たとえば、Hello メッセージなどのプロトコル パケットには厳格さを緩め、IP オプションが
セットされているためにスーパーバイザ モジュールに送信されるパケットには厳格さを強めるこ
とが考えられます。

レート制御メカニズム
パケットの分類が終わると、Cisco NX-OS デバイスにはスーパーバイザ モジュールに到達するパ
ケットのレートを制御する 2 つの異なるメカニズム（ポリシングおよびレート制限）があります。
ハードウェア ポリサーを使用すると、トラフィックが所定の条件に一致する場合、または違反す
る場合について異なるアクションを定義できます。このアクションには、パケットの送信、パケッ
トのマーク付け、およびパケットのドロップがあります。
ポリシングには、次のパラメータを設定できます。
認定情報レート（CIR）
ビット レートとして指定する必要な帯域幅。
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。

CoPP 拡張レート
Cisco NX-OS Release 7.1(1)N1(1) 以降では、カスタマイズされた各 CoPP プロファイルに対して、
最大 61,440 Kbps の拡張 CoPP 設定情報レート（CIR）制限を設定できます。

CoPP クラス マップ
次の表に、使用可能なクラス マップとその設定を示します。
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表 21：クラス マップの設定および説明

クラス マップ

設定（Configuration）

class-map type control-plane
match protocol arp
match-any copp-system-class-arp match protocol nd

説明
クラスは、すべての ARP パ
ケットに一致します。
クラスは、すべての ARP パ
ケットおよび ND（NA、NS、
RA および RS）パケットに一致
します。

class-map type control-plane
match protocol bgp
match-any copp-system-class-bgp

クラスはすべての BGP パケッ
トに一致します。

class-map type control-plane
match-any
copp-system-class-bridging

クラスはすべての STP および
RSTP フレームに一致します。

match protocol bridging

class-map type control-plane
match protocol cdp
match-any copp-system-class-cdp

クラスはすべての CDP フレー
ムに一致します。

class-map type control-plane
match-any
copp-system-class-default

クラスはすべてのフレームに一
致します。デフォルトポリサー
に使用します。

match protocol default

class-map type control-plane
match protocol dhcp
match-any copp-system-class-dhcp

クラスは、すべての IPv4 DHCP
パケットに一致します
クラスは、すべての両方のIPv4
DHCP パケットに一致します

class-map type control-plane
match protocol eigrp
match-any copp-system-class-eigrp match protocol eigrp6

クラスは、すべての IPv4 EIGRP
パケットに一致します。
クラスは、IPv4 EIGRP パケッ
トと IPv6 EIGRP パケットの両
方に一致します。

class-map type control-plane
match-any
copp-system-class-exception

match protocol exception

Martian 宛先アドレスを持つパ
ケットまたは MTU エラーが発
生したパケットなど、クラスは
IPルーティングの目的で例外パ
ケットとして扱われるすべての
IP パケットに一致します（TTL
例外、IPフラグメント例外、お
よび同一インターフェイス例外
のパケットを除く）。

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
OL-30921-01-J

329

コントロール プレーン ポリシングの設定
CoPP クラス マップ

クラス マップ

設定（Configuration）

説明

class-map type control-plane
match-any
copp-system-class-excp-ip-frag

match protocol ip_frag

クラスはフラグメント化したす
べての IP パケットに一致しま
す。（これらのパケットは、IP
ルーティングの観点から例外パ
ケットとして扱われます）。

class-map type control-plane
match-any
copp-system-class-excp-same-if

match protocol same-if

クラスは、IPルーティングの例
外パケットとして扱われるすべ
ての IP パケットに一致しま
す。パケットが一致するのは、
宛先とすべきインターフェイス
から受信したためです。

class-map type control-plane
match-any
copp-system-class-excp-ttl

match protocol ttl

クラスは、IPルーティングの観
点から TTL 例外パケットとし
て扱われる（TTL が 0 の場合）
すべてのパケットに一致しま
す。

class-map type control-plane
match-any copp-system-class-fip

match protocol fip

クラスは FCoE Initialization
Protocol に属するすべてのパ
ケットに一致します。

class-map type control-plane
match protocol glean
match-any copp-system-class-glean

クラスは、宛先の MAC 情報が
使用不可能であるためにネクス
ト ホップにルーティングでき
ないすべての IP パケットに一
致します。

class-map type control-plane
match-any
copp-system-class-hsrp-vrrp

クラスは、HSRP パケットおよ
び VRRP パケットに一致しま
す。

match protocol hsrp_vrrp
match protocol hsrp6

クラスは、IPv4 HSRP、VRRP、
および IPv6 HSRP パケットに一
致します
class-map type control-plane
match-any
copp-system-class-icmp-echo

match protocol icmp_echo

class-map type control-plane
match protocol igmp
match-any copp-system-class-igmp

クラスは、すべての ICMP エ
コー（ping）パケットに一致し
ます。
クラスはすべての IGMP パケッ
トに一致します。
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クラス マップ

設定（Configuration）

説明

class-map type control-plane
match protocol isis_dce
match-any copp-system-class-isis

クラスは Fabricpath ISIS パケッ
トに一致し、ルータ ISIS パケッ
トを無視します。

class-map type control-plane
match-any
copp-system-class-l3dest-miss

クラスは FIB で宛先が見つから
なかったすべてのユニキャスト
ルーティングされたパケットに
一致します。

match protocol unicast

class-map type control-plane
match protocol lacp
match-any copp-system-class-lacp

クラスは、すべてのリンク ア
グリゲーション制御プロトコル
（LACP）フレームに一致しま
す。

class-map type control-plane
match protocol lldp_dcx
match-any copp-system-class-lldp

クラスはすべての LLDP フレー
ムに一致します。

class-map type control-plane
match protocol mcast_last_hop
match-any-copp-system-class-mcast-last-hop

クラスは、すべての IP マルチ
キャストのラストホップパケッ
トに一致します。

class-map type control-plane
match-any
copp-system-class-mcast-miss

match protocol multicast

クラスは、FIB にエントリがな
いためにルーティングできな
かったすべての IP マルチキャ
スト フレームに一致します。

class-map type control-plane
match-any
copp-system-class-mgmt

match protocol mgmt

クラスは、SNMP、HTTP、
NTP、Telnet、SSH など、管理
に関連するすべてのフレームに
一致します。

class-map type control-plane
match protocol msdp
match-any copp-system-class-msdp

クラスは MSDP パケットに一
致します。

class-map type control-plane
match protocol ospf
match-any copp-system-class-ospf match protocol ospfv3

クラスは、OSPF パケットおよ
び OSPFv3 プロトコル パケット
に一致します。

class-map type control-plane
match-any
copp-system-class-pim-hello

match protocol pim

クラスはすべての PIM Hello パ
ケットに一致します。

class-map type control-plane
match-any
copp-system-class-pim-register

match protocol reg

クラスはすべての PIM 登録パ
ケットに一致します。
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クラス マップ

設定（Configuration）

説明

class-map type control-plane
match-any copp-system-class-rip

match protocol rip

クラスはすべての RIP パケット
に一致します。

class-map type control-plane
match-any
copp-system-class-rpf-fail

match protocol rpf_fail

クラスは、すべての RPF 障害
パケットに一致します。

class-map type control-plane
match protocol udld
match-any copp-system-class-udld

クラスはすべての UDLD フレー
ムに一致します。

CoPP ポリシー テンプレート
Cisco NX-OS デバイスの初回起動時には、DoS 攻撃からスーパーバイザ モジュールを保護するた
めのデフォルト copp-system-policy が Cisco NX-OS ソフトウェアによってインストールされます。
最初のセットアップ ユーティリティで、次のいずれかの CoPP ポリシー オプションを選択するこ
とにより、展開シナリオの CoPP ポリシー テンプレートを選択できます。
• デフォルト CoPP ポリシー（copp-system-policy-default）
• 拡張レイヤ 2 CoPP ポリシー（copp-system-policy-scaled-l2）
• 拡張レイヤ 3 CoPP ポリシー（copp-system-policy-scaled-l3）
• カスタマイズされた CoPP ポリシー（copp-system-policy-customized）
オプションを選択しなかった場合や、セットアップ ユーティリティを実行しなかった場合には、
Cisco NX-OS ソフトウェアにより Default ポリシングが適用されます。最初はこのデフォルト ポリ
シーを使用し、必要に応じて CoPP ポリシーを変更することを推奨します。
デフォルトの copp-system-policy-default ポリシーには、基本的なデバイス操作に最も適した値が設
定されています。
コントロール プレーン コンフィギュレーション モードで service-policy inputpolicy-name コマンド
を使用して、使用する CoPP ポリシーを変更できます。

デフォルト CoPP ポリシー
copp-system-policy-default ポリシーがスイッチにデフォルトで適用されます。これには、ほとんど
のネットワーク導入に適したポリサー レートを持つクラスが含まれています。このポリシー、ま
たはこれに関連付けられたクラス マップを変更することはできません。また、このポリシーのク
ラス マップ設定も変更できません。
このポリシーの設定は次のとおりです。
policy-map type control-plane copp-system-policy-default

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
332

OL-30921-01-J

コントロール プレーン ポリシングの設定
拡張レイヤ 2 CoPP ポリシー

class copp-system-class-igmp
police cir 1024 kbps bc 65535 bytes
class copp-system-class-pim-hello
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-bridging
police cir 20000 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-arp
police cir 1024 kbps bc 3600000 bytes
class copp-system-class-dhcp
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-mgmt
police cir 12000 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-lacp
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-lldp
police cir 2048 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-udld
police cir 2048 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-isis
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-msdp
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-cdp
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-fip
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-bgp
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-eigrp
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-exception
police cir 64 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-glean
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-hsrp-vrrp
police cir 1024 kbps bc 256000 bytes
class copp-system-class-icmp-echo
police cir 64 kbps bc 3600000 bytes
class copp-system-class-ospf
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-pim-register
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-rip
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-l3dest-miss
police cir 64 kbps bc 256000 bytes
class copp-system-class-mcast-miss
police cir 256 kbps bc 3200000 bytes
class copp-system-class-excp-ip-frag
police cir 64 kbps bc 3200000 bytes
class copp-system-class-excp-same-if
police cir 64 kbps bc 3200000 bytes
class copp-system-class-excp-ttl
police cir 64 kbps bc 3200000 bytes
class copp-system-class-default
police cir 512 kbps bc 6400000 bytes

拡張レイヤ 2 CoPP ポリシー
copp-system-policy-scaled ポリシーには、デフォルト ポリシーと同じポリサー レートのほとんどの
クラスがあります。ただし、IGMP と ISIS に対しては、より高いポリサー レートが設定されてい
ます。このポリシー、またはこれに関連付けられたクラス マップを変更することはできません。
また、このポリシーのクラス マップ設定も変更できません。
このポリシーの設定は次のとおりです。
policy-map type control-plane copp-system-policy-scaled-l2
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class copp-system-class-igmp
police cir 4096 kbps bc 264000 bytes
class copp-system-class-pim-hello
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-bridging
police cir 20000 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-arp
police cir 1024 kbps bc 3600000 bytes
class copp-system-class-dhcp
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-mgmt
police cir 12000 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-lacp
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-lldp
police cir 2048 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-udld
police cir 2048 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-isis
police cir 2048 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-msdp
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-cdp
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-fip
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-bgp
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-eigrp
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-exception
police cir 64 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-glean
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-hsrp-vrrp
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-icmp-echo
police cir 64 kbps bc 3600000 bytes
class copp-system-class-ospf
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-pim-register
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-rip
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-l3dest-miss
police cir 64 kbps bc 3200000 bytes
class copp-system-class-mcast-miss
police cir 256 kbps bc 3200000 bytes
class copp-system-class-excp-ip-frag
police cir 64 kbps bc 3200000 bytes
class copp-system-class-excp-same-if
police cir 64 kbps bc 3200000 bytes
class copp-system-class-excp-ttl
police cir 64 kbps bc 3200000 bytes
class copp-system-class-default
police cir 512 kbps bc 6400000 bytes

拡張レイヤ 3 CoPP ポリシー
copp-system-policy-scaled-l3 ポリシーには、デフォルト ポリシーと同じポリサー レートのほとんど
のクラスがあります。ただし、IGMP、ICMP エコー、ISIS、マルチキャスト欠落、および Glean
に関連するクラスに対しては、より高いポリサー レートが設定されています。このポリシー、ま
たはこれに関連付けられたクラス マップを変更することはできません。また、このポリシーのク
ラス マップ設定も変更できません。
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このポリシーの設定は次のとおりです。
policy-map type control-plane copp-system-policy-scaled-l3
class copp-system-class-igmp
police cir 4096 kbps bc 264000 bytes
class copp-system-class-pim-hello
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-bridging
police cir 20000 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-arp
police cir 4000 kbps bc 3600000 bytes
class copp-system-class-dhcp
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-mgmt
police cir 12000 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-lacp
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-lldp
police cir 2048 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-udld
police cir 2048 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-isis
police cir 2048 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-msdp
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-cdp
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-fip
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-bgp
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-eigrp
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-exception
police cir 64 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-glean
police cir 4000 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-hsrp-vrrp
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-icmp-echo
police cir 4000 kbps bc 3600000 bytes
class copp-system-class-ospf
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-pim-register
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-rip
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-l3dest-miss
police cir 64 kbps bc 3200000 bytes
class copp-system-class-mcast-miss
police cir 4000 kbps bc 3200000 bytes
class copp-system-class-excp-ip-frag
police cir 64 kbps bc 3200000 bytes
class copp-system-class-excp-same-if
police cir 64 kbps bc 3200000 bytes
class copp-system-class-excp-ttl
police cir 64 kbps bc 3200000 bytes
class copp-system-class-default
police cir 512 kbps bc 6400000 bytes

カスタマイズ可能な CoPP ポリシー
copp-system-policy-customized ポリシーは、デフォルト ポリシーと同様に設定され、別のクラス
マップ情報のレートとバースト サイズ向けにカスタマイズできます。
このポリシーに設定されているクラス マップを追加または削除することはできません。
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重要

このポリシーは上級ユーザ用です。このポリシーを設定する場合は細心の注意を払い、実稼働
ネットワークに導入する前に幅広いテストを行うことを推奨します。
このポリシーの設定は次のとおりです。
policy-map type control-plane copp-system-policy-customized
class copp-system-class-igmp
police cir 1024 kbps bc 65535 bytes
class copp-system-class-pim-hello
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-bridging
police cir 20000 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-arp
police cir 1024 kbps bc 3600000 bytes
class copp-system-class-dhcp
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-mgmt
police cir 12000 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-lacp
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-lldp
police cir 2048 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-udld
police cir 2048 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-isis
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-msdp
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-cdp
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-fip
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-bgp
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-eigrp
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-exception
police cir 64 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-glean
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-hsrp-vrrp
police cir 1024 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-icmp-echo
police cir 64 kbps bc 3600000 bytes
class copp-system-class-ospf
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-pim-register
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-rip
police cir 9600 kbps bc 4800000 bytes
class copp-system-class-l3dest-miss
police cir 64 kbps bc 3200000 bytes
class copp-system-class-mcast-miss
police cir 256 kbps bc 3200000 bytes
class copp-system-class-excp-ip-frag
police cir 64 kbps bc 3200000 bytes
class copp-system-class-excp-same-if
police cir 64 kbps bc 3200000 bytes
class copp-system-class-excp-ttl
police cir 64 kbps bc 3200000 bytes
class copp-system-class-default
police cir 512 kbps bc 6400000 bytes

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
336

OL-30921-01-J

コントロール プレーン ポリシングの設定
CoPP と管理インターフェイス

CoPP と管理インターフェイス
Cisco NX-OS デバイスは、管理インターフェイス（mgmt0）をサポートしないハードウェア ベー
スの CoPP だけをサポートします。アウトオブバンド mgmt0 インターフェイスは CPU に直接接続
するため、CoPP が実装されているインバンド トラフィック ハードウェアは通過しません。
mgmt0 インターフェイスで、ACL を設定して、特定タイプのトラフィックへのアクセスを許可ま
たは拒否することができます。

CoPP のライセンス要件
この機能には、ライセンスは必要ありません。ライセンス パッケージに含まれていない機能はす
べて Cisco NX-OS システム イメージにバンドルされており、追加費用は一切発生しません。NX-OS
ライセンス方式の詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

CoPP の注意事項と制約事項
CoPP は、スイッチではデフォルトでイネーブルになっている機能です。CoPP をイネーブルまた
はディセーブルにすることはできません。
• 一度に 1 つのコントロール プレーン ポリシーだけを適用できます。
• CoPP ポリシーを削除すると、デフォルト CoPP ポリシーが適用されます。このようにして、
CoPP ポリシーが常に適用されます。
• クラスまたはポリシーの追加や削除はできません。
• クラスの順序の変更や、ポリシーのクラスの削除はできません。
• デフォルト、拡張レイヤ 2、または拡張レイヤ 3 ポリシーは変更できません。ただし、カス
タマイズされたポリシー内のクラスの情報レートやバースト サイズを変更することは可能で
す。
• カスタマイズされたポリシーが変更されていない限り、カスタマイズされたポリシー設定は
デフォルトのポリシー設定と同じです。
• 以前のリリースからアップグレードしている場合は、デフォルト CoPP ポリシーがスイッチ
上でデフォルトでイネーブルになります。
• カスタマイズされたポリシーを変更するか、または適用されたポリシーを変更すると、統計
情報カウンタがリセットされます。
• ISSU を実行すると、統計情報カウンタがリセットされます。
• 最初にデフォルト CoPP ポリシーを使用した後、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、どの CoPP ポリシーを使用するかを後で決定することを推奨します。
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• 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。どちらの場合も、状況を分析して、別の CoPP ポリシーを使用するか、ま
たはカスタマイズ済み CoPP ポリシーを変更する必要があるかどうかを評価します。
• 他のクラス マップで指定しないトラフィックはすべて、最後のクラス（デフォルト クラス）
に配置されます。
• Cisco NX-OS ソフトウェアは、出力 CoPP とサイレント モードをサポートしません。CoPP
は、入力でのみサポートされます（コントロール プレーン インターフェイスに対して
service-policy output copp コマンドは使用できません）。

（注）

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

CoPP のデフォルト設定
次の表に、CoPP パラメータのデフォルト設定を示します。
表 22：CoPP パラメータのデフォルト設定

パラメータ（Parameters）

デフォルト

デフォルト ポリシー

copp-system-policy-default

デフォルト ポリシー

9 ポリシー エントリ
（注）

スケール ファクタ値

関連するクラス マップでサポートさ
れるポリシーの最大数は 128 です。

1.00
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CoPP の設定
スイッチへの CoPP ポリシーの適用
スイッチに次の CoPP ポリシーの 1 つを適用することができます。
• デフォルト CoPP ポリシー（copp-system-policy-default）
• 拡張レイヤ 2 CoPP ポリシー（copp-system-policy-scaled-l2）
• 拡張レイヤ 3 CoPP ポリシー（copp-system-policy-scaled-l3）
• カスタマイズされた CoPP ポリシー（copp-system-policy-customized）

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config) # control-plane

control-plane モードを開始します。

ステップ 3

switch(config-cp) #
service-policy input
policy-map-name

指定された CoPP ポリシー マップを適用します。
policy-map-name には、copp-system-policy-default、
copp-system-policy-scaled-l2、
copp-system-policy-scaled-l3、または
copp-system-policy-customized が適用可能です。

ステップ 4

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

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ
レーションをスタートアップ コンフィギュレー
ションにコピーして、変更を継続的に保存しま
す。

次に、デバイスに CoPP ポリシーを適用する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# control-plane
switch(config-cp) # service-policy input copp-system-policy-default
switch(config-cp) # copy running-config startup-config

カスタマイズされた CoPP ポリシーの変更
このポリシーに設定されたクラス マップの情報レートおよびバースト サイズだけを変更できま
す。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# policy-map type
control-plane
copp-system-policy-customized

カスタマイズされた CoPP ポリシーのコンフィ
ギュレーション モードを開始します。

ステップ 3

switch(config-pmap)# class
class-map-name

定義済みポリシーの任意の CoPP にリスト表示
された 28 の定義済みクラス マップのうちの 1
つを指定します。

ステップ 4

switch(config-pmap-c)# police cir 認定情報レート（CIR）および認定バースト サ
rate-value kbps bc buffer-size bytes イズ（BC）を設定します。cir に指定できる範囲
は 1 ～ 20480 です。bc に指定できる範囲は 1500
～ 6400000 です。

ステップ 5

switch(config-pmap-c) # copy
running-config startup-config

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ
レーションをスタートアップ コンフィギュレー
ションにコピーして、変更を継続的に保存しま
す。

次に、カスタマイズされた CoPP ポリシーを変更する例を示します。
switch(config)# policy-map type control-plane copp-system-policy-customized
switch(config-pmap)# class copp-system-class-bridging
switch(config-pmap-c)# police cir 10000 kbps bc 2400000 bytes

CoPP 拡張レートの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# control-plane

control-plane モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

switch(config-cp)# service-policy （任意）
input
カスタマイズされた CoPP システム ポリシー マッ
copp-system-policy-customized プを適用します。
（注）
CoPP プロファイルがカスタマイズさ
れていない場合、このコマンドを使用
します。

ステップ 4

switch(config-cp)# ingress-copp CoPP 拡張 CIR 設定を許可します。
（注）
拡張 CIR を削除するには、このコマン
ドの no 形式を使用します。

ステップ 5

switch(config-cp)# policy-map
カスタマイズされた CoPP ポリシーのコンフィ
type control-plane
ギュレーション モードを開始します。
copp-system-policy-customized

ステップ 6

switch(config-pmap)#
classclass-map-name

定義済みポリシーの任意の CoPP にリスト表示さ
れた 28 の定義済みクラス マップのうちの 1 つを
指定します。

ステップ 7

switch(config-pmap-c)# police
cirrate-valuekbps
bcbuffer-sizebytes

認定情報レート（CIR）および認定バースト サイ
ズ（BC）を設定します。拡張 CIR の範囲は 1 ～
61,440 です。BC に指定できる範囲は 1500 ～
6400000 です。

ステップ 8

switch(config-pmap-c)# copy
running-config startup-config

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ
レーションをスタートアップ コンフィギュレー
ションにコピーして、変更を継続的に保存しま
す。

次の例では、CoPP 拡張レートを設定する方法を示します。
switch(config)# control-plane
switch(config-cp)# ingress-copp
switch(config-cp)# policy-map type control-plane copp-system-policy-customized
switch(config-pmap)# class copp-system-class-lacp
switch(config-pmap-c)# police cir 51200 kbps bc 4800000 bytes

CoPP の設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。
コマンド

目的

show policy-map type control-plane [expand]
[name policy-map-name]

関連するクラス マップのあるコントロール プ
レーン ポリシー マップを表示します。
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コマンド

目的

show policy-map interface control-plane

ポリシーの値と関連するクラス マップ、および
ポリシーごとまたはクラス マップごとのドロッ
プが表示されます。

show class-map type control-plane
[class-map-name]

このクラス マップにバインドされている ACL
を含め、コントロール プレーン クラス マップ
の設定を表示します。

CoPP 設定ステータスの表示
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

switch# show copp status

CoPP 機能の設定ステータスを表示し
ます。

次に、CoPP 設定ステータスを表示する例を示します。
switch# show copp status

CoPP のモニタリング
手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステッ
プ1

switch# show policy-map
interface control-plane

適用された CoPP ポリシーの一部であるすべてのクラスに関
して、パケットレベルの統計情報を表示します。たとえば、
一致したパケットおよび違反したパケットのカウンタなど
です。
統計情報は、OutPackets（コントロール プレーンに対して
許可されたパケット）と DropPackets（レート制限によって
ドロップされたパケット）に関して指定します。
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次に、CoPP をモニタする例を示します。
switch# show policy-map interface control-plane
Control Plane
service-policy input: copp-system-policy-default
class-map copp-system-class-igmp (match-any)
match protocol igmp
police cir 1024 kbps , bc 65535 bytes
conformed 0 bytes; action: transmit
violated 0 bytes;
class-map copp-system-class-pim-hello (match-any)
match protocol pim
police cir 1024 kbps , bc 4800000 bytes
conformed 0 bytes; action: transmit
violated 0 bytes;
....

SNMP での CoPP のモニタリング
Cisco NX-OS Release 7.1(1)N1(1) 以降、CoPP はシスコ クラスベースの QoS MIB（cbQoSMIB）を
サポートします。CoPP 要素はすべて、SNMP を使用してモニタできるようになりました（ただし
変更は不可）。この機能は、コントロール プレーンにアタッチされたポリシーとサブ要素（クラ
ス、一致ルール、セットアクションなど）にのみ適用されます。コントロールプレーンで使用さ
れていないポリシーの要素は、SNMP では見えません。
次の cbQoSMIB テーブルがサポートされます。
• cbQosPolicyMapCfg
• cbQosClassMapCfg
• cbQosMatchStmtCfg
• cbQosPoliceCfg
• cbQosSetCfg
• cbQosPoliceStat
cbQoSMIB テーブルと要素の詳細情報は、次の URL で入手できます。
• http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/
BrowseOID.do?local=en&translate=Translate&objectInput=1.3.6.1.4.1.9.9.166
• http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus6000/sw/system_management/7x/
b_6k_System_Mgmt_Config_7x/b_6k_System_Mgmt_Config_7x_chapter_010110.html
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CoPP 統計情報のクリア
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# show policy-map interface
control-plane

（任意）
現在適用されている CoPP ポリシーおよび
クラスごとの統計情報を表示します。

ステップ 2

switch# clear copp statistics

CoPP 統計情報をクリアします。

次に、インターフェース環境で、CoPP 統計情報をクリアする例を示します。
switch# show policy-map interface control-plane
switch# clear copp statistics

CoPP に関する追加情報
ここでは、CoPP の実装に関する追加情報について説明します。
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

ライセンス

『Cisco NX-OS Licensing Guide』

コマンド リファレンス
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章

TCAM カービングの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• TCAM カービングに関する情報, 345 ページ
• ユーザ定義テンプレートに関する情報, 345 ページ
• ユーザ定義テンプレートの作成, 348 ページ
• ユーザ定義テンプレートの変更, 349 ページ
• ユーザ定義テンプレートのコミット, 349 ページ
• テンプレートの削除, 350 ページ
• TCAM カービング設定の確認, 350 ページ

TCAM カービングに関する情報
3 値連想メモリ（TCAM）カービング機能では、TCAM のデフォルト リージョン サイズの変更を
可能にするテンプレート ベースの手段を使用します。スイッチが起動すると、他のどんなテンプ
レートも設定していなければ、このデフォルト テンプレートが表示されます。次の表に、テンプ
レート内のさまざまなリージョンの種類とサイズを示します。

ユーザ定義テンプレートに関する情報
デフォルト テンプレートに加えて最大 16 個のテンプレートを作成できます（つまり、同時に 17
個のテンプレートを保持できるということです）。希望の 3 値連想メモリ（TCAM）リージョン
にどんなサイズでも設定できます。
各テンプレートで、次の操作を実行できます。
• Create
• 修正
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• Delete
• コミット
各テンプレートは、次のうちのいずれかのステータスになっています。
• 保存済み
• コミット済み
Create
テンプレートを作成する場合、TCAM リージョンのサイズはデフォルト値に初期化されます。テ
ンプレートを作成する場合、テンプレートはデフォルトでは保存済みステートになっています。
テンプレートを作成すると、これを変更してどの TCAM リージョンのサイズも変更できます。各
TCAM ブロックのサイズは 64 エントリのため、リージョンのサイズは 64 の倍数で設定する必要
があります。入力した値が 64 の倍数でなかった場合、値を再入力するように求めるエラー メッ
セージが表示されます。
修正
すべての保存済みテンプレートを編集してどの TCAM リージョンのサイズでも変更できますが、
どの TCAM のリージョンのサイズも 0 に設定することはできません。編集中、入力したサイズが
64 の境界線にあるかがソフトウェアによってチェックされます。テンプレートを変更する場合、
すべての TCAM リージョンのサイズの合計が 4096 エントリより小さくなる必要があります。変
更中は、4096 エントリ未満なのかはソフトウェアではチェックされません。
テンプレートは、保存済みステートのときにのみ変更できます。テンプレートをコミットした後
は編集できません。
コミット済みのユーザ定義テンプレートは、別のユーザ定義テンプレートまたはデフォルト テン
プレートを提供することによって作成済みステートに変更できます。
別のユーザ定義テンプレートを提供するには、次のコマンドを入力します。
hardware profile tcam resource service-templateuser-defined-template
デフォルト テンプレートを提供するには、次のコマンドを入力します。
no hardware profile tcam resource service-templatecurrently-committed- template
Delete
どの保存済みテンプレートも削除できます。テンプレートを削除した後では、そのテンプレート
に関するすべての情報が失われます。コミットしたテンプレートは削除できません。
コミット済みのユーザ定義テンプレートは、別のユーザ定義テンプレートまたはデフォルト テン
プレートを提供することによって作成済みステートに変更できます。
別のユーザ定義テンプレートを提供するには、次のコマンドを入力します。
hardware profile tcam resource service-templateuser-defined-template
デフォルト テンプレートを提供するには、次のコマンドを入力します。
no hardware profile tcam resource service-templatecurrently-committed- template
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コミット
自分のユーザ定義テンプレートまたはソフトウェアで提供されているデフォルト テンプレートは
どれでもコミットできます。テンプレートをコミットするには、commit コマンドを入力し、ス
イッチの再起動を行います。commit コマンドを入力すると、ソフトェアによってテンプレートが
検証されます。検証が成功すると、スイッチを再起動するか確認するメッセージが表示されます。
テンプレート（ユーザ定義またはデフォルト）は、再起動後に適用されます。再起動を選択しな
かった場合、TCAMリージョンへの変更は行われず、コミットされるテンプレートはありません。
テンプレートをコミットした後、システムは自動では再起動せず commit コマンドの出力にメッ
セージが表示され、コミットしたテンプレートを有効にするためにスイッチを再起動するか尋ね
られます。再起動を承諾すると、以下が発生します。
• コミットしたテンプレートがスタートアップ コンフィギュレーションに保存されます。
• スイッチが再起します。
• コミットっしたテンプレートがソフトウェアによって使用されます。
• テンプレートが実行中ステートに移行します。
スイッチを再起動後、コミットされたテンプレートが Cisco Nexus サーバ上のすべての ASIC に適
用されます。Cisco Nexus デバイス上の別の ASIC に別のテンプレートをコミットできません。各
テンプレートの各リージョンのサイズを指定したすべての保存済みテンプレートおよびコミット
済みテンプレートは実行コンフィギュレーションに表示されます。
テンプレートがコミットされたとき、以下がチェックされます。
1 TCAM 内のすべてのリージョンの合計サイズは 4096 エントリです。
2 各リージョンのサイズは TCAM 内に収まります。どの時点でも、TCAM リージョンに対して
常に実行サイズがあります。実行サイズ（ハードウェア TCAM 内の現在のサイズ）は、コミッ
トされ実行テンプレートとして現在使用されているデフォルトまたはユーザ定義テンプレート
のどちらかによって定義されます。現在コミットされているテンプレート内のリージョンのサ
イズを現在の実行サイズから増やす場合は、リージョンのサイズを増やすために使用可能な現
在のリージョンの外部に未使用のエントリ（他のどのリージョンにも割り当てられていないエ
ントリ）が十分にあるかチェックされます。現在コミットされているテンプレート内のリー
ジョンのサイズを現在の実行サイズから減らす場合は、TCAM リージョンのサイズを減らすた
めに開放できるエントリがリージョン内に十分にあるか判断するためにチェックされます。テ
ンプレート内のリージョンのサイズを減らすすべての変更は、そのテンプレート内のリージョ
ンのサイズを増やす変更の前に完了します。
3 sup-region および span リージョンではハードウェアは 256 エントリより多くはサポートしませ
ん。このチェックは検査過程で実施されます。
これらすべてのチェックを通過した場合、そのテンプレートをコミットでき、再起動してテンプ
レートを適用するかを確認するプロンプトが表示されます。
これらのチェックが失敗した場合、コミットが失敗しテンプレートは保存済みステートに戻りま
す。コミットが失敗した場合、commit コマンドの出力に失敗の原因が表示されます。
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デフォルト テンプレートは変更または削除できません。このテンプレートは、保存済みからコ
ミット済み、コミット済みから保存済みへ移行のみが可能です。デフォルト テンプレートがコ
ミットされた場合、実行コンフィギュレーションには表示されません。デフォルト テンプレート
を適用するには、現在の実行テンプレートを使用して no commit コマンドを入力してください。
このコマンドを入力すると、テンプレートをコミットするときに実行されるのと同じ検証チェッ
クが実行されます。すべての検証が成功すると、スイッチを再起動するか確認するメッセージが
表示されます。再起動に同意すると、テンプレートがスタートアップ コンフィギュレーションに
保存されシステムが再起動します。再起動後、デフォルト テンプレートが適用されます。スター
トアップ コンフィギュレーションには、再起動前にコミットしたコミット済みテンプレートがあ
ります。再起動後に、スタートアップ コンフィギュレーションのテンプレートが使用されます。
スタートアップコンフィギュレーションにコミット済みテンプレートがない場合、デフォルトテ
ンプレートが使用されます。
テンプレート管理コマンドを入力して、TCAM カービング テンプレートを作成および管理できま
す。このテンプレート ベース TCAM カービング CLI は config-sync でサポートされます。テンプ
レートの作成のみが config-sync 内部でサポートされます。テンプレート コミットは、config-sync
コンテクストの外部でスイッチごとに別々に実施する必要があります。

ユーザ定義テンプレートの作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# hardware profile デフォルトリージョンサイズで新しいテンプレー
tcam resource template
トを作成します。最大 16 個のテンプレート（そ
template-name
してデフォルト テンプレート）を作成できます。
template-name 引数には最大 64 文字を指定できま
す。

次に、Rqos-template という名前のユーザ定義テンプレートを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# hardware profile tcam resource template qos-template
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ユーザ定義テンプレートの変更
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# hardware profile デフォルト リージョン サイズで新しいテンプレー
tcam resource
トを作成します。最大 16 個のテンプレート（そし
templatetemplate-name
てデフォルト テンプレート）を作成できます。こ
のコマンドは、テンプレート モードを開始するた
めに使用します。

次に、ユーザ定義 QoS テンプレートを変更する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# hardware profile tcam resource template qos-template
switch(config-tmpl) qos 64

ユーザ定義テンプレートのコミット
ユーザ定義テンプレートをコミットできます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# hardware profile
tcam resource service-template
template-name

以前に定義済みのテンプレートを実行イメー
ジでコミットします。

ステップ 3

switch(config)# copy running-config リブートおよびリスタート時に実行コンフィ
startup-config
ギュレーションをスタートアップ コンフィ
ギュレーションにコピーして、変更を継続的
に保存します。

次の例では、ユーザ定義テンプレートをコミットする方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# hardware profile tcam resource service-template qos-template
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Details of qos-template:
Region
Features
Size-allocated
Current-usage Available/free
---------------------------------------------------------------------------vacl
vacl
1024
1024
0
svi racl
ifacl
pacl
2048
1024
1024
l3 racl
interface qos
qos
vlan qos
256
256
0
system qos
rbacl
cts
64
32
32
span
interface span
512
512
0
vlan span
sup
sup rdt
192
192
0
copp
switch(config)# copy running-config startup-config

次の作業
システムをリブートします。

テンプレートの削除
テンプレートを作成後、そのテンプレートを削除できます。削除は、そのテンプレートに関する
すべての情報をソフトウェアから取り除きます。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# configure terminal

ステップ 2

switch(config)# no hardware ユーザ定義テンプレートを削除します。
profile tcam resource
保存済みのテンプレートだけが削除できます。コミット
template template-name
済み/実行中のテンプレートは削除できません。実行コン
フィギュレーションに記述されているテンプレートは
（スタートアップ コンフィギュレーションも同様）削除
できません。他のどんなユーザ定義テンプレートも保存
済みのステータスにあれば削除できます。デフォルト テ
ンプレートは削除できません。

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。

次に、テンプレートを削除する例を示します
switch# configure terminal
switch(config)# no hardware profile tcam resource template qos-template

TCAM カービング設定の確認
TCAM カービングの設定情報を表示するには、次のいずれかのコマンドを入力します。
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コマンド

目的

show hardware profile tcam resource template

すべてのテンプレートを表示します。

show hardware profile tcam resource template
nametemplate-name

ユーザ定義テンプレートを表示します。

show hardware profile tcam resource template
default

デフォルト テンプレートを表示します。
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