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はじめに
この前書きは、次の項で構成されています。
• 対象読者, xxi ページ
• 表記法, xxi ページ
• Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの関連資料, xxii 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 スイッチの設置、設定、および維持に携わるネットワーク管理者
を対象としています。

表記法
コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。
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。

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。
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表記法

説明

{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。

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの関連資料
Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ全体のマニュアル セットは、次の URL にあります。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13386/tsd_products_support_series_home.html
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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 フォームよりご連絡ください。ご協力を
よろしくお願いいたします。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手、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。このドキュ
メントは、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html から入手できます。
『What's New in Cisco Product Documentation』では、シスコの新規および改訂版の技術マニュアル
の一覧を、RSS フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用して、コ
ンテンツをデスクトップに配信することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。
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章

新機能および変更された機能に関する情報
この章では、『Cisco Nexus 9000 Series 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』に記載されている新機能および変更された機能に関するリリース固有の情報につい
て説明します。
• 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
次の表は、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リ
リース 7.x』に記載されている新機能および変更機能をまとめたものです。それぞれの説明が記載
されている箇所も併記されています。
表 1：NX-OS リリース 7.x の新機能および変更された機能

機能

説明

変更されたリリース

参照先

AAA

成功および失敗したログ 7.0(3)I4(1)
イン試行をログに記録す
る機能が追加されまし
た。

成功および失敗したロ
グイン試行のロギング,
（31 ページ）

CoPP

ポリシングする CIR の 7.0(3)I4(1)
レート範囲が変更され、
パケットドロップのカウ
ントを 0 から開始するよ
うになりました。

コントロール プレーン
ポリシー マップの設
定, （427 ページ）
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機能

説明

変更されたリリース

IP ACL

イネーブルにされたアク 7.0(3)I4(1)
セス コントロール エン
トリ（ACE）および ACL
情報が、show logging ip
access-list cache コマンド
の出力に表示されるよう
になりました。

IPv4 ACL ロギングの設
定, （250 ページ）

ACL TCAM リージョ Cisco Nexus 9200 シリー 7.0(3)I3(1)
ン
ズ スイッチで新しい
ACL TCAM リージョンが
追加されました。

ACL TCAM リージョ
ン, （213 ページ）

ACL TCAM テンプ
レート

カスタム TCAM テンプ 7.0(3)I3(1)
レートの作成と適用機能
が追加されました。

テンプレートを使用し
た ACL TCAM リージョ
ン サイズの設定, （240
ページ）

CoPP

スタティック CoPP ACL 7.0(3)I3(1)
および新しい show コマ
ンドが Cisco Nexus 9200
シリーズスイッチで導入
されました。また Cisco
NX-OS リリース
7.0(3)I3(1) のデフォルト
クラス マップが導入さ
れ、Cisco Nexus 9200 シ
リーズ スイッチのポリ
サーレートを毎秒のビッ
ト数（毎秒のパケット数
でなく）で行う設定手順
が追加されました。

ダイナミックおよびス
タティック CoPP ACL,
（409 ページ）

IP ACL

Cisco Nexus 9200 シリー 7.0(3)I3(1)
ズスイッチのサポートが
追加されました。

IP ACL の注意事項と制
約事項, （219 ページ）

キーチェーン管理

OSPFv2 HMAC-SHA 認証 7.0(3)I3(1)
のサポートが追加されま
した。

キーチェーン管理の設
定, （379 ページ）

DHCP クライアント

Cisco Nexus 9500 シリー 7.0(3)I2(2)
ズスイッチのサポートが
追加されました。

DHCP の設定, （297
ページ）
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参照先

CoPP の設定の確認, （
435 ページ）
デフォルト クラス マッ
プ：Cisco NX-OS リ
リース 7.0(3)I3(1) 用, （
411 ページ）
コントロール プレーン
ポリシー マップの設
定, （427 ページ）
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機能

説明

変更されたリリース

参照先

ユーザ アカウント

ユーザ名の最初の文字と 7.0(3)I2(2)
してアンダースコア
（_）のサポートが追加
されました。

ユーザ アカウントおよ
び RBAC の設定, （179
ページ）

AAA

次のセキュアログイン機 7.0(3)I2(1)
能が導入されました。

AAA の設定, （15 ペー
ジ）

• ログイン試行をブ
ロックし、待機時間
を強制する機能
• ユーザあたりの最大
ログイン セッショ
ンを制限する機能
• パスワードの長さを
制限する機能
• ユーザによるユーザ
名入力後にパスワー
ド入力を要求する機
能
• RADIUS ないし
TACACS+ 認証また
はアカウンティング
で使用される共有秘
密を隠す機能
ACL TCAM リージョ ACL TCAM リージョン 7.0(3)I2(1)
ン
が、マルチキャスト PIM
Bidir、ネットワーク アド
レス変換（NAT）、
OpenFlow、sFlow、およ
びスタティック MPLS 用
に追加されました。ま
た、ユーザ定義フィール
ド（UDF）を、racl、
ifacl、および vacl TCAM
のリージョンに接続し
て、UDF ベースの SPAN
または ERSPAN を設定す
る機能が追加されまし
た。

ACL TCAM リージョ
ン, （213 ページ）
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機能

説明

変更されたリリース

CoPP

no copp profile および no 7.0(3)I2(1)
service-policy input コマ
ンドの動作が変更されま
した。これらのコマンド
のいずれかを使用して
CoPP をディセーブルに
しようとすると、エラー
メッセージが表示されま
す。以前のリリースでこ
れらのコマンドを入力す
ると、パケットには毎秒
50 パケットのレート制限
が課されます

コントロール プレーン
ポリシングの設定, （
405 ページ）

CoPP

Cisco NX-OS の初期セッ 7.0(3)I2(1)
トアップユーティリティ
から Skip CoPP ポリシー
オプションが削除されま
した。

コントロール プレーン
ポリシングの設定, （
405 ページ）

DHCP クライアント

この機能を Cisco Nexus
9300 シリーズ スイッチ
で導入しました。

DHCP の設定, （297
ページ）

IP ACL

7.0(3)I2(1)
HTTP メソッドの照合
で、パケット中の TCP オ
プションヘッダーの長さ
を指定する機能が追加さ
れました。

IP ACL の設定, （201
ページ）

ユーザ アカウント

暗号化されたパスワード 7.0(3)I2(1)
用に SHA256 ハッシュの
サポートが導入されまし
た。

ユーザ アカウントおよ
び RBAC の設定, （179
ページ）

DHCP リレー

IPv4 用の DHCP リレー送 7.0(3)I1(2)
信元インターフェイスの
サポートが追加されまし
た。

DHCP の設定, （297
ページ）

7.0(3)I2(1)
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参照先

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

変更されたリリース

参照先

DHCP スヌーピング

7.0(3)I1(2)
同じ MAC アドレスと
VLAN をスタティック バ
インディングエントリに
持つ複数の IP アドレスの
サポートが追加されまし
た。

DHCP の設定, （297
ページ）

スイッチポート ブ
ロッキング

この機能が導入されまし 7.0(3)I1(2)
た。

スイッチポート ブロッ
キングの設定, （401
ページ）

ACL TCAM リージョ ACL TCAM リージョン 7.0(3)I1(1)
ン
が、DAI および IPSG 用
に追加されました。

ACL TCAM リージョ
ン, （213 ページ）

DHCP スヌーピング

DHCP の設定, （297
ページ）

この機能が導入されまし 7.0(3)I1(1)
た。

ダイナミック ARP イ この機能が導入されまし 7.0(3)I1(1)
ンスペクション
た。
（DAI）

ダイナミック ARP イン
スペクションの設定,
（345 ページ）

IP ソース ガード
（IPSG）

IP ソース ガードの設
定, （365 ページ）

この機能が導入されまし 7.0(3)I1(1)
た。
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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。
この章は、次の項で構成されています。
• Authentication, Authorization, and Accounting（認証、許可、およびアカウンティング）, 8
ページ
• RADIUS および TACACS+ セキュリティ プロトコル, 9 ページ
• LDAP, 9 ページ
• SSH および Telnet, 9 ページ
• ユーザ アカウントおよびユーザ ロール, 10 ページ
• IP ACL, 10 ページ
• MAC ACL, 10 ページ
• VACL, 11 ページ
• DHCP スヌーピング, 11 ページ
• ダイナミック ARP インスペクション, 11 ページ
• IP ソース ガード, 12 ページ
• パスワード暗号化, 12 ページ
• キーチェーン管理, 12 ページ
• トラフィック ストーム制御, 13 ページ
• コントロール プレーン ポリシング, 13 ページ
• レート制限, 13 ページ
• ソフトウェア イメージ, 13 ページ
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概要
Authentication, Authorization, and Accounting（認証、許可、およびアカウンティング）

• 仮想デバイス コンテキスト, 14 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。
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。
アカウンティング
ユーザ ID、開始時刻と終了時刻、実行コマンド（PPP など）、パケット数、バイト数といっ
た、課金、監査、およびレポートに使用するセキュリティ サーバ情報の収集と送信を行う
手段を提供します。アカウンティングを使用することで、ユーザがアクセスしているサービ
スや、ユーザが消費しているネットワーク リソース量を追跡できます。

（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。

関連トピック
AAA の設定, （15 ページ）
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概要
RADIUS および TACACS+ セキュリティ プロトコル

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。
関連トピック
RADIUS の設定, （51 ページ）
TACACS+ の設定, （83 ページ）

LDAP
Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）は、Cisco NX-OS デバイスにアクセスしようとする
ユーザの検証を集中的に行います。LDAP では、1 台のアクセス コントロール サーバ（LDAP デー
モン）で認証と認可を個別に提供できます。
関連トピック
LDAP の設定, （127 ページ）

SSH および Telnet
セキュア シェル（SSH）サーバを使用すると、SSH クライアントは、Cisco NX-OS デバイスとの
間でセキュアな暗号化された接続を確立できます。SSHは強化暗号化を使用して認証を行います。
Cisco NX-OS ソフトウェアの SSH サーバは、市販の一般的な SSH クライアントと相互運用ができ
ます。
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概要
ユーザ アカウントおよびユーザ ロール

Cisco NX-OS ソフトウェアの SSH クライアントは、無償あるいは商用の SSH サーバと連係して動
作します。
Telnet プロトコルは、ホストとの TCP/IP 接続を確立します。Telnet を使用すると、あるサイトの
ユーザが別のサイトのログイン サーバと TCP 接続を確立し、キーストロークをデバイス間でやり
取りできます。Telnet は、リモート デバイス アドレスとして IP アドレスまたはドメイン名のいず
れかを受け入れます。
関連トピック
SSH および Telnet の設定, （153 ページ）

ユーザ アカウントおよびユーザ ロール
ユーザ アカウントを作成して管理し、Cisco NX-OS デバイス上で行える操作を制限するロールを
割り当てることができます。ロールベース アクセス コントロール（RBAC）を使用すると、割り
当てたロールにルールを定義して、ユーザが行える管理操作の権限を制限できます。
関連トピック
ユーザ アカウントおよび RBAC の設定, （179 ページ）

IP ACL
IP ACL は、トラフィックをパケットのレイヤ 3 ヘッダーの IPv4 情報に基づいてフィルタリング
するために使用できるルールの順序セットです。各ルールには、パケットがルールに一致するた
めに満たさなければならない条件のセットが規定されています。Cisco NX-OS ソフトウェアは、
ある IP ACL がパケットに適用されると判断すると、そのすべてのルールの条件にパケットを照合
し、テストします。最初の一致によってパケットを許可するか拒否するか判定します。一致する
ものがない場合、Cisco NX-OS ソフトウェアは適切なデフォルト ルールを適用します。Cisco NX-OS
ソフトウェアは、許可されたパケットについては処理を続行し、拒否されたパケットはドロップ
します。
関連トピック
IP ACL の設定, （201 ページ）

MAC ACL
MAC ACL は各パケットのレイヤ 2 ヘッダーの情報を使用してトラフィックをフィルタリングす
る ACL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 MAC 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、Cisco NX-OS ソフトウェ
アは適切なデフォルト ルールを適用します。Cisco NX-OS ソフトウェアは、許可されたパケット
については処理を続行し、拒否されたパケットはドロップします。
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VACL

関連トピック
MAC ACL の設定, （273 ページ）

VACL
VLAN ACL（VACL）は、IP ACL または MAC ACL の適用例の 1 つです。VACL を設定し、VLAN
との間でルーティングされるかまたは VLAN 内でブリッジングされ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 フィルタリングおよび特定の物理インターフェイスへ
のトラフィックのリダイレクトだけを目的としたものです。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。
関連トピック
VLAN ACL の設定, （287 ページ）

DHCP スヌーピング
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。
ダイナミック ARP インスペクション（DAI）および IP ソース ガード（IPSG）も、DHCP スヌー
ピング バインディング データベースに格納された情報を使用します。

ダイナミック ARP インスペクション
ダイナミック ARP インスペクション（DAI）を使用することで、有効な ARP 要求と応答だけが中
継されることを保証できます。DAI がイネーブルになり適切に設定されている場合、Cisco NX-OS
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。
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IP ソース ガード

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き、ARP パケットの有効性を判断できます。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。

IP ソース ガード
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。
• 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 と MAC アドレス バインディングに基づいてフィルタリングするので、有効なホス
トの IP アドレスのスプーフィングを使用した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。

パスワード暗号化
高度暗号化規格（AES）パスワード暗号化機能では、サポートするアプリケーション（現在は
RADIUS および TACACS+）のすべての既存および新規に作成されたクリア テキスト パスワード
を、堅牢でリバーシブルのタイプ 6 暗号化形式で保存します。マスター暗号キーは、パスワード
を暗号化および復号化するために使用されます。また、この機能を使用して、暗号化が脆弱な既
存のすべてのパスワードをタイプ 6 暗号化パスワードに変換することもできます。
関連トピック
パスワード暗号化の設定, （373 ページ）

キーチェーン管理
キーチェーン管理を使用すると、キーチェーンの作成と管理を行えます。キーチェーンはキーの
シーケンスを意味します（共有秘密ともいいます）。キーチェーンは、他のデバイスとの通信を
キーベース認証を使用して保護する機能と合わせて使用できます。デバイスでは複数のキーチェー
ンを設定できます。
キーベース認証をサポートするルーティング プロトコルの中には、キーチェーンを使用してヒッ
トレス キー ロールオーバーによる認証を実装できるものがあります。
関連トピック
キーチェーン管理の設定, （379 ページ）
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トラフィック ストーム制御

トラフィック ストーム制御
トラフィック ストーム制御（トラフィック抑制ともいいます）を使用すると、着信トラフィック
のレベルを 1 秒より大きなインターバルでモニタできます。この間、トラフィック レベル（ポー
トの使用可能合計帯域幅に対するパーセンテージ）が、設定したトラフィック ストーム制御レベ
ルと比較されます。入力トラフィックが、ポートに設定したトラフィック ストーム制御レベルに
到達すると、トラフィックストーム制御機能によってそのインターバルが終了するまでトラフィッ
クがドロップされます。
関連トピック
トラフィック ストーム制御の設定, （393 ページ）

コントロール プレーン ポリシング
Cisco NX-OS デバイスは、DoS 攻撃によるパフォーマンスへの影響を防ぐために CoPP を備えてい
ます。Cisco NX-OS デバイスのスーパーバイザ モジュールには、マネージメント プレーンとコン
トロール プレーンの両方が搭載され、ネットワークの運用にクリティカルなモジュールです。
スーパーバイザ モジュールの動作が途絶するような場合には、重大なネットワークの停止につな
がります。スーパーバイザに過剰なトラフィックが加わると、スーパーバイザ モジュールが過負
荷になり、Cisco NX-OS デバイス全体のパフォーマンスが低下する可能性があります。スーパー
バイザ モジュールへの攻撃には、DoS 攻撃のようにコントロール プレーンを流れる IP トラフィッ
ク ストリームが非常に高いレートで発生するものなど、さまざまな種類があります。攻撃によっ
てコントロール プレーンはこれらのパケットの処理に大量の時間を費やしてしまい、本来のトラ
フィック処理が不可能になります。
関連トピック
コントロール プレーン ポリシングの設定, （405 ページ）

レート制限
レート制限を行うことで、出力例外のリダイレクト パケットにより、Cisco NX-OS デバイス上の
スーパーバイザ モジュールに過剰な負荷がかかるのを回避できます。
関連トピック
レート制限の設定, （443 ページ）

ソフトウェア イメージ
Cisco NX-OS ソフトウェアは、1 個の NXOS ソフトウェア イメージ（例：n9000-dk9.6.1.2.I1.1.bin）
で構成されます。このイメージは、すべての Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチで実行されます。
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仮想デバイス コンテキスト

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

AAA の設定
この章では、Cisco NX-OS デバイスで認証、許可、アカウンティング（AAA）を設定する手順に
ついて説明します。
この章は、次の項で構成されています。
• AAA について, 15 ページ
• AAA のライセンス要件, 21 ページ
• AAA の前提条件, 22 ページ
• AAA の注意事項と制約事項, 22 ページ
• AAA のデフォルト設定, 22 ページ
• AAA の設定, 23 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 , 45 ページ
• AAA 設定の確認, 46 ページ
• AAA の設定例, 47 ページ
• ログイン パラメータの設定例, 47 ページ
• パスワード プロンプト機能の設定例, 48 ページ
• AAA に関する追加情報, 49 ページ

AAA について
ここでは、Cisco NX-OS デバイスの AAA について説明します。
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AAA セキュリティ サービス
AAA 機能を使用すると、Cisco NX-OS デバイスを管理するユーザの ID を確認し、ユーザにアク
セスを許可し、ユーザの実行するアクションを追跡できます。Cisco NX-OS デバイスは、Remote
Access Dial-In User Service（RADIUS）プロトコルまたは Terminal Access Controller Access Control
System Plus（TACACS+）プロトコルをサポートします。
Cisco NX-OS は入力されたユーザ ID およびパスワードの組み合わせに基づいて、ローカル データ
ベースによるローカル認証または許可、あるいは 1 つまたは複数の AAA サーバによるリモート認
証または許可を実行します。Cisco NX-OS デバイスと AAA サーバの間の通信は、事前共有秘密
キーによって保護されます。すべての AAA サーバ用または特定の AAA サーバ専用に共通秘密
キーを設定できます。
AAA セキュリティは、次のサービスを実行します。
認証
ログインとパスワードのダイアログ、チャレンジとレスポンス、メッセージング サポート、
および選択したセキュリティ プロトコルに応じた暗号化などを使用してユーザを識別しま
す。
認証は、デバイスにアクセスする人物またはデバイスの ID を確認するプロセスです。この
ID の確認は、Cisco NX-OS デバイスにアクセスするエンティティから提供されるユーザ ID
とパスワードの組み合わせに基づいて行われます。Cisco NX-OS デバイスでは、ローカル認
証（ローカル ルックアップ データベースを使用）またはリモート認証（1 台または複数の
RADIUS サーバまたは TACACS+ サーバを使用）を実行できます。
許可
アクセス コントロールを提供します。AAA 許可は、ユーザが何を実行する権限を与えられ
るかを表す一連の属性を組み立てるプロセスです。Cisco NX-OS ソフトウェアでは、AAA
サーバからダウンロードされる属性を使用して権限付与が行われます。RADIUS や TACACS+
などのリモート セキュリティ サーバは、適切なユーザで該当する権利を定義した属性値
（AV）のペアをアソシエートすることによって、ユーザに特定の権限を付与します。
アカウンティング
情報を収集する、情報をローカルのログに記録する、情報を AAA サーバに送信して課金、
監査、レポート作成などを行う方法を提供します。
アカウンティング機能では、Cisco NX-OS デバイスへのアクセスに使用されるすべての管理
セッションを追跡し、ログに記録して管理します。この情報を使用して、トラブルシュー
ティングや監査のためのレポートを生成できます。アカウンティング ログは、ローカルに
保存することもできれば、リモート AAA サーバに送信することもできます。

（注）

Cisco NX-OS ソフトウェアでは、認証、許可、およびアカウンティングを個別にサポートして
います。たとえば、アカウンティングは設定せずに、認証と許可を設定したりできます。
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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 Cisco NX-OS デバイスのユーザ パスワード リストの管理が容易になり
ます。
• AAA サーバはすでに企業内に幅広く導入されており、簡単に AAA サービスに使用できま
す。
• ファブリック内のすべての Cisco NX-OS デバイスのアカウンティング ログを中央で管理でき
ます。
• ファブリック内の各 Cisco NX-OS デバイスについてユーザ属性を管理する方が、Cisco NX-OS
デバイスのローカル データベースを使用するより簡単です。

AAA サーバ グループ
認証、許可、アカウンティングのためのリモート AAA サーバは、サーバ グループを使用して指
定できます。サーバ グループとは、同じ AAA プロトコルを実装した一連のリモート AAA サーバ
です。サーバ グループの目的は、リモート AAA サーバが応答できなくなったときにフェールオー
バーサーバを提供することです。グループ内の最初のリモートサーバが応答しなかった場合、い
ずれかのサーバが応答を送信するまで、グループ内の次のリモート サーバで試行が行われます。
サーバ グループ内のすべての AAA サーバが応答しなかった場合、そのサーバ グループ オプショ
ンは障害が発生しているものと見なされます。必要に応じて、複数のサーバ グループを指定でき
ます。Cisco NX-OS デバイスは、最初のグループ内のサーバからエラーを受け取った場合、次の
サーバ グループ内のサーバで試行します。

AAA サービス設定オプション
Cisco NX-OS デバイスの AAA 設定は、サービス ベースです。次のサービスごとに異なった AAA
設定を作成できます。
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• User Telnet または Secure Shell（SSH）ログイン認証
• コンソール ログイン認証
• ユーザ管理セッション アカウンティング
次の表に、AAA サービス設定オプションごとに CLI（コマンドライン インターフェイス）の関連
コマンドを示します。
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。
すべての RADIUS サーバ
RADIUS サーバのグローバル プールを使用して認証を行います。
指定サーバ グループ
設定した特定の RADIUS、TACACS+、または LDAP サーバ グループを使用して認証を行い
ます。
ローカル
ローカルのユーザ名またはパスワード データベースを使用して認証を行います。
なし
AAA 認証が使用されないように指定します。

（注）

「指定サーバ グループ」方式でなく、「すべての RADIUS サーバ」方式を指定した場合、Cisco
NX-OS デバイスは、設定された RADIUS サーバのグローバル プールから設定の順に RADIUS
サーバを選択します。このグローバル プールからのサーバは、Cisco NX-OS デバイス上の
RADIUS サーバ グループ内で選択的に設定できるサーバです。
次の表に、AAA サービスに対応して設定できる AAA 認証方式を示します。
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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
ングについて、Cisco NX-OS デバイスは各オプションを指定された順序で試行します。その他
の設定済みオプションが失敗した場合、ローカル オプションがデフォルト方式です。no aaa
authentication login {console | default} fallback error local コマンドを使用すると、コンソール
ログインまたはデフォルト ログインの local オプションをディセーブルにできます。
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ユーザ ログインの認証および許可プロセス
次の図に、ユーザ ログインの認証および許可プロセスのフローチャートを示します。
図 1： ユーザ ログインの認証および許可フロー

次に、このプロセスについて順番に説明します。
• Cisco NX-OS デバイスへのログイン時に、Telnet、SSH、またはコンソール ログインのオプ
ションを使用できます。
• サーバ グループ認証方式を使用して AAA サーバ グループを設定している場合は、Cisco
NX-OS デバイスが次のように、グループ内の最初の AAA サーバに認証要求を送信します。
◦ 特定の AAA サーバが応答しなかった場合は、その次の AAA サーバ、さらにその次へ
と、各サーバが順に試行されます。この処理は、リモート サーバが認証要求に応答する
まで続けられます。
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◦ サーバ グループのすべての AAA サーバが応答しなかった場合、その次のサーバ グルー
プのサーバが試行されます。
◦ コンソール ログインでローカルへのフォールバックがディセーブルでないかぎり、設定
されている認証方式がすべて失敗した場合、ローカル データベースを使用して認証が実
行されます。
• Cisco NX-OS デバイスがリモート AAA サーバ経由で正常に認証を実行した場合は、次の可
能性があります。
◦ AAA サーバ プロトコルが RADIUS の場合、cisco-av-pair 属性で指定されているユーザ
ロールが認証応答とともにダウンロードされます。
◦ AAA サーバ プロトコルが TACACS+ の場合、シェルのカスタム属性として指定されて
いるユーザ ロールを取得するために、もう 1 つの要求が同じサーバに送信されます。
• ユーザ名とパスワードがローカルで正常に認証された場合は、Cisco NX-OS デバイスにログ
インでき、ローカル データベース内で設定されているロールが割り当てられます。

（注）

「残りのサーバ グループなし」とは、すべてのサーバ グループのいずれのサーバからも応答
がないということです。「残りのサーバなし」とは、現在のサーバ グループ内のいずれのサー
バからも応答がないということです。

AES パスワード暗号化およびマスター暗号キー
強力で、反転可能な 128 ビットの高度暗号化規格（AES）パスワード暗号化（タイプ 6 暗号化と
もいう）をイネーブルにすることができます。タイプ 6 暗号化の使用を開始するには、AES パス
ワード暗号化機能をイネーブルにし、パスワード暗号化および復号化に使用されるマスター暗号
キーを設定する必要があります。
AES パスワード暗号化をイネーブルにしてマスター キーを設定すると、タイプ 6 パスワード暗号
化をディセーブルにしない限り、サポートされているアプリケーション（現在は RADIUS と
TACACS+）の既存および新規作成されたクリア テキスト パスワードがすべて、タイプ 6 暗号化
の形式で保存されます。また、既存の弱いすべての暗号化パスワードをタイプ 6 暗号化パスワー
ドに変換するように Cisco NX-OS を設定することもできます。

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

ライセンス要件

Cisco NX-OS

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

AAA の前提条件
リモート AAA サーバには、次の前提条件があります。
• 少なくとも 1 台の RADIUS サーバ、TACACS+ サーバ、または LDAP サーバが IP を使用して
到達可能であることを確認します。
• Cisco NX-OS デバイスが、AAA サーバのクライアントとして設定されていること。
• 秘密キーが、Cisco NX-OS デバイスおよびリモート AAA サーバに設定されていることを確
認します。
• リモート サーバが Cisco NX-OS デバイスからの AAA 要求に応答することを確認します。

AAA の注意事項と制約事項
AAA に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。
• ローカルの Cisco NX-OS デバイス上に設定されているユーザ アカウントが、AAA サーバ上
のリモート ユーザ アカウントと同じ名前の場合、Cisco NX-OS ソフトウェアは、AAA サー
バ上に設定されているユーザ ロールではなく、ローカル ユーザ アカウントのユーザ ロール
をリモート ユーザに適用します。

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

パラメータ

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
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パラメータ

デフォルト

ログイン認証失敗メッセージ

ディセーブル

CHAP 認証

ディセーブル

MSCHAP 認証

ディセーブル

デフォルト アカウンティング方式

local

アカウンティング ログの表示サイズ

250 KB

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

（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。

AAA の設定プロセス
AAA 認証およびアカウンティングを設定するには、次の作業を行います。
1 認証にリモート RADIUS、TACACS+、または LDAP サーバを使用する場合は、Cisco NX-OS
デバイス上でホストを設定します。
2 コンソール ログイン認証方式を設定します。
3 ユーザ ログインのためのデフォルトのログイン認証方式を設定します。
4 デフォルト AAA アカウンティングのデフォルト方式を設定します。

コンソール ログイン認証方式の設定
ここでは、コンソール ログインの認証方式を設定する方法を説明します。
認証方式には、次のものがあります。
• RADIUS サーバのグローバル プール
• RADIUS、TACACS+、または LDAP サーバの指定サブセット
• Cisco NX-OS デバイスのローカル データベース
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• ユーザ名だけ（none）
デフォルトの方式はローカルですが、ディセーブルにするオプションがあります。

（注）

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

（注）

リモート認証がイネーブルになっているときにパスワード回復を実行すると、パスワード回復
の実行後すぐにコンソール ログインのローカル認証がイネーブルになります。そのため、新
しいパスワードを使用して、コンソール ポート経由で Cisco NX-OS デバイスにログインでき
ます。ログイン後は、引き続きローカル認証を使用するか、または AAA サーバで設定された
管理者パスワードのリセット後にリモート認証をイネーブルにすることができます。パスワー
ド回復プロセスに関する詳細情報については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Troubleshooting
Guide』を参照してください。

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

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

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

コンフィギュレーション モードに入ります。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

aaa authentication login console
コンソールのログイン認証方式を設定します。
{groupgroup-list [none] | local | none}
group-list 引数には、グループ名をスペースで区切ったリストを
指定します。グループ名は、次のように指定します。
例：

switch(config)# aaa authentication
login console group radius
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コマンドまたはアクション

目的
radius
RADIUS サーバのグローバル プールを使用して認証を行い
ます。
named-group
RADIUS、TACACS+、または LDAP サーバの指定サブセッ
トを使用して認証を行います。
local 方式では、ローカル データベースを認証に使用します。
none 方式では、AAA 認証が使用されないように指定します。
デフォルトのコンソール ログイン方式は local です。これは、方
式が何も設定されていない場合、または設定された認証方式す
べてについて応答が得られない場合に、コンソール ログインに
対してローカルへのフォールバックがディセーブルでない限り、
使用されます。

ステップ 3

設定モードを終了します。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

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。

例：
switch# show aaa authentication

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

デフォルトのログイン認証方式の設定
認証方式には、次のものがあります。
• RADIUS サーバのグローバル プール
• RADIUS、TACACS+、または LDAP サーバの指定サブセット
• Cisco NX-OS デバイスのローカル データベース
• ユーザ名だけ
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デフォルトの方式はローカルですが、ディセーブルにするオプションがあります。

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

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

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

コンフィギュレーション モードに入ります。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

aaa authentication login default デフォルト認証方式を設定します。
{groupgroup-list [none] | 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
none}
ます。グループ名は、次のように指定します。
例：
switch(config)# aaa
authentication login default
group radius

• radius 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、TACACS+ または LDAP サーバの
名前付きサブセットを使用します。
local 方式では、ローカル データベースを認証に使用します。none 方式
では、AAA 認証が使用されないように指定します。デフォルトのログ
イン方式は local です。これは、方式が何も設定されていない場合、ま
たは設定された認証方式すべてについて応答が得られない場合に、コン
ソール ログインに対してローカルへのフォール バックがディセーブル
でない限り、使用されます。
次のいずれかを設定できます。
• AAA 認証グループ
• 認証なしの AAA 認証グループ
• ローカル認証
• 認証なし
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 3

local キーワードは、AAA 認証グループを設定するときはサ
ポートされません（必須ではありません）。これは、ローカ
ル認証は、リモート サーバが到達不能の場合のデフォルトで
あるためです。たとえば、aaa authentication login default group
g1 を設定した場合、AAA グループ g1 を使用して認証を行う
ことができなければ、ローカル認証が試行されます。これに
対し、aaa authentication login default group g1 none を設定し
た場合、AAA グループ g1 を使用して認証を行うことができ
なければ、認証は実行されません。

設定モードを終了します。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

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。

例：
switch# show aaa
authentication

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

ローカル認証へのフォールバックのディセーブル化
デフォルトでは、コンソールログインまたはデフォルトログインのリモート認証が設定されてい
る場合、どの AAA サーバにも到達不能なときに（認証エラーになります）、ユーザが Cisco NX-OS
デバイスからロックアウトされないように、ローカル認証にフォールバックされます。ただし、
セキュリティを向上させるために、ローカル認証へのフォールバックをディセーブルにできます。

注意

ローカル認証へのフォールバックをディセーブルにすると、Cisco NX-OS デバイスがロックさ
れ、パスワード回復を実行しないとアクセスできなくなることがあります。デバイスからロッ
クアウトされないようにするために、ローカル認証へのフォールバックをディセーブルにする
対象は、デフォルト ログインとコンソール ログインの両方ではなく、いずれかだけにするこ
とを推奨します。
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はじめる前に
コンソール ログインまたはデフォルト ログインのリモート認証を設定します。

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

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

コンフィギュレーション モードに入ります。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

no aaa authentication login {console |
default} fallback error local
例：
switch(config)# no aaa authentication
login console fallback error local

コンソール ログインまたはデフォルト ログインについ
て、リモート認証が設定されている場合にどの AAA サー
バにも到達不能なときに実行されるローカル認証への
フォールバックをディセーブルにします。
ローカル認証へのフォールバックをディセーブルにする
と、次のメッセージが表示されます。
"WARNING!!! Disabling fallback can lock your switch."

ステップ 3

exit

（任意）
設定モードを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show aaa authentication
例：

（任意）
コンソール ログインおよびデフォルト ログイン認証方式
の設定を表示します。

switch# show aaa authentication

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

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

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

コンフィギュレーション モードに入ります。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

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

ステップ 3

AAA 認証のためのデフォルト ユーザ ロールをイネー
ブルにします。デフォルトではイネーブルになってい
ます。
デフォルト ユーザ ロールの機能をディセーブルにする
には、このコマンドの no の形式を使用します。
設定モードを終了します。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show aaa user default-role

（任意）
AAA デフォルト ユーザ ロールの設定を表示します。

例：
switch# show aaa user default-role

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
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ログイン認証失敗メッセージのイネーブル化
ログイン時にリモート AAA サーバが応答しない場合、そのログインは、ローカル ユーザ データ
ベースにロール オーバーして処理されます。このような場合に、ログイン失敗メッセージがイ
ネーブルになっていると、次のメッセージがユーザの端末に表示されます。
Remote AAA servers unreachable; local authentication done.
Remote AAA servers unreachable; local authentication failed.

手順の概要
1. configure terminal
2. aaa authentication login error-enable
3. exit
4. （任意）

show aaa authentication

5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

コンフィギュレーション モードに入ります。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

aaa authentication login error-enable
例：

ログイン認証失敗メッセージをイネーブルにしま
す。デフォルトではディセーブルになっていま
す。

switch(config)# aaa authentication login
error-enable

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 aaa authentication

（任意）
ログイン失敗メッセージの設定を表示します。

例：
switch# show aaa authentication

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
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成功および失敗したログイン試行のロギング
成功および失敗したすべてのログイン試行のログを、設定済みの syslog サーバへ記録するように
スイッチを設定できます。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] login on-failure log
3. [no] login on-success log
4. （任意） show login on-failure log
5. （任意） show login on-successful log
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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] login on-failure log
例：
switch(config)# login on-failure
log

失敗した認証に関するすべてのメッセージを、設定済みの syslog
サーバに記録します。この設定では、次の syslog メッセージが失
敗したログインの後に表示されます。
「AUTHPRIV-3-SYSTEM_MSG: pam_aaa:Authentication failed for user
admin from 172.22.00.00」
（注）

ステップ 3

[no] login on-success log
例：
switch(config)# login on-success
log

ログ レベルで authpriv を 6 とした場合、前述のメッセー
ジと併せて追加の Linux カーネル認証メッセージも表示
されます。これらの追加メッセージを無視させたい場合
は、authpriv 値を 3 に設定する必要があります。

成功した認証に関するすべてのメッセージを、設定済みの syslog
サーバに記録します。この設定では、次の syslog メッセージが成
功したログインの後に表示されます。
「AUTHPRIV-6-SYSTEM_MSG: pam_aaa:Authentication success for
user admin from 172.22.00.00」
（注）

ログ レベルで authpriv を 6 とした場合、前述のメッセー
ジと併せて追加の Linux カーネル認証メッセージも表示
されます。

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
31

AAA の設定
CHAP 認証のイネーブル化

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

show login on-failure log

（任意）
ログイン認証失敗メッセージを syslog サーバのログに記録するよ
う、スイッチが設定されているかを表示します。

例：
switch(config)# show login
on-failure log

ステップ 5

（任意）
ログイン認証成功メッセージを syslog サーバのログに記録するよ
う、スイッチが設定されているかを表示します。

show login on-successful log
例：
switch(config)# show login
on-successful log

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
例：
ションにコピーします。
switch(config)# copy
running-config startup-config

CHAP 認証のイネーブル化
Cisco NX-OS ソフトウェアは、チャレンジ ハンドシェーク認証プロトコル（CHAP）をサポート
しています。このプロトコルは、業界標準の Message Digest（MD5）ハッシュ方式を使用して応
答を暗号化する、チャレンジレスポンス認証方式のプロトコルです。リモート認証サーバ（RADIUS
または TACACS+）を通じて、Cisco NX-OS デバイスへのユーザ ログインに CHAP を使用できま
す。
デフォルトでは、Cisco NX-OS デバイスは、Cisco NX-OS デバイスとリモート サーバの間でパス
ワード認証プロトコル（PAP）認証を使用します。CHAP がイネーブルの場合は、CHAP ベンダー
固有属性（VSA）を認識するように RADIUS サーバまたは TACACS+ サーバを設定する必要があ
ります。
次の表に、CHAP に必要な RADIUS および TACACS+ VSA を示します。
表 5：CHAP RADIUS および TACACS+ VSA

ベンダー ID 番号

ベンダー タイプ番号

VSA

説明

311

11

CHAP-Challenge

AAA サーバから CHAP
ユーザに送信される
チャレンジを保持しま
す。これは、
Access-Request パケッ
トと Access-Challenge
パケットの両方で使用
できます。
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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

CHAP-Response

チャレンジに対する応
答として CHAP ユーザ
が入力した値を保持し
ます。Access-Request
パケットだけで使用し
ます。

はじめる前に
ログイン用の AAA ASCII 認証をディセーブルにします。

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

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

コンフィギュレーション モードに入ります。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

no aaa authentication login ascii-authentication ASCII 認証をディセーブルにします。
例：
switch(config)# no aaa authentication login
ascii-authentication

ステップ 3

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

CHAP 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。
（注）

Cisco NX-OS デバイスで、CHAP と
MSCHAP（または MSCHAP V2）の両方
をイネーブルにすることはできません。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

exit

（任意）
設定モードを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5

show aaa authentication login chap

（任意）
CHAP の設定を表示します。

例：
switch# show aaa authentication login chap

ステップ 6

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

MSCHAP または MSCHAP V2 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。Cisco NX-OS ソフトウェアは、MSCHAP Version 2（MSCHAP V2）にも対応していま
す。リモート認証サーバ（RADIUS または TACACS+）を通じて、Cisco NX-OS スイッチへのユー
ザ ログインに MSCHAP を使用できます。MSCHAP V2 では、リモート認証 RADIUS サーバを介
した Cisco NX-OS デバイスへのユーザ ログインだけがサポートされます。MSCHAP V2 の場合に
TACACS+ グループを設定すると、デフォルトの AAA ログイン認証では、次に設定されている方
式が使用されます。他のサーバ グループが設定されていない場合は、ローカル方式が使用されま
す。

（注）

Cisco NX-OS ソフトウェアは、次のメッセージを表示する場合があります。
「Warning: MSCHAP V2 is supported only with Radius.」
この警告メッセージは単なる情報メッセージであり、RADIUS での MSCHAP V2 の動作には影
響しません。
デフォルトでは、Cisco NX-OS デバイスは、Cisco NX-OS デバイスとリモート サーバの間でパス
ワード認証プロトコル（PAP）認証を使用します。MSCHAP または MSCHAP V2 をイネーブルに
する場合は、MSCHAP および MSCHAP V2 ベンダー固有属性（VSA）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。
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表 6：MSCHAP および MSCHAP V2 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 または
MSCHAP V2 ユーザに
送信されるチャレンジ
を保持します。これ
は、Access-Request パ
ケットと
Access-Challenge パケッ
トの両方で使用できま
す。

211

11

MSCHAP-Response

チャレンジに対する応
答として MSCHAP ま
たは MSCHAP V2 ユー
ザが入力した値を保持
します。Access-Request
パケットでしか使用さ
れません。

はじめる前に
ログイン用の AAA ASCII 認証をディセーブルにします。

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

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

コンフィギュレーション モードに入ります。

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 aaa authentication login ascii-authentication

ASCII 認証をディセーブルにします。

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

ステップ 3

aaa authentication login {mschap | mschapv2}
enable
例：
switch(config)# aaa authentication login
mschap enable

ステップ 4

exit

MSCHAP または MSCHAP V2 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。
（注）

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

設定モードを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5

show aaa authentication login {mschap |
mschapv2}

（任意）
MSCHAP または MSCHAP V2 の設定を表示しま
す。

例：
switch# show aaa authentication login mschap

ステップ 6

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

デフォルトの AAA アカウンティング方式の設定
Cisco NX-OS ソフトウェアは、アカウンティングに TACACS+ 方式と RADIUS 方式をサポートし
ます。Cisco NX-OS デバイスは、ユーザ アクティビティをアカウンティング レコードの形で
TACACS+ セキュリティ サーバまたは RADIUS セキュリティ サーバに報告します。各アカウン
ティング レコードに、アカウンティング属性値（AV）のペアが入っており、それが AAA サーバ
に格納されます。
AAA アカウンティングをアクティブにすると、Cisco NX-OS デバイスは、これらの属性をアカウ
ンティング レコードとして報告します。そのアカウンティング レコードは、セキュリティ サー
バ上のアカウンティング ログに格納されます。
特定のアカウンティング方式を定義するデフォルト方式リストを作成できます。次の方式を含め
ることができます。
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RADIUS サーバ グループ
RADIUS サーバのグローバル プールを使用してアカウンティングを行います。
指定されたサーバ グループ
指定された RADIUS または TACACS+ サーバ グループを使用してアカウンティングを行い
ます。
ローカル
ローカルのユーザ名またはパスワード データベースを使用してアカウンティングを行いま
す。

（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 RADIUS または TACACS+ サーバ グループを設定します。

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

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

コンフィギュレーション モードに入ります。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

aaa accounting default
{groupgroup-list | local}
例：
switch(config)# aaa accounting
default group radius

デフォルトのアカウンティング方式を設定します。
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
がアカウンティングに使用されます。
• named-group：TACACS+ サーバまたは RADIUS サーバの名
前付きサブセットがアカウンティングに使用されます。
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コマンドまたはアクション

目的
local 方式では、アカウンティングにローカル データベースが使
用されます。
デフォルトの方式は、local です。これはサーバ グループが何も
設定されていない場合、または設定されたすべてのサーバグルー
プから応答が得られなかった場合に使用されます。

ステップ 3

設定モードを終了します。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

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。

例：
switch# show aaa accounting

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

Cisco NX-OS デバイスによる AAA サーバの VSA の使用
ベンダー固有属性（VSA）を使用して、AAA サーバ上での Cisco NX-OS ユーザ ロールおよび
SNMPv3 パラメータを指定できます。

VSA の概要
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 separator value *

protocol は、特定の許可タイプを表すシスコの属性です。separator は、必須属性の場合は =（等
号）、オプションの属性の場合は *（アスタリスク）です。
Cisco NX-OS デバイスでの認証に RADIUS サーバを使用する場合は、許可情報などのユーザ属性
を認証結果とともに返すように、RADIUS サーバに RADIUS プロトコルで指示します。この許可
情報は、VSA で指定されます。
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VSA の形式
次の VSA プロトコル オプションが、Cisco NX-OS ソフトウェアでサポートされています。
Shell
ユーザ プロファイル情報を提供する access-accept パケットで使用されるプロトコル。
Accounting
accounting-request パケットで使用されるプロトコル。値にスペースが含まれている場合は、
二重引用符で囲んでください。
次の属性が、Cisco NX-OS ソフトウェアでサポートされています。
roles
ユーザに割り当てられたすべてのロールの一覧です。値フィールドは、グループ名を空白で
区切ったリストの入ったストリングです。たとえば、ユーザが network-operator および
network-admin のロールに属している場合、値フィールドは network-operator network-admin
となります。このサブ属性は Access-Accept フレームの VSA 部分に格納され、RADIUS サー
バから送信されます。この属性は shell プロトコル値とだけ併用できます。次に、ロール属
性を使用する例を示します。
shell:roles=network-operator network-admin
shell:roles*network-operator network-admin

次に、FreeRADIUS でサポートされるロール属性の例を示します。
Cisco-AVPair = shell:roles=\network-operator network-admin\
Cisco-AVPair = shell:roles*\network-operator network-admin\

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

（注）

accountinginfo
標準の RADIUS アカウンティング プロトコルに含まれる属性とともにアカウンティング情
報を格納します。この属性が送信されるのは、スイッチ上の RADIUS クライアントからの
Account-Request フレームの VSA 部分内だけです。この属性は、アカウンティング プロトコ
ル関連の PDU でしか使用できません。
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AAA サーバ上での Cisco NX-OS のユーザ ロールおよび SNMPv3 パラメータの指定
AAA サーバで VSA cisco-av-pair を使用して、次の形式で、Cisco NX-OS デバイスのユーザ ロール
マッピングを指定できます。
shell:roles="roleA roleB …"

cisco-av-pair 属性にロール オプションを指定しなかった場合のデフォルトのユーザ ロールは、
network-operator です。
次のように SNMPv3 認証とプライバシー プロトコル属性を指定することもできます。
shell:roles="roleA roleB..." snmpv3:auth=SHA priv=AES-128

SNMPv3 認証プロトコルに指定できるオプションは、SHA と MD5 です。プライバシー プロトコ
ルに指定できるオプションは、AES-128 と DES です。cisco-av-pair 属性にこれらのオプションを
指定しなかった場合のデフォルトの認証プロトコルは、MD5 と DES です。

セキュア ログイン機能の設定
ログイン パラメータの設定
ログイン パラメータの設定では、サービス妨害（DoS）攻撃の可能性が検出された場合に、以降
のログイン試行を自動的にブロックさせる、あるいは接続試行の失敗が複数検出された場合に、
辞書攻撃の進行をスロー ダウンさせるため強制的に待機モードに入らせることができます。

（注）

システムのスイッチオーバーが発生するか、または AAA プロセスが再起動した場合、この機
能は再起動します。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] login block-forsecondsattemptstrieswithinseconds
3. （任意） [no] login quiet-mode access-classacl-name
4. （任意） show login [failures]
5. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

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] login
待機モードの期間を設定します。すべての引数の範囲は 1 ～
block-forsecondsattemptstrieswithinseconds 65535 です。
例：
switch(config)# login block-for 100
attempts 2 within 60

ここの例では、60 秒以内に 2 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していま
す。
このコマンドを入力すると、Telnet または SSH を経由したロ
グイン試行は、待機モード中にすべて拒否されます。アクセ
ス コントロール リスト（ACL）は、login quiet-mode
access-class コマンドが入力されない限り、待機時間から除外
されません。
（注）

このコマンドは、その他のログイン コマンドを使
用する前に入力する必要があります。

ステップ 3

[no] login quiet-mode access-classacl-name （任意）
待機モードに切り替わるときに、スイッチに適用される ACL
例：
を指定します。スイッチが待機モードにある場合、すべての
switch(config)# login quiet-mode
ログイン要求が拒否され、使用可能な接続はコンソールを経
access-class myacl
由したものだけになります。

ステップ 4

show login [failures]
例：

（任意） ログイン パラメータを表示します。failures オプ
ションは、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(config)# show login

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)# copy running-config
startup-config

ユーザ ログイン セッションの制限
ユーザあたりの同時ログイン セッションの最大数を制限できます。これは複数の不要なセッショ
ンをユーザに与えることを防止し、不正ユーザによる有効な SSH または Telnet セッションへのア
クセスという潜在的なセキュリティ問題を解消します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. [no] user max-loginsmax-logins
3. （任意） show running-config all | i max-login
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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] user max-loginsmax-logins
例：
switch(config)# user max-logins 1

ユーザあたりの同時ログイン セッションの最大数を制限し
ます。指定できる範囲は 1 ～ 7 です。最大ログイン制限を 1
に設定すると、ユーザあたりに割り当てられる Telnet または
SSH セッションは 1 つだけになります。
（注）

ステップ 3

show running-config all | i max-login
例：

設定されたログインの制限は、すべてのユーザに
適用されます。個々のユーザごとに異なる制限を
設定することはできません。

（任意）
ユーザごとに許可されたログイン セッションの最大数を表
示します。

switch(config)# show running-config
all | i max-login

ステップ 4

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)# copy running-config
startup-config

パスワードの長さの制限
ユーザ パスワードの最小および最大の長さを制限できます。この機能を使用して、ユーザに強力
なパスワードを入力するように強制することでシステムのセキュリティを高めることができます。

はじめる前に
password strength-check コマンドを使用して、パスワードの強度の確認をイネーブルにする必要
があります。パスワードの長さは制限しているがパスワードの強度の確認はイネーブルにしてい
ない場合、制限長を超えたパスワードをユーザが入力すると、エラーは表示されますが、ユーザ
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アカウントは作成されます。パスワード長を強制的に適用させてこうしたユーザ アカウントの作
成を防ぐには、パスワードの強度の確認をイネーブルにしてパスワードの長さを制限する必要が
あります。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] userpassphrase {min-lengthmin-length | max-lengthmax-length}
3. （任意） show userpassphrase {length | max-length | min-length}
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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] userpassphrase {min-lengthmin-length |
max-lengthmax-length}

ユーザ パスワードの最小または最大の長さを制限し
ます。パスワードの最小長は 4 ～ 127 文字であり、
パスワードの最大長さは 80 ～ 127 文字です。

例：
switch(config)# userpassphrase min-length 8
max-length 80

ステップ 3

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

（任意）
ユーザ パスワードの最小および最大の長さが表示さ
れます。

例：
switch(config)# show userpassphrase length

ステップ 4

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)# copy running-config
startup-config

ユーザ名のパスワード プロンプトのイネーブル化
ユーザによるユーザ名入力後にパスワード入力を要求するように、スイッチを設定できます。
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手順の概要
1. configure terminal
2. password prompt username
3. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

password prompt username
例：
switch(config)# password prompt username
Password prompt username is enabled.
After providing the required options in the
username command, press enter.
User will be prompted for the username
password and password will be hidden.
Note: Choosing password key in the same line
while configuring user account, password will
not be hidden.

ステップ 3

copy running-config startup-config
例：

password オプションを付けずに username コマンドま
たは snmp-server user コマンドが入力された後に、
ユーザに対してパスワード入力要求のプロンプトを表
示するようスイッチを設定します。ユーザが入力した
パスワードは非表示にされます。この機能をディセー
ブルにするには、このコマンドの no 形式を使用しま
す。

（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)# copy running-config
startup-config

RADIUS または TACACS+ の共有秘密の設定
スイッチと RADIUS または TACACS+ サーバ間のアカウンティングおよびリモート認証用に設定
する共有秘密は、機密情報であるため隠しておく必要があります。これらの暗号化された共有秘
密の生成には、radius-server [host] key および tacacs-server [host] key コマンドをそれぞれ使用し
ます。暗号化された共有秘密の保存には SHA256 ハッシュ メソッドが使用されます。

手順の概要
1. configure terminal
2. generate type7_encrypted_secret
3. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

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

generate type7_encrypted_secret
例：

RADIUS または TACACS+ 共有秘密をキー タイプ 7 で設
定します。共有秘密をプレーン テキストで 2 回入力する
よう求められます。秘密情報は、入力時に非表示にされ
ます。その後、暗号化されたバージョンの秘密情報が表
示されます。

switch(config)# generate
type7_encrypted_secret
Type-7 (Vigenere) Encryption,
Use this encrypted secret to configure
radius and tacacs shared secret with key
（注）
type 7.
Copy complete secret with double quotes.
Enter plain text secret:
Confirm plain text secret:
Type 7 Encrypted secret is : "fewhg"

ステップ 3

copy running-config startup-config
例：

プレーン テキストの秘密情報の暗号化バージョ
ンを別途生成しておき、その後で暗号化された
共有秘密を設定するには、radius-server [host]
key および tacacs-server [host] key 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。

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

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

手順の概要
1. show accounting log [size | last-index | start-seqnumnumber | start-timeyear month day hh:mm:ss]
2. （任意） clear accounting log[logflash]
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手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

show accounting log [size | last-index アカウンティング ログを表示します。このコマンド出力には、デ
| start-seqnumnumber | start-timeyear フォルトで最大 250,000 バイトのアカウンティング ログが表示され
month day hh:mm:ss]
ます。コマンドの出力を制限する場合は、size 引数を使用します。
指定できる範囲は 0 ～ 250000 バイトです。また、ログ出力の開始
例：
シーケンス番号または開始時間を指定できます。開始インデックス
switch# show accounting log
の範囲は、1 ～ 1000000 です。アカウンティング ログ ファイルにあ
る最後のインデックス番号の値を表示するには、last-index キーワー
ドを使用します。

ステップ 2

clear accounting log[logflash]
例：
switch# clear aaa accounting log

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

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

show aaa authentication [login {ascii-authentication| chap|
error-enable | mschap | mschapv2}]

AAA 認証ログイン設定情報を
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 login [failures]

ログイン パラメータを表示し
ます。failures オプションは、
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。
（注）
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clear login failures コ
マンドは、現在の監
視期間でのログイン
の失敗をクリアしま
す。

AAA の設定
AAA の設定例

コマンド

目的

show login on-failure log

ログイン認証失敗メッセージを
syslog サーバのログに記録する
よう、スイッチが設定されてい
るかを表示します。

show login on-successful log

ログイン認証成功メッセージを
syslog サーバのログに記録する
よう、スイッチが設定されてい
るかを表示します。

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 running-config all | i max-login

ユーザごとに許可されたログイ
ン セッションの最大数を表示
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。

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

ユーザ パスワードの最小およ
び最大の長さが表示されます。

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

ログイン パラメータの設定例
次に、60 秒以内に 3 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。この例は、ログインの失敗を示しません。
switch# configure terminal
switch(config)# login block-for 100 attempts 3 within 60
switch(config)# show login
No Quiet-Mode access list has been configured, default ACL will be applied.
Switch is enabled to watch for login Attacks.
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If more than 3 login failures occur in 60 seconds or less,
logins will be disabled for 100 seconds.
Switch presently in Normal-Mode.
Current Watch Window remaining time 45 seconds.
Present login failure count 0.
switch(config)# show login failures
*** No logged failed login attempts with the device.***

以下に、待機モード ACL の設定例を示します。待機時間中、myacl の ACL 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。この例は、ログインの失敗も示します。
switch# configure terminal
switch(config)# login block-for 100 attempts 3 within 60
switch(config)# login quiet-mode access-class myacl
switch(config)# show login
Switch is enabled to watch for login Attacks.
If more than 3 login failures occur in 60 seconds or less,
logins will be disabled for 100 seconds.
Switch presently in Quiet-Mode.
Will remain in Quiet-Mode for 98 seconds.
Denying logins from all sources.
switch(config)# show login failures
Information about last 20 login failure's with the device.
-------------------------------------------------------------------------------Username
Line
SourceIPAddr
Appname
TimeStamp
-------------------------------------------------------------------------------asd
/dev/pts/0
171.70.55.158
login
Mon Aug 3 18:18:54 2015
qweq
/dev/pts/0
171.70.55.158
login
Mon Aug 3 18:19:02 2015
qwe
/dev/pts/0
171.70.55.158
login
Mon Aug 3 18:19:08 2015
--------------------------------------------------------------------------------

パスワード プロンプト機能の設定例
次の例では、username コマンド入力後にユーザ パスワード入力要求のプロンプトを表示し、パス
ワードが入力されなかった場合にはエラー メッセージを表示するようスイッチを設定する方法を
示します。
switch# configure terminal
switch(config)# password prompt username
Password prompt username is enabled.
After providing the required options in the username command, press enter.
User will be prompted for the username password and password will be hidden.
Note: Choosing password key in the same line while configuring user account, password will
not be hidden.
switch(config)# username user1
Enter password:
Confirm password:
warning: password for user:user1 not set. S/he may not be able to login

次の例では、snmp-server user コマンド入力後にユーザ パスワード入力要求のプロンプトを表示
し、その後、ユーザに提示するプロンプトを表示するようにスイッチを設定する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# password prompt username
Password prompt username is enabled.
After providing the required options in the username command, press enter.
User will be prompted for the username password and password will be hidden.
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Note: Choosing password key in the same line while configuring user account, password will
not be hidden.
N9K-1(config)# snmp-server user user1
Enter auth md5 password (Press Enter to Skip):
Enter auth sha password (Press Enter to Skip):

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

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
MIB

MIB のリンク

AAA に関連する MIB

サポートされている MIB を検索およびダウン
ロードするには、次の URL にアクセスしてく
ださい。
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus9000/
Nexus9000MIBSupportList.html
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第

4

章

RADIUS の設定
この章では、Cisco NX-OS デバイスで Remote Access Dial-In User Service（RADIUS）プロトコル
を設定する手順について説明します。
この章は、次の項で構成されています。
• RADIUS について, 51 ページ
• RADIUS のライセンス要件, 55 ページ
• RADIUS の前提条件, 56 ページ
• RADIUS の注意事項と制約事項, 56 ページ
• RADIUS のデフォルト設定, 56 ページ
• RADIUS サーバの設定, 57 ページ
• RADIUS 設定の確認, 79 ページ
• RADIUS サーバのモニタリング, 79 ページ
• RADIUS サーバ統計情報のクリア, 80 ページ
• RADIUS の設定例, 81 ページ
• 次の作業 , 81 ページ
• RADIUS に関する追加情報, 81 ページ

RADIUS について
RADIUS 分散クライアント/ サーバ システムを使用すると、不正アクセスからネットワークを保
護できます。シスコの実装では、RADIUS クライアントは Cisco NX-OS デバイスで稼働し、すべ
てのユーザ認証情報およびネットワーク サービス アクセス情報が格納された中央の RADIUS サー
バに認証要求およびアカウンティング要求を送信します。
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RADIUS ネットワーク環境
RADIUS は、高度なセキュリティを必要とし、同時にリモート ユーザのネットワーク アクセスを
維持する必要があるさまざまなネットワーク環境に実装できます。
RADIUS は、アクセス セキュリティを必要とする次のネットワーク環境で使用します。
• RADIUS をサポートしている複数ベンダーのネットワーク デバイスを使用したネットワーク
たとえば、複数ベンダーのネットワーク デバイスで、単一の RADIUS サーバ ベースのセキュ
リティ データベースを使用できます。
• すでに RADIUS を使用中のネットワーク。RADIUS を使用した Cisco NX-OS デバイスをネッ
トワークに追加できます。この作業は、AAA サーバに移行するときの最初の手順になりま
す。
• リソース アカウンティングが必要なネットワーク。RADIUS アカウンティングは、RADIUS
認証または RADIUS 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 NX-OS デバイスは、既存の RADIUS ソリューションを使用して
ポートを容易に管理できると同時に、共有リソースを効率的に管理してさまざまなサービス
レベル契約（SLA）を提供できます。

RADIUS の動作
ユーザが RADIUS を使用して Cisco NX-OS デバイスへのログインおよび認証を試行すると、次の
プロセスが実行されます。
• ユーザが、ユーザ名とパスワードの入力を求められ、入力します。
• ユーザ名および暗号化されたパスワードが、ネットワーク経由で RADIUS サーバに送信され
ます。
• ユーザは、RADIUS サーバから次のいずれかの応答を受信します。
ACCEPT
ユーザが認証されました。
REJECT
ユーザは認証されず、ユーザ名とパスワードの再入力を求められるか、アクセスを拒
否されます。
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CHALLENGE
RADIUS サーバによってチャレンジが発行されます。チャレンジは、ユーザから追加
データを収集します。
CHANGE PASSWORD
RADIUS サーバからユーザに、新しいパスワードを選択するよう要求が発行されます。
ACCEPT 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。
• 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
応答しない RADIUS サーバがあると、AAA 要求の処理が遅れることがあります。AAA 要求の処
理時間を節約するために、定期的に RADIUS サーバをモニタリングし、RADIUS サーバが応答を
返す（アライブ）かどうかを調べるよう、Cisco NX-OS デバイスを設定できます。Cisco NX-OS デ
バイスは、応答を返さない RADIUS サーバをデッド（dead）としてマークし、デッド RADIUS
サーバには AAA 要求を送信しません。Cisco NX-OS デバイスは定期的にデッド RADIUS サーバ
をモニタリングし、それらが応答を返したら、アライブ状態に戻します。このモニタリング プロ
セスでは、実際の AAA 要求が送信される前に、RADIUS サーバが稼働状態であることを確認しま
す。RADIUS サーバの状態がデッドまたはアライブに変わると、簡易ネットワーク管理プロトコ
ル（SNMP）トラップが生成され、Cisco NX-OS デバイスによって、障害が発生したことを知らせ
るエラー メッセージが表示されます。
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次の図に、RADIUS サーバ モニタリングの状態を示します。
図 2： RADIUS サーバの状態

（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。

ベンダー固有属性
インターネット技術特別調査委員会（IETF）が、ネットワーク アクセス サーバと RADIUS サー
バの間での VSA の通信のための方式を規定する標準を作成しています。IETF は属性 26 を使用し
ます。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 *

protocol は、特定の許可タイプを表すシスコの属性です。separator は、必須属性の場合は =（等
号）、オプションの属性の場合は *（アスタリスク）です。
Cisco NX-OS デバイスでの認証に RADIUS サーバを使用する場合は、許可情報などのユーザ属性
を認証結果とともに返すように、RADIUS サーバに RADIUS プロトコルで指示します。 この許可
情報は、VSA で指定されます。
次の VSA プロトコル オプションが、Cisco NX-OS ソフトウェアでサポートされています。
Shell
ユーザ プロファイル情報を提供する access-accept パケットで使用されるプロトコル。
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Accounting
accounting-request パケットで使用されるプロトコル。値にスペースが含まれている場合は、
二重引用符で囲む必要があります。
Cisco NX-OS ソフトウェアでは、次の属性がサポートされています。
roles
ユーザが属するすべてのロールの一覧です。値フィールドは、スペースで区切られたロール
名を一覧表示したストリングです。たとえば、ユーザが network-operator および network-admin
のロールに属している場合、値フィールドは network-operator network-admin となります。こ
のサブ属性は Access-Accept フレームの VSA 部分に格納され、RADIUS サーバから送信され
ます。この属性はシェル プロトコル値とだけ併用できます。次に、Cisco Access Control Server
（ACS）でサポートされるロール属性の例を示します。
shell:roles=network-operator network-admin
shell:roles*“network-operator network-admin

次に、FreeRADIUS でサポートされるロール属性の例を示します。
Cisco-AVPair = shell:roles=\network-operator network-admin\
Cisco-AVPair = shell:roles*\network-operator network-admin\

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

（注）

accountinginfo
標準の RADIUS アカウンティング プロトコルに含まれる属性とともにアカウンティング情
報を格納します。この属性は、スイッチ上の RADIUS クライアントからの Account-Request
フレームの VSA 部分だけに送信されます。この属性と共に使用できるのは、アカウンティ
ングのプロトコル データ ユニット（PDU）だけです。

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

ライセンス要件

Cisco NX-OS

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

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

RADIUS の注意事項と制約事項
RADIUS に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。
• Cisco NX-OS デバイスに設定できる RADIUS サーバの最大数は 64 です。
• ローカルの Cisco NX-OS デバイス上に設定されているユーザ アカウントが、AAA サーバ上
のリモート ユーザ アカウントと同じ名前の場合、Cisco NX-OS ソフトウェアは、AAA サー
バ上に設定されているユーザ ロールではなく、ローカル ユーザ アカウントのユーザ ロール
をリモート ユーザに適用します。
• ワンタイム パスワードをサポートするのは RADIUS プロトコルだけです。

RADIUS のデフォルト設定
次の表に、RADIUS パラメータのデフォルト設定を示します。
表 7： RADIUS パラメータのデフォルト設定

パラメータ

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
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パラメータ

デフォルト

再送信回数

1

再送信タイマー間隔

5秒

認証ポート

1812

アカウンティング ポート

1813

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

（注）

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

RADIUS サーバの設定プロセス
1 Cisco NX-OS デバイスと RADIUS サーバとの接続を確立します。
2 RADIUS サーバの RADIUS 秘密キーを設定します。
3 必要に応じて、AAA 認証方式用に、RADIUS サーバのサブセットを使用して RADIUS サーバ
グループを設定します。
4 必要に応じて、次のオプションのパラメータを設定します。
• デッドタイム間隔
• ユーザ ログイン時の RADIUS サーバの指定の許可
• タイムアウト間隔
• TCP ポート
5 （任意）RADIUS 設定の配布がイネーブルになっている場合は、ファブリックに対して RADIUS
設定をコミットします。
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関連トピック
RADIUS サーバ ホストの設定, （58 ページ）
グローバル RADIUS キーの設定, （59 ページ）

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

（注）

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

はじめる前に
サーバがすでにサーバ グループのメンバーとして設定されていることを確認します。
サーバが RADIUS トラフィックを認証するよう設定されていることを確認します。
Cisco NX-OS デバイスが、AAA サーバの RADIUS クライアントとして設定されていること。

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

手順の詳細

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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コマンドまたはアクション
ステップ 2

目的

radius-server host {ipv4-address | ipv6-address 認証に使用する RADIUS サーバの IPv4 または IPv6
| hostname}
アドレスまたはホスト名を指定します。
例：
switch(config)# radius-server host
10.10.1.1

ステップ 3

show radius {pending | pending-diff}
例：

（任意）
配布するために保留状態になっている RADIUS 設
定を表示します。

switch(config)# show radius pending

ステップ 4

radius commit
例：

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

switch(config)# radius commit

ステップ 5

設定モードを終了します。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 6

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 7

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
特定の RADIUS サーバ用のキーの設定, （61 ページ）

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

はじめる前に
リモート RADIUS サーバの RADIUS キーの値を取得します。
リモート RADIUS サーバに RADIUS キーを設定します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. radius-server key [0 |6 |7] key-value
3. exit
4. （任意） show radius-server
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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 key [0 |6 |7] key-value

例：

すべての RADIUS サーバ用の RADIUS キーを指定します。key-value
がクリア テキスト（0）の形式か、タイプ 6 暗号化（6）形式か、
タイプ 7 暗号化（7）形式かを指定できます。Cisco NX-OS ソフト
ウェアでは、実行コンフィギュレーションに保存する前にクリア
テキストのキーを暗号化します。デフォルトの形式はクリア テキ
ストです。最大で 63 文字です。

switch(config)# radius-server key
7 "fewhg”

デフォルトでは、RADIUS キーは設定されません。

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

（注）

ステップ 3

exit

共有秘密の設定が generate type7_encrypted_secret コマ
ンドを使用してすでに行われている場合は、 2 番目の例
のように引用符で囲んで入力してください。詳細につい
ては、RADIUS または TACACS+ の共有秘密の設定, （
44 ページ）を参照してください。

設定モードを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show radius-server
例：
switch# show radius-server

（任意）
RADIUS サーバの設定を表示します。
（注）

RADIUS キーは実行コンフィギュレーションに暗号化さ
れた形式で保存されます。暗号化された RADIUS キーを
表示するには、show running-config コマンドを使用しま
す。
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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、スタートアップコンフィギュレー
例：
ションにコピーします。
switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
RADIUS サーバ グループの設定, （63 ページ）
AES パスワード暗号化およびマスター暗号キーについて, （373 ページ）

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

はじめる前に
1 つまたは複数の RADIUS サーバ ホストを設定します。
リモート RADIUS サーバのキーの値を取得します。
RADIUS サーバにキーを設定します。

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

手順の詳細

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

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

特定の RADIUS サーバ用の RADIUS キーを指定します。key-value
がクリア テキスト（0）の形式か、タイプ 6 暗号化（6）形式か、
タイプ 7 暗号化（7）形式かを指定できます。Cisco NX-OS ソフ
トウェアでは、実行コンフィギュレーションに保存する前にクリ
ア テキストのキーを暗号化します。デフォルトの形式はクリア
テキストです。最大で 63 文字です。

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

例：
switch(config)# radius-server host
10.10.1.1 key 7 "fewhg”

ステップ 3

この RADIUS キーがグローバル RADIUS キーの代わりに使用さ
れます。
（注）

共有秘密の設定が generate type7_encrypted_secret コマ
ンドを使用してすでに行われている場合は、 2 番目の
例のように引用符で囲んで入力してください。詳細に
ついては、RADIUS または TACACS+ の共有秘密の設
定, （44 ページ）を参照してください。

設定モードを終了します。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show radius-server
例：
switch# show radius-server

ステップ 5

copy running-config startup-config
例：

（任意）
RADIUS サーバの設定を表示します。
（注）

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

（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
RADIUS サーバ ホストの設定, （58 ページ）
AES パスワード暗号化およびマスター暗号キーについて, （373 ページ）
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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。
これらのサーバ グループはいつでも設定できますが、設定したグループを有効にするには、AAA
サービスに適用する必要があります。

はじめる前に
グループ内のすべてのサーバが RADIUS サーバであることを確認します。

手順の概要
1. configure terminal
2. aaa group server radiusgroup-name
3. server {ipv4-address | ipv6-address | hostname}
4. （任意） deadtimeminutes
5. （任意） server {ipv4-address | ipv6-address | hostname}
6. （任意） use-vrfvrf-name
7. exit
8. （任意） show radius-server groups [group-name]
9. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

ステップ 3

server {ipv4-address | ipv6-address |
hostname}
例：
switch(config-radius)# server
10.10.1.1

RADIUS サーバ グループを作成し、そのグループの RADIUS
サーバ グループ コンフィギュレーション サブモードを開始
します。group-name 引数は、最大 127 文字の長さの英数字
のストリングで、大文字小文字が区別されます。
RADIUS サーバを、RADIUS サーバ グループのメンバーと
して設定します。
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。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch(config-radius)# deadtime 30

（注）

ステップ 5

server {ipv4-address | ipv6-address |
hostname}
例：
switch(config-radius)# server
10.10.1.1

ステップ 6

use-vrfvrf-name
例：

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

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

（任意）
サーバ グループ内のサーバとの接続に使用する VRF を指定
します。

switch(config-radius)# use-vrf vrf1

ステップ 7

設定モードを終了します。

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

ステップ 8

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(config)# show radius-server
groups

ステップ 9

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)# copy running-config
startup-config

関連トピック
RADIUS デッド タイム間隔の設定, （76 ページ）

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
64

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

手順の概要
1. configure terminal
2. ip radius source-interfaceinterface
3. exit
4. （任意） show radius-server
5. （任意） copy running-config startup config

手順の詳細

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 radius source-interfaceinterface
例：

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。

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

ステップ 3

設定モードを終了します。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show radius-server

（任意）
RADIUS サーバの設定情報を表示します。

例：
switch# show radius-server

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
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関連トピック
RADIUS サーバ グループの設定, （63 ページ）

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

（注）

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

（注）

ユーザ指定のログインは Telnet セッションに限りサポートされます。

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

手順の詳細

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 directed-request
例：

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。

switch(config)# radius-server
directed-request
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

show radius {pending | pending-diff}

（任意）
配布するために保留状態になっている RADIUS 設定
を表示します。

例：
switch(config)# show radius pending

ステップ 4

radius commit
例：

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

switch(config)# radius commit

ステップ 5

設定モードを終了します。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 6

show radius-server directed-request

（任意）
directed request の設定を表示します。

例：
switch# show radius-server
directed-request

ステップ 7

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

グローバルな RADIUS 送信リトライ回数とタイムアウト間隔の設定
すべての RADIUS サーバに対するグローバルな再送信リトライ回数とタイムアウト間隔を設定で
きます。デフォルトでは、Cisco NX-OS デバイスはローカル認証に戻す前に、RADIUS サーバへ
の送信を 1 回だけ再試行します。このリトライの回数は、サーバごとに最大 5 回まで増やすこと
ができます。タイムアウト間隔には、Cisco NX-OS デバイスが RADIUS サーバからの応答を待つ
時間を指定します。これを過ぎるとタイムアウト エラーになります。
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手順の概要
1. configure terminal
2. radius-server retransmitcount
3. radius-server timeoutseconds
4. （任意） show radius{pending | pending-diff}
5. （任意） radius commit
6. exit
7. （任意） show radius-server
8. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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 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。

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

ステップ 3

radius-server timeoutseconds
例：

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。

switch(config)# radius-server timeout 10

ステップ 4

show radius{pending | pending-diff}
例：

（任意）
配布するために保留状態になっている RADIUS 設定
を表示します。

switch(config)# show radius pending

ステップ 5

radius commit
例：

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

switch(config)# radius commit

ステップ 6

exit

設定モードを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

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 8

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

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

はじめる前に
1 つまたは複数の RADIUS サーバ ホストを設定します。

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

手順の詳細

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

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

特定のサーバに対する再送信回数を指定します。デフォ
ルトはグローバル値です。
（注）

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

ステップ 3

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

特定のサーバの送信タイムアウト間隔を指定します。デ
フォルトはグローバル値です。
（注）

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

ステップ 4

show radius {pending | pending-diff}
例：

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。

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。

（任意）
配布するために保留状態になっている RADIUS 設定を表
示します。

switch(config)# show radius pending

ステップ 5

radius commit
例：
switch(config)# radius commit

ステップ 6

（任意）
一時データベース内にある RADIUS の設定変更を実行コ
ンフィギュレーションに適用し、CFS によるユーザ ロー
ル設定の配布機能をイネーブルにしている場合は、
RADIUS 設定を他の Cisco NX-OS デバイスに配布します。
設定モードを終了します。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 7

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 8

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
RADIUS サーバ ホストの設定, （58 ページ）
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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。また、デフォルト
のポートとの競合が発生する場合は、RADIUS アカウンティング メッセージと認証メッセージの
送信先である宛先 UDP ポート番号を指定することもできます。

はじめる前に
1 つまたは複数の RADIUS サーバ ホストを設定します。

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

手順の詳細

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 | （任意）
hostname} acct-portudp-port
RADIUS アカウンティングのメッセージに使用する
UDP ポートを指定します。デフォルトの UDP ポート
例：
は 1813 です。範囲は 0 ～ 65535 です。
switch(config)# radius-server host 10.10.1.1
acct-port 2004

ステップ 3

radius-server host {ipv4-address | ipv6-address | （任意）
hostname} accounting
RADIUS サーバをアカウンティングだけに使用する
ことを指定します。デフォルトでは、アカウンティ
例：
ングと認証の両方に使用されます。
switch(config)# radius-server host 10.10.1.1
accounting

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
71

RADIUS 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

コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

radius-server host {ipv4-address | ipv6-address | （任意）
hostname} auth-portudp-port
RADIUS 認証メッセージ用の UDP ポートを指定しま
す。デフォルトの UDP ポートは 1812 です。範囲は
例：
0 ～ 65535 です。
switch(config)# radius-server host 10.10.2.2
auth-port 2005

ステップ 5

radius-server host {ipv4-address | ipv6-address | （任意）
hostname} authentication
RADIUS サーバを認証だけに使用することを指定し
ます。デフォルトでは、アカウンティングと認証の
例：
両方に使用されます。
switch(config)# radius-server host 10.10.2.2
authentication

ステップ 6

show radius {pending | pending-diff}
例：

（任意）
配布するために保留状態になっている RADIUS 設定
を表示します。

switch(config)# show radius pending

ステップ 7

radius commit
例：

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

switch(config)# radius commit

ステップ 8

設定モードを終了します。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 9

show radius-server

（任意）
RADIUS サーバの設定を表示します。

例：
switch(config)# show radius-server

ステップ 10

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
RADIUS サーバ ホストの設定, （58 ページ）
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RADIUS サーバのグローバルな定期モニタリングの設定

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

（注）

各サーバ用に設定されたテスト パラメータは、グローバルのテスト パラメータより優先され
ます。
グローバルコンフィギュレーションパラメータには、サーバで使用するユーザ名とパスワード、
およびアイドル タイマーなどがあります。アイドル タイマーには、RADIUS サーバがどのくらい
の期間要求を受信しなかった場合に、Cisco NX-OS デバイスがテスト パケットを送信するかを指
定します。このオプションを設定して定期的にサーバをテストしたり、1 回だけテストを実行し
たりできます。

（注）

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

（注）

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

はじめる前に
RADIUS をイネーブルにします。

手順の概要
1. configure terminal
2. radius-server test {idle-timeminutes | passwordpassword [idle-timeminutes] | usernamename
[passwordpassword [idle-timeminutes]]}
3. radius-server deadtimeminutes
4. exit
5. （任意） show radius-server
6. （任意） copy running-config startup-config
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各 RADIUS サーバの定期モニタリングの設定

手順の詳細

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 test {idle-timeminutes |
passwordpassword [idle-timeminutes] |
usernamename [passwordpassword
[idle-timeminutes]]}

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

例：

（注）

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

ステップ 3

switch(config)# radius-server deadtime
5

Cisco NX-OS デバイスが、前回応答しなかった RADIUS
サーバをチェックするまでの時間（分）を指定します。
デフォルト値は 0 分です。有効な範囲は 0 ～ 1440 分で
す。

exit

設定モードを終了します。

radius-server deadtimeminutes
例：

ステップ 4

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。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5

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 6

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
各 RADIUS サーバの定期モニタリングの設定, （74 ページ）

各 RADIUS サーバの定期モニタリングの設定
各 RADIUS サーバの可用性をモニタリングできます。コンフィギュレーション パラメータには、
サーバで使用するユーザ名とパスワード、およびアイドルタイマーなどがあります。アイドルタ
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イマーには、RADIUS サーバがどのくらいの期間要求を受信しなかった場合に Cisco NX-OS スイッ
チがテスト パケットを送信するかを指定します。このオプションを設定して定期的にサーバをテ
ストしたり、1 回だけテストを実行したりできます。

（注）

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

（注）

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

（注）

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

はじめる前に
RADIUS をイネーブルにします。
1 つまたは複数の RADIUS サーバ ホストを追加します。

手順の概要
1. configure terminal
2. radius-server host {ipv4-address | ipv6-address | hostname} test {idle-timeminutes | passwordpassword
[idle-timeminutes] | usernamename [passwordpassword [idle-timeminutes]]}
3. radius-server deadtimeminutes
4. exit
5. （任意） show radius-server
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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 サーバ モニタリング用のパラメータを個別に指定しま
| hostname} test {idle-timeminutes |
す。デフォルトのユーザ名は test、デフォルトのパス
passwordpassword [idle-timeminutes] |
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。
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コマンドまたはアクション

目的

usernamename [passwordpassword
[idle-timeminutes]]}

（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。

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

ステップ 3

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

ステップ 4

Cisco NX-OS デバイスが、前回応答しなかった RADIUS
サーバをチェックするまでの時間（分）を指定します。
デフォルト値は 0 分です。有効な範囲は 1 ～ 1440 分で
す。
設定モードを終了します。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5

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 6

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
RADIUS サーバ ホストの設定, （58 ページ）
RADIUS サーバのグローバルな定期モニタリングの設定, （73 ページ）

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

（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。
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RADIUS デッド タイム間隔の設定

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

手順の詳細

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 deadtimeminutes

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。

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

ステップ 3

show radius {pending | pending-diff}
例：

（任意）
配布するために保留状態になっている RADIUS 設定
を表示します。

switch(config)# show radius pending

ステップ 4

radius commit
例：

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

switch(config)# radius commit

ステップ 5

設定モードを終了します。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 6

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 7

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
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関連トピック
RADIUS サーバ グループの設定, （63 ページ）

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

（注）

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

はじめる前に
Cisco NX-OS デバイスで、RADIUS サーバ ホストとデフォルトのリモート ログイン認証を設定し
ます。
次のものがインストールされていることを確認します。
• Cisco Secure Access Control Server（ACS）Version 4.2
• RSA Authentication Manager Version 7.1（RSA SecurID トークン サーバ）
• RSA ACE Agent/Client
ワンタイム パスワードをサポートするために、Cisco NX-OS デバイスで（RADIUS サーバ ホスト
とリモート認証以外の）設定を行う必要はありません。ただし、Cisco Secure ACS を次のように設
定する必要があります。
1 RSA SecurID トークン サーバ認証をイネーブルにします。
2 RSA SecurID トークン サーバを不明ユーザ ポリシー データベースに追加します。

RADIUS サーバまたはサーバ グループの手動モニタリング
RADIUS サーバまたはサーバ グループに対し手動でテスト メッセージを送信できます。

手順の概要
1. test aaa server radius {ipv4-address | ipv6-address | hostname} [vrfvrf-name] username password
2. test aaa groupgroup-name username password
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RADIUS 設定の確認

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

test aaa server radius {ipv4-address | ipv6-address |
hostname} [vrfvrf-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。

例：
switch# test aaa server radius 10.10.1.1 user1
Ur2Gd2BH

ステップ 2

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。

例：
switch# test aaa group RadGroup user2 As3He3CI

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

目的

show radius {status | pending | pending-diff}

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

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

はじめる前に
1 つまたは複数の RADIUS サーバ ホストを設定します。
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RADIUS サーバ統計情報のクリア

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

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

show radius-server statistics {hostname | ipv4-address | ipv6-address} RADIUS 統計情報を表示します。
例：
switch# show radius-server statistics 10.10.1.1

関連トピック
RADIUS サーバ ホストの設定, （58 ページ）
RADIUS サーバ統計情報のクリア, （80 ページ）

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

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

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

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

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

例：
switch# show radius-server statistics 10.10.1.1

ステップ 2

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

RADIUS サーバ統計情報をクリアします。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
switch# clear radius-server statistics 10.10.1.1

関連トピック
RADIUS サーバ ホストの設定, （58 ページ）

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

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

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

VRF コンフィギュレーション

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

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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MIB
MIB

MIB のリンク

RADIUS に関連する MIB

サポートされている MIB を検索およびダウン
ロードするには、次の URL にアクセスしてく
ださい。
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus9000/
Nexus9000MIBSupportList.html
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章

TACACS+ の設定
この章では、Cisco NX-OS デバイス上で Terminal Access Controller Access Control System Plus
（TACACS+）プロトコルを設定する手順について説明します。
この章は、次の項で構成されています。
• TACACS+ について, 83 ページ
• TACACS+ のライセンス要件, 88 ページ
• TACACS+ の前提条件, 88 ページ
• TACACS+ の注意事項と制約事項, 88 ページ
• TACACS+ のデフォルト設定, 89 ページ
• TACACS+ の設定, 89 ページ
• TACACS+ サーバのモニタリング, 121 ページ
• TACACS+ サーバ統計情報のクリア, 122 ページ
• TACACS+ の設定の確認, 123 ページ
• TACACS+ の設定例, 123 ページ
• 次の作業 , 125 ページ
• TACACS+ に関する追加情報, 125 ページ

TACACS+ について
TACACS+ は、Cisco NX-OS デバイスにアクセスしようとするユーザの検証を集中的に行うセキュ
リティ プロトコルです。TACACS+ サービスは、通常 UNIX または 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。Cisco NX-OS デバイスに設
定した TACACS+ 機能を使用可能にするには、TACACS+ サーバにアクセスして TACACS+ サー
バを設定しておく必要があります。
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TACACS+ では、認証、許可、アカウンティングの各ファシリティを個別に提供します。TACACS+
では、単一のアクセス コントロール サーバ（TACACS+ デーモン）が各サービス（認証、許可、
およびアカウンティング）を別個に提供します。各サービスを固有のデータベースに結合し、デー
モンの機能に応じてそのサーバまたはネットワークで使用できる他のサービスを使用できます。
TACACS+ クライアント/サーバ プロトコルでは、トランスポート要件を満たすため TCP（TCP
ポート 49）を使用します。Cisco NX-OS デバイスは、TACACS+ プロトコルを使用して集中型の
認証を行います。

TACACS+ の利点
TACACS+ には、RADIUS 認証にはない次の利点があります。
• 独立した AAA ファシリティを提供する。たとえば、Cisco NX-OS デバイスは、認証を行わ
ずにアクセスを許可できます。
• AAA クライアントとサーバ間のデータ送信に TCP トランスポート プロトコルを使用してい
るため、コネクション型プロトコルによる確実な転送を実行します。
• 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。

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

（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。通常、デーモンはユーザ名とパスワードを入力するよう
求めますが、ユーザの母親の旧姓などの追加項目を求めることもできます。
1 Cisco NX-OS デバイスが接続を確立すると、TACACS+ デーモンにアクセスして、ユーザ名と
パスワードを取得します。
2 Cisco NX-OS デバイスは、最終的に TACACS+ デーモンから次のいずれかの応答を受信しま
す。
ACCEPT
ユーザの認証に成功したので、サービスを開始します。Cisco NX-OS デバイスがユーザ
の許可を要求している場合は、許可が開始されます。
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。
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ERROR
デーモンによる認証サービスの途中でエラーが発生したか、またはデーモンと Cisco
NX-OS デバイスの間のネットワーク接続でエラーが発生しました。Cisco NX-OS デバイ
スが ERROR 応答を受信すると、Cisco NX-OS デバイスは代替方式でユーザ認証を試行し
ます。
認証が終了し、Cisco NX-OS デバイスで許可がイネーブルになっていれば、続いてユーザの許
可フェーズに入ります。ユーザは TACACS+ 許可に進む前に、まず TACACS+ 認証を正常に完
了する必要があります。
3 TACACS+ 許可が必要な場合、Cisco NX-OS デバイスは再度 TACACS+ デーモンにアクセスし
ます。デーモンは ACCEPT または REJECT 許可応答を返します。ACCEPT 応答には、ユーザ
に対する EXEC または NETWORK セッションの送信に使用される属性が含まれます。また
ACCEPT 応答により、ユーザがアクセス可能なサービスが決まります。
この場合のサービスは次のとおりです。
• Telnet、rlogin、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および秘密キー
スイッチを TACACS+ サーバに対して認証するには、TACACS+ 秘密キーを設定する必要があり
ます。秘密キーとは、Cisco NX-OS デバイスと TACACS+ サーバ ホスト間の共有秘密テキスト ス
トリングです。キーの長さは 63 文字で、出力可能な任意の ASCII 文字を含めることができます
（スペースは使用できません）。Cisco NX-OS デバイス上のすべての TACACS+サーバ設定で使用
されるグローバルな秘密キーを設定できます。
グローバルな秘密キーの設定は、個々の TACACS+ サーバの設定時に明示的に key オプションを
使用することによって無効にできます。

TACACS+ サーバのコマンド許可サポート
デフォルトでは、認証されたユーザがコマンドライン インターフェイス（CLI）でコマンドを入
力したときに、Cisco NX-OS ソフトウェアのローカル データベースに対してコマンド許可が行わ
れます。また、TACACS+ を使用して、認証されたユーザに対して許可されたコマンドを確認す
ることもできます。
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TACACS+ サーバのモニタリング
応答を返さない TACACS+ サーバがあると、AAA 要求の処理に遅延が発生する可能性がありま
す。AAA 要求の処理時間を節約するため、Cisco NX-OS デバイスは定期的に TACACS+ サーバを
モニタリングし、TACACS+ サーバが応答を返す（アライブ）かどうかを調べることができます。
Cisco NX-OS デバイスは、応答を返さない TACACS+ サーバをデッド（dead）としてマークし、
デッド TACACS+ サーバには AAA 要求を送信しません。また、Cisco NX-OS デバイスは、定期的
にデッド TACACS+ サーバをモニタリングし、それらが応答を返したら、アライブ状態に戻しま
す。このモニタリング プロセスでは、実際の AAA 要求が送信される前に、TACACS+ サーバが稼
働状態であることを確認します。TACACS+ サーバの状態がデッドまたはアライブに変わると、
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）トラップが生成され、Cisco NX-OS デバイスによっ
て、パフォーマンスに影響が出る前に、障害が発生していることを知らせるエラー メッセージが
表示されます。
次の図に、TACACS+ サーバ モニタリングのサーバの状態を示します。
図 3： TACACS+ サーバの状態

（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）ドラフト標準には、ネットワーク アクセス サーバと
TACACS+ サーバの間でベンダー固有属性（VSA）を伝達する方法が規定されています。IETF は
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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。

TACACS+ 用の Cisco VSA 形式
シスコの TACACS+ 実装では、IETF 仕様で推奨される形式を使用したベンダー固有のオプション
を 1 つサポートしています。シスコのベンダー ID は 9、サポートされるオプションのベンダー タ
イプは 1（名前付き cisco-av-pair）です。値は次の形式のストリングです。
protocol : attribute separator value *

protocol は、特定の許可タイプを表すシスコの属性です。separator は、必須属性の場合は =（等
号）、オプションの属性の場合は *（アスタリスク）です。
Cisco NX-OS デバイスでの認証に TACACS+ サーバを使用した場合、TACACS+ プロトコルは
TACACS+ サーバに対し、認証結果とともに権限付与情報などのユーザ属性を返すように指示し
ます。この許可情報は、VSA で指定されます。
次の VSA プロトコル オプションが、Cisco NX-OS ソフトウェアでサポートされています。
Shell
ユーザ プロファイル情報を提供する access-accept パケットで使用されるプロトコル。
Accounting
accounting-request パケットで使用されるプロトコル。値にスペースが含まれている場合は、
二重引用符で囲む必要があります。
Cisco NX-OS ソフトウェアでは、次の属性がサポートされています。
roles
ユーザが属するすべてのロールの一覧です。値フィールドは、スペースで区切られたロール
名を一覧表示したストリングです。たとえば、ユーザが network-operator および network-admin
のロールに属している場合、値フィールドは network-operator network-admin となります。こ
のサブ属性は Access-Accept フレームの VSA 部分に格納され、TACACS+ サーバから送信さ
れます。この属性はシェル プロトコル値とだけ併用できます。次に、Cisco ACS でサポート
されるロール属性の例を示します。
shell:roles=network-operator network-admin
shell:roles*network-operator network-admin

（注）

VSA を shell:roles*"network-operator network-admin" として指定した場
合、この VSA はオプション属性としてフラグ設定され、他のシスコ
デバイスはこの属性を無視します。
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accountinginfo
標準の TACACS+ アカウンティング プロトコルに含まれる属性とともにアカウンティング
情報を格納します。この属性は、スイッチ上の TACACS+ クライアントから、Account-Request
フレームの VSA 部分にだけ格納されて送信されます。この属性と共に使用できるのは、ア
カウンティングのプロトコル データ ユニット（PDU）だけです。

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

ライセンス要件

Cisco NX-OS

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

TACACS+ の前提条件
TACACS+ には、次の前提条件があります。
• TACACS+ サーバの IPv4 または IPv6 アドレスまたはホスト名を取得すること。
• TACACS+ サーバから秘密キーを取得すること（ある場合）。
• Cisco NX-OS デバイスが、AAA サーバの TACACS+ クライアントとして設定されているこ
と。

TACACS+ の注意事項と制約事項
TACACS+ に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。
• Cisco NX-OS デバイスに設定できる TACACS+ サーバの最大数は 64 です。
• ローカルの Cisco NX-OS デバイス上に設定されているユーザ アカウントが、AAA サーバ上
のリモート ユーザ アカウントと同じ名前の場合、Cisco NX-OS ソフトウェアは、AAA サー
バ上に設定されているユーザ ロールではなく、ローカル ユーザ アカウントのユーザ ロール
をリモート ユーザに適用します。
• グループ内に 6 台以上のサーバが設定されている場合は、デッド タイム間隔を設定すること
を推奨します。6 台以上のサーバを設定する必要がある場合は、デッド タイム間隔を 0 より
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大きな値に設定し、テスト ユーザ名とテスト パスワードを設定することで、デッド サーバ
のモニタリングを有効にしてください。
• TACACS+ サーバでのコマンド認証は、非コンソール セッションにのみ使用できます。コン
ソールを使用してサーバにログインすると、コマンド認可はディセーブルになります。

TACACS+ のデフォルト設定
次の表に、TACACS+ パラメータのデフォルト設定値を示します。
表 8： TACACS+ パラメータのデフォルト設定

パラメータ

デフォルト

TACACS+

ディセーブル

デッド タイマー間隔

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

TACACS+ 許可の特権レベル サポート

ディセーブル

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

（注）

Cisco IOS の CLI に慣れている場合、この機能の Cisco NX-OS コマンドは従来の Cisco IOS コ
マンドと異なる点があるため注意が必要です。
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TACACS+ サーバの設定プロセス
ステップ 1

TACACS+ をイネーブルにします。

ステップ 2

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

ステップ 3

TACACS+ サーバの秘密キーを設定します。

ステップ 4

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

ステップ 5

（任意）TCP ポートを設定します。

ステップ 6

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

ステップ 7

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

関連トピック
TACACS+ のイネーブル化, （90 ページ）

TACACS+ のイネーブル化
デフォルトでは、Cisco NX-OS デバイスの TACACS+ 機能はディセーブルに設定されています。
認証に関するコンフィギュレーション コマンドと検証コマンドを使用するには、TACACS+ 機能
を明示的にイネーブルにする必要があります。

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

手順の詳細

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

feature tacacs+

TACACS+ をイネーブルにします。

例：
switch(config)# feature tacacs+

ステップ 3

設定モードを終了します。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

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

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、Cisco NX-OS デバイス上でその TACACS+ サー
バの IP アドレスかホスト名を設定する必要があります。最大 64 の TACACS+ サーバを設定でき
ます。

（注）

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

はじめる前に
TACACS+ をイネーブルにします。
リモート TACACS+ サーバの IP アドレス（IPv4 または IPv6）またはホスト名を取得しているこ
と。

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

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

tacacs-server host {ipv4-address | ipv6-address | TACACS+ サーバの IP アドレス（IPv4 または
hostname}
IPv6）、またはホスト名を指定します。
例：
switch(config)# tacacs-server host
10.10.2.2

ステップ 3

show tacacs+ {pending | pending-diff}
例：

（任意）
配布するために保留状態になっている TACACS+ 設
定を表示します。

switch(config)# show tacacs+ pending

ステップ 4

tacacs+ commit
例：

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

switch(config)# tacacs+ commit

ステップ 5

exit

設定モードを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 6

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 7

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
TACACS+ のイネーブル化, （90 ページ）
TACACS+ サーバ グループの設定, （96 ページ）
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グローバル TACACS+ キーの設定
Cisco NX-OS デバイスで使用するすべてのサーバについて、グローバル レベルで秘密 TACACS+
キーを設定できます。秘密キーとは、Cisco NX-OS デバイスと TACACS+ サーバ ホスト間の共有
秘密テキスト ストリングです。

はじめる前に
TACACS+ をイネーブルにします。
リモート TACACS+ サーバの秘密キーの値を取得します。

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

手順の詳細

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

tacacs-server key [0 | 6 |7] key-value すべての TACACS+ サーバ用の TACACS+ キーを指定します。
key-value がクリア テキスト（0）の形式か、タイプ 6 暗号化（6）
例：
形式か、タイプ 7 暗号化（7）形式かを指定できます。Cisco NX-OS
switch(config)# tacacs-server key
ソフトウェアでは、実行コンフィギュレーションに保存する前に
0 QsEfThUkO
クリア テキストのキーを暗号化します。デフォルトの形式はクリ
ア テキストです。最大で 63 文字です。
例：
switch(config)# tacacs-server key
7 "fewhg”

デフォルトでは、秘密キーは設定されていません。
（注）

共有秘密の設定が generate type7_encrypted_secret コマ
ンドを使用してすでに行われている場合は、 2 番目の例
のように引用符で囲んで入力してください。詳細につい
ては、RADIUS または TACACS+ の共有秘密の設定, （
44 ページ）を参照してください。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

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
例：
switch# show tacacs-server

ステップ 5

copy running-config startup-config
例：

（任意）
TACACS+ サーバの設定を表示します。
（注）

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

（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
TACACS+ のイネーブル化, （90 ページ）
AES パスワード暗号化およびマスター暗号キーについて, （373 ページ）

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

はじめる前に
TACACS+ をイネーブルにします。
リモート TACACS+ サーバの秘密キーの値を取得します。

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

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
94

TACACS+ の設定
特定の TACACS+ サーバ用のキーの設定

手順の詳細

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

tacacs-server host {ipv4-address |
ipv6-address | host-name} key [0 | 6 |7]
key-value
例：
switch(config)# tacacs-server host
10.10.1.1 key 0 PlIjUhYg

特定の TACACS+ サーバの秘密キーを指定します。key-value が
クリア テキスト（0）の形式か、タイプ 6 暗号化（6）形式か、
タイプ 7 暗号化（7）形式かを指定できます。Cisco NX-OS ソフ
トウェアでは、実行コンフィギュレーションに保存する前にク
リア テキストのキーを暗号化します。デフォルトの形式はクリ
ア テキストです。最大で 63 文字です。
グローバル秘密キーではなく、この秘密キーが使用されます。

例：

switch(config)# tacacs-server host （注）
10.10.1.1 key 7 "fewhg”

ステップ 3

共有秘密の設定が generate type7_encrypted_secret コマ
ンドを使用してすでに行われている場合は、 2 番目の
例のように引用符で囲んで入力してください。詳細に
ついては、RADIUS または TACACS+ の共有秘密の設
定, （44 ページ）を参照してください。

設定モードを終了します。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show tacacs-server
例：
switch# show tacacs-server

ステップ 5

copy running-config startup-config
例：

（任意）
TACACS+ サーバの設定を表示します。
（注）

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

（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
AES パスワード暗号化およびマスター暗号キーについて, （373 ページ）
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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+ をイネーブルにします。

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

手順の詳細

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 tacacs+group-name
例：

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。

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

ステップ 3

server {ipv4-address | ipv6-address | hostname} TACACS+ サーバを、TACACS+ サーバ グループのメン
バーとして設定します。
例：
switch(config-tacacs+)# server 10.10.2.2

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。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

exit

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

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

ステップ 5

show tacacs-server groups

（任意）
TACACS+ サーバ グループの設定を表示します。

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

ステップ 6

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)# copy running-config
startup-config

関連トピック
TACACS+ のイネーブル化, （90 ページ）
リモート AAA サービス, （17 ページ）
TACACS+ サーバ ホストの設定, （91 ページ）
TACACS+ デッド タイム間隔の設定, （107 ページ）

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

手順の概要
1. configure terminal
2. ip tacacs source-interfaceinterface
3. exit
4. （任意） show tacacs-server
5. （任意） copy running-config startup config
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手順の詳細

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 tacacs source-interfaceinterface
例：

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

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

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
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
TACACS+ のイネーブル化, （90 ページ）
TACACS+ サーバ グループの設定, （96 ページ）

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

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

（注）

ユーザ指定のログインは Telnet セッションに限りサポートされます。

はじめる前に
TACACS+ をイネーブルにします。

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

手順の詳細

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

tacacs-server directed-request
例：

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。

switch(config)# tacacs-server
directed-request

ステップ 3

show tacacs+{pending| pending-diff}

（任意）
保留状態になっている TACACS+設定を表示します。

例：
switch(config)# show tacacs+ pending

ステップ 4

tacacs+ commit
例：

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

switch(config)# tacacs+ commit
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

exit

設定モードを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 6

show tacacs-server directed-request

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

例：
switch# show tacacs-server
directed-request

ステップ 7

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
TACACS+ のイネーブル化, （90 ページ）

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

はじめる前に
TACACS+ をイネーブルにします。

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

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

tacacs-server host {ipv4-address | ipv6-address 特定のサーバのタイムアウト間隔を指定します。デ
| hostname} timeoutseconds
フォルトはグローバル値です。
（注）

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

ステップ 3

show tacacs+ {pending | pending-diff}
例：

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

（任意）
配布するために保留状態になっている TACACS+ 設定
を表示します。

switch(config)# show tacacs+ pending

ステップ 4

tacacs+ commit
例：

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

switch(config)# tacacs+ commit

ステップ 5

設定モードを終了します。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 6

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 7

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
TACACS+ のイネーブル化, （90 ページ）
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TCP ポートの設定
別のアプリケーションとポート番号が競合している場合は、TACACS+ サーバ用に別の TCP ポー
トを設定できます。デフォルトでは、Cisco NX-OS デバイスはすべての TACACS+ 要求にポート
49 を使用します。

はじめる前に
TACACS+ をイネーブルにします。

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

手順の詳細

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

tacacs-server host {ipv4-address | ipv6-address サーバに送る TACACS+ メッセージに使用する TCP
| hostname} porttcp-port
ポートを指定します。デフォルトの TCP ポートは
49 です。有効な範囲は 1 ～ 65535 です。
例：
switch(config)# tacacs-server host
10.10.1.1 port 2

ステップ 3

show tacacs+ {pending | pending-diff}
例：

（任意）
配布するために保留状態になっている TACACS+ 設
定を表示します。

switch(config)# show tacacs+ distribution
pending

ステップ 4

tacacs+ commit
例：

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

switch(config)# tacacs+ commit
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TACACS+ サーバのグローバルな定期モニタリングの設定

ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

exit

設定モードを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 6

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 7

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
TACACS+ のイネーブル化, （90 ページ）

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

（注）

各サーバ用に設定されたテスト パラメータは、グローバルのテスト パラメータより優先され
ます。
グローバルコンフィギュレーションパラメータには、サーバで使用するユーザ名とパスワード、
およびアイドル タイマーなどがあります。アイドル タイマーには、TACACS+ サーバがどのくら
いの期間要求を受信しなかった場合に、Cisco NX-OS デバイスがテスト パケットを送信するかを
指定します。このオプションを設定して定期的にサーバをテストしたり、1 回だけテストを実行
したりできます。

（注）

テスト パラメータは、すべてのスイッチに配布されます。ファブリック内に旧リリースが稼
働しているスイッチが 1 つでもある場合は、ファブリック内のすべてのスイッチにテスト パ
ラメータが配布されなくなります。
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（注）

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

（注）

デフォルトのアイドル タイマー値は 0 分です。アイドル 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。

はじめる前に
TACACS+ をイネーブルにします。

手順の概要
1. configure terminal
2. tacacs-server test {idle-timeminutes | passwordpassword [idle-timeminutes] | usernamename
[passwordpassword [idle-timeminutes]]}
3. tacacs-server dead-timeminutes
4. exit
5. （任意） show tacacs-server
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

tacacs-server test {idle-timeminutes |
passwordpassword [idle-timeminutes] |
usernamename [passwordpassword
[idle-timeminutes]]}

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

例：

（注）

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

ステップ 3

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

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。

Cisco NX-OS デバイスが、前回応答しなかった TACACS+
サーバをチェックするまでの時間（分）を指定します。
デフォルト値は 0 分です。有効な範囲は 0 ～ 1440 分で
す。
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各 TACACS+ サーバの定期モニタリングの設定

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

exit

設定モードを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5

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 6

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
各 TACACS+ サーバの定期モニタリングの設定, （105 ページ）

各 TACACS+ サーバの定期モニタリングの設定
各 TACACS+ サーバの可用性をモニタリングできます。コンフィギュレーション パラメータに
は、サーバで使用するユーザ名とパスワード、およびアイドル タイマーなどがあります。アイド
ル タイマーには、TACACS+ サーバがどのくらいの期間要求を受信しなかった場合に、Cisco NX-OS
デバイスがテスト パケットを送信するかを指定します。このオプションを設定して定期的にサー
バをテストしたり、1 回だけテストを実行したりできます。

（注）

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

（注）

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

（注）

デフォルトのアイドル タイマー値は 0 分です。アイドル 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。
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（注）

テスト パラメータは、すべてのスイッチに配布されます。テスト パラメータは、ファブリッ
ク内のスイッチには配信されません。

はじめる前に
TACACS+ をイネーブルにします。
1 つまたは複数の TACACS+ サーバ ホストを追加します。

手順の概要
1. configure terminal
2. tacacs-server host {ipv4-address | ipv6-address | hostname} test {idle-timeminutes | passwordpassword
[idle-timeminutes] | usernamename [passwordpassword [idle-timeminutes]]}
3. tacacs-server dead-timeminutes
4. exit
5. （任意） show tacacs-server
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

tacacs-server host {ipv4-address | ipv6-address
| hostname} 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個別に指定しま
す。デフォルトのユーザ名は test、デフォルトのパス
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。
（注）

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

ステップ 3

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

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。

Cisco NX-OS デバイスが、前回応答しなかった TACACS+
サーバをチェックするまでの時間（分）を指定します。
デフォルト値は 0 分です。有効な範囲は 0 ～ 1440 分で
す。
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TACACS+ の設定
TACACS+ デッド タイム間隔の設定

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

exit

設定モードを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5

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 6

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
TACACS+ サーバ ホストの設定, （91 ページ）
TACACS+ サーバのグローバルな定期モニタリングの設定, （103 ページ）

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

（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 タイマーはグループ単位で設定できます。

はじめる前に
TACACS+ をイネーブルにします。
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TACACS+ の設定
TACACS+ デッド タイム間隔の設定

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

手順の詳細

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

tacacs-server deadtimeminutes
例：

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。

switch(config)# tacacs-server deadtime 5

ステップ 3

show tacacs+{pending| pending-diff}

（任意）
保留状態になっているTACACS+設定を表示します。

例：
switch(config)# show tacacs+ pending

ステップ 4

tacacs+ commit
例：

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

switch(config)# tacacs+ commit

ステップ 5

exit

設定モードを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 6

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 7

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
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ASCII 認証の設定

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。

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

手順の詳細

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

show tacacs+{pending| pending-diff}
例：

（任意）
保留状態になっている TACACS+ 設定を表示しま
す。

switch(config)# show tacacs+ pending

ステップ 4

tacacs+ commit
例：

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

switch(config)# tacacs+ commit
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TACACS+ サーバでの AAA 許可の設定

ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

exit

設定モードを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 6

（任意）
TACACS+ サーバの設定を表示します。

show tacacs-server
例：
switch# show tacacs-server

ステップ 7

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

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

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

はじめる前に
TACACS+ をイネーブルにします。

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

手順の詳細

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 default TACACS+ サーバのデフォルトの AAA 許可方式を設定します。
{groupgroup-list [none] | local | none}
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TACACS+ の設定
TACACS+ サーバでのコマンド許可の設定

コマンドまたはアクション

目的

例：

ssh-certificate キーワードは、証明書認証を使用した TACACS+
許可またはローカル許可を設定します。デフォルトの許可は、
ユーザに割り当てたロールに対して許可されたコマンドのリ
ストであるローカル許可です。

switch(config)# aaa authorization
ssh-certificate
default group TACACSServer1
TACACSServer2

ステップ 3

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。
グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

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
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
TACACS+ のイネーブル化, （90 ページ）

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

注意

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。
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（注）

コンソールを使用してサーバにログインすると、コマンド認可はディセーブルになります。認
証は、非コンソール セッションとコンソール セッションの両方に使用できます。デフォルト
では、コマンド許可はデフォルト（非コンソール）セッション用に設定されていても、コン
ソール セッションに対してディセーブルです。コンソール セッションでコマンド許可をイネー
ブルにするには、コンソールの AAA グループを明示的に設定する必要があります。

（注）

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

はじめる前に
TACACS+ をイネーブルにします。

手順の概要
1. configure terminal
2. aaa authorization {commands | config-commands} {console |default}{groupgroup-list [local] | local}
3. （任意） show tacacs+{pending| pending-diff}
4. （任意） tacacs+ commit
5. exit
6. （任意） show aaa authorization [all]
7. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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 {commands |
TACACS+ サーバの特定の役割にコマンド許可方式を設定しま
config-commands} {console
す。
|default}{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、すべてのコンフィ
例：
switch(config)# aaa authorization ギュレーション コマンドの許可ソースを設定します。
commands
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TACACS+ サーバでのコマンド許可の設定

コマンドまたはアクション

目的

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

console キーワードは、コンソール セッションのコマンド許可を
設定し、default キーワードは、非コンソール セッションのコマ
ンド許可を設定します。
group-list 引数には、TACACS+ サーバ グループの名前をスペー
スで区切ったリストを指定します。このグループに属している
サーバに対して、コマンド許可のためのアクセスが行われます。
local 方式では、許可にローカル ロールベース データベースを使
用します。
設定済みのすべてのサーバ グループで応答に失敗し、フォール
バック方式として local を設定済みの場合、local 方式だけが使用
されます。デフォルトの方式は local です。
TACACS+ サーバ グループの方式のあとにフォールバック方式を
設定していないと、すべてのサーバ グループから応答が得られ
なかった場合は許可に失敗します。
確認プロンプトで Enter キーを押した場合のデフォルトのアク
ションは n です。

ステップ 3

show tacacs+{pending| pending-diff}

（任意）
保留状態になっている TACACS+ 設定を表示します。

例：
switch(config)# show tacacs+
pending

ステップ 4

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

tacacs+ commit
例：
switch(config)# tacacs+ commit

ステップ 5

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 6

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

ステップ 7

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)# copy running-config
startup-config
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TACACS+ の設定
TACACS+ サーバでのコマンド許可のテスト

関連トピック
TACACS+ のイネーブル化, （90 ページ）
TACACS+ サーバでのコマンド許可のテスト, （114 ページ）

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

（注）

許可の正しいコマンドを送信しないと、結果の信頼性が低くなります。

（注）

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

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

手順の概要
1. test aaa authorization command-type {commands | config-commands}
userusernamecommandcommand-string

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1 test aaa authorization command-type
{commands | config-commands}
userusernamecommandcommand-string
例：

目的
TACACS+ サーバで、コマンドに対するユーザの許可をテ
ストします。
commands キーワードは、EXEC コマンドだけを指定し、
config-commands キーワードはコンフィギュレーション コ
マンドだけを指定します。

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。

関連トピック
TACACS+ のイネーブル化, （90 ページ）
TACACS+ サーバでのコマンド許可の設定, （111 ページ）
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ユーザ アカウントおよび RBAC の設定, （179 ページ）

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

（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。

手順の概要
1. terminal verify-only [usernameusername]
2. terminal no verify-only [usernameusername]

手順の詳細

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

ユーザ ロール権限

15

network-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）。

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。

（注）

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

（注）

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

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] feature privilege
3. [no] enable secret[0 | 5] password [priv-lvlpriv-lvl | all]
4. [no] usernameusernamepriv-lvln
5. （任意） show privilege
6. （任意） copy running-config startup-config
7. exit
8. enablelevel
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手順の詳細

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 privilege
例：

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。

switch(config)# feature
privilege

ステップ 3

[no] enable secret[0 | 5] password
[priv-lvlpriv-lvl | all]
例：
switch(config)# enable secret 5
def456 priv-lvl 15

特定の特権レベルのシークレット パスワードをイネーブルまたは
ディセーブルにします。特権レベルが上がるたびに、正しいパス
ワードを入力するようにユーザに要求します。デフォルトではディ
セーブルになっています。
パスワードの形式としてクリア テキストを指定する場合は 0 を入
力し、暗号化された形式を指定する場合は5を入力します。password
引数に指定できる文字数は、最大 64 文字です。priv-lvl 引数は、1
～ 15 です。
（注）

ステップ 4

[no] usernameusernamepriv-lvln
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。

ユーザの許可に対する特権レベルの使用をイネーブルまたはディ
セーブルにします。デフォルトではディセーブルになっています。
priv-lvl キーワードはユーザに割り当てる権限レベルを指定します。
デフォルトの特権レベルはありません。特権レベル 0 ～ 15（priv-lvl
0 ～ priv-lvl 15）は、ユーザ ロール priv-0 ～ priv-15 にマッピングさ
れます。
（任意）
ユーザ名、現在の特権レベル、および累積権限のサポートのステー
タスを表示します。

show privilege
例：
switch(config)# show privilege

ステップ 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
例：
ションにコピーします。
switch(config)# copy
running-config
startup-config
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ステップ 7

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 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。

関連トピック
権限ロールのユーザ コマンドの許可または拒否, （118 ページ）
ユーザ ロールおよびルールの作成, （188 ページ）

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

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] role name priv-n
3. rulenumber{deny| permit} commandcommand-string
4. exit
5. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

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] role name priv-n
例：

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。

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

ステップ 3

rulenumber{deny| permit}
commandcommand-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

必要な規則の数だけ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。

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

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)# copy running-config
startup-config

関連トピック
TACACS+ サーバでの許可に使用する特権レベルのサポートの設定, （115 ページ）
ユーザ ロールおよびルールの作成, （188 ページ）
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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
TACACS+ サーバまたはサーバ グループに、手動でテスト メッセージを送信できます。

はじめる前に
TACACS+ をイネーブルにします。

手順の概要
1. test aaa server tacacs+ {ipv4-address | ipv6-address | hostname} [vrfvrf-name] username password
2. test aaa groupgroup-name username password

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

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。

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

ステップ 2

test aaa groupgroup-name username password

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

例：
switch# test aaa group TacGroup user2 As3He3CI

関連トピック
TACACS+ サーバ ホストの設定, （91 ページ）
TACACS+ サーバ グループの設定, （96 ページ）

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

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

手順の詳細

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 tacacs+

TACACS+ をディセーブルにします。

例：
switch(config)# no feature tacacs+

ステップ 3

設定モードを終了します。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

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

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

はじめる前に
Cisco NX-OS デバイスの TACACS+ サーバを設定します。

手順の概要
1. show tacacs-server statistics {hostname | ipv4-address | ipv6-address}
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手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

show tacacs-server statistics {hostname | ipv4-address | ipv6-address} TACACS+ 統計情報を表示します。
例：
switch# show tacacs-server statistics 10.10.1.1

関連トピック
TACACS+ サーバ ホストの設定, （91 ページ）
TACACS+ サーバ統計情報のクリア, （122 ページ）

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

はじめる前に
Cisco NX-OS デバイスの TACACS+ サーバを設定します。

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

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

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

例：
switch# show tacacs-server statistics 10.10.1.1

ステップ 2

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

TACACS+ サーバ統計情報をクリアしま
す。

例：
switch# clear tacacs-server statistics 10.10.1.1
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関連トピック
TACACS+ サーバ ホストの設定, （91 ページ）

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

show privilege

現在の特権レベル、ユーザ名、および累積権限
サポートのステータスを表示します。

TACACS+ の設定例
次に、TACACS+ サーバ ホストおよびサーバ グループを設定する例を示します。
feature tacacs+
tacacs-server key 7 "ToIkLhPpG"
tacacs-server host 10.10.2.2 key 7 "ShMoMhTl"
aaa group server tacacs+ TacServer
server 10.10.2.2

次に、コマンド許可検証を設定して使用する例を示します。
switch# terminal verify-only
switch# show interface ethernet 7/2 brief
%Success
switch# terminal no verify-only
switch# show interface ethernet 7/2 brief
-------------------------------------------------------------------------------Ethernet
VLAN
Type Mode
Status Reason
Speed
Port
Interface
Ch #
-------------------------------------------------------------------------------Eth7/2
1
eth access down
SFP not inserted
auto(D) --
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次に、ロールの累積権限をイネーブルにし、特権レベル 2 のシークレット パスワードを設定し、
特権レベル 2 の許可用に user3 を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# feature privilege
switch(config)# enable secret def456 priv-lvl 2
switch(config)# username user3 priv-lvl 2
switch(config)# show privilege
User name: user3
Current privilege level: -2
Feature privilege: Enabled
switch(config)# copy running-config startup-config
switch(config)# exit

次に、user3 を priv-2 ロールから priv-15 ロールに変更する例を示します。enable 15 コマンドを入
力した後、ユーザは、enable secret コマンドを使用して管理者によって設定されたパスワードを
入力するよう求められます。特権レベルを 15 に設定すると、このユーザには、イネーブル モー
ドにおける network-admin 権限が付与されます。
User Access Verification
login: user3
Password: ******
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright ©) 2013, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
switch#
switch# enable 15
Password: def456
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright ©) 2013, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
switch-enable#

次に、priv-5 以上のロールを持つすべてのユーザによる pwd コマンドの実行を許可する例を示し
ます。
switch# configure terminal
switch(config)# role name priv-5
switch(config-role)# rule 1 permit command pwd

次に、priv-5 未満のロールを持つすべてのユーザによる show running-config コマンドを拒否する
例を示します。まず、このコマンドを実行する権限を priv-0 ロールから削除する必要があります。
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次の作業

次に、ロール priv-5 でこのコマンドを許可し、priv-5 以上のロールを持つユーザにこのコマンドを
実行する権限が付与されるようにする必要があります。
switch# configure terminal
switch(config)# role name priv-0
switch(config-role)# rule 2 deny command show running-config
switch(config-role)# exit
switch(config)# role name priv-5
switch(config-role)# rule 3 permit command show running-config
switch(config-role)# exit

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

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

VRF コンフィギュレーション

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

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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MIB
MIB

MIB のリンク

TACACS+ に関連する MIB

サポートされている MIB を検索およびダウン
ロードするには、次の URL にアクセスしてく
ださい。
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus9000/
Nexus9000MIBSupportList.html
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第

6

章

LDAP の設定
この章では、Cisco NX-OS デバイス上で Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）を設定す
る方法について説明します。
この章は、次の項で構成されています。
• LDAP について, 127 ページ
• LDAP のライセンス要件, 131 ページ
• LDAP の前提条件, 131 ページ
• LDAP の注意事項と制約事項, 131 ページ
• LDAP のデフォルト設定, 132 ページ
• LDAP の設定, 132 ページ
• LDAP サーバのモニタリング, 148 ページ
• LDAP サーバ統計情報のクリア, 149 ページ
• LDAP 設定の確認, 150 ページ
• LDAP の設定例, 150 ページ
• 次の作業, 151 ページ
• LDAP に関する追加情報, 151 ページ

LDAP について
Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）は、Cisco NX-OS デバイスにアクセスしようとする
ユーザの検証を集中的に行います。LDAP サービスは、通常 UNIX または Windows NT ワークス
テーション上で稼働する LDAP デーモンのデータベースで管理されます。Cisco NX-OS デバイス
に設定した LDAP 機能を使用可能にするには、LDAP サーバにアクセスして設定しておく必要が
あります。
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LDAP では、認証と認可のファシリティが別々に提供されます。LDAP では、1 台のアクセス コ
ントロール サーバ（LDAP デーモン）で各サービス認証と認可を個別に提供できます。各サービ
スを固有のデータベースに結合し、デーモンの機能に応じてそのサーバまたはネットワークで使
用できる他のサービスを使用できます。
LDAP クライアント/サーバ プロトコルでは、トランスポート要件を満たすために、TCP（ポート
389）を使用します。Cisco NX-OS デバイスは、LDAP プロトコルを使用して集中型の認証を行い
ます。

LDAP 認証および許可
クライアントは、簡易バインド（ユーザ名とパスワード）を使用して LDAP サーバとの TCP 接続
および認証セッションを確立します。許可プロセスの一環として、LDAP サーバはそのデータベー
スを検索し、ユーザ プロファイルやその他の情報を取得します。
バインドしてから検索する（認証を行ってから許可する）か、または検索してからバインドする
ように、バインド操作を設定できます。デフォルトでは、検索してからバインドする方式が使用
されます。
検索してからバインドする方式の利点は、baseDN の前にユーザ名（cn 属性）を追加することで認
定者名（DN）を形成するのではなく、検索結果で受け取った DN をバインディング時にユーザ
DN として使用できることです。この方式は、ユーザ DN がユーザ名と baseDN の組み合わせとは
異なる場合に特に役立ちます。ユーザ バインドのために、bindDN が baseDN + append-with-baseDN
として構成されます。ここで、append-with-baseDN は cn=$userid のデフォルト値です。

（注）

バインド方式の代わりに、比較方式を使用して LDAP 認証を確立することもできます。比較方
式では、サーバでユーザ入力の属性値を比較します。たとえば、ユーザ パスワード属性を比
較して認証を行うことができます。デフォルトのパスワード属性タイプは userPassword です。

ユーザ ログインにおける LDAP の動作
LDAP を使用する Cisco NX-OS デバイスに対して、ユーザがパスワード認証プロトコル（PAP）
ログインを試みると、次の処理が行われます。
1 Cisco NX-OS デバイスは接続が確立されると、ユーザ名とパスワードを取得するために LDAP
デーモンに接続します。
2 Cisco NX-OS デバイスは、最終的に LDAP デーモンから次のいずれかの応答を得ます。
• ACCEPT：ユーザの認証に成功したので、サービスを開始します。Cisco NX-OS デバイス
がユーザ許可を必要とする場合は、許可処理が始まります。
• REJECT：ユーザ認証は失敗します。LDAP デーモンは、ユーザに対してそれ以上のアク
セスを拒否するか、ログイン操作を再試行するように要求します。
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• ERROR：デーモンによる認証サービスの途中でエラーが発生したか、またはデーモンと
Cisco NX-OS デバイスの間のネットワーク接続でエラーが発生しました。Cisco NX-OS デ
バイスは ERROR 応答を受信した場合、別の方法でユーザの認証を試行します。
認証が終了し、Cisco NX-OS デバイスで許可がイネーブルになっていれば、続いてユーザの許
可フェーズに入ります。LDAP 許可に進むには、まず LDAP 認証を正常に終了する必要があり
ます。
3 LDAP 許可が必要な場合、Cisco NX-OS デバイスは再び LDAP デーモンに接続し、デーモンか
ら ACCEPT または REJECT 応答が返されます。ACCEPT 応答には、ユーザに対する EXEC ま
たは NETWORK セッションの送信に使用される属性が含まれます。また ACCEPT 応答によ
り、ユーザがアクセス可能なサービスが決まります。この場合のサービスは次のとおりです。
• Telnet、rlogin、ポイントツーポイント プロトコル（PPP）、シリアル ライン インターネッ
ト プロトコル（SLIP）、EXEC サービス
• 接続パラメータ（ホストまたはクライアントの IP アドレス（IPv4 または IPv6）、アクセ
ス リスト、ユーザ タイムアウト）

（注）

LDAP では、デーモンがユーザを認証するために十分な情報を得られるまで、デーモンとユー
ザとの自由な対話を許可します。通常、デーモンはユーザ名とパスワードの組み合わせを入力
するよう求めますが、他の項目を求めることもできます。

（注）

LDAP では、認証の前に許可を行うことができます。

LDAP サーバのモニタリング
応答を返さない LDAP サーバがあると、AAA 要求の処理に遅延が発生することがあります。AAA
要求の処理時間を短縮するために、LDAP サーバを定期的にモニタして LDAP サーバが応答して
いる（アライブ）かどうかを調べることができます。Cisco NX-OS デバイスは、応答の遅い LDAP
サーバをデッド（dead）としてマークし、デッド LDAP サーバには AAA 要求を送信しません。
Cisco NX-OS デバイスはデッド LDAP サーバを定期的にモニタし、応答があればアライブ状態に
戻します。このモニタリング プロセスでは、実際の AAA 要求が送信される前に、LDAP サーバ
が稼働状態であることを確認します。LDAP サーバがデッドまたはアライブの状態に変わると、
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）トラップが生成され、Cisco NX-OS デバイスは、パ
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フォーマンスに影響が出る前に、障害が発生していることをエラー メッセージで表示します。次
の図に、LDAP サーバ モニタリングのサーバの状態を示します。
図 4： LDAP サーバの状態

（注）

稼働中のサーバと停止中のサーバのモニタリング間隔はそれぞれ別で、ユーザが設定できま
す。LDAP サーバ モニタリングを実行するには、テスト認証要求を LDAP サーバに送信しま
す。

LDAP のベンダー固有属性
Internet Engineering Task Force（IETF; インターネット技術特別調査委員会）ドラフト標準には、
ネットワーク アクセス サーバと LDAP サーバ間での Vendor-Specific Attribute（VSA; ベンダー固
有属性）の通信方法が規定されています。IETF は属性 26 を使用します。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。

LDAP 用の Cisco VSA 形式
シスコの LDAP 実装では、IETF 仕様で推奨される形式を使用したベンダー固有オプションを 1 つ
サポートしています。シスコのベンダー ID は 9、サポートされるオプションのベンダー タイプは
1（名前付き cisco-av-pair）です。値は次の形式のストリングです。
protocol : attribute separator value *

protocol は、特定の許可タイプを表すシスコの属性です。separator は、必須属性の場合は =（等
号）、オプションの属性の場合は *（アスタリスク）です。Cisco NX-OS デバイス上の認証に LDAP
サーバを使用した場合、LDAP では LDAP サーバに対して、認証結果とともに権限付与情報など
のユーザ属性を返すように指示します。この許可情報は、VSA で指定されます。Cisco NX-OS ソ
フトウェアでは、次の VSA プロトコル オプションをサポートしています。
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• shell：ユーザ プロファイル情報を提供する access-accept パケットで使用されるプロトコル。
Cisco NX-OS ソフトウェアは、次の属性をサポートしています。
• roles：ユーザが属するすべてのロールの一覧です。値フィールドは、スペースで区切られた
ロール名を一覧表示したストリングです。

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

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

ライセンス要件

Cisco NX-OS

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

LDAP の前提条件
LDAP の前提条件は次のとおりです。
• LDAP サーバの IPv4 または IPv6 アドレスまたはホスト名を取得すること
• Cisco NX-OS デバイスが AAA サーバの LDAP クライアントとして設定されていること

LDAP の注意事項と制約事項
LDAP に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。
• Cisco NX-OS デバイス上には最大 64 の LDAP サーバを設定できます。
• Cisco NX-OS は LDAP バージョン 3 だけをサポートします。
• Cisco NX-OS は次の LDAP サーバだけをサポートします。
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◦ OpenLDAP
◦ Microsoft Active Directory
• Secure Sockets Layer（SSL）上の LDAP は、SSL バージョン 3 および Transport Layer Security
（TLS）バージョン 1 だけをサポートします。
• ローカルの Cisco NX-OS デバイス上に設定されているユーザ アカウントが、AAA サーバ上
のリモート ユーザ アカウントと同じ名前の場合、Cisco NX-OS ソフトウェアは、AAA サー
バ上に設定されているユーザ ロールではなく、ローカル ユーザ アカウントのユーザ ロール
をリモート ユーザに適用します。

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

デフォルト

LDAP

ディセーブル

LDAP 認証方式

検索してからバインド

LDAP 認証メカニズム

プレーン

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

60 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

Cisco

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

LDAP サーバの設定プロセス
次の設定プロセスに従って、LDAP サーバを設定できます。
1 LDAP をイネーブルにします。
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2 LDAP サーバと Cisco NX-OS デバイスの接続を確立します。
3 必要に応じて、AAA 認証方式用に、LDAP サーバのサブセットを使用して LDAP サーバ グルー
プを設定します。
4 （任意）TCP ポートを設定します。
5 （任意）LDAP サーバにデフォルト AAA 認証方式を設定します。
6 （任意）LDAP 検索マップを設定します。
7 （任意）必要に応じて、LDAP サーバの定期モニタリングを設定します。
関連トピック
LDAP のイネーブル化/ディセーブル化, （133 ページ）
LDAP サーバ ホストの設定, （134 ページ）
LDAP サーバの rootDN の設定, （136 ページ）
LDAP サーバ グループの設定, （137 ページ）
TCP ポートの設定, （141 ページ）
LDAP 検索マップの設定, （143 ページ）
LDAP サーバの定期的モニタリングの設定, （144 ページ）

LDAP のイネーブル化/ディセーブル化
デフォルトでは、Cisco NX-OS デバイスの LDAP 機能はディセーブルになっています。認証に関
するコンフィギュレーション コマンドと検証コマンドを使用するには、LDAP 機能を明示的にイ
ネーブルにする必要があります。

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

手順の詳細

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 ldap
例：
switch(config)# feature ldap

LDAP をイネーブルにします。LDAP をディセーブルにす
るには、このコマンドの no 形式を使用します。
（注）

LDAP をディセーブルにすると、関連するすべ
ての設定が自動的に廃棄されます。
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ステップ 3

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
LDAP サーバの設定プロセス, （132 ページ）
LDAP サーバ ホストの設定, （134 ページ）
LDAP サーバの rootDN の設定, （136 ページ）
LDAP サーバ グループの設定, （137 ページ）
グローバルな LDAP タイムアウト間隔の設定, （139 ページ）
LDAP サーバのタイムアウト間隔の設定, （140 ページ）
TCP ポートの設定, （141 ページ）
LDAP 検索マップの設定, （143 ページ）
LDAP サーバの定期的モニタリングの設定, （144 ページ）
LDAP デッド タイム間隔の設定, （146 ページ）
LDAP サーバでの AAA 許可の設定, （147 ページ）

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

（注）

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

はじめる前に
LDAP をイネーブルにします。
リモートの LDAP サーバの IPv4 または IPv6 アドレスまたはホスト名を取得します。
Secure Sockets Layer（SSL）プロトコルをイネーブルにする予定の場合は、Cisco NX-OS デバイス
で LDAP サーバ証明書を手動で設定します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ldap-server host {ipv4-address | ipv6-address | host-name} [enable-ssl]
3. （任意） show ldap-server
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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] ldap-server host {ipv4-address |
ipv6-address | host-name} [enable-ssl]
例：
switch(config)# ldap-server host
10.10.2.2 enable-ssl

ステップ 3

show ldap-server

LDAP サーバの IPv4 または IPv6 アドレス、あるいはホ
スト名を指定します。
enable-ssl キーワードは、LDAP クライアントに SSL セッ
ションを確立させてからバインドまたは検索の要求を送
信することにより、転送されたデータの整合性と機密保
持を保証します。
（任意）
LDAP サーバの設定を表示します。

例：
switch(config)# show ldap-server

ステップ 4

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)# copy running-config
startup-config

関連トピック
LDAP サーバの設定プロセス, （132 ページ）
LDAP のイネーブル化/ディセーブル化, （133 ページ）
LDAP サーバ グループの設定, （137 ページ）
LDAP サーバの rootDN の設定, （136 ページ）
LDAP サーバ グループの設定, （137 ページ）
LDAP サーバの定期的モニタリングの設定, （144 ページ）
LDAP サーバのモニタリング, （148 ページ）
LDAP サーバ統計情報のクリア, （149 ページ）
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LDAP サーバの rootDN の設定
LDAP サーバ データベースのルート指定名（DN）を設定できます。rootDN は、LDAP サーバに
バインドしてそのサーバの状態を確認するために使用します。

はじめる前に
LDAP をイネーブルにします。
リモートの LDAP サーバの IPv4 または IPv6 アドレスまたはホスト名を取得します。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ldap-server host {ipv4-address | ipv6-address | hostname} rootDNroot-name [passwordpassword
[porttcp-port [timeoutseconds] | timeoutseconds]]
3. （任意） show ldap-server
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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] ldap-server host {ipv4-address |
ipv6-address | hostname} rootDNroot-name
[passwordpassword [porttcp-port
[timeoutseconds] | timeoutseconds]]
例：
switch(config)# ldap-server host
10.10.1.1 rootDN
cn=manager,dc=acme,dc=com password
Ur2Gd2BH timeout 60

ステップ 3

show ldap-server

LDAP サーバ データベースの rootDN を指定し、ルートの
パスワードをバインドします。
任意で、サーバに送る LDAP メッセージに使用する TCP
ポートを指定します。有効な範囲は 1 ～ 65535 です。デ
フォルトの TCP ポートはグローバル値です（グローバル
値が設定されていない場合は389）。また、サーバのタイ
ムアウト間隔も指定します。値の範囲は 1 ～ 60 秒です。
デフォルトのタイムアウト値はグローバル値です（グロー
バル値が設定されていない場合は 5 秒）。
（任意）
LDAP サーバの設定を表示します。

例：
switch(config)# show ldap-server
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ステップ 4

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
LDAP サーバの設定プロセス, （132 ページ）
LDAP のイネーブル化/ディセーブル化, （133 ページ）
LDAP サーバ ホストの設定, （134 ページ）

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

はじめる前に
LDAP をイネーブルにします。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] aaa group server ldapgroup-name
3. [no] server {ipv4-address | ipv6-address | host-name}
4. （任意） [no] authentication {bind-first [append-with-baseDNDNstring] | compare
[password-attributepassword]}
5. （任意） [no] enable user-server-group
6. （任意） [no] enable Cert-DN-match
7. （任意） [no] use-vrfvrf-name
8. exit
9. （任意） show ldap-server groups
10. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

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] aaa group server ldapgroup-name
例：

LDAP サーバ グループを作成し、そのグループの LDAP
サーバ グループ コンフィギュレーション モードを開始
します。

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

ステップ 3

[no] server {ipv4-address | ipv6-address |
host-name}
例：
switch(config-ldap)# server 10.10.2.2

ステップ 4

[no] authentication {bind-first
[append-with-baseDNDNstring] | compare
[password-attributepassword]}

LDAP サーバを、LDAP サーバ グループのメンバとして
設定します。
指定した LDAP サーバが見つからない場合は、ldap-server
host コマンドを使用してサーバを設定し、このコマンド
をもう一度実行します。
（任意）
バインド方式または比較方式を使用して LDAP 認証を実
行します。デフォルトの LDAP 認証方式は、検索してか
らバインドするバインド方式です。

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

ステップ 5

[no] enable user-server-group
例：
switch(config-ldap)# enable
user-server-group

ステップ 6

[no] enable Cert-DN-match
例：
switch(config-ldap)# enable
Cert-DN-match

ステップ 7

[no] use-vrfvrf-name
例：

（任意）
グループ検証をイネーブルにします。LDAP サーバでグ
ループ名を設定する必要があります。ユーザは、ユーザ
名が LDAP サーバで設定されたこのグループのメンバと
して示されている場合にだけ、公開キー認証を通じてロ
グインできます。
（任意）
ユーザ プロファイルでユーザ証明書のサブジェクト DN
がログイン可能と示されている場合にだけユーザがログ
インできるようにします。
（任意）
サーバ グループ内のサーバとの接続に使用する VRF を
指定します。

switch(config-ldap)# use-vrf vrf1
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

exit

LDAP サーバ グループ コンフィギュレーション モードを
終了します。

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

ステップ 9

show ldap-server groups

（任意）
LDAP サーバ グループの設定を表示します。

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

ステップ 10

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)# copy running-config
startup-config

関連トピック
LDAP サーバの設定プロセス, （132 ページ）
LDAP サーバ ホストの設定, （134 ページ）
LDAP のイネーブル化/ディセーブル化, （133 ページ）
LDAP サーバ ホストの設定, （134 ページ）

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

はじめる前に
LDAP をイネーブルにします。

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

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] ldap-server timeoutseconds
例：

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

switch(config)# ldap-server timeout 10

ステップ 3

show ldap-server

（任意）
LDAP サーバの設定を表示します。

例：
switch(config)# show ldap-server

ステップ 4

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)# copy running-config
startup-config

関連トピック
LDAP のイネーブル化/ディセーブル化, （133 ページ）
LDAP サーバのタイムアウト間隔の設定, （140 ページ）
LDAP サーバのタイムアウト間隔の設定, （140 ページ）

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

はじめる前に
LDAP をイネーブルにします。

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

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] ldap-server host {ipv4-address |
ipv6-address | hostname} timeoutseconds

（注）

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

ステップ 3

特定のサーバのタイムアウト間隔を指定します。デフォ
ルトはグローバル値です。

show ldap-server

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

（任意）
LDAP サーバの設定を表示します。

例：
switch(config)# show ldap-server

ステップ 4

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)# copy running-config
startup-config

関連トピック
グローバルな LDAP タイムアウト間隔の設定, （139 ページ）
LDAP のイネーブル化/ディセーブル化, （133 ページ）
グローバルな LDAP タイムアウト間隔の設定, （139 ページ）

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

はじめる前に
LDAP をイネーブルにします。
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手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ldap-server host {ipv4-address | ipv6-address | hostname} porttcp-port [timeoutseconds]
3. （任意） show ldap-server
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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] ldap-server host {ipv4-address |
ipv6-address | hostname} porttcp-port
[timeoutseconds]
例：
switch(config)# ldap-server host
10.10.1.1 port 200 timeout 5

サーバに送る LDAP メッセージに使用する TCP ポートを指
定します。デフォルトの TCP ポートは 389 です。有効な範
囲は 1 ～ 65535 です。
任意でサーバのタイムアウト間隔を指定します。値の範囲は
1 ～ 60 秒です。デフォルトのタイムアウト値はグローバル
値です（グローバル値が設定されていない場合は 5 秒）。
（注）

ステップ 3

show ldap-server

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

（任意）
LDAP サーバの設定を表示します。

例：
switch(config)# show ldap-server

ステップ 4

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)# copy running-config
startup-config

関連トピック
LDAP サーバの設定プロセス, （132 ページ）
LDAP のイネーブル化/ディセーブル化, （133 ページ）
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LDAP 検索マップの設定
検索クエリーを LDAP サーバに送信するように LDAP 検索マップを設定できます。サーバはその
データベースで、検索マップで指定された基準を満たすデータを検索します。

はじめる前に
LDAP をイネーブルにします。

手順の概要
1. configure terminal
2. ldap search-mapmap-name
3. （任意） [userprofile | trustedCert | CRLLookup | user-certdn-match | user-pubkey-match |
user-switch-bind] attribute-nameattribute-namesearch-filterfilterbase-DNbase-DN-name
4. （任意） exit
5. （任意） show ldap-search-map
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

ldap search-mapmap-name

LDAP 検索マップを設定します。

例：
switch(config)# ldap search-map map1
switch(config-ldap-search-map)#

ステップ 3

[userprofile | trustedCert | CRLLookup | user-certdn-match |
（任意）
user-pubkey-match | user-switch-bind]
ユーザ プロファイル、信頼できる証明
attribute-nameattribute-namesearch-filterfilterbase-DNbase-DN-name 書、CRL、証明書 DN 一致、公開キー
一致、または user-switchgroup ルック
例：
アップ検索操作の属性名、検索フィル
switch(config-ldap-search-map)# userprofile attribute-name
タ、およびベース DN を設定します。
att-name search-filter
(&(objectClass=inetOrgPerson)(cn=$userid)) base-DN
これらの値は、検索クエリーを LDAP
dc=acme,dc=com
サーバに送信するために使用されま
す。
attribute-name 引数は Nexus ロール定義
を含む LDAP サーバ属性の名前です。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

exit

（任意）
LDAP 検索マップ コンフィギュレー
ション モードを終了します。

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

ステップ 5

show ldap-search-map
例：

（任意）
設定された LDAP 検索マップを表示し
ます。

switch(config)# show ldap-search-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
LDAP サーバの設定プロセス, （132 ページ）
LDAP のイネーブル化/ディセーブル化, （133 ページ）

LDAP サーバの定期的モニタリングの設定
LDAP サーバの可用性をモニタリングできます。設定パラメータには、サーバに対して使用する
ユーザ名とパスワード、サーバにバインドして状態を確認するための rootDN、およびアイドル タ
イマーがあります。アイドル タイマーには、LDAP サーバで何の要求も受信されない状態の時間
を指定します。これを過ぎると Cisco NX-OS デバイスはテスト パケットを送信します。このオプ
ションを設定して定期的にサーバをテストしたり、1 回だけテストを実行したりできます。

（注）

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

はじめる前に
LDAP をイネーブルにします。
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手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ldap-server host {ipv4-address | ipv6-address | hostname} test rootDNroot-name [idle-timeminutes
| passwordpassword [idle-timeminutes] | usernamename [passwordpassword [idle-timeminutes]]]
3. [no] ldap-server deadtimeminutes
4. （任意） show ldap-server
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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] ldap-server host {ipv4-address | ipv6-address
| hostname} test rootDNroot-name
[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 Cisco です。アイドル タイマーのデフォルト値は 60
分です。有効な範囲は 1 ～ 1,440 分です。
（注）

例：

LDAP サーバ データベースの既存のユーザ
でないユーザを指定することを推奨します。

switch(config)# ldap-server host 10.10.1.1
test rootDN root1 username user1 password
Ur2Gd2BH idle-time 3

ステップ 3

[no] ldap-server deadtimeminutes
例：
switch(config)# ldap-server deadtime 5

ステップ 4

show ldap-server

以前に応答の遅かった LDAP サーバを Cisco NX-OS デ
バイスがチェックを始めるまでの分数を指定します。
デフォルト値は 0 分です。有効な範囲は 0 ～ 60 分で
す。
（任意）
LDAP サーバの設定を表示します。

例：
switch(config)# show ldap-server

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)# copy running-config
startup-config

関連トピック
LDAP サーバの設定プロセス, （132 ページ）
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LDAP のイネーブル化/ディセーブル化, （133 ページ）
LDAP サーバ ホストの設定, （134 ページ）

LDAP デッド タイム間隔の設定
すべての LDAP サーバのデッド タイム間隔を設定できます。デッド タイム間隔では、Cisco NX-OS
デバイスが LDAP サーバをデッドであると宣言した後、そのサーバがアライブになったかどうか
を確認するためにテスト パケットを送信するまでの時間を指定します。

（注）

デッド タイム間隔に 0 分を設定すると、LDAP サーバは、応答を返さない場合でも、デッドと
してマークされません。デッド タイム間隔はグループ単位で設定できます。

はじめる前に
LDAP をイネーブルにします。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ldap-server deadtimeminutes
3. （任意） show ldap-server
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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] ldap-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。範囲は 1 ～ 60 分です。

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

ステップ 3

show ldap-server

（任意）
LDAP サーバの設定を表示します。

例：
switch(config)# show ldap-server
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ステップ 4

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
LDAP のイネーブル化/ディセーブル化, （133 ページ）

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

はじめる前に
LDAP をイネーブルにします。

手順の概要
1. configure terminal
2. aaa authorization {ssh-certificate | ssh-publickey} default {groupgroup-list | local}
3. （任意） show aaa authorization [all]
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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 |
LDAP サーバのデフォルトの AAA 許可方式を設定します。
ssh-publickey} default {groupgroup-list |
ssh-certificate キーワードは、証明書認証を使用した LDAP 認
local}
可またはローカル認可を設定し、ssh-publickey キーワードは、
SSH 公開キーを使用した LDAP 認可またはローカル認可を設定
例：
します。デフォルトの許可は、ユーザに割り当てたロールに対
switch(config)# aaa authorization
ssh-certificate default group
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。
LDAPServer1 LDAPServer2
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コマンドまたはアクション

目的
group-list 引数には、LDAP サーバ グループ名をスペースで区
切ったリストを指定します。このグループに属するサーバに対
して、AAA 許可のためのアクセスが行われます。local 方式で
は、許可にローカル データベースが使用されます。

ステップ 3

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

ステップ 4

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)# copy running-config
startup-config

関連トピック
LDAP のイネーブル化/ディセーブル化, （133 ページ）

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

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

手順の概要
1. show ldap-server statistics {hostname | ipv4-address | ipv6-address}

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

show ldap-server statistics {hostname | ipv4-address | ipv6-address} LDAP サーバの統計情報を表示しま
す。
例：
switch# show ldap-server statistics 10.10.1.1
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関連トピック
LDAP サーバ ホストの設定, （134 ページ）
LDAP サーバ統計情報のクリア, （149 ページ）
LDAP サーバ統計情報のクリア, （149 ページ）

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

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

手順の概要
1. （任意） show ldap-server statistics {hostname | ipv4-address | ipv6-address}
2. clear ldap-server statistics {hostname | ipv4-address | ipv6-address}

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

（任意）
LDAPサーバの統計情報を表示します。

例：
switch# show ldap-server statistics 10.10.1.1

ステップ 2

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

LDAPサーバ統計情報をクリアします。

例：
switch# clear ldap-server statistics 10.10.1.1

関連トピック
LDAP サーバのモニタリング, （148 ページ）
LDAP サーバ ホストの設定, （134 ページ）
LDAP サーバのモニタリング, （148 ページ）
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LDAP 設定の確認
LDAP 設定情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。
コマンド

目的

show running-config ldap [all]

実行コンフィギュレーションの LDAP 設定を表
示します。

show startup-config ldap

スタートアップ コンフィギュレーションの
LDAP 設定を表示します。

show ldap-server

LDAP 設定情報を表示します。

show ldap-server groups

LDAP サーバ グループの設定情報を表示しま
す。

show ldap-server statistics {hostname | ipv4-address LDAP 統計情報を表示します。
| ipv6-address}
show ldap-search-map

設定されている LDAP 属性マップに関する情報
を表示します。

LDAP の設定例
次に、LDAP サーバ ホストおよびサーバ グループを設定する例を示します。
feature ldap
ldap-server host 10.10.2.2 enable-ssl
aaa group server ldap LdapServer
server 10.10.2.2
exit
show ldap-server
show ldap-server groups

次に、LDAP 検索マップを設定する例を示します。
ldap search-map s0
userprofile attribute-name att-name search-filter
(&(objectClass=inetOrgPerson)(cn=$userid)) base-DN dc=acme,dc=com
exit
show ldap-search-map

次に、LDAP サーバに対する証明書認証を使用して AAA 許可を設定する例を示します。
aaa authorization ssh-certificate default group LDAPServer1 LDAPServer2
exit
show aaa authorization
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次の作業
これで、サーバ グループも含めて AAA 認証方式を設定できるようになります。

LDAP に関する追加情報
関連資料
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』

VRF コンフィギュレーション

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

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
MIB

MIB のリンク

LDAP に関連する MIB

サポートされている MIB を検索およびダウン
ロードするには、次の URL にアクセスしてく
ださい。
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus9000/
Nexus9000MIBSupportList.html
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章

SSH および Telnet の設定
この章では、Cisco NX-OS デバイス上でセキュア シェル（SSH）プロトコルおよび Telnet を設定
する手順について説明します。
この章は、次の項で構成されています。
• SSH および Telnet について, 153 ページ
• SSH および Telnet のライセンス要件, 155 ページ
• SSH および Telnet の前提条件, 156 ページ
• SSH と Telnet の注意事項と制約事項, 156 ページ
• SSH および Telnet のデフォルト設定, 156 ページ
• SSH の設定, 157 ページ
• Telnet の設定, 170 ページ
• SSH および Telnet の設定の確認, 173 ページ
• SSH の設定例, 173 ページ
• SSH のパスワードが不要なファイル コピーの設定例, 174 ページ
• SSH および Telnet に関する追加情報, 176 ページ

SSH および Telnet について
ここでは、SSH および Telnet について説明します。
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SSH サーバ
SSH サーバを使用すると、SSH クライアントは Cisco NX-OS デバイスとの間でセキュアな暗号化
された接続を確立できます。SSH は強化暗号化を使用して認証を行います。Cisco NX-OS ソフト
ウェアの SSH サーバは、市販の一般的な SSH クライアントと相互運用ができます。
SSH がサポートするユーザ認証メカニズムには、Remote Authentication Dial-In User Service
（RADIUS）、TACACS+、LDAP、およびローカルに格納されたユーザ名とパスワードを使用し
た認証があります。

SSH クライアント
SSH クライアントは、SSH プロトコルで稼働しデバイス認証および暗号化を提供するアプリケー
ションです。Cisco NX-OS デバイスは、SSH クライアントを使用して、別の Cisco NX-OS デバイ
スまたは SSH サーバの稼働する他のデバイスとの間で暗号化された安全な接続を確立できます。
この接続は、暗号化されたアウトバウンド接続を実現します。認証と暗号化により、SSH クライ
アントは、セキュリティ保護されていないネットワーク上でもセキュアな通信を実現できます。
Cisco NX-OS ソフトウェアの SSH クライアントは、無償あるいは商用の SSH サーバと連係して動
作します。

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

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。

デジタル証明書を使用した SSH 認証
Cisco NX-OS デバイスでの SSH 認証では、ホスト認証用に X.509 デジタル証明書をサポートして
います。X.509 デジタル証明書は、メッセージの出所と整合性を保証するデータ項目です。これ
には安全な通信のための暗号化されたキーが含まれています。また、発信者のアイデンティティ
を証明するために信頼できる認証局（CA）によって署名されています。X.509 デジタル証明書の
サポートにより、認証に DSA と RSA のいずれかのアルゴリズムを使用します。
証明書のインフラストラクチャでは、Secure Socket Layer（SSL）に対応し、セキュリティ インフ
ラストラクチャによってクエリーまたは通知を通じて最初に返される証明書が使用されます。証
明書が信頼できる CA のいずれかから発行されたものであれば、証明書の検証は成功です。
X.509 証明書を使用する SSH 認証用にデバイスを設定できます。認証に失敗した場合は、パスワー
ドの入力が求められます。

Telnet サーバ
Telnet プロトコルは、ホストとの TCP/IP 接続を確立します。Telnet を使用すると、あるサイトの
ユーザが別のサイトのログイン サーバと TCP 接続を確立し、キーストロークをデバイス間でやり
取りできます。Telnet は、リモート デバイス アドレスとして IP アドレスまたはドメイン名のいず
れかを受け入れます。
デフォルトでは、Telnet サーバが Cisco NX-OS デバイス上でディセーブルになっています。

SSH および Telnet のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
製品

ライセンス要件

Cisco NX-OS

SSH および Telnet にはライセンスは必要ありま
せん。ライセンス パッケージに含まれていない
機能は nx-os イメージにバンドルされており、
無料で提供されます。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。
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SSH および Telnet の前提条件
レイヤ 3 インターフェイス上で IP、mgmt 0 インターフェイス上でアウトバンド、またはイーサ
ネット インターフェイス上でインバンドを設定していることを確認します。

SSH と Telnet の注意事項と制約事項
SSH および Telnet に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。
• Cisco NX-OS ソフトウェアは、SSH バージョン 2（SSHv2）だけをサポートしています。
• X.509 証明書を使用する SSH 認証用にデバイスを設定できます。認証に失敗した場合は、パ
スワードの入力が求められます。
• SFTP サーバ機能では、通常の SFTP の chown および chgrp コマンドはサポートされませ
ん。
• SFTP サーバがイネーブルになっている場合は、admin ユーザだけが SFTP を使用してデバイ
スにアクセスできます。

（注）

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

SSH および Telnet のデフォルト設定
次の表に、SSH および Telnet パラメータのデフォルト設定を示します。
表 9：デフォルトの SSH および Telnet パラメータ

パラメータ

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

ディセーブル

Telnet ポート番号

23

SSH ログインの最大試行回数

3
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パラメータ

デフォルト

SCP サーバ

ディセーブル

SFTP サーバ

ディセーブル

SSH の設定
ここでは、SSH の設定方法について説明します。

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

手順の概要
1. configure terminal
2. no feature ssh
3. ssh key {dsa [force] | rsa [bits [force]]}
4. feature ssh
5. exit
6. （任意） show ssh key
7. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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 ssh

SSH をディセーブルにします。

例：
switch(config)# no feature ssh

ステップ 3

ssh key {dsa [force] | rsa [bits [force]]}

SSH サーバ キーを生成します。

例：
switch(config)# ssh key rsa 2048
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コマンドまたはアクション

目的
bits 引数には、RSA キーの生成に使用するビット数を指
定します。有効な範囲は 768 ～ 2048 です。デフォルト
値は 1024 です。
DSA キーのサイズを指定できません。これは常に 1024
ビットに設定されます。
既存のキーを置き換える場合は、キーワード force を使
用します。

ステップ 4

feature ssh

SSH をイネーブルにします。

例：
switch(config)# feature ssh

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#

ステップ 6

show ssh key

（任意）
SSH サーバ キーを表示します。

例：
switch# show ssh key

ステップ 7

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

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

IETF SECSH 形式による SSH 公開キーの指定
ユーザ アカウント用に IETF SECSH 形式で SSH 公開キーを指定できます。
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はじめる前に
IETF SCHSH 形式の SSH 公開キーを作成します。

手順の概要
1. copyserver-filebootflash:filename
2. configure terminal
3. usernameusernamesshkey filebootflash:filename
4. exit
5. （任意） show user-account
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

copyserver-filebootflash:filename

サーバから IETF SECSH 形式の SSH キーを含むファ
イルをダウンロードします。サーバは FTP、Secure
Copy（SCP）、Secure FTP（SFTP）、または TFTP
のいずれかを使用できます。

例：
switch# copy
tftp://10.10.1.1/secsh_file.pub
bootflash:secsh_file.pub

ステップ 2

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 3

usernameusernamesshkey filebootflash:filename IETF SECSH 形式の SSH 公開キーを設定します。
例：
switch(config)# username User1 sshkey file
bootflash:secsh_file.pub

ステップ 4

グローバル コンフィギュレーション モードを終了
します。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5

show user-account

（任意）
ユーザ アカウントの設定を表示します。

例：
switch# show user-account

ステップ 6

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
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OpenSSH 形式の SSH 公開キーの指定
ユーザ アカウントに OpenSSH 形式の SSH 公開キーを指定できます。

はじめる前に
OpenSSH 形式の SSH 公開キーを作成します。

手順の概要
1. configure terminal
2. usernameusernamesshkeyssh-key
3. exit
4. （任意） show user-account
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

usernameusernamesshkeyssh-key

OpenSSH 形式の SSH 公開
キーを設定します。

例：
switch(config)# username User1 sshkey
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAy19oF6QaZl9G+3f1XswK3OiW4H7YyUyuA50rv7gsEPj
hOBYmsi6PAVKui1nIf/DQhum+lJNqJP/eLowb7ubO+lVKRXFY/G+lJNIQW3g9igG30c6k6+
XVn+NjnI1B7ihvpVh7dLddMOXwOnXHYshXmSiH3UD/vKyziEh5S4Tplx8=

ステップ 3

exit
例：

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。

switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show user-account
例：
switch# show user-account
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（任意）
ユーザ アカウントの設定を
表示します。

SSH および Telnet の設定
SSH ログイン試行の最大回数の設定

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# copy running-config startup-config

SSH ログイン試行の最大回数の設定
SSH ログイン試行の最大回数を設定できます。許可される試行の最大回数を超えると、セッショ
ンが切断されます。

（注）

ログイン試行の合計回数には、公開キー認証、証明書ベースの認証、およびパスワードベース
の認証を使用した試行が含まれます。イネーブルにされている場合は、公開キー認証が優先さ
れます。証明書ベースとパスワード ベースの認証だけがイネーブルにされている場合は、証
明書ベースの認証が優先されます。これらすべての方法で、ログイン試行の設定された数を超
えると、認証失敗回数を超過したことを示すメッセージが表示されます。

手順の概要
1. configure terminal
2. ssh login-attemptsnumber
3. （任意） show running-config security all
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

ssh login-attemptsnumber
例：

ユーザが SSH セッションへのログインを試行できる最大
回数を設定します。ログイン試行のデフォルトの最大回数
は 3 です。値の範囲は 1 ～ 10 です。

switch(config)# ssh login-attempts 5
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 3

show running-config security all

このコマンドの no 形式は、以前のログイン試行
の値を削除し、ログイン試行の最大回数を 3 と
いうデフォルト値に設定します。

（任意）
SSH ログイン試行の設定された最大回数を表示します。

例：
switch(config)# show running-config
security all

ステップ 4

copy running-config startup-config
例：

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

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

SSH セッションの開始
Cisco NX-OS デバイスから IPv4 または IPv6 を使用して SSH セッションを開始し、リモート デバ
イスと接続します。

はじめる前に
リモートデバイスのホスト名を取得し、必要なら、リモートデバイスのユーザ名も取得します。
リモート デバイスの SSH サーバをイネーブルにします。

手順の概要
1. ssh [username@]{ipv4-address | hostname} [vrfvrf-name]
2. ssh6 [username@]{ipv6-address | hostname} [vrfvrf-name]

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

ssh [username@]{ipv4-address | hostname}
[vrfvrf-name]

IPv4 を使用してリモート デバイスとの SSH IPv4 セッ
ションを作成します。デフォルトの VRF はデフォル
ト VRF です。

例：
switch# ssh 10.10.1.1
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

ssh6 [username@]{ipv6-address | hostname}
[vrfvrf-name]

IPv6 を使用してリモート デバイスとの SSH IPv6 セッ
ションを作成します。

例：
switch# ssh6 HostA

ブート モードからの SSH セッションの開始
SSH セッションは、リモート デバイスに接続する Cisco NX-OS デバイスのブート モードから開始
できます。

はじめる前に
リモートデバイスのホスト名を取得し、必要なら、リモートデバイスのユーザ名も取得します。
リモート デバイスの SSH サーバをイネーブルにします。

手順の概要
1. ssh [username@]hostname
2. exit
3. copy scp://[username@]hostname/filepathdirectory

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

ssh [username@]hostname

リモート デバイスへの SSH セッションを、Cisco NX-OS
デバイスのブート モードから作成します。デフォルト
VRF が常に使用されます。

例：
switch(boot)# ssh user1@10.10.1.1

ステップ 2

ブート モードを終了します。

exit
例：
switch(boot)# exit

ステップ 3

copy
セキュア コピー プロトコル（SCP）を使用して、ファイ
scp://[username@]hostname/filepathdirectory ルを Cisco NX-OS デバイスからリモート デバイスへコ
ピーします。デフォルト VRF が常に使用されます。
例：
switch# copy
scp://user1@10.10.1.1/users abc
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SSH のパスワードが不要なファイル コピーの設定
Cisco NX-OS デバイスから Secure Copy（SCP）サーバまたは Secure FTP（SFTP）サーバに、パス
ワードなしでファイルをコピーすることができます。これを行うには、SSH による認証用の公開
キーと秘密キーで構成される RSA または DSA のアイデンティティを作成する必要があります。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] usernameusernamekeypair generate{rsa[bits [force]] | dsa [force]}
3. （任意） show usernameusernamekeypair
4. usernameusernamekeypair export{bootflash:filename | volatile:filename} {rsa| dsa} [force]
5. usernameusernamekeypair import{bootflash:filename | volatile:filename} {rsa| dsa} [force]

手順の詳細

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] usernameusernamekeypair
generate{rsa[bits [force]] | dsa
[force]}
例：
switch(config)# username user1
keypair generate rsa 2048
force

SSH の公開キーと秘密キーを生成し、指定したユーザの Cisco NX-OS デ
バイスのホーム ディレクトリ（$HOME/.ssh）に格納します。Cisco NX-OS
デバイスでは、これらのキーを使用してリモート マシンの SSH サーバと
通信します。
bits 引数には、キーの生成に使用するビット数を指定します。有効な範
囲は 768 ～ 2048 です。デフォルト値は 1024 です。
既存のキーを置き換える場合は、キーワード force を使用します。force
キーワードを省略した場合、SSH キーがすでに存在していれば、SSH
キーは生成されません。

ステッ
プ3

show usernameusernamekeypair
例：
switch(config)# show username
user1 keypair

（任意）
指定したユーザの公開キーを表示します。
（注）

セキュリティ上の理由から、このコマンドで秘密キーは表示さ
れません。
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コマンドまたはアクション
ステッ
プ4

目的

usernameusernamekeypair
Cisco NX-OS デバイスのホーム ディレクトリから、指定したブートフラッ
export{bootflash:filename |
シュ ディレクトリまたは一時ディレクトリに、公開キーと秘密キーをエ
volatile:filename} {rsa| dsa} [force] クスポートします。
例：
switch(config)# username user1
keypair export
bootflash:key_rsa rsa

既存のキーを置き換える場合は、キーワード force を使用します。force
キーワードを省略した場合、SSH キーがすでに存在していれば、SSH
キーはエクスポートされません。
生成したキー ペアをエクスポートするとき、秘密キーを暗号化するパス
フレーズを入力するように求められます。秘密キーは、指定したファイ
ルとしてエクスポートされ、公開キーは、同じファイル名に .pub 拡張子
を付けてエクスポートされます。これで、このキー ペアを任意の Cisco
NX-OS デバイスにコピーし、SCP または SFTP を使用してサーバのホー
ム ディレクトリに公開キー ファイル（*.pub）をコピーできるようにな
ります。
（注）

ステッ
プ5

セキュリティ上の理由から、このコマンドはグローバル コン
フィギュレーション モードでしか実行できません。

usernameusernamekeypair
指定したブートフラッシュ ディレクトリまたは一時ディレクトリから、
import{bootflash:filename |
Cisco NX-OS デバイスのホーム ディレクトリに、エクスポートした公開
volatile:filename} {rsa| dsa} [force] キーと秘密キーをインポートします。
例：
switch(config)# username user1
keypair import
bootflash:key_rsa rsa

既存のキーを置き換える場合は、キーワード force を使用します。force
キーワードを省略した場合、SSH キーがすでに存在していれば、SSH
キーはインポートされません。
生成したキー ペアをインポートするとき、秘密キーを復号化するパスフ
レーズを入力するように求められます。秘密キーは指定したファイルと
してインポートされ、公開キーは同じファイル名に .pub 拡張子を付けて
インポートされます。
（注）
（注）

セキュリティ上の理由から、このコマンドはグローバル コン
フィギュレーション モードでしか実行できません。
パスワードなしでサーバにアクセスできるのは、サーバでキー
が設定されているユーザのみです。

次の作業
SCP サーバまたは SFTP サーバで、次のコマンドを使用して、*.pub ファイル（たとえば、
key_rsa.pub）に格納された公開キーを authorized_keys ファイルに追加します。
$ cat key_rsa.pub >> $HOME/.ssh/ authorized_keys
これで、標準の SSH コマンドおよび SCP コマンドを使用してパスワードを指定しなくても、Cisco
NX-OS デバイスからサーバにファイルをコピーできます。
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SCP サーバと SFTP サーバの設定
リモート デバイスとの間でファイルをコピーできるように、Cisco NX-OS デバイスで SCP サーバ
または SFTP サーバを設定できます。SCP サーバまたは SFTP サーバをイネーブルにした後、Cisco
NX-OS デバイスとの間でファイルをコピーするために、リモート デバイスで SCP または SFTP コ
マンドを実行できます。

（注）

arcfour および blowfish cipher オプションは SCP サーバではサポートされません。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] feature scp-server
3. [no] feature sftp-server
4. exit
5. （任意） show running-config security
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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 scp-server

Cisco NX-OS デバイス上で SCP サーバをイネーブル
またはディセーブルにします。

例：
switch(config)# feature scp-server

ステップ 3

[no] feature sftp-server

Cisco NX-OS デバイス上で SFTP サーバをイネーブル
またはディセーブルにします。

例：
switch(config)# feature sftp-server

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#
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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 security

（任意）
SCP サーバと SFTP サーバの設定ステータスを表示
します。

例：
switch# show running-config security

ステップ 6

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

SSH ホストのクリア
サーバから SCP または SFTP を使用してファイルをダウンロードする場合、またはこのデバイス
からリモート ホストに SSH セッションを開始する場合には、そのサーバと信頼できる SSH 関係
が確立されます。ユーザ アカウントの、信頼できる SSH サーバのリストはクリアすることができ
ます。

手順の概要
1. clear ssh hosts

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

clear ssh hosts

SSH ホスト セッションおよび既知のホスト ファイ
ルをクリアします。

例：
switch# clear ssh hosts

SSH サーバのディセーブル化
Cisco NX-OS では、デフォルトで SSH サーバがイネーブルになっています。SSH サーバをディ
セーブルにすると、SSH でスイッチにアクセスすることを防止できます。
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手順の概要
1. configure terminal
2. no feature ssh
3. exit
4. （任意） show ssh server
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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 ssh

SSH をディセーブルにします。

例：
switch(config)# no feature ssh

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 ssh server

（任意）
SSH サーバの設定を表示します。

例：
switch# show ssh server

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

SSH サーバ キーの削除
SSH サーバをディセーブルにした後、Cisco NX-OS デバイス上の SSH サーバ キーを削除できま
す。

（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。
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手順の概要
1. configure terminal
2. no feature ssh
3. no ssh key [dsa | rsa]
4. exit
5. （任意） show ssh key
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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 ssh

SSH をディセーブルにします。

例：
switch(config)# no feature ssh

ステップ 3

no ssh key [dsa | rsa]

SSH サーバ キーを削除します。

例：

デフォルトでは、すべての SSH キーが削除されま
す。

switch(config)# no ssh key rsa

ステップ 4

グローバル コンフィギュレーション モードを終了
します。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5

show ssh key

（任意）
SSH サーバ キーの設定を表示します。

例：
switch# show ssh key

ステップ 6

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
SSH サーバ キーの生成, （157 ページ）
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SSH セッションのクリア
Cisco NX-OS デバイスから SSH セッションをクリアできます。

手順の概要
1. show users
2. clear linevty-line

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show users

ユーザ セッション情報を表示します。

例：
switch# show users

ステップ 2

clear linevty-line

ユーザ SSH セッションをクリアします。

例：
switch(config)# clear line pts/12

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

Telnet サーバのディセーブル化
Cisco NX-OS デバイス上で Telnet サーバをイネーブルにできます。デフォルトでは、Telnet はディ
セーブルです。

手順の概要
1. configure terminal
2. feature telnet
3. exit
4. （任意） show telnet server
5. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

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 telnet

Telnet サーバをイネーブルにします。デフォルトで
はディセーブルになっています。

例：
switch(config)# feature telnet

ステップ 3

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し
ます。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show telnet server

（任意）
Telnet サーバの設定を表示します。

例：
switch# show telnet server

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

リモート デバイスとの Telnet セッションの開始
Cisco NX-OS デバイスから SSH セッションを開始して、リモート デバイスと接続できます。IPv4
または IPv6 のいずれかを使用して Telnet セッションを開始できます。

はじめる前に
リモート デバイスのホスト名または IP アドレスと、必要な場合はリモート デバイスのユーザ名
を取得します。
Cisco NX-OS デバイス上で Telnet サーバをイネーブルにします。
リモート デバイス上で Telnet サーバをイネーブルにします。

手順の概要
1. telnet {ipv4-address | host-name} [port-number] [vrfvrf-name]
2. telnet6 {ipv6-address | host-name} [port-number] [vrfvrf-name]
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

telnet {ipv4-address | host-name}
[port-number] [vrfvrf-name]

IPv4 を使用してリモート デバイスとの Telnet セッションを
開始します。デフォルトのポート番号は 23 です。有効な範
囲は 1 ～ 65535 です。デフォルトの VRF はデフォルト VRF
です。

例：
switch# telnet 10.10.1.1

ステップ 2

telnet6 {ipv6-address | host-name}
[port-number] [vrfvrf-name]
例：

IPv6 を使用してリモート デバイスとの Telnet セッションを
開始します。デフォルトのポート番号は 23 です。有効な範
囲は 1 ～ 65535 です。デフォルトの VRF はデフォルト VRF
です。

switch# telnet6 2001:0DB8::ABCD:1 vrf
management

関連トピック
Telnet サーバのディセーブル化, （170 ページ）

Telnet セッションのクリア
Cisco NX-OS デバイスから Telnet セッションをクリアできます。

はじめる前に
Cisco NX-OS デバイス上で Telnet サーバをイネーブルにします。

手順の概要
1. show users
2. clear linevty-line

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show users

ユーザ セッション情報を表示します。

例：
switch# show users

ステップ 2

clear linevty-line

ユーザ Telnet セッションをクリアします。

例：
switch(config)# clear line pts/12
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SSH および Telnet の設定の確認
SSH および Telnet の設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。
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 telnet server

Telnet サーバの設定を表示します。

show usernameusernamekeypair

指定したユーザの公開キーを表示します。

SSH の設定例
次の例は、OpenSSH キーを使用して SSH を設定する方法を示しています。

ステップ 1

SSH サーバをディセーブルにします。
例：
switch# configure terminal
switch(config)# no feature ssh

ステップ 2

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

ステップ 3

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

ステップ 4

SSH サーバ キーを表示します。
例：
switch(config)# show ssh key
rsa Keys generated:Sat Sep 29 00:10:39 2013
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAvWhEBsF55oaPHNDBnpXOTw6+/OdHoLJZKr
+MZm99n2U0ChzZG4svRWmHuJY4PeDWl0e5yE3g3EO3pjDDmt923siNiv5aSga60K36lr39
HmXL6VgpRVn1XQFiBwn4na+H1d3Q0hDt+uWEA0tka2uOtXlDhliEmn4HVXOjGhFhoNE=
bitcount:1024
fingerprint:
51:6d:de:1c:c3:29:50:88:df:cc:95:f0:15:5d:9a:df
**************************************
could not retrieve dsa key information
**************************************

ステップ 5

OpenSSH 形式の SSH 公開キーを指定します。
例：
switch(config)# username User1 sshkey ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAy19oF6QaZl9G+3f1XswK3OiW4H7YyUyuA50r
v7gsEPjhOBYmsi6PAVKui1nIf/DQhum+lJNqJP/eLowb7ubO+lVKRXFY/G+lJNIQ
W3g9igG30c6k6+XVn+NjnI1B7ihvpVh7dLddMOXwOnXHYshXmSiH3UD/vKyziEh5
4Tplx8=

ステップ 6

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

SSH のパスワードが不要なファイル コピーの設定例
次に、Cisco NX-OS デバイスから Secure Copy（SCP）サーバまたは Secure FTP（SFTP）サーバ
に、パスワードなしでファイルをコピーする例を示します。

ステップ 1

SSH の公開キーと秘密キーを生成し、指定したユーザの Cisco NX-OS デバイスのホーム ディレクトリに
格納します。
例：
switch# configure terminal
switch(config)# username admin keypair generate rsa
generating rsa key(1024 bits)......
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generated rsa key

ステップ 2

指定したユーザの公開キーを表示します。
例：
switch(config)# show username admin keypair
**************************************
rsa Keys generated: Thu Jul

9 11:10:29 2013

ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAxWmjJT+oQhIcvnrMbx2BmD0P8boZElTfJ
Fx9fexWp6rOiztlwODtehnjadWc6A+DE2DvYNvqsrU9TBypYDPQkR/+Y6cKubyFW
VxSBG/NHztQc3+QC1zdkIxGNJbEHyFoajzNEO8LLOVFIMCZ2Td7gxUGRZc+fbq
S33GZsCAX6v0=
bitcount:262144
fingerprint:
8d:44:ee:6c:ca:0b:44:95:36:d0:7d:f2:b5:78:74:7d
**************************************
could not retrieve dsa key information
**************************************

ステップ 3

Cisco NX-OS デバイスのホーム ディレクトリから、指定したブートフラッシュ ディレクトリに、公開キー
と秘密キーをエクスポートします。
例：
switch(config)# username admin keypair export bootflash:key_rsa rsa
Enter Passphrase:
switch(config)# dir
.
.
.
951
Jul 09 11:13:59 2013 key_rsa
221
Jul 09 11:14:00 2013 key_rsa.pub
.
.

ステップ 4

これら 2 つのファイルを他の Cisco NX-OS デバイスへコピーした後、copy scp または copy sftp コマンド
を使用して Cisco NX-OS デバイスのホーム ディレクトリにインポートします。
例：
switch(config)# username admin keypair import bootflash:key_rsa rsa
Enter Passphrase:
switch(config)# show username admin keypair
**************************************
rsa Keys generated: Thu Jul

9 11:10:29 2013

ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAxWmjJT+oQhIcvnrMbx2BmD0P8boZElTfJ
Fx9fexWp6rOiztlwODtehnjadWc6A+DE2DvYNvqsrU9TBypYDPQkR/+Y6cKubyFW
VxSBG/NHztQc3+QC1zdkIxGNJbEHyFoajzNEO8LLOVFIMCZ2Td7gxUGRZc+fbq
S33GZsCAX6v0=
bitcount:262144
fingerprint:
8d:44:ee:6c:ca:0b:44:95:36:d0:7d:f2:b5:78:74:7d
**************************************
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could not retrieve dsa key information
**************************************
switch(config)#

ステップ 5

SCP サーバまたは SFTP サーバで、key_rsa.pub に格納されている公開キーを authorized_keys ファイルに追
加します。
例：
$ cat key_rsa.pub >> $HOME/.ssh/ authorized_keys

これで、標準の SSH コマンドおよび SCP コマンドを使用してパスワードを指定しなくても、Cisco NX-OS
デバイスからサーバにファイルをコピーできます。
ステップ 6

（任意） DSA キーについてこの手順を繰り返します。

SSH および Telnet に関する追加情報
ここでは、SSH および Telnet の実装に関する追加情報について説明します。
関連資料
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』

VRF コンフィギュレーション

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

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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MIB
MIB

MIB のリンク

SSH および Telnet に関連する MIB

サポートされている MIB を検索およびダウン
ロードするには、次の URL にアクセスしてく
ださい。
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus9000/
Nexus9000MIBSupportList.html
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章

ユーザ アカウントおよび RBAC の設定
この章では、Cisco NX-OS デバイス上でユーザ アカウントおよびロールベース アクセス コント
ロール（RBAC）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。
• ユーザ アカウントと RBAC について, 179 ページ
• ユーザ アカウントおよび RBAC のライセンス要件, 183 ページ
• ユーザ アカウントおよび RBAC の注意事項と制約事項, 183 ページ
• ユーザ アカウントおよび RBAC のデフォルト設定, 184 ページ
• パスワードの強度確認のイネーブル化, 184 ページ
• ユーザ アカウントの設定, 185 ページ
• ロールの設定, 187 ページ
• ユーザ アカウントおよび RBAC 設定の確認, 197 ページ
• ユーザ アカウントおよび RBAC の設定例, 198 ページ
• ユーザ アカウントおよび RBAC に関する追加情報, 199 ページ

ユーザ アカウントと RBAC について
ユーザ アカウントを作成して管理し、Cisco NX-OS で行える操作を制限するロールを割り当てる
ことができます。RBAC は、ユーザが実行する必要のある管理操作の許可を制限するロールの割
り当てのルールを定義することを可能にします。
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User Accounts
最大 256 のユーザ アカウントを作成できます。デフォルトでは、明示的に期限を指定しないかぎ
り、ユーザ アカウントは無期限に有効です。expire オプションを使用すると、ユーザ アカウント
をディセーブルにする日付を設定できます。
次の語は予約済みであり、ユーザ設定に使用できません。bin、daemon、adm、lp、sync、shutdown、
halt、mail、news、uucp、operator、games、gopher、ftp、nobody、nscd、mailnull、root、rpc、rpcuser、
xfs、gdm、mtsuser、ftpuser、man、および sys。

（注）

注意

ユーザのパスワードは、設定ファイルでは表示されません。

ユーザ名は、先頭が英数字または Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I2(2) 以降でサポートされたアン
ダースコア（_）で始まる必要があり、その他に使用できる特殊文字は ( + = ._ \ -) だけです。#
記号と ! 記号はサポートされていません。ユーザ名に許可されていない文字が含まれている場
合、指定したユーザはログインできません。

強力なパスワードの特性
強力なパスワードは、次の特性を持ちます。
• 長さが 8 文字以上である
• 複数の連続する文字（「abcd」など）を含んでいない
• 複数の同じ文字の繰返し（「aaabbb」など）を含んでいない
• 辞書に載っている単語を含んでいない
• 正しい名前を含んでいない
• 大文字および小文字の両方が含まれている
• 数字が含まれている
強力なパスワードの例を次に示します。
• If2CoM18
• 2004AsdfLkj30
• Cb1955S21
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（注）

クリア テキスト パスワードには、パスワードのいずれの部分にも、ドル記号（$）またはス
ペースを含めることはできません。また、パスワードの先頭に引用符（"または'）、縦棒（|）、
大なり記号（>）などの特殊文字を含めることもできません。

（注）

出力可能なすべての ASCII 文字は、引用符で囲めば、パスワード文字列でサポートされます。
パスワードの強度確認をイネーブルにすると、パスワードが単純である場合（短く、簡単に解読
されるパスワードなど）に、Cisco NX-OS ソフトウェアによってパスワード設定が拒否されます。
サンプル設定のように、強力なパスワードを設定してください。パスワードは大文字と小文字が
区別されます。
関連トピック
パスワードの強度確認のイネーブル化, （184 ページ）

ユーザ ロール
ユーザ ロールには、そのロールを割り当てられたユーザが実行できる操作を定義するルールが含
まれています。各ユーザ ロールに複数のルールを含めることができ、各ユーザが複数のロールを
持つことができます。たとえば、ロール 1 では設定操作の実行だけが許可されており、ロール 2
ではデバッグ操作の実行だけが許可されている場合、ロール 1 とロール 2 の両方に属するユーザ
は、設定操作とデバッグ操作を実行できます。また、特定の仮想ルーティング/転送（VRF）イン
スタンス、VLAN、およびインターフェイスへのアクセスも制限できます。
Cisco NX-OS ソフトウェアには、次のユーザ ロールが用意されています。
• network-admin：Cisco NX-OS デバイス全体への完全な読み取り/書き込みアクセス権
• network-operator または vdc-operator：Cisco NX-OSデバイス全体への完全な読み取りアクセス
権

（注）

（注）

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチは、複数の VDC をサポートしていません。
ただし、the vdc-operator ロールが利用可能で、これには network-operator ロー
ルと同じ権限と制約事項が付随します。

ユーザ ロールは変更できません。
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（注）

一部の show コマンドは、network-operator ユーザには使用不可にすることができます。さら
に、一部の show 以外のコマンド（telnet など）を、これらのユーザのロールで使用可能にす
ることができます。
デフォルトでは、管理者のロールがないユーザ アカウントでは、show、exit、end、および configure
terminal コマンドしかアクセスできません。ルールを追加して、ユーザが機能を設定できるよう
にすることが可能です。

（注）

複数のロールに属するユーザは、そのロールで許可されるすべてのコマンドの組み合わせを実
行できます。コマンドへのアクセス権は、コマンドへのアクセス拒否よりも優先されます。た
とえば、ユーザが、コンフィギュレーション コマンドへのアクセスが拒否されたロール A を
持っていたとします。しかし、同じユーザが RoleB も持ち、このロールではコンフィギュレー
ション コマンドにアクセスできるとします。この場合、このユーザはコンフィギュレーショ
ン コマンドにアクセスできます。

ユーザ ロールのルール
ルールは、ロールの基本要素です。ルールは、そのロールがユーザにどの操作の実行を許可する
かを定義します。ルールは次のパラメータで適用できます。
コマンド
正規表現で定義されたコマンドまたはコマンド グループ
機能
正規表現で定義されたコマンドまたはコマンド グループ
機能グループ
機能のデフォルト グループまたはユーザ定義グループ
OID
SNMP オブジェクト ID（OID）。
command、feature、および feature group の各パラメータにより、階層的な関係が作成されます。最
も基本的な制御パラメータは command です。次の制御パラメータは feature です。これは、その
機能にアソシエートされているすべてのコマンドを表します。最後の制御パラメータが、feature
group です。機能グループは、関連する機能を組み合わせたものです。機能グループによりルール
を簡単に管理できます。また、Cisco NX-OS ソフトウェアには、使用可能な機能グループ L3 があ
らかじめ定義されています。
ロールごとに最大 256 のルールを設定できます。ルールが適用される順序は、ユーザ指定のルー
ル番号で決まります。ルールは降順で適用されます。たとえば、1 つのロールが 3 つのルールを
持っている場合、ルール 3 がルール 2 よりも前に適用され、ルール 2 はルール 1 よりも前に適用
されます。
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ユーザ アカウントおよび RBAC のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
製品

ライセンス要件

Cisco NX-OS

ユーザ アカウントおよび RBAC にはライセン
スは必要ありません。ライセンス パッケージに
含まれていない機能は nx-os イメージにバンド
ルされており、無料で提供されます。Cisco
NX-OS ライセンス方式の詳細については、
『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してくだ
さい。

ユーザ アカウントおよび RBAC の注意事項と制約事項
ユーザ アカウントおよび RBAC に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。
• ユーザ ロールには最大 256 個の規則を追加できます。
• デフォルトの機能グループである L3 に加えて、最大 64 のユーザ定義機能グループを追加で
きます。
• 最大 256 人のユーザを設定できます。
• 1 つのユーザ アカウントに最大 64 個のユーザ ロールを割り当てられます。
• ローカルの Cisco NX-OS デバイス上に設定されているユーザ アカウントが、AAA サーバ上
のリモート ユーザ アカウントと同じ名前の場合、Cisco NX-OS ソフトウェアは、AAA サー
バ上に設定されているユーザ ロールではなく、ローカル ユーザ アカウントのユーザ ロール
をリモート ユーザに適用します。
• デフォルトの admin と SNMP ユーザ アカウントは削除できません。
• デフォルトのユーザ ロールを、デフォルトの admin ユーザ アカウントから削除することは
できません。
• network-operator ロールでは、show running-config および show startup-config コマンドを実行
できません。

（注）

Cisco IOS の CLI に慣れている場合、この機能の Cisco NX-OS コマンドは従来の Cisco IOS コ
マンドと異なる点があるため注意が必要です。
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ユーザ アカウントおよび RBAC のデフォルト設定
次の表に、ユーザ アカウントおよび RBAC パラメータのデフォルト設定を示します。
表 10：デフォルトのユーザ アカウントおよび RBAC パラメータ

パラメータ

デフォルト

ユーザ アカウント パスワード

未定義

ユーザ アカウントの有効期限

なし

ユーザ アカウント ロール

作成ユーザが network-admin ロールを持つ場合
は network-operator

デフォルト ユーザ ロール

network-operator

インターフェイス ポリシー

すべてのインターフェイスにアクセス可能

VLAN ポリシー

すべての VLAN にアクセス可能

VRF ポリシー

すべての VRF にアクセス可能

機能グループ

L3

パスワードの強度確認のイネーブル化
ユーザ アカウントに対して弱いパスワードを設定しないように、パスワードの強度確認機能をイ
ネーブルにすることができます。

（注）

パスワード強度確認をイネーブルにしても、Cisco NX-OS ソフトウェアでは、既存パスワード
の強度確認は行われません。

手順の概要
1. configure terminal
2. password strength-check
3. exit
4. （任意） show password strength-check
5. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

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

password strength-check
例：
switch(config)# password strength-check

ステップ 3

パスワードの強度確認をイネーブルにします。デフォ
ルトではイネーブルになっています。
パスワードの強度確認をディセーブルにするには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
グローバル コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show password strength-check

（任意）
パスワードの強度確認の設定を表示します。

例：
switch# show password strength-check

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
強力なパスワードの特性, （180 ページ）

ユーザ アカウントの設定
1 つの Cisco NX-OS デバイスに最大 256 個のユーザ アカウントを作成できます。ユーザ アカウン
トは、次の属性を持ちます。
• ユーザ名
• パスワード
• 失効日
• ユーザ ロール
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パスワードはクリア テキストか暗号化された形式で入力できます。Cisco NX-OS パスワードは、
実行コンフィギュレーションに保存する前にクリア テキストのパスワードを暗号化します。暗号
化された形式のパスワードは、これ以上の暗号化を行わずに実行コンフィギュレーションに保存
されます。Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I2(1) 以降では、ユーザ パスワードの暗号化には MD5 ハッ
シュより強力な SHA256 ハッシュ メソッドが使用されます。
ユーザ アカウントは、最大 64 個のユーザ ロールを持つことができます。コマンドライン イン
ターフェイス（CLI）の状況依存ヘルプ ユーティリティを使用して、利用できるコマンドを確認
できます。

（注）

ユーザ アカウントの属性に加えられた変更は、そのユーザがログインして新しいセッション
を作成するまで有効になりません。

手順の概要
1. configure terminal
2. （任意） show role
3. usernameuser-id [password [0 | 5] password] [expiredate] [rolerole-name]
4. exit
5. （任意） show user-account
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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 role
例：

（任意）
使用可能なユーザ ロールを表示します。必要に応じて、他のユーザ
ロールを設定できます。

switch(config)# show role

ステップ 3

usernameuser-id [password [0 | 5] ユーザ アカウントを設定します。user-id 引数は、最大 28 文字の英数
password] [expiredate]
字で、大文字と小文字が区別されます。指定できる文字は、A ～ Z の
[rolerole-name]
英大文字、a ～ z の英小文字、0 ～ 9 の数字、ハイフン（-）、ピリオ
ド（.）、アンダースコア（_）、プラス符号（+）、および等号（=）
例：
です。アットマーク（@）はリモートユーザ名では使用できますが、
switch(config)# username
ローカル ユーザ名では使用できません。
NewUser password 4Ty18Rnt
ユーザ名の先頭は Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I2(2) 以降でサポートさ
れたアンダースコア（_）または、英数字で始まる必要があります。
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コマンドまたはアクション

目的
デフォルト パスワードは定義されていません。オプションの 0 は、
パスワードがクリア テキストであることを、5 は、パスワードが暗号
化されていることを意味します。デフォルトは 0（クリア テキスト）
です。
パスワードを指定しなかった場合、ユーザは Cisco NX-OS
デバイスにログインできません。
（注）
暗号化パスワード オプションを使用してユーザ アカウント
を作成する場合、対応する SNMP ユーザは作成されませ
ん。
expiredate オプションの形式は、YYYY-MM-DD です。デフォルトで
は、失効日はありません。
（注）

ユーザ アカウントは、最大 64 個のユーザ ロールを持つことができま
す。
ステップ 4

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 5

show user-account

（任意）
ロール設定を表示します。

例：
switch# show user-account

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
例：
ションにコピーします。
switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
ロールの設定, （187 ページ）
ユーザ ロールおよびルールの作成, （188 ページ）

ロールの設定
ここでは、ユーザ ロールの設定方法について説明します。
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ユーザ ロールおよびルールの作成
最大 64 個のユーザ ロールを設定できます。各ユーザ ロールが、最大 256 個のルールを持つこと
ができます。ユーザ ロールを複数のユーザ アカウントに割り当てることができます。
指定したルール番号は、ルールが適用される順番を決定します。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。

（注）

ユーザ ロールに設定された読み取り/書き込みルールに関係なく、一部のコマンドは、あらか
じめ定義された network-admin ロールでのみ実行できます。

はじめる前に
ユーザ ロール設定を配布する場合は、設定を配布する対象のすべての Cisco NX-OS デバイスで
ユーザ ロール設定の配布をイネーブルにします。

手順の概要
1. configure terminal
2. role namerole-name
3. rulenumber {deny | permit} commandcommand-string
4. rulenumber {deny | permit} {read | read-write}
5. rulenumber {deny | permit} {read | read-write} featurefeature-name
6. rulenumber {deny | permit} {read | read-write} feature-groupgroup-name
7. rulenumber {deny | permit} {read | read-write} oidsnmp_oid_name
8. （任意） descriptiontext
9. exit
10. （任意） show role
11. （任意） show role{pending| pending-diff}
12. （任意） role commit
13. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

role namerole-name

ユーザ ロールを指定し、ロール コンフィギュレーション
モードを開始します。role-name 引数は、最大 16 文字の長さ
の英数字のストリングで、大文字小文字が区別されます。

例：
switch(config)# role name UserA
switch(config-role)#

ステップ 3

rulenumber {deny | permit}
commandcommand-string
例：
switch(config-role)# rule 1 deny
command clear users

ステップ 4

rulenumber {deny | permit} {read |
read-write}

コマンド規則を設定します。
command-string には、スペースおよび正規表現を含めること
ができます。たとえば、interface ethernet にはすべてのイー
サネット インターフェイスが含まれます。
必要な規則の数だけこのコマンドを繰り返します。
すべての操作の読み取り専用ルールまたは読み取り/書き込
みルールを設定します。

例：
switch(config-role)# rule 2 deny
read-write

ステップ 5

rulenumber {deny | permit} {read |
read-write} featurefeature-name

機能に対して、読み取り専用規則か読み取りと書き込みの
規則かを設定します。

例：

show role feature コマンドを使用すれば、機能のリストが表
示されます。

switch(config-role)# rule 3 permit
read feature router-bgp

ステップ 6

rulenumber {deny | permit} {read |
read-write} feature-groupgroup-name

機能グループに対して、読み取り専用規則か読み取りと書
き込みの規則かを設定します。

例：

show role feature-group コマンドを使用すれば、機能グルー
プのリストが表示されます。

switch(config-role)# rule 4 deny
read-write feature-group L3

ステップ 7

必要な規則の数だけこのコマンドを繰り返します。

rulenumber {deny | permit} {read |
read-write} oidsnmp_oid_name
例：
switch(config-role)# rule 5 deny
read-write oid 1.3.6.1.2.1.1.9

必要な規則の数だけこのコマンドを繰り返します。
SNMP オブジェクト ID（OID）の読み取り専用または読み
書きルールを設定します。OID には最大 32 の要素を入力す
ることができます。このコマンドは、SNMP ベースのパ
フォーマンス モニタリング ツールがデバイスをポーリング
するために使用できますが、IP ルーティング テーブル、
MAC アドレス テーブル、特定の MIB などのシステムの集
中的な拠点へのアクセスは制限されます。
（注）
一番深層の OID はスカラ レベルまたはテーブル
ルート レベルにすることができます。
必要な規則の数だけこのコマンドを繰り返します。
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

descriptiontext

（任意）
ロールの説明を設定します。説明にはスペースも含めるこ
とができます。

例：
switch(config-role)# description This
role does not allow users to use
clear commands

ステップ 9

ロール コンフィギュレーション モードを終了します。

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

ステップ 10

show role

（任意）
ユーザ ロールの設定を表示します。

例：
switch(config)# show role

ステップ 11

show role{pending| pending-diff}
例：

（任意）
配布するために保留状態になっているユーザ ロール設定を
表示します。

switch(config)# show role pending

ステップ 12

role commit
例：

（任意）
一時データベース内にあるユーザ ロールの設定変更を実行
コンフィギュレーションに適用します。

switch(config)# role commit

ステップ 13

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)# copy running-config
startup-config

機能グループの作成
カスタム機能グループを作成して、Cisco NX-OS ソフトウェアが提供するデフォルトの機能リス
トに追加できます。これらの機能グループは 1 つまたは複数の機能を含んでいます。最大 64 個の
機能グループを作成できます。

（注）

デフォルト機能グループ L3 を変更することはできません。

はじめる前に
ユーザ ロール設定を配布する場合は、設定を配布する対象のすべての Cisco NX-OS デバイスで
ユーザ ロール設定の配布をイネーブルにします。
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手順の概要
1. configure terminal
2. role feature-group namegroup-name
3. featurefeature-name
4. exit
5. （任意） show role feature-group
6. （任意） show role{pending| pending-diff}
7. （任意） role commit
8. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

role feature-group namegroup-name
例：
switch(config)# role feature-group name
GroupA
switch(config-role-featuregrp)#

ステップ 3

featurefeature-name

ユーザ ロール機能グループを指定して、ロール機能グ
ループ コンフィギュレーション モードを開始します。
group-name 引数は、最大 32 文字の長さの英数字のスト
リングで、大文字小文字が区別されます。
機能グループの機能を指定します。
必要な機能の数だけこのコマンドを繰り返します。

例：

switch(config-role-featuregrp)# feature （注）
radius

ステップ 4

機能の一覧を表示する場合は、show role
component コマンドを使用します。

ロール機能グループ コンフィギュレーション モードを
終了します。

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

ステップ 5

show role feature-group

（任意）
ロール機能グループ設定を表示します。

例：
switch(config)# show role feature-group

ステップ 6

show role{pending| pending-diff}
例：

（任意）
配布するために保留状態になっているユーザ ロール設定
を表示します。

switch(config)# show role pending
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

role commit

（任意）
一時データベース内にあるユーザ ロールの設定変更を実
行コンフィギュレーションに適用します。

例：
switch(config)# role commit

ステップ 8

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)# copy running-config
startup-config

ユーザ ロール インターフェイス ポリシーの変更
ユーザ ロール インターフェイス ポリシーを変更することで、ユーザがアクセスできるインター
フェイスを制限できます。デフォルトでは、ユーザ ロールによってすべてのインターフェイスへ
のアクセスが許可されます。

はじめる前に
1 つまたは複数のユーザ ロールを作成します。
ユーザ ロール設定を配布する場合は、設定を配布する対象のすべての Cisco NX-OS デバイスで
ユーザ ロール設定の配布をイネーブルにします。

手順の概要
1. configure terminal
2. role namerole-name
3. interface policy deny
4. permit interfaceinterface-list
5. exit
6. （任意） show role
7. （任意） show role {pending | pending-diff}
8. （任意） role commit
9. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

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

role namerole-name

ユーザ ロールを指定し、ロール コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
switch(config)# role name UserA
switch(config-role)#

ステップ 3

interface policy deny

ロール インターフェイス ポリシー コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
switch(config-role)# interface policy deny
switch(config-role-interface)#

ステップ 4

permit interfaceinterface-list
例：
switch(config-role-interface)# permit
interface ethernet 2/1-4

ステップ 5

ロールがアクセスできるインターフェイスのリスト
を指定します。
必要なインターフェイスの数だけこのコマンドを繰
り返します。
ロール インターフェイス ポリシー コンフィギュレー
ション モードを終了します。

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

ステップ 6

（任意）
ロール設定を表示します。

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

ステップ 7

show role {pending | pending-diff}
例：

（任意）
配布するために保留状態になっているユーザ ロール
設定を表示します。

switch(config-role)# show role pending

ステップ 8

（任意）
一時データベース内にあるユーザ ロールの設定変更
を実行コンフィギュレーションに適用します。

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

ステップ 9

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-role)# copy running-config
startup-config
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関連トピック
ユーザ ロールおよびルールの作成, （188 ページ）

ユーザ ロール VLAN ポリシーの変更
ユーザ ロール VLAN ポリシーを変更することで、ユーザがアクセスできる VLAN を制限できま
す。デフォルトでは、ユーザ ロールによってすべての VLAN へのアクセスが許可されます。

はじめる前に
1 つまたは複数のユーザ ロールを作成します。

手順の概要
1. configure terminal
2. role namerole-name
3. vlan policy deny
4. permit vlanvlan-list
5. exit
6. （任意） show role
7. （任意） show role{pending | pending-diff}
8. （任意） role commit
9. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

role namerole-name

ユーザ ロールを指定し、ロール コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
switch(config)# role name UserA
switch(config-role)#

ステップ 3

vlan policy deny

ロール VLAN ポリシー コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
switch(config-role)# vlan policy deny
switch(config-role-vlan)#
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

permit vlanvlan-list

ロールがアクセスできるVLANの範囲を指定します。
必要なVLANの数だけこのコマンドを繰り返します。

例：
switch(config-role-vlan)# permit vlan 1-4

ステップ 5

ロール VLAN ポリシー コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

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

ステップ 6

（任意）
ロール設定を表示します。

show role
例：
switch(config)# show role

ステップ 7

show role{pending | pending-diff}
例：

（任意）
配布するために保留状態になっているユーザ ロール
設定を表示します。

switch(config-role)# show role pending

ステップ 8

（任意）
一時データベース内にあるユーザ ロールの設定変更
を実行コンフィギュレーションに適用します。

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

ステップ 9

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-role)# copy running-config
startup-config

関連トピック
ユーザ ロールおよびルールの作成, （188 ページ）

ユーザ ロールの VRF ポリシーの変更
ユーザ ロールの VRF ポリシーを変更して、ユーザがアクセスできる VRF を制限できます。デフォ
ルトでは、ユーザ ロールによってすべての VRF へのアクセスが許可されます。

はじめる前に
1 つまたは複数のユーザ ロールを作成します。
ユーザ ロール設定を配布する場合は、設定を配布する対象のすべての Cisco NX-OS デバイスで
ユーザ ロール設定の配布をイネーブルにします。
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手順の概要
1. configure terminal
2. role namerole-name
3. vrf policy deny
4. permit vrfvrf-name
5. exit
6. （任意） show role
7. （任意） show role{pending| pending-diff}
8. （任意） role commit
9. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

role namerole-name

ユーザ ロールを指定し、ロール コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
switch(config)# role name UserA
switch(config-role)#

ステップ 3

vrf policy deny

ロール VRF ポリシー コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
switch(config-role)# vrf policy deny
switch(config-role-vrf)#

ステップ 4

permit vrfvrf-name
例：

ロールがアクセスできる VRF を指定します。
必要な VRF の数だけこのコマンドを繰り返します。

switch(config-role-vrf)# permit vrf vrf1

ステップ 5

exit

ロール VRF ポリシー コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

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

ステップ 6

show role

（任意）
ロール設定を表示します。

例：
switch(config-role)# show role
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

show role{pending| pending-diff}

（任意）
配布するために保留状態になっているユーザ ロール
設定を表示します。

例：
switch(config-role)# show role pending

ステップ 8

（任意）
一時データベース内にあるユーザ ロールの設定変更
を実行コンフィギュレーションに適用します。

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

ステップ 9

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-role)# copy running-config
startup-config

関連トピック
ユーザ ロールおよびルールの作成, （188 ページ）

ユーザ アカウントおよび RBAC 設定の確認
ユーザ アカウントおよび RBAC 設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。
コマンド

目的

show cli syntax roles network-admin

network-admin ロールが使用で
きて コマンドの構文を表示し
ます。

show cli syntax roles network-operator

network-operator ロールで使用
できるコマンドの構文を表示し
ます。

show role

ユーザ ロールの設定を表示し
ます。

show role feature

機能リストを表示します。

show role feature-group

機能グループの設定を表示しま
す。
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コマンド

目的

show startup-config security

スタートアップ コンフィギュ
レーションのユーザ アカウン
ト設定を表示します。

show running-config security [all]

実行コンフィギュレーションの
ユーザ アカウント設定を表示
します。all キーワードを指定
すると、ユーザ アカウントの
デフォルト値が表示されます。

show user-account

ユーザ アカウント情報を表示
します。

ユーザ アカウントおよび RBAC の設定例
次に、ユーザ ロールを設定する例を示します。
role name User-role-A
rule 2 permit read-write feature bgp
rule 1 deny command clear *

次に、BGP をイネーブルにして表示し、EIGRP を表示するようにインターフェイスを設定できる
ユーザ ロールを作成する例を示します。
role name
rule 1
rule 2
rule 3

iftest
permit command config t; interface *; bgp *
permit read-write feature bgp
permit read feature eigrp

上の例では、ルール 1 はインターフェイス上の BGP の設定を許可し、ルール 2 は config bgp コマ
ンドの設定と BGP に対する EXEC レベルの show および debug コマンドのイネーブル化を許可
し、さらにルール 3 は EXEC レベルの show および debug eigrp コマンドのイネーブル化を許可し
ます。
次に、特定のインターフェイスだけを設定できるユーザ ロールを設定する例を示します。
role name Int_Eth2-3_only
rule 1 permit command configure terminal; interface *
interface policy deny
permit interface Ethernet2/3

次に、ユーザ ロール機能グループを設定する例を示します。
role feature-group name Security-features
feature radius
feature tacacs
feature aaa
feature acl
feature access-list
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次に、ユーザ アカウントを設定する例を示します。
username user1 password A1s2D4f5 role User-role-A

次に、アクセスを OID サブツリーの一部に制限するための OID ルールを追加する例を示します。
role name User1
rule 1 permit read feature snmp
rule 2 deny read oid 1.3.6.1.2.1.1.9
show role name User1
Role: User1
Description: new role
Vlan policy: permit (default)
Interface policy: permit (default)
Vrf policy: permit (default)
------------------------------------------------------------------Rule
Perm
Type
Scope
Entity
------------------------------------------------------------------2
deny
read
oid
1.3.6.1.2.1.1.9
1
permit read
feature
snmp

次に、指定された OID サブツリーへの書き込み権限を許可する例を示します。
role name User1
rule 3 permit read-write oid 1.3.6.1.2.1.1.5
show role name User1
Role: User1
Description: new role
Vlan policy: permit (default)
Interface policy: permit (default)
Vrf policy: permit (default)
------------------------------------------------------------------Rule
Perm
Type
Scope
Entity
------------------------------------------------------------------3
permit read-write oid
1.3.6.1.2.1.1.5
2
deny
read
oid
1.3.6.1.2.1.1.9
1
permit read
feature
snmp

ユーザ アカウントおよび RBAC に関する追加情報
ここでは、ユーザ アカウントおよび RBAC の実装に関する追加情報について説明します。
関連資料
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』

VRF コンフィギュレーション

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

MIB のリンク

ユーザ アカウントおよび RBAC に関連する MIB サポートされている MIB を検索およびダウン
ロードするには、次の URL にアクセスしてく
ださい。
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus9000/
Nexus9000MIBSupportList.html
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9

章

IP ACL の設定
この章では、Cisco NX-OS デバイスの IP アクセス コントロール リスト（ACL）を設定する方法
について説明します。
特に指定がなければ、IP ACL は IPv4 および IPv6 の ACL を意味します。
この章は、次の項で構成されています。
• ACL について, 202 ページ
• IP ACL のライセンス要件, 219 ページ
• IP ACL の前提条件, 219 ページ
• IP ACL の注意事項と制約事項, 219 ページ
• IP ACL のデフォルト設定, 222 ページ
• IP ACL の設定, 223 ページ
• IP ACL の設定の確認, 255 ページ
• IP ACL の統計情報のモニタリングとクリア, 257 ページ
• IP ACL の設定例, 258 ページ
• オブジェクト グループの設定, 258 ページ
• オブジェクト グループの設定の確認, 264 ページ
• 時間範囲の設定, 265 ページ
• 時間範囲設定の確認, 270 ページ
• IP ACL に関する追加情報, 271 ページ

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
201

IP ACL の設定
ACL について

ACL について
ACL とは、トラフィックのフィルタリングに使用する順序付きのルール セットのことです。各
ルールには、パケットがルールに一致するために満たさなければならない条件のセットが規定さ
れています。デバイスは、ある ACLがパケットに適用されると判断すると、そのすべてのルール
の条件にパケットを照合し、テストします。最初に一致したルールで、そのパケットが許可され
るか拒否されるかが決定されます。一致するものがなければ、デバイスは適用可能な暗黙のルー
ルを適用します。デバイスは、許可されたパケットの処理を続行し、拒否されたパケットはドロッ
プします。
ACL を使用すると、ネットワークおよび特定のホストを、不要なトラフィックや望ましくないト
ラフィックから保護できます。たとえば、ACL を使用して、厳重にセキュリティ保護されたネッ
トワークからインターネットにハイパー テキスト トランスファ プロトコル（HTTP）トラフィッ
クが流入するのを禁止できます。また、特定のサイトへの HTTP トラフィックだけを許可するこ
ともできます。その場合は、サイトの IP アドレスが、IP ACL に指定されているかどうかによっ
て判定します。

ACL のタイプと適用
セキュリティ トラフィック フィルタリングには次のタイプの ACL を使用できます。
IPv4 ACL
IPv4 トラフィックだけに適用されます。
IPv6 ACL
IPv6 トラフィックだけに適用されます。
MAC ACL
MAC ACL は非 IP トラフィックにだけ適用されます。
IP ACL および MAC ACL には次のタイプの適用例があります。
ポート ACL
レイヤ 2 トラフィックのフィルタリング
ルータ ACL
レイヤ 3 トラフィックのフィルタリング
VLAN ACL
VLAN トラフィックのフィルタリング
VTY ACL
仮想テレタイプ（VTY）トラフィックのフィルタリング
次の表に、セキュリティ ACL の適用例の概要を示します。
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表 11：セキュリティ ACL の適用

アプリケーション
ポート ACL

サポートするインターフェイス サポートする ACL のタイプ
• レイヤ 2 インターフェイ
ス

• IPv4 ACL
• IPv6 ACL

• レイヤ 2 イーサネット

• MAC ACL

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

• IPv4 ACL

• 物理層 3 インターフェイ

• IPv6 ACL

ス

（注）

• 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

MAC ACL は、MAC
パケット分類をイ
ネーブルにする場合
だけ、レイヤ 3 イン
ターフェイスでサ
ポートされます。

• 管理インターフェイス
（注）

（注）

レイヤ 3 イーサネッ
ト ポート チャネルの
サブインターフェイ
スは、ルータ ACL で
はサポートされてい
ません。
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。
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アプリケーション
VLAN ACL

サポートするインターフェイス サポートする ACL のタイプ
• VLANs

• IPv4 ACL
• IPv6 ACL
• MAC ACL

VTY ACL

• VTY

• IPv4 ACL
• IPv6 ACL

関連トピック
VLAN ACL について, （287 ページ）
MAC ACL について, （273 ページ）

ACL の適用順序
デバイスは、パケットを処理する際に、そのパケットの転送パスを決定します。デバイスがトラ
フィックに適用する ACL はパスによって決まります。デバイスは、次の順序で ACL を適用しま
す。
1 ポート ACL
2 入力 VACL
3 入力ルータ ACL
4 入力 VTY ACL
5 出力 VTY ACL
6 出力ルータ ACL
7 出力 VACL
パケットが入力 VLAN 内でブリッジされる場合、ルータ ACL は適用されません。
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次の図に、デバイスが ACL を適用する順序を示します。
図 5： ACL の適用順序

次の図に、ACL のタイプに応じた ACL の適用場所を示します。赤いパスは送信元とは異なるイ
ンターフェイス上の宛先に送信されるパケットを表しています。青いパスは同じ VLAN 内でブ
リッジされるパケットを表しています。
デバイスは適用可能な ACL だけを適用します。たとえば、入力ポートがレイヤ 2 ポートの場合、
VLAN インターフェイスである VLAN 上のトラフィックには、ポート ACL とルータ ACL が両方
とも適用される可能性があります。さらに、その VLAN に VACL が適用される場合、デバイスは
その VACL も適用します。
図 6： ACL とパケット フロー
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ルールについて
ACLによるネットワーク トラフィックのフィルタリング方法を設定する際に、何を作成、変更、
削除するかを決めるのがルールです。ルールは実行コンフィギュレーション内に表示されます。
ACL をインターフェイスに適用するか、またはインターフェイスにすでに適用されている ACL
内のルールを変更すると、スーパーバイザ モジュールは実行コンフィギュレーション内のルール
から ACL のエントリを作成し、それらの ACL エントリを適用可能な I/O モジュールに送信しま
す。ACL の設定によっては、ルールよりも ACL エントリの方が数が多くなることがあります。
特に、ルールを設定するときにオブジェクト グループを使用してポリシーベース ACL を実装す
る場合などです。
アクセス リスト コンフィギュレーション モードでルールを作成するには、permit または deny コ
マンドを使用します。デバイスは、許可ルール内の基準と一致するトラフィックを許可し、拒否
ルール内の基準と一致するトラフィックをブロックします。ルールに一致するためにトラフィッ
クが満たさなければならない基準を設定するためのオプションが多数用意されています。
ここでは、ルールを設定する際に使用できるオプションをいくつか紹介します。

IP ACL および MAC ACL のプロトコル
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 または IPv6 の ACL
では、ICMP を名前で指定できます。
プロトコルはすべて番号で指定できます。MACACLでは、プロトコルをそのプロトコルのEtherType
番号（16 進数）で指定できます。たとえば、MAC ACL ルールの IP トラフィックの指定に 0x0800
を使用できます。
IPv4 および IPv6 ACL では、インターネット プロトコル番号を表す整数でプロトコルを指定でき
ます。

送信元と宛先
各ルールには、ルールに一致するトラフィックの送信元と宛先を指定します。指定する送信元お
よび宛先には、特定のホスト、ホストのネットワークまたはグループ、あるいは任意のホストを
使用できます。送信元と宛先の指定方法は、IPv4 ACL、IPv6 ACL、MAC ACL のどの ACL を設定
するのかによって異なります。

IP ACL および MAC ACL の暗黙ルール
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デバイスがトラフィック
に適用するルールです。ACL のルール単位の統計情報を維持するようにデバイスを設定した場
合、暗黙ルールの統計情報はデバイスに維持されません。
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すべての IPv4 ACL には、次の暗黙のルールがあります。
deny ip any any

この暗黙ルールによって、デバイスは不一致 IP トラフィックを確実に拒否します。
すべての IPv6 ACL には、次の暗黙のルールがあります。
deny ipv6 any any

この暗黙ルールによって、デバイスは不一致 IPv6 トラフィックを確実に拒否します。

（注）

IPv6 の nd-na、nd-ns、router-advertisement、router-solicitation パケットは、IPv6 ACL の暗黙の許
可ルールとしては使用できません。明示的に許可するには、次の規則を追加する必要がありま
す。
• permit icmp any any nd-na
• permit icmp any any nd-ns
• permit icmp any any router-advertisement
• permit icmp any any router-solicitation
すべての MAC ACL には、次の暗黙のルールがあります。
deny any any

protocol

この暗黙ルールによって、デバイスは、トラフィックのレイヤ 2 ヘッダーに指定されているプロ
トコルに関係なく、不一致トラフィックを確実に拒否します。

その他のフィルタリング オプション
追加のオプションを使用してトラフィックを識別できます。これらのオプションは、ACL のタイ
プによって異なります。次のリストには、ほとんどの追加フィルタリング オプションが含まれて
いますが、すべてを網羅しているわけではありません。
• 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
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◦ パケット長
• IPv6 ACL では、次のフィルタリング オプションが追加されています。
◦ レイヤ 4 プロトコル
◦ カプセル化セキュリティ ペイロード
◦ ペイロード圧縮プロトコル
◦ 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
◦ 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（Ethertype）
◦ VLAN ID
◦ サービス クラス（CoS）

シーケンス番号
デバイスはルールのシーケンス番号をサポートしています。入力するすべてのルールにシーケン
ス番号が割り当てられます（ユーザによる割り当てまたはデバイスによる自動割り当て）。シー
ケンス番号によって、次の ACL 設定作業が容易になります。
既存のルールの間に新しいルールを追加
シーケンス番号を指定することによって、ACL 内での新規ルールの挿入場所を指定します。
たとえば、ルール番号 100 と 110 の間に新しいルールを挿入する必要がある場合は、シーケ
ンス番号 105 を新しいルールに割り当てます。
ルールの削除
シーケンス番号を使用しない場合は、ルールを削除するために、次のようにルール全体を入
力する必要があります。
switch(config-acl)# no permit tcp 10.0.0.0/8 any

このルールに 101 番のシーケンス番号が付いていれば、次コマンドだけでルールを削除でき
ます。
switch(config-acl)# no 101
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ルールの移動
シーケンス番号を使用すれば、同じ ACL 内の異なる場所にルールを移動する必要がある場
合に、そのルールのコピーをシーケンス番号で正しい位置に挿入してから、元のルールを削
除できます。この方法により、トラフィックを中断せずにルールを移動できます。
シーケンス番号を使用せずにルールを入力すると、デバイスはそのルールを ACL の最後に追加
し、そのルールの直前のルールのシーケンス番号よりも 10 大きい番号を割り当てます。たとえ
ば、ACL 内の最後のルールのシーケンス番号が 225 で、シーケンス番号を指定せずにルールを追
加した場合、デバイスはその新しいルールにシーケンス番号 235 を割り当てます。
また、Cisco NX-OS では、ACL 内ルールのシーケンス番号を再割り当てできます。シーケンス番
号の再割り当ては、ACL 内に、100、101 のように連続するシーケンス番号のルールがある場合、
それらのルールの間に 1 つ以上のルールを挿入する必要があるときに便利です。

論理演算子と論理演算ユニット
TCP および UDP トラフィックの IP ACL ルールでは、論理演算子を使用して、ポート番号に基づ
きトラフィックをフィルタリングできます。Cisco NX-OS では、入力方向でのみ論理演算子をサ
ポートします。
このデバイスは、論理演算ユニット（LOU）というレジスタに、演算子とオペランドの組み合わ
せを格納します。各タイプの演算子は、次のように LOU を使用します。
eq
LOU には格納されません。
gt
1 LOU を使用します。
lt
1 LOU を使用します。
neq
1 LOU を使用します。
range
1 LOU を使用します。

IPv4 ACL ロギング
IPv4 ACL ロギング機能は、IPv4 ACL のフローをモニタし、統計情報をログに記録します。
フローは、送信元インターフェイス、プロトコル、送信元 IP アドレス、送信元ポート、宛先 IP
アドレス、宛先ポート値によって定義されます。フローの統計情報には、転送されたパケット
（ACL エントリの許可条件に一致する各フロー）およびドロップされたパケット（ACLエントリ
の拒否条件に一致する各フロー）の数が含まれます。
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時間範囲
時間範囲を使用して、ACL ルールが有効になる時期を制御できます。たとえば、インターフェイ
スに着信するトラフィックに特定の ACL を適用するとデバイスが判断し、その ACL のあるルー
ルの時間範囲が有効になっていない場合、デバイスは、トラフィックをそのルールと照合しませ
ん。デバイスは、そのデバイスのクロックに基づいて時間範囲を評価します。
時間範囲を使用する ACL を適用すると、デバイスはその ACL で参照される時間範囲の開始時ま
たは終了時に影響する I/O モジュールをアップデートします。時間範囲によって開始されるアッ
プデートはベストエフォート型のプライオリティで実行されます。時間範囲によってアップデー
トが生じたときにデバイスの処理負荷が非常に高い場合、デバイスはアップデートを最大数秒間
遅らせることがあります。
IPv4、IPv6、および MAC の各 ACL は時間範囲をサポートしています。デバイスがトラフィック
に ACL を適用する場合、有効なルールは次のとおりです。
• 時間範囲が指定されていないすべてのルール
• デバイスがその ACL をトラフィックに適用した時点（秒）が時間範囲に含まれているルー
ル
名前が付けられた時間範囲は再利用できます。多くの ACLルールを設定する場合は、時間範囲を
名前で一度設定すれば済みます。時間範囲の名前は最大 64 の英文字で指定します。
時間範囲には、1 つまたは複数のルールで構成されます。これらのルールは次の 2 種類に分類で
きます。
Absolute
特定の開始日時、終了日時、その両方を持つルール、またはそのどちらも持たないルール。
絶対時間範囲のルールがアクティブかどうかは、開始日時または終了日時の有無によって、
次のように決まります。
• 開始日時と終了日時が両方指定されている：この時間範囲ルールは、現在の時刻が開
始日時よりも後で終了日時よりも前の場合にアクティブになります。
• 開始日時が指定され、終了日時は指定されていない：この時間範囲ルールは、現在の
時刻が開始日時よりも後である場合にアクティブになります。
• 開始日時は指定されず、終了日時が指定されている：この時間範囲ルールは、現在の
時刻が終了日時よりも前である場合にアクティブになります。
• 開始日時も終了日時も指定されていない：この時間範囲ルールは常にアクティブです。
たとえば、新しいサブネットへのアクセスを許可するようにネットワークを設定する場合、
そのサブネットをオンラインにする予定日の真夜中からアクセスを許可するような時間範囲
を指定し、この時間範囲をそのサブネットに適用する ACL ルールに使用します。デバイス
はこのルールを含む ACL を適用する場合、開始日時が過ぎると、この時間範囲を使用する
ルールの適用を自動的に開始します。
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定期
毎週 1 回以上アクティブになるルール。たとえば、定期時間範囲を使用すると、平日の営業
時間中だけ、研究室のサブネットにアクセスできるようにすることができます。デバイス
は、そのルールを含む ACL が適用されていて、時間範囲がアクティブな場合にだけ、この
時間範囲を使用する ACL ルールを自動的に適用します。

（注）

デバイスは、時間範囲内のルールの順序に関係なく、時間範囲がアクティブかどうかを判断し
ます。Cisco NX-OS は、時間範囲を編集できるように時間範囲内にシーケンス番号を入れま
す。
時間範囲には備考を含めることもできます。備考を使用すると、時間範囲にコメントを挿入でき
ます。備考は、最大 100 文字の英数字で指定します。
デバイスは次の方法で時間範囲がアクティブかどうかを判断します。
• 時間範囲に絶対ルールが 1 つまたは複数含まれている：現在の時刻が 1 つまたは複数の絶対
ルールの範囲内であれば、その時間範囲はアクティブです。
• 時間範囲に定期ルールが 1 つまたは複数含まれている：現在の時刻が 1 つまたは複数の定期
ルールの範囲内であれば、その時間範囲はアクティブです。
• 時間範囲に絶対ルールと定期ルールが両方含まれている：現在の時刻が 1 つまたは複数の絶
対ルールと 1 つ以上の定期ルールの範囲内にある場合に、その時間範囲はアクティブです。
時間範囲に絶対ルールと定期ルールが両方含まれている場合、定期ルールがアクティブになるの
は、最低 1 つの絶対ルールがアクティブな場合だけです。

ポリシーベース ACL
デバイスはポリシーベース ACL（PBACL）をサポートしています。PBACL を使用すると、オブ
ジェクト グループ全体にアクセス コントロール ポリシーを適用できます。オブジェクト グルー
プは、IP アドレスのグループまたは TCP ポートもしくは UDP ポートのグループです。ルール作
成時に、IP アドレスやポートを指定するのではなく、オブジェクト グループを指定できます。
IPv4 または IPv6 の ACL の設定にオブジェクト グループを使用すると、ルールの送信元または宛
先に対してアドレスまたはポートの追加や削除を行う場合に、ACL を簡単にアップデートできま
す。たとえば、3 つのルールが同じ IP アドレス グループ オブジェクトを参照している場合は、3
つのすべてのルールを変更しなくても、オブジェクトに IP アドレスを追加すれば済みます。
PBACL を使用しても、インターフェイスに ACL を適用する際にその ACL が必要とするリソース
は減りません。PBACL の適用時、またはすでに適用されている PBACL のアップデート時には、
デバイスはオブジェクト グループを参照する各ルールを展開し、グループ内の各オブジェクトと
ACL エントリが 1 対 1 になるようにします。あるルールに、送信元と宛先が両方ともオブジェク
ト グループとして指定されている場合、この PBACL を適用する際に I/O モジュールに作成され
る ACLエントリの数は、送信元グループ内のオブジェクト数に宛先グループ内のオブジェクト数
をかけた値になります。
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ポート、ルータ、ポリシーベース ルーティング（PBR）、VLAN の ACL には、次のオブジェクト
グループ タイプが適用されます。
IPv4 アドレス オブジェクト グループ
IPv4 ACL ルールで送信元または宛先アドレスの指定に使用できます。permit コマンドまた
は deny コマンドを使用してルールを設定する際に、addrgroup キーワードを使用すると、
送信元または宛先のオブジェクト グループを指定できます。
IPv6 アドレス オブジェクト グループ
IPv6 ACL ルールで送信元または宛先アドレスの指定に使用できます。permit コマンドまた
は deny コマンドを使用してルールを設定する際に、addrgroup キーワードを使用すると、
送信元または宛先のオブジェクト グループを指定できます。
プロトコル ポート オブジェクト グループ
IPv4 および IPv6 の TCP および UDP ルールで送信元または宛先のポートの指定に使用でき
ます。permit コマンドまたは deny コマンドを使用してルールを設定する際に、portgroup
キーワードを使用すると、送信元または宛先のオブジェクト グループを指定できます。

（注）

ポリシーベース ルーティング（PBR）ACL は、アクセス コントロール エントリ（ACE）の拒
否または deny コマンドによるルール設定をサポートしません。

統計情報と ACL
このデバイスは IPv4、IPv6、および MAC の ACL に設定した各ルールのグローバル統計を保持で
きます。1 つの ACL が複数のインターフェイスに適用される場合、ルール統計には、その ACL
が適用されるすべてのインターフェイスと一致する（ヒットする）パケットの合計数が維持され
ます。

（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。
関連トピック
IP ACL の統計情報のモニタリングとクリア, （257 ページ）

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
212

IP ACL の設定
Atomic ACL のアップデート

IP ACL および MAC ACL の暗黙ルール, （206 ページ）

Atomic ACL のアップデート
デフォルトでは、Cisco Nexus 9000 シリーズのデバイスのスーパーバイザ モジュールで、ACL の
変更を I/O モジュールにアップデートする際には、Atomic ACL のアップデートを実行します。
Atomic アップデートでは、アップデートされる ACL が適用されるトラフィックを中断させるこ
とがありません。しかし、Atomic アップデートでは、ACL のアップデートを受け取る I/O モジュー
ルに、関係する ACL の既存のすべてのエントリに加えて、アップデートされた ACL エントリを
保存するのに十分なリソースがあることが必要です。アップデートが行われた後、アップデート
に使用されたリソースは開放されます。I/O モジュールに十分なリソースがない場合は、デバイス
からエラー メッセージが出力され、この I/O モジュールに対する ACL のアップデートは失敗しま
す。
I/O モジュールに Atomic アップデートに必要なリソースがない場合は、no hardware access-list
update atomic コマンドを使用して Atomic アップデートをディセーブルにすることができますが、
デバイスで既存の ACL を削除して、アップデートされた ACL を適用するには、多少の時間がか
かります。ACL が適用されるトラフィックは、デフォルトでドロップされます。
ACL が適用されるすべてのトラフィックを許可し、同時に非 Atomic アップデートを受信するよ
うにするには、hardware access-list update default-result permit コマンドを使用してください。
次の例では、ACL に対する Atomic アップデートをディセーブルにする方法を示します。
switch# config t
switch(config)# no hardware access-list update atomic

次の例では、非 Atomic ACL アップデートの際に、関連するトラフィックを許可する方法を示し
ます。
switch# config t
switch(config)# hardware access-list update default-result permit

次の例では、Atomic アップデート方式に戻る方法を示します。
switch# config t
switch(config)# no hardware access-list update default-result permit
switch(config)# hardware access-list update atomic

IP ACL に対する Session Manager のサポート
Session Manager は IP ACL および MAC ACL の設定をサポートしています。この機能を使用する
と、ACL の設定を調べて、その設定に必要とされるリソースが利用可能であるかどうかを、リ
ソースを実行コンフィギュレーションにコミットする前に確認できます。

ACL TCAM リージョン
ハードウェアの ACL Ternary Content Addressable Memory（TCAM）リージョンのサイズを変更で
きます。

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
213

IP ACL の設定
ACL TCAM リージョン

Cisco Nexus 9300 と 9500 シリーズ スイッチおよび、Cisco Nexus 3164Q、31128PQ、3232C、およ
び 3264Q スイッチの場合、出力 TCAM のサイズは 1K で、4 つの 256 エントリに分割されていま
す。Cisco Nexus NFE2 対応デバイス（Cisco Nexus 3232C や 3264Q スイッチなど）の場合、入力
TCAM のサイズは 6K で、12 の 512 スライスに分割されています。3 つのスライスが 1 つのグルー
プにされます。他の Cisco Nexus 9300 と 9500 シリーズ スイッチおよび 3164Q と 31128PQ の場合、
入力 TCAM のサイズは 4K で、8 つの 256 スライスと 4 つの 512 スライスに分割されています。
各スライスが、割り当てユニットになります。1 つのスライスを割り当てることができるのは 1
つのリージョンだけです。たとえば、1 つのサイズ 512 のスライスを使用してサイズ 256 の機能
を 2 つ設定することはできません。同様に、1 つのサイズ 256 のスライスを使用してサイズ 128
の機能を 2 つ設定することはできません。IPv4 TCAM リージョンはシングル幅です。IPv6、QoS、
MAC、CoPP およびシステム TCAM リージョンはダブル幅であり、物理 TCAM エントリの 2 倍を
消費します。たとえば、サイズ 256 の論理リージョン エントリが実際に消費する物理 TCAM エン
トリは 512 です。
IPv6、ポート ACL、VLAN ACL、およびルータ ACL を作成して、QoS の IPv6 および MAC アド
レスを照合できます。ただし、Cisco NX-OS ではすべてを同時にサポートすることはできません。
IPv6、MAC、その他の所要の TCAM リージョンをイネーブルにするには、既存の TCAM リージョ
ン（TCAM カービング）を削除するか、サイズを減らす必要があります。個々の TCAM リージョ
ンのコンフィギュレーション コマンドでは、新しい変更結果が TCAM に適合するかが、システム
により評価されます。適合しない場合は、エラーがレポートされ、コマンドは拒否されます。新
しい要件に適した領域を確保するには、既存の TCAM リージョンを削除するか、サイズを減らす
必要があります。
Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチの場合、出力 TCAM のサイズは 2K で、入力 TCAM のサイズ
は 4K です。TCAM スライスおよび、シングル幅とダブル幅の概念は、これらのスイッチには適
用されません。たとえば、ing-ifacl リージョンは、IPv4、IPv6、または MAC タイプのエントリを
ホストできます。IPv4 および MAC タイプが 1 つの TCAM エントリを占めるのに対して、IPv6 タ
イプは 2 つの TCAM エントリを占めます。
ACL TCAM リージョン サイズには、次の注意事項と制約事項があります。
• Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチの場合、X9536PQ、X9564PX、および X9564TX ライン
カードを使用して、40G ポートでの QoS 分類ポリシーの適用が強制されます。ここでは、
256 エントリの粒度でのカービングに使用できる 768 の TCAM エントリが利用可能です。こ
れらのリージョン名にはプレフィックス「ns-」が付けられます。
• X9536PQ, X9564PX, および X9564TX ライン カードの場合、IPv6 TCAM リージョンだけがダ
ブル幅のエントリを消費します。他の TCAM リージョンは、シングル幅のエントリを消費し
ます。
• VACL リージョンを設定する場合、入力と出力の両方向で同じサイズが設定されます。リー
ジョン サイズがいずれかの方向に対応できない設定は拒否されます。
• Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチの場合、ing-sup リージョンは 512 エントリの最小サイズ
を占め、egr-sup リージョンは 256 エントリの最小サイズを占めます。これらのリージョンを
より小さい値に設定することはできません。リージョン サイズのカービングは 256 エントリ
の倍数でのみ行えます（スパン リージョンは例外で、512 エントリの倍数でのカービングの
みが可能です）。
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次の表に、特定機能を動作させるために設定が必要なリージョンを示します。リージョンのサイ
ズは、各機能のスケール要件に基づいて選択する必要があります。
表 12：ACL TCAM リージョンごとの機能

機能名

リージョン名

ポート ACL

ifacl：IPv4 ポート ACL 用
ing-ifacl：入力 IPv4、IPv6、および
MAC ポート ACL 用（Cisco Nexus 9200
シリーズ スイッチのみ）
ipv6-ifacl：IPv6 ポート ACL 用
mac-ifacl：MAC ポート ACL 用

ポート QoS（レイヤ 2 ポートまたはポート チャネルに適 qos、qos-lite、rp-qos、rp-qos-lite、
用される QoS 分類ポリシー）
ns-qos、e-qos、または e-qos-lite：IPv4
パケット分類用
ing-l2-qos：入力レイヤ 2 パケット分
類用（Cisco Nexus 9200 シリーズ ス
イッチのみ）
ipv6-qos、rp-ipv6-qos、ns-ipv6-qos、ま
たは e-ipv6-qos：IPv6 パケット分類用
mac-qos、rp-mac-qos、ns-mac-qos、ま
たは e-mac-qos：非 IP パケット分類用
（注）

VACL

Cisco Nexus 9300 シリーズ ス
イッチの 40G ポートで分類
する必要があるトラフィッ
クの場合、qos リージョンお
よび対応する ns-*qos 領域を
カービングする必要があり
ます。

vacl：IPv4 パケット用
ipv6-vacl：IPv6 パケット用
mac-vacl：非 IP パケット用
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機能名

リージョン名

VLAN QoS（VLAN に適用される QoS 分類ポリシー）

vqos または ns-vqos：IPv4 パケット分
類用
ipv6-vqos または ns-ipv6-vqos：IPv6 パ
ケット分類用
ing-l3-vlan-qos：入力レイヤ 3、
VLAN、および SVI QoS パケット分類
用（Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッ
チのみ）
mac-vqos または ns-mac-vqos：非 IP パ
ケット分類用
（注）

RACL

Cisco Nexus 9300 シリーズ ス
イッチの 40G ポートで分類
する必要があるトラフィッ
クの場合、qos リージョンお
よび対応する ns-*qos 領域を
カービングする必要があり
ます。

egr-racl：出力 IPv4 および IPv6 RACL
用（Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッ
チのみ）
e-racl：出力 IPv4 RACL 用
e-ipv6-racl：出力 IPv6 RACL 用
ing-racl：入力 IPv4 および IPv6 RACL
用（Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッ
チのみ）
racl：IPv4 RACL 用
ipv6-racl：IPv6 RACL 用

レイヤ 3 QoS（レイヤ 3 ポートまたはポート チャネルに l3qos、l3qos-lite、または ns-l3qos：
適用される QoS 分類ポリシー）
IPv4 パケット分類用
ipv6-l3qos または ns-ipv6-l3qos：IPv6
パケット分類用
（注）
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機能名

リージョン名

VLAN 送信元または VLAN フィルタ SPAN（Cisco Nexus span
9500 または 9300 シリーズ スイッチ）
40G ポートの Rx SPAN（Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッ
チのみ）
SPAN フィルタ

ifacl：レイヤ 2（スイッチポート）送
信元インターフェイスでの IPv4 トラ
フィック フィルタリング用。
ipv6-ifacl：レイヤ 2（スイッチポー
ト）送信元インターフェイスでのIPv6
トラフィック フィルタリング用。
mac-ifacl：レイヤ 2（スイッチポー
ト）送信元インターフェイスでのレイ
ヤ 2 トラフィック フィルタリング用。
vacl：VLAN 送信元での IPv4 トラ
フィック フィルタリング用。
ipv6-vacl：VLAN 送信元での IPv6 ト
ラフィック フィルタリング用。
mac-vacl：VLAN 送信元でのレイヤ 2
トラフィック フィルタリング用。
racl：レイヤ 3 インターフェイスでの
IPv4 トラフィック フィルタリング
用。
ipv6-racl：レイヤ 3 インターフェイス
での IPv6 トラフィック フィルタリン
グ用。
ing-l2-span-filter：入力レイヤ 2 SPAN
トラフィック フィルタリング用
（Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチ
のみ）
ing-l3-span-filter：入力レイヤ 3 および
VLAN SPAN トラフィック フィルタ
リング用（Cisco Nexus 9200 シリーズ
スイッチのみ）

SVI カウンタ
（注）

svi

このリージョンは、レイヤ 3 SVI インターフェ
イスのパケット カウンタをイネーブルにしま
す。
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機能名

リージョン名

BFD、DHCP リレー、または DHCPv6 リレー

redirect
（注）

CoPP

Cisco Nexus 9200 シリーズ ス
イッチの場合、BFD が使用
するのは ing-sup リージョン
ですが、DHCPv4 リレー、
DHCPv4 スヌーピング、お
よび DHCPv4 クライアント
が使用するのは ing-redirect
リージョンです。

copp
（注）

システム管理型 ACL

リージョン サイズは 0 にで
きません。

system
（注）

vPC コンバージェンス
（注）

リージョンサイズは変更で
きません。
vpc-convergence

このリージョンは、vPC リンクがダウンしてト （注）
ラフィックのピア リンクへのリダイレクトが
必要となった場合に、コンバージェンス時間を
ブーストします。

ファブリック エクステンダ（FEX）

fex-ifacl、fex-ipv6-ifacl、fex-ipv6-qos、
fex-mac-ifacl、fex-mac-qos、fex-qos、
fex-qos-lite

ダイナミック ARP インスペクション（DAI）

arp-ether

IP ソース ガード（IPSG）

ipsg

マルチキャスト PIM Bidir

mcast_bidir

スタティック MPLS

mpls

ネットワーク アドレス変換（NAT）

nat

OpenFlow

OpenFlow

sFlow

sflow
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このリージョン サイズを 0
に設定すると、vPC リンク
障害時のコンバージェンス
時間に影響を与える可能性
があります。
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機能名

リージョン名

スーパーバイザ モジュール

egr-sup：出力スーパーバイザ（Cisco
Nexus 9200 シリーズ スイッチのみ）
ing-sup：入力スーパーバイザ（Cisco
Nexus 9200 シリーズ スイッチのみ）

関連トピック
ACL TCAM リージョン サイズの設定, （233 ページ）
TCAM カービングの設定：Cisco NX-OS リリース 6.1(2)I2(1) 以降のリリース用, （242 ページ）

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

ライセンス要件

Cisco NX-OS

IP ACL を使用するためにライセンスは必要あ
りません。ライセンス パッケージに含まれてい
ない機能は nx-os イメージにバンドルされてお
り、無料で提供されます。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 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。

IP ACL の注意事項と制約事項
IP ACL の設定に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。
• ACL の設定には 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、1,000 以上
のルールが含まれている ACL に対して特に有効です。Session Manager の詳細については、
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『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』を参照してくださ
い。
• 最大 62 の一意の ACL を設定できます。各 ACL は、1 つのラベルを持ちます。同じ ACL が
複数のインターフェイスで設定される場合、同じラベルが共有されます。ただし、各 ACL
が一意のエントリを持つ場合、ACL のラベルは共有されず、そのラベルの上限は 62 です。
• ほとんどの場合、IP パケットに対する ACL 処理は I/O モジュール上で実行されます。これに
は、ACL 処理を加速化するハードウェアを使用します。場合によっては、スーパーバイザ
モジュールで処理が実行されることもあります。この場合、特に非常に多数のルールが設定
されている ACL を処理する際には、処理速度が遅くなることがあります。管理インターフェ
イス トラフィックは、常にスーパーバイザ モジュールで処理されます。次のカテゴリのい
ずれかに属する IP パケットがレイヤ 3 インターフェイスから出る場合、これらのパケットは
スーパーバイザ モジュールに送られて処理されます。
◦ レイヤ 3 最大伝送単位チェックに失敗し、そのためにフラグメント化を要求しているパ
ケット
◦ IP オプションがある IPv4 パケット（追加された IP パケット ヘッダーのフィールドは、
宛先アドレス フィールドの後）
◦ 拡張 IPv6 ヘッダー フィールドがある IPv6 パケット
レート制限を行うことで、リダイレクト パケットによってスーパーバイザ モジュールに過
剰な負荷がかかるのを回避します。
• 時間範囲を使用する ACL を適用すると、デバイスは、その ACL エントリで参照される時間
範囲の開始時または終了時に ACL エントリを更新します。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。VLANインターフェイスの詳細については、『Cisco
Nexus 9000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してください。
• VTY ACL 機能はすべての VTY 回線のすべてのトラフィックを制限します。異なる VTY 回
線に異なるトラフィックの制限を指定できません。どのルータの ACL も VTY ACL として設
定できます。
• 未定義の ACL をインターフェイスに適用すると、システムは空の ACL と見なし、すべての
トラフィックを許可します。
• IP トンネルでは、ACL または QoS ポリシーがサポートされません。
• VXLAN の ACL には、次のガイドラインが適用されます。
◦ アクセスからネットワーク方向（レイヤ 2 からレイヤ 3 のカプセル化パス）のトラフィッ
クに対してレイヤ 2 ポートに適用される入力ポート ACL は、内部ペイロードでサポー
トされます。
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◦ ポート ACL をアクセス側で使用して、オーバーレイ ネットワークに進入するトラフィッ
クをフィルタ処理して除外することを推奨します。
◦ ネットワークからアクセス方向（レイヤ 3 からレイヤ 2 のカプセル化解除パス）の内部
または外部ペイロードで照合されるアップリンク レイヤ 3 インターフェイスに適用され
る入力ルータ ACL はサポートされません。
◦ アクセスからネットワーク方向（カプセル化パス）の内部または外部ペイロードで照合
されるアップリンク レイヤ 3 インターフェイスに適用される出力ルータ ACL はサポー
トされません。
• IPv6 ACL のロギングはサポートされません。
• 出力方向の IPv4 ACL ロギングはサポートされません。
• VACL の ACL ロギングはサポートされません。
• ACL ロギングは、ip port access-group コマンドによって設定されたポート ACL と、ip
access-group コマンドによって設定されたルータ ACL にのみ適用されます。
• IPv4 ACL フローの総数は、DoS 攻撃を避けるためにユーザ定義の最大値に限定されます。こ
の制限に到達すると、新しいログは既存のフローが終了するまで作成されません。
• IPv4 ACL ロギングによって生成される syslog エントリ数は、ACL ロギング プロセスで設定
されたログ レベルによって制限されています。syslog エントリの数がこの制限を超えると、
ロギング機能が一部のロギング メッセージをドロップする場合があります。したがって、
IPv4 ACL ロギングは課金ツールや ACL との一致数を正確に把握するための情報源として使
用しないでください。
• レイヤ 3 イーサネット ポート チャネルのサブインターフェイスは、ルータ ACL ではサポー
トされていません。
• 出力ルータ ACL は、サブインターフェイスおよび Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチのアッ
プリンク ポートではサポートされていません。
• ネットワーク フォワーディング エンジン（NFE）対応スイッチの場合、トンネル インター
フェイスの外部ヘッダーで照合される入力 RACL はサポートされません。
• 複数のインターフェイスに同じ QoS ポリシーと ACL が適用された場合、ラベルが共有され
るのは、QoS ポリシーが no-stats オプションで適用されたときだけです。
• スイッチ ハードウェアは、出力 TCAM でのレンジ チェック（レイヤ 4 オペレーション）を
サポートしません。したがって、レイヤ 4 オペレーション ベースの分類をする ACL および
QoS ポリシーは、出力 TCAM での複数エントリに拡張する必要があります。この制限は、出
力 TCAM スペースの計画で考慮するようにしてください。
• TCAM リソースは次のシナリオで共有されます。
◦ ルーテッド ACL を複数のスイッチ仮想インターフェイス（SVI）に入力方向で適用する
場合
◦ ルーテッド ACL を複数の物理レイヤ 3 インターフェイスに入力または出力方向で適用
する場合
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• TCAM リソースは、ルーテッド ACL を複数の SVI に出力方向で適用する場合、共有されま
せん。
• HTTP メソッドは FEX ポートではサポートされません。
• mode tap aggregation コマンドは、MPLS ストリッピングで使用する場合を除き、TAP アグ
リゲーションで必要とされません。ただし HTTP メソッドは、MPLS パケットのストリップ
後はサポートされません。
• 次の注意事項と制約事項は、Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチに適用されます。
◦ 出力 MAC ACL はサポートされません。
◦ トンネルがトラフィックの発信元となっているデバイスでのトンネル インターフェイス
の外部ヘッダーでパケットが照合される場合、出力 RACL はインターフェイスでサポー
トされません。
◦ トンネル インターフェイスの外部ヘッダーで照合される入力 RACL はサポートされま
せん。
◦ IP 長ベースの照合はサポートされません。
◦ すべての ACL ベースの機能を同時に有効にすることはできません。
◦ 16 のレイヤ 4 オペレーションがサポートされます。
◦ レイヤ 4 オペレーションは、出力 TCAM リージョンではサポートされません。
◦ MAC 圧縮テーブルのサイズは 4096 + 512 オーバーフロー TCAM です。
◦ MAC アドレスと MAC マスクのオーバーラップは拒否されます。
◦ ACL ログ レート リミッタには、送信またはドロップされたパケットに関するハードウェ
ア カウンタはありません。
◦ ACL ログ レート リミッタの実装は各 TCAM エントリ レベルで行われ（集約されたレー
ト制限を使用するのではなく）、デフォルトは 1 pps です。
◦ ネットワーク アドレス変換（NAT）の例外カウンタはゼロです。
◦ TAP アグリゲーションでは RACL リダイレクトだけがサポートされます。VACL リダ
イレクトはサポートされていません。
◦ DHCPv4 スヌーピング/リレー、DHCPv6 リレー、ARP スヌーピング、VXLAN の 4 つの
機能のうち、同時にサポートできるのは 3 つだけです。適用されるのは最初に設定され
た 3 つの機能であり、3 つのブリッジ ドメイン ラベル ビットがすべて使用中になるた
め、4 番目は失敗します。

IP ACL のデフォルト設定
次の表に、IP ACL パラメータのデフォルト設定を示します。
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表 13：IP ACL パラメータのデフォルト値

パラメータ

デフォルト

IP ACL

デフォルトでは IP ACL は存在しません。

IP ACL エントリ

1024

ACL ルール

すべての ACL に暗黙のルールが適用されます。

オブジェクト グループ

デフォルトではオブジェクト グループは存在し
ません。

時間範囲

デフォルトでは時間範囲は存在しません。

関連トピック
IP ACL および MAC ACL の暗黙ルール, （206 ページ）

IP ACL の設定
IP ACL の作成
デバイスに IPv4 ACL または IPv6 ACL を作成し、これにルールを追加できます。

はじめる前に
ACL の設定には Session Manager を使用することを推奨します。この機能によって、ACL の設定
を確認し、設定を実行コンフィギュレーションにコミットする前に、その設定が必要とするリソー
スが利用可能かどうかを確認できます。この機能は、約 1,000 以上のルールが含まれている ACL
に対して特に有効です。
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手順の概要
1. configure terminal
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。
• ipaccess-listname
• ipv6access-listname
3. （任意） fragments {permit-all | deny-all}
4. [sequence-number] {permit | deny} protocolsourcedestination
5. （任意） statistics per-entry
6. （任意） 次のいずれかのコマンドを入力します。
• show ip access-listsname
• show ipv6 access-listsname
7. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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。
• ipaccess-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。

• ipv6access-listname

例：
switch(config)# ip access-list acl-01
switch(config-acl)#

ステップ 3

fragments {permit-all | deny-all}
例：
switch(config-acl)# fragments permit-all

（任意）
初期状態でないフラグメントのフラグメント処理を最適
化します。デバイスで、fragments コマンドが含まれる
ACL がトラフィックに適用される場合、fragments コマ
ンドは、ACL での明示的な permit コマンドまたは deny
コマンドに一致しない非初期フラグメントだけに一致し
ます。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

[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。

例：
switch(config-acl)# permit ip
192.168.2.0/24 any

ステップ 5

statistics per-entry
例：

permit コマンドと deny コマンドには、トラフィックを
識別するための多くの方法が用意されています。
（任意）
その ACL のルールと一致するパケットのグローバル統
計をデバイスが維持するように設定します。

switch(config-acl)# statistics per-entry

ステップ 6

次のいずれかのコマンドを入力します。
• show ip access-listsname

（任意）
IP ACL の設定を表示します。

• show ipv6 access-listsname

例：
switch(config-acl)# show ip access-lists
acl-01

ステップ 7

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-acl)# copy running-config
startup-config

IP ACL の変更
既存の IPv4 ACL または IPv6 ACL のルールの追加と削除は実行できますが、既存のルールを変更
することはできません。ルールを変更するには、そのルールを削除してから、変更を加えたルー
ルを再作成します。
既存のルールの間に新しいルールを挿入する必要がある場合で、現在のシーケンス番号の空き状
況ではすべてを挿入できないときは、resequence コマンドを使用してシーケンス番号を再割り当
てします。

はじめる前に
ACL の設定には Session Manager を使用することを推奨します。この機能を使用すると、ACL の
設定を調べて、その設定に必要とされるリソースが利用可能であるかどうかを、リソースを実行
コンフィギュレーションにコミットする前に確認できます。この機能は、約 1,000 以上のルール
が含まれている ACL に対して特に有効です。
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手順の概要
1. configure terminal
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。
• ipaccess-listname
• ipv6access-listname
3. （任意） [sequence-number] {permit | deny}protocolsourcedestination
4. （任意） [no] fragments {permit-all | deny-all}
5. （任意） no {sequence-number | {permit | deny}protocolsourcedestination}
6. （任意） [no] statistics per-entry
7. （任意） 次のいずれかのコマンドを入力します。
• show ip access-listsname
• show ipv6 access-listsname
8. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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。 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。
• ipaccess-listname
• ipv6access-listname

例：
switch(config)# ip access-list acl-01
switch(config-acl)#

ステップ 3

[sequence-number] {permit |
deny}protocolsourcedestination
例：
switch(config-acl)# 100 permit ip
192.168.2.0/24 any

（任意）
IP ACL 内にルールを作成します。シーケンス番号を指定す
ると、ACL 内のルール挿入位置を指定できます。シーケン
ス番号を指定しないと、ルールは ACL の末尾に追加されま
す。sequence-number 引数には、1 ～ 4294967295 の整数を指
定します。
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コマンドまたはアクション

目的
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

[no] fragments {permit-all | deny-all}
例：
switch(config-acl)# fragments permit-all

（任意）
初期状態でないフラグメントのフラグメント処理を最適化
します。デバイスで、fragments コマンドが含まれる ACL
がトラフィックに適用される場合、fragments コマンドは、
ACL での明示的な permit コマンドまたは deny コマンドに
一致しない非初期フラグメントだけに一致します。
no オプションを使用すると、フラグメント処理の最適化が
削除されます。

ステップ 5

no {sequence-number | {permit |
deny}protocolsourcedestination}

（任意）
指定したルールを IP ACL から削除します。

例：

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。

switch(config-acl)# no 80

ステップ 6

[no] statistics per-entry
例：

（任意）
その ACL のルールと一致するパケットのグローバル統計を
デバイスが維持するように設定します。

switch(config-acl)# statistics per-entry

no オプションを使用すると、デバイスはその ACL のグロー
バル統計の維持を停止します。
ステップ 7

次のいずれかのコマンドを入力します。 （任意）
IP ACL の設定を表示します。
• show ip access-listsname
• show ipv6 access-listsname

例：
switch(config-acl)# show ip access-lists
acl-01

ステップ 8

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-acl)# copy running-config
startup-config

関連トピック
IP ACL 内のシーケンス番号の変更, （229 ページ）
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VTY ACL の作成
入力方向または出力方向の全 VTY 回線で、すべての IPv4 または IPv6 トラフィックへのアクセス
を制御することにより、VTY ACL を設定できます。

はじめる前に
すべての仮想端末回線にユーザが接続できるため、すべての仮想端末回線に同じ制約を設定する
必要があります。
ACL の設定には Session Manager を使用することを推奨します。この機能を使用すると、ACL の
設定を調べて、その設定に必要とされるリソースが利用可能であるかどうかを、リソースを実行
コンフィギュレーションにコミットする前に確認でき、特に約 1000 以上のルールを含む ACL に
役立ちます。

手順の概要
1. configure terminal
2. {ip | ipv6} access-listname
3. {permit | deny}protocolsourcedestination [log] [time-rangetime]
4. exit
5. line vty
6. {ip | ipv6} access-classname {in | out}
7. （任意） show {ip | ipv6} access-lists
8. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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 | ipv6} access-listname
例：

ACL を作成し、その ACL の IP アクセス リスト コン
フィギュレーション モードを開始します。name 引数
の最大長は 64 文字です。

switch(config)# ip access-list vtyacl

ステップ 3

{permit | deny}protocolsourcedestination [log] ACL ルールを作成し、指定した送信元とのすべての
[time-rangetime]
TCP トラフィックを許可します。
例：
switch(config-ip-acl)# permit tcp any any
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

exit

IP アクセス リスト コンフィギュレーション モードを
終了します。

例：
switch(config-ip-acl)# exit
switch(config)#

ステップ 5

仮想端末を指定し、ライン コンフィギュレーション
モードを開始します。

line vty
例：
switch(config)# line vty
switch(config-line)#

ステップ 6

{ip | ipv6} access-classname {in | out}
例：

指定された ACL を使用してすべての VTY 回線に対す
る着信および発信接続を制限します。name 引数の最
大長は 64 文字です。

switch(config-line)# ip access-class
vtyacl out

ステップ 7

show {ip | ipv6} access-lists
例：

（任意）
任意の VTY ACL を含め、設定された ACL を表示し
ます。

switch# show ip access-lists

ステップ 8

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

IP ACL 内のシーケンス番号の変更
IP ACL 内のルールに付けられたすべてのシーケンス番号を変更できます。

はじめる前に
ACL の設定には Session Manager を使用することを推奨します。この機能を使用すると、ACL の
設定を調べて、その設定に必要とされるリソースが利用可能であるかどうかを、リソースを実行
コンフィギュレーションにコミットする前に確認できます。この機能は、約 1,000 以上のルール
が含まれている ACL に対して特に有効です。

手順の概要
1. configure terminal
2. resequence {ip | ipv6} access-listnamestarting-sequence-numberincrement
3. （任意） show ip access-listsname
4. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

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

resequence {ip | ipv6}
ACL 内に記述されているルールにシーケンス番号を付
access-listnamestarting-sequence-numberincrement 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
例：
よりも大きい番号が付けられます。番号の間隔は、指
switch(config)# resequence access-list ip
定した増分によって決まります。
acl-01 100 10
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

show ip access-listsname

（任意）
IP ACL の設定を表示します。

例：
switch(config)# show ip access-lists acl-01

ステップ 4

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)# copy running-config
startup-config

IP ACL の削除
IP ACL をデバイスから削除できます。

はじめる前に
その ACLがインターフェイスに適用されているかどうかを確認します。削除できるのは、現在適
用されている ACL です。ACL を削除しても、その ACL が適用されていたインターフェイスの設
定は影響を受けません。デバイスは削除された ACL を空であると見なします。IP ACL が設定さ
れているインターフェイスを探すには、show ip access-lists コマンドまたは show ipv6 access-lists
コマンドと一緒に summary キーワードを使用します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。
• noipaccess-listname
• noipv6access-listname
3. （任意） 次のいずれかのコマンドを入力します。
• showipaccess-listsnamesummary
• showipv6access-listsnamesummary
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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。
• noipaccess-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。

• noipv6access-listname

例：
switch(config)# no ip access-list acl-01

ステップ 3

次のいずれかのコマンドを入力します。
• showipaccess-listsnamesummary
• showipv6access-listsnamesummary

（任意）
IP ACL の設定を表示します。ACL がインターフェ
イスに引き続き適用されている場合は、インター
フェイスが表示されます。

例：
switch(config)# show ip access-lists acl-01
summary

ステップ 4

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)# copy running-config
startup-config
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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
• VLAN インターフェイス
• 管理インターフェイス
これらのインターフェイス タイプに適用された ACL はルータ ACL と見なされます。

（注）

レイヤ 3 イーサネット ポート チャネルのサブインターフェイスは、ルータ ACL ではサポート
されていません。

（注）

出力ルータ ACL は、サブインターフェイスおよび Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチのアッ
プリンク ポートではサポートされていません。

はじめる前に
適用する ACL が存在し、目的に応じたトラフィック フィルタリングが設定されていることを確
認します。

手順の概要
1. switch# configure terminal
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。
• interfaceethernetslot/port[.number]
• interfaceport-channelchannel-number
• interfacevlanvlan-id
• interfacemgmtport
3. （任意） show running-config aclmgr
4. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細
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。

• interfaceethernetslot/port[.number]
• interfaceport-channelchannel-number
• interfacevlanvlan-id
• interfacemgmtport
ステップ 3

show running-config aclmgr

（任意）
ACL の設定を表示します。

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, （223 ページ）

ACL TCAM リージョン サイズの設定
ハードウェアの ACL Ternary Content Addressable Memory（TCAM）リージョンのサイズを変更で
きます。
ここでの例は、Cisco Nexus 9200、9300、および 9500 シリーズ スイッチおよび、Cisco Nexus
3164Q、31128PQ、3232C、および 3264Q スイッチのすべてで使用できますが、TCAM テンプレー
トを使用して ACL TCAM リージョン サイズを設定する必要がある NFE2 対応デバイス（X9432C-S
100G ライン カードや C9508-FM-S ファブリック モジュールなど）には適用できません。TCAM
テンプレートの使用方法の詳細については、「テンプレートを使用した ACL TCAM リージョン
サイズの設定」を参照してください。

（注）

テンプレートを適用すると（「テンプレートを使用した ACL TCAM リージョン サイズの設定,
（240 ページ）」を使用）、ここで説明した hardware access-list tcam region コマンドは機能し
ません。このコマンドを使用するには、テンプレートのコミットを解除する必要があります。
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（注）

QoS TCAM カービングの設定については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Quality of Service
Configuration Guide』を参照してください。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] hardware access-list tcam regionregiontcam-size
3. copy running-config startup-config
4. （任意） show hardware access-list tcam region
5. reload

手順の詳細
コマンドまたはア
クション
ステッ configure terminal
プ1

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 [no] hardware
ACL TCAM リージョン サイズを変更します。使用可能なリージョンは次のとおりです。
access-list
tcam
プ2
• arp-ether：ARP/レイヤ 2 Ethertype TCAM リージョン サイズを設定します。
regionregiontcam-size
例：
switch(config)#
hardware
access-list tcam
region mpls 256

• copp：CoPP TCAM リージョン サイズを設定します。
• e-flow：出力フロー カウンタの TCAM リージョン サイズを設定します。
• egr-racl：出力 IPv4 または IPv6 ルータ ACL（RACL）TCAM リージョン サイズを設
定します（Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチのみ）。
• egr-sup：出力スーパバイザ TCAM リージョン サイズを設定します（Cisco Nexus 9200
シリーズ スイッチのみ）。
• e-ipv6-qos：IPv6 出力 QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
• e-ipv6-racl：IPv6 出力ルータ ACL（ERACL）TCAM リージョン サイズを設定しま
す。
• e-mac-qos：出力 MAC QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
• e-qos：IPv4 出力 QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
• e-qos-lite：IPv4 出力 QoS Lite TCAM リージョン サイズを設定します。
• e-racl：IPv4 出力ルータ ACL（ERACL）TCAM リージョン サイズを設定します。
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コマンドまたはア
クション

目的
• fex-ifacl：FEX IPv4 ポート ACL TCAM リージョン サイズを設定します。
• fex-ipv6-ifacl：FEX IPv6 ポート ACL TCAM リージョン サイズを設定します。
• fex-ipv6-qos：FEX IPv6 ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
• fex-mac-ifacl：FEX MAC ポート ACL TCAM リージョン サイズを設定します。
• fex-mac-qos：FEX MAC ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
• fex-qos：FEX IPv4 ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
• fex-qos-lite：FEX IPv4 ポート QoS Lite TCAM リージョン サイズを設定します。
• flow：入力フロー カウンタ TCAM リージョン サイズを設定します。
• ifacl：IPv4 ポート ACL TCAM リージョン サイズを設定します。
• ing-ifacl：入力 IPv4、IPv6、または MAC ポート ACL TCAM リージョン サイズを設
定します（Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチのみ）。
• ing-l2qos：入力レイヤ 2 QoS TCAM リージョン サイズを設定します（Cisco Nexus
9200 シリーズ スイッチのみ）。
• ing-l2-span-filter：入力レイヤ 2 SPAN フィルタ TCAM リージョン サイズを設定しま
す（Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチのみ）。
• ing-l3-span-filter：入力レイヤ 3 および VLAN SPAN フィルタ TCAM リージョン サ
イズを設定します（Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチのみ）。
• ing-l3-vlan-qos：入力レイヤ 3、VLAN、および SVI QoS TCAM リージョン サイズを
設定します（Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチのみ）。
• ing-racl：IPv4 または IPv6 入力ルータ ACL（RACL）TCAM リージョン サイズを設
定します（Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチのみ）。
• ing-redirect：DHCPv4 リレー、DHCPv4 スヌーピング、および DHCPv4 クライアン
トのリダイレクト TCAM リージョン サイズを設定します（Cisco Nexus 9200 シリー
ズ スイッチのみ）。
• ing-sup：入力スーパーバイザ TCAM リージョン サイズを設定します（Cisco Nexus
9200 シリーズ スイッチのみ）。
• ipsg：IP ソース ガード SMAC-IP バインディング TCAM リージョン サイズを設定し
ます。
• ipv6-ifacl：IPv6 ポート ACL TCAM リージョン サイズを設定します。
• ipv6-l3qos：IPv6 レイヤ 3 QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
• ipv6-qos：IPv6 ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
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クション

目的
• ipv6-racl：IPv6 RACL TCAM リージョン サイズを設定します。
• ipv6-vacl：IPv6 VACL TCAM リージョン サイズを設定します。
• ipv6-vqos：IPv6 VLAN QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
• l3qos：IPv4 レイヤ 3 QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
• l3qos-lite：IPv4 レイヤ 3 QoS Lite TCAM リージョン サイズを設定します。
• mac-ifacl：MAC ポート ACL TCAM リージョン サイズを設定します。
• mac-l3qos：MAC レイヤ 3 QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
• mac-qos：MAC ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
• mac-vacl：MAC VACL TCAM リージョン サイズを設定します。
• mac-vqos：MAC VLAN QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
• mcast_bidir：マルチキャスト PIM Bidir TCAM リージョン サイズを設定します。
• mpls：スタティック MPLS TCAM リージョン サイズを設定します。
• nat：ネットワーク アドレス変換（NAT）TCAM リージョン サイズを設定します。
• ns-ipv6-l3qos：X9536PQ、X9564PX、X9564TX ライン カード、および M12PQ 汎用
拡張モジュール（GEM）の IPv6 レイヤ 3 QoS TCAM リージョン サイズを設定しま
す。
• ns-ipv6-qos：X9536PQ、X9564PX、X9564TX ライン カード、および M12PQ 汎用拡
張モジュール（GEM）の IPv6 ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
• ns-ipv6-vqos：X9536PQ、X9564PX、X9564TX ライン カード、および M12PQ 汎用拡
張モジュール（GEM）の IPv6 VLAN QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
• ns-l3qos：X9536PQ、X9564PX、X9564TX ライン カード、および M12PQ 汎用拡張モ
ジュール（GEM）の IPv4 レイヤ 3 QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
• ns-mac-l3qos：X9536PQ、X9564PX、X9564TX ライン カード、および M12PQ 汎用
拡張モジュール（GEM）の MAC レイヤ 3 QoS TCAM リージョン サイズを設定しま
す。
• ns-mac-qos：X9536PQ、X9564PX、X9564TX ライン カード、および M12PQ 汎用拡
張モジュール（GEM）の MAC ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
• ns-mac-vqos：X9536PQ、X9564PX、X9564TX ライン カード、および M12PQ 汎用拡
張モジュール（GEM）の MAC VLAN QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
• ns-qos：X9536PQ、X9564PX、X9564TX ライン カード、および M12PQ 汎用拡張モ
ジュール（GEM）の IPv4 ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
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クション

目的
• ns-vqos：X9536PQ、X9564PX、X9564TX ライン カード、および M12PQ 汎用拡張モ
ジュール（GEM）の IPv4 VLAN QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
• openflow：オープンフロー TCAM リージョン サイズを設定します。
• qos：IPv4 ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
• qos-lite：IPv4 ポート QoS Lite TCAM リージョン サイズを設定します。
• racl：IPv4 ルータ ACL（RACL）TCAM リージョン サイズを設定します。
• redirect：リダイレクト TCAM リージョンのサイズを設定します。
• rp-ipv6-qos：100G 9408PC ライン カードおよび 100G M4PC 汎用拡張モジュール
（GEM）の IPv6 ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
• rp-mac-qos：100G 9408PC ライン カードおよび 100G M4PC 汎用拡張モジュール
（GEM）の MAC ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
• rp-qos：100G 9408PC ライン カードおよび 100G M4PC 汎用拡張モジュール（GEM）
の IPv4 ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
• rp-qos-lite：100G 9408PC ライン カードおよび 100G M4PC 汎用拡張モジュール
（GEM）の IPv4 ポート QoS Lite TCAM リージョン サイズを設定します。
• sflow：Cisco Nexus 9332PQ、9372PX、9372TX、93120TX スイッチ、および N9K-M6PQ
または N9K-M12PQ 汎用拡張モジュール（GEM）搭載の Cisco Nexus 9396PX、
9396TX、93128TX スイッチの sFlow TCAM リージョン サイズを設定します。
• span：SPAN TCAM リージョン サイズを設定します。
• svi：入力 SVI カウンタの TCAM リージョン サイズを設定します。
• vacl：IPv4 VACL TCAM リージョン サイズを設定します。
• vpc-convergence：vPC コンバージェンス TCAM リージョン サイズを設定します。
• vqos：IPv4 VLAN QoS TCAM リージョン サイズを設定します。
• vqos-lite：IPv4 VLAN QoS Lite TCAM リージョン サイズを設定します。
• tcam-size：TCAM サイズ。サイズは 256 の倍数です。サイズが 256 より大きい場合
は、512 の倍数でなければなりません。
デフォルトの TCAM リージョン サイズに戻すには、このコマンドの no 形式を使用しま
す。
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コマンドまたはア
クション

目的
（注）

hardware access-list tcam region {racl | ifacl | vacl} qualify udfudf-names コマンド
を使用して、ユーザ定義フィールド（UDF）を RACL、IFACL、VACL TCAM
のリージョンに接続して、UDF ベースの SPAN または ERSPAN を設定できま
す。詳細および設定手順については、最新の『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS
System Management Configuration Guide』を参照してください。

ステッ copy running-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
startup-config
プ3
す。
例：
switch(config)#
copy running-config
startup-config

ステッ show hardware
access-list tcam
プ4
region

（任意）
デバイスで次のリロード時に適用される TCAM サイズを表示します。

例：
switch(config)#
show hardware
access-list tcam
region

ステッ reload
プ5

デバイスがリロードされます。
（注）

例：
switch(config)#
reload

新しいサイズの値は、copy running-config startup-config + reload を入力するか、
すべてのラインカード モジュールをリロードした後にのみ有効になります。

次に、Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチで RACL TCAM リージョンのサイズを変更する例を示
します。
switch(config)# hardware access-list tcam region racl 256
[SUCCESS] New tcam size will be applicable only at boot time.
You need to 'copy run start' and 'reload'
switch(config)# copy running-config startup-config
switch(config)# reload
WARNING: This command will reboot the system
Do you want to continue? (y/n) [n] y

次に、変更を確認するために、TCAM リージョンのサイズを表示する例を示します。
switch(config)# show hardware access-list tcam region
TCAM Region Sizes:
IPV4 PACL [ifacl]
IPV6 PACL [ipv6-ifacl]
MAC PACL [mac-ifacl]
IPV4 Port QoS [qos]
IPV6 Port QoS [ipv6-qos]
MAC Port QoS [mac-qos]
FEX IPV4 PACL [fex-ifacl]
FEX IPV6 PACL [fex-ipv6-ifacl]

size
size
size
size
size
size
size
size

=
=
=
=
=
=
=
=
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FEX MAC PACL [fex-mac-ifacl] size =
FEX IPV4 Port QoS [fex-qos] size =
FEX IPV6 Port QoS [fex-ipv6-qos] size =
FEX MAC Port QoS [fex-mac-qos] size =
IPV4 VACL [vacl] size =
IPV6 VACL [ipv6-vacl] size =
MAC VACL [mac-vacl] size =
IPV4 VLAN QoS [vqos] size =
IPV6 VLAN QoS [ipv6-vqos] size =
MAC VLAN QoS [mac-vqos] size =
IPV4 RACL [racl] size =
IPV6 RACL [ipv6-racl] size =
IPV4 Port QoS Lite [qos-lite] size =
FEX IPV4 Port QoS Lite [fex-qos-lite] size =
IPV4 VLAN QoS Lite [vqos-lite] size =
IPV4 L3 QoS Lite [l3qos-lite] size =
Egress IPV4 QoS [e-qos] size =
Egress IPV6 QoS [e-ipv6-qos] size =
Egress MAC QoS [e-mac-qos] size =
Egress IPV4 VACL [vacl] size =
Egress IPV6 VACL [ipv6-vacl] size =
Egress MAC VACL [mac-vacl] size =
Egress IPV4 RACL [e-racl] size =
Egress IPV6 RACL [e-ipv6-racl] size =
Egress IPV4 QoS Lite [e-qos-lite] size =
IPV4 L3 QoS [l3qos] size =
IPV6 L3 QoS [ipv6-l3qos] size =
MAC L3 QoS [mac-l3qos] size =
Ingress System size =
Egress System size =
SPAN [span] size =
Ingress COPP [copp] size =
Ingress Flow Counters [flow] size =
Egress Flow Counters [e-flow] size
Ingress SVI Counters [svi] size =
Redirect [redirect] size =
NS IPV4 Port QoS [ns-qos] size =
NS IPV6 Port QoS [ns-ipv6-qos] size =
NS MAC Port QoS [ns-mac-qos] size =
NS IPV4 VLAN QoS [ns-vqos] size =
NS IPV6 VLAN QoS [ns-ipv6-vqos] size =
NS MAC VLAN QoS [ns-mac-vqos] size =
NS IPV4 L3 QoS [ns-l3qos] size =
NS IPV6 L3 QoS [ns-ipv6-l3qos] size =
NS MAC L3 QoS [ns-mac-l3qos] size =
VPC Convergence [vpc-convergence] size =
IPSG SMAC-IP bind table [ipsg] size =
Ingress ARP-Ether ACL [arp-ether] size =
ranger+ IPV4 QoS Lite [rp-qos-lite] size =
ranger+ IPV4 QoS [rp-qos] size =
ranger+ IPV6 QoS [rp-ipv6-qos] size =
ranger+ MAC QoS [rp-mac-qos] size =
NAT ACL[nat] size =
Mpls ACL size =
Ingress IPv4 N3K QoS size =
Ingress IPv6 N3K QoS size =
MOD RSVD size =
sFlow ACL [sflow] size =
mcast bidir ACL size =
Openflow size =

0
0
0
0
512
0
0
0
0
0
512
0
0
0
0
0
0
0
0
512
0
0
256
0
0
0
0
0
256
256
256
256
0
= 0
0
512
256
0
0
256
0
0
256
0
0
256
0
0
0
256
256
256
0
0
0
0
0
0
0
0

次に、デフォルトの RACL TCAM リージョン サイズに戻す例を示します。
switch(config)# no hardware profile tcam region racl 512
[SUCCESS] New tcam size will be applicable only at boot time.
You need to 'copy run start' and 'reload'
switch(config)# copy running-config startup-config
switch(config)# reload
WARNING: This command will reboot the system
Do you want to continue? (y/n) [n] y
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テンプレートを使用した ACL TCAM リージョン サイズの設定
Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I3(1) 以降では、カスタム テンプレートを使用、作成、および適用す
ることで ACL TCAM リージョン サイズを設定できます。
Cisco Nexus 9200、9300、および 9500 シリーズ スイッチおよび、Cisco Nexus 3164Q、31128PQ、
3232C、および 3264Q スイッチについては、いずれもこの手順または「ACL TCAM リージョン サ
イズの設定」の手順を使用して ACL TCAM リージョン サイズを設定できます。ただし、NFE2 対
応デバイス（X9432C-S 100G ライン カードや C9508-FM-S ファブリック モジュールなど）では
hardware access-list tcam region コマンドがサポートされていないので、テンプレートを使用して
ACL TCAM リージョン サイズを設定する必要があります。

（注）

TCAM テンプレートを適用すると、hardware access-list tcam region コマンドは機能しません。
このコマンドを使用するには、テンプレートのコミットを解除する必要があります。

（注）

QoS TCAM カービングの設定については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Quality of Service
Configuration Guide』を参照してください。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] hardware profile tcam resource templatetemplate-nameref-template {nfe | nfe2 | {l2-l3 | l3}}
3. （任意） regiontcam-size
4. exit
5. [no] hardware profile tcam resource service-templatetemplate-name
6. （任意） show hardware access-list tcam template {all | nfe | nfe2 | l2-l3 | l3 | template-name}
7. （任意） copy running-config startup-config
8. reload

手順の詳細

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] hardware profile tcam resource
ACL TCAM リージョンのサイズを設定するためのテンプレー
templatetemplate-nameref-template {nfe | トを作成します。
nfe2 | {l2-l3 | l3}}
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コマンドまたはアクション

目的

例：

nfe：ネットワーク フォワーディング エンジン（NFE）対応
の Cisco Nexus 9300 および 9500 シリーズ、3164Q、および
31128PQ デバイスでのデフォルト TCAM テンプレート。

switch(config)# hardware profile tcam
resource template SR_MPLS_CARVE
ref-template nfe2
switch(config-tcam-temp)#

nfe2：NFE2 対応の Cisco Nexus 9500 シリーズ、3232C、およ
び 3264Q デバイスのデフォルト TCAM テンプレート。
l2-l3：Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチでのレイヤ 2 およ
びレイヤ 3 設定のデフォルト TCAM テンプレート。
l3：Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチでのレイヤ 3 設定の
デフォルト TCAM テンプレート。レイヤ 3 TCAM テンプレー
トは、Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチのデフォルト テン
プレートです。

ステップ 3

regiontcam-size
例：
switch(config-tcam-temp)# mpls 256

ステップ 4

（任意）
所要の TCAM リージョンおよびそのサイズをテンプレートに
追加します。テンプレートに追加する各リージョンで、この
コマンドを入力します。使用可能なリージョンの一覧につい
ては、「ACL TCAM リージョン サイズの設定」を参照して
ください。
TCAM テンプレート コンフィギュレーション モードを終了
します。

exit
例：
switch(config-tcam-temp)# exit
switch(config#)

ステップ 5

[no] hardware profile tcam resource
service-templatetemplate-name

カスタム テンプレートを、すべてのライン カードおよびファ
ブリック モジュールに適用します。

例：
switch(config)# hardware profile tcam
resource service-template
SR_MPLS_CARVE

ステップ 6

show hardware access-list tcam template （任意）
{all | nfe | nfe2 | l2-l3 | l3 | template-name} すべての TCAM テンプレートまたは特定のテンプレートの設
定を表示します。
例：
switch(config)# show hardware
access-list tcam template
SR_MPLS_CARVE

ステップ 7

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)# copy running-config
startup-config
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

reload

デバイスがリロードされます。
（注）

例：
switch(config)# reload

設定は、copy running-config startup-config + reload
を入力した後にのみ有効になります。

TCAM カービングの設定：Cisco NX-OS リリース 6.1(2)I2(1) 以降のリリー
ス用
デフォルト TCAM リージョン設定はプラットフォームごとに異なり、すべての TCAM リージョ
ンには対応しません。所要のリージョンをイネーブルにするには、1 つのリージョンの TCAM サ
イズを減らしてから、所要のリージョンの TCAM サイズを増やす必要があります。

（注）

QoS TCAM カービングの設定については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Quality of Service
Configuration Guide』を参照してください。
次の表に、各種プラットフォームでの入出力 TCAM リージョンのデフォルト サイズを示します。
表 14：デフォルト TCAM リージョン設定（入力）：Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチ用

リージョン名

サイズ

幅

合計サイズ

IPv4 RACL

1536

1

1536

IPv4 レイヤ 3 QoS

256

2

512

SPAN

256

1

256

CoPP

256

2

512

システム

256

2

512

リダイレクト

256

1

256

vPC コンバージェンス 512

1

512
4K

表 15：デフォルト TCAM リージョン設定（出力）：Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチ用

リージョン名

サイズ

幅

合計サイズ

IPv4 RACL

768

1

768
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リージョン名

サイズ

幅

合計サイズ

システム

256

1

256
1K

表 16：デフォルト TCAM リージョン設定（入力）：Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチ用

リージョン名

サイズ

幅

合計サイズ

IPv4 ポート ACL

512

1

512

IPv4 ポート QoS

256

2

512

IPv4 VACL

512

1

512

IPv4 RACL

512

1

512

SPAN

256

1

256

CoPP

256

2

512

ACI リーフ ライン カー 256
ド用 IPv4 ポート QoS

1

256

ACI リーフ ライン カー 256
ド用 IPv4 VLAN QoS

1

256

ACI リーフ ライン カー 256
ド用 IPv4 レイヤ 3 QoS

1

256

システム

256

2

512

リダイレクト

512

1

512

vPC コンバージェンス 256

1

256
4K

表 17：デフォルト TCAM リージョン設定（出力）：Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチ用

リージョン名

サイズ

幅

合計サイズ

IPv4 VACL

512

1

512

IPv4 RACL

256

1

256

システム

256

1

256
1K
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表 18：デフォルト TCAM リージョン設定（入力）：Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチでのレイヤ 2 からレイ
ヤ 3 設定用

リージョン名

サイズ

幅

合計サイズ

入力 NAT

0

1

0

入力ポート ACL

256

1

256

入力 VACL

256

1

256

入力 RACL

1536

1

1536

入力レイヤ 2 QoS

256

1

256

入力レイヤ 3 VLAN
QoS

256

1

256

入力スーパーバイザ

512

1

512

入力レイヤ 2 ACL
SPAN

256

1

256

入力レイヤ 3 ACL
SPAN

256

1

256

ポートベース SPAN

512

1

512
4096

表 19：デフォルト TCAM リージョン設定（出力）：Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチでのレイヤ 2 からレイ
ヤ 3 設定用

リージョン名

サイズ

幅

合計サイズ

出力 VACL

256

1

256

出力 RACL

1536

1

1536

出力スーパーバイザ

256

1

256
2048

表 20：デフォルト TCAM リージョン設定（入力）：Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチでのレイヤ 3 設定用

リージョン名

サイズ

幅

合計サイズ

入力 NAT

0

1

0

入力ポート ACL

0

1

0
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リージョン名

サイズ

幅

合計サイズ

入力 VACL

0

1

0

入力 RACL

1792

1

1792

入力レイヤ 2 QoS

256

1

256

入力レイヤ 3 VLAN
QoS

512

1

512

入力スーパーバイザ

512

1

512

入力レイヤ 2 ACL
SPAN

256

1

256

入力レイヤ 3 ACL
SPAN

256

1

256

ポートベース SPAN

512

1

512
4096

表 21：デフォルト TCAM リージョン設定（出力）：Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチでのレイヤ 3 設定用

リージョン名

サイズ

幅

合計サイズ

出力 VACL

0

1

0

出力 RACL

1792

1

1792

出力スーパーバイザ

256

1

256
2048

次の例では、Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチでの IPv6 RACL TCAM サイズを 256 に設定しま
す。サイズが 256 の IPv6 RACL は、IPv6 がダブル幅であるため、512 エントリを使用します。

（注）

異なるリージョン用に TCAM の設定を変更したり、異なるデバイス用に TCAM の設定を変更
するには、同様の手順に従ってください。
Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチで入力 IPv6 RACL TCAM リージョンのサイズを設定するに
は、2 つのオプションのいずれか 1 つを実行します。
オプション #1
入力 IPv4 RACL を 512 エントリ減らし（1536 - 512 = 1024）、入力 IPv6 RACL を 512 エントリ増
やします。このオプションが優先されます。
switch(config)# hardware access-list tcam region racl 1024
Warning: Please reload the linecard for the configuration to take effect
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switch(config)# hardware access-list tcam region ipv6-racl 256
Warning: Please reload the linecard for the configuration to take effect

表 22：IPv4 RACL（入力）を減らした後の更新された TCAM リージョン設定

リージョン名

サイズ

幅

合計サイズ

IPv4 RACL

1024

1

1024

IPv6 RACL

256

2

512

IPv4 レイヤ 3 QoS

256

2

512

SPAN

256

1

256

CoPP

256

2

512

システム

256

2

512

リダイレクト

256

1

256

vPC コンバージェンス 512

1

512
4K

オプション #2
IPv4 レイヤ 3 QoS のサイズを 0 に減らして削除し、入力 IPv6 RACL を追加します。このオプショ
ンは、IPv4 レイヤ 3 QoS を使用していない場合に使用できます。
switch(config)#
Warning: Please
switch(config)#
Warning: Please

hardware access-list tcam region l3qos 0
reload the linecard for the configuration to take effect
hardware access-list tcam region ipv6-racl 256
reload the linecard for the configuration to take effect

表 23：レイヤ 3 QoS（入力）を削除した後の更新された TCAM リージョン設定

リージョン名

サイズ

幅

合計サイズ

IPv4 RACL

1536

1

1536

IPv6 RACL

256

2

512

IPv4 レイヤ 3 QoS

0

2

0

SPAN

256

1

256

CoPP

256

2

512

システム

256

2

512

リダイレクト

256

1

256

vPC コンバージェンス 512

1

512
4K
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サイズ 256 の出力 IPv6 RACL をイネーブルにするには、出力 IPv4 RACL を 256 に減らし、出力
IPv6 RACL を追加します。
switch(config)#
Warning: Please
switch(config)#
Warning: Please

hardware access-list tcam region e-racl 256
reload the linecard for the configuration to take effect
hardware access-list tcam region e-ipv6-racl 256
reload the linecard for the configuration to take effect

表 24：IPv4 RACL（出力）を減らした後のデフォルト TCAM リージョン設定

リージョン名

サイズ

幅

合計サイズ

IPv4 RACL

256

1

256

IPv6 RACL

256

2

512

システム

256

1

256
1K

TCAM リージョンのサイズを調整した後、show hardware access-list tcam region コマンドを入力
して、デバイスの次回リロード時に適用可能な TCAM サイズを表示します。

注目

すべてのモジュールの同期を維持するには、すべてのラインカード モジュールをリロードす
るか、copy running-config startup-config + reload を入力してデバイスをリロードする必要があ
ります。TCAM リージョン設定が複数であっても、リロードする必要があるのは 1 回だけで
す。TCAM リージョン設定がすべて完了するのを待ってから、デバイスをリロードできます。
設定によっては、TCAM サイズが超過したり、スライスが不足する場合があります。
TCAM リージョンの設定時に、すべての TCAM リージョンの 4K 入力制限を超えると、次のメッ
セージが表示されます。
ERROR: Aggregate TCAM region configuration exceeded the available Ingress TCAM space. Please
re-configure.

スライスの数が超えると、次のメッセージが表示されます。
ERROR: Aggregate TCAM region configuration exceeded the available Ingress TCAM slices.
Please re-configure.

TCAM リージョンの設定時に、すべての TCAM リージョンの 1K 出力制限を超えると、次のメッ
セージが表示されます。
ERROR: Aggregate TCAM region configuration exceeded the available Egress TCAM space. Please
re-configure.

特定の機能の TCAM が設定されていない状態で TCAM カービングを必要とする機能を適用しよ
うとすると、次のメッセージが表示されます。
ERROR: Module x returned status: TCAM region is not configured. Please configure TCAM
region and retry the command.
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（注）

256 というデフォルトのリダイレクト TCAM リージョン サイズは、多数の BFD または DHCP
リレー セッションを実行している場合は十分でない可能性があります。より多くの BFD また
は DHCP リレー セッションに対応するために、TCAM サイズを 512 に増やす必要がある場合
があります。

関連トピック
ACL TCAM リージョン サイズの設定, （233 ページ）

ポート ACL としての IP ACL の適用
IPv4 ACL または IPv6 ACL は、レイヤ 2 インターフェイス（物理ポートまたはポート 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）

インターフェイスを mac packet-classify で設定する場合は、mac packet-classify コマンドをイ
ンターフェイス設定から削除するまで、IP ポート ACL をインターフェイスに適用できません。

はじめる前に
適用する ACL が存在し、目的に応じたトラフィック フィルタリングが設定されていることを確
認します。

手順の概要
1. configure terminal
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。
• interfaceethernetslot/port
• interfaceport-channelchannel-number
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。
• ipportaccess-groupaccess-listin
• ipv6 port traffic-filteraccess-listin
4. （任意） show running-config aclmgr
5. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

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

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。

• interfaceport-channelchannel-number

例：
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)#

ステップ 3

次のいずれかのコマンドを入力します。
• ipportaccess-groupaccess-listin
• ipv6 port traffic-filteraccess-listin

IPv4 ACL 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。

例：
switch(config-if)# ip port access-group
acl-l2-marketing-group in

ステップ 4

show running-config aclmgr

（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：

（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

関連トピック
IP ACL の作成, （223 ページ）
MAC パケット分類のイネーブル化またはディセーブル化, （282 ページ）

IP ACL の VACL としての適用
IP ACL は VACL として適用できます。
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関連トピック
VACL の設定, （290 ページ）

IPv4 ACL ロギングの設定
IPv4 ACL ロギング プロセスを設定するには、まずアクセス リストを作成し、指定された ACL を
使用してインターフェイスで IPv4 トラフィックのフィルタリングをイネーブルにし、最後に ACL
ロギング プロセス パラメータを設定します。

手順の概要
1. configure terminal
2. ip access-listname
3. {permit | deny} ipsource-addressdestination-addresslog
4. exit
5. interface ethernetslot/port
6. ip access-groupnamein
7. exit
8. logging ip access-list cache intervalinterval
9. logging ip access-list cache entriesnumber-of-flows
10. logging ip access-list cache thresholdthreshold
11. logging ip access-list detailed
12. hardware rate-limiter access-list-logpackets
13. acllog match-log-levelseverity-level
14. （任意） show logging ip access-list cache [detail]

手順の詳細

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 access-listname

IPv4 ACL を作成し、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。

例：
switch(config)# ip access-list
logging-test
switch(config-acl)#
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

{permit | deny}
ipsource-addressdestination-addresslog

条件に一致する IPv4 トラフィックを許可または拒否する、
ACL のルールを作成します。ルールに一致する各パケットに
ついての情報ロギング メッセージの生成をイネーブルにする
には、log キーワードを含める必要があります。

例：
switch(config-acl)# permit ip any
10.30.30.0/24 log

ステップ 4

source-address および destination-address 引数には、IP アドレ
スとネットワーク ワイルドカード、IP アドレスと可変長サブ
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。
設定を更新し、IP ACL コンフィギュレーション モードを終
了します。

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

ステップ 5

interface ethernetslot/port

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
switch(config)# interface ethernet
1/1
switch(config-if)#

ステップ 6

ip access-groupnamein
例：

指定された ACL を使用して、インターフェイス上で IPv4 ト
ラフィックのフィルタリングをイネーブルにします。着信ト
ラフィックに ACL を適用できます。

switch(config-if)# ip access-group
logging-test in

ステップ 7

設定を更新し、インターフェイス コンフィギュレーション
モードを終了します。

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

ステップ 8

logging ip access-list cache intervalinterval ACL ロギング プロセスのログ更新間隔を秒数で設定します。
デフォルト値は 300 秒です。指定できる範囲は 5 ～ 86400 秒
例：
です。
switch(config)# logging ip
access-list cache interval 490

ステップ 9

logging ip access-list cache
entriesnumber-of-flows

ACL ロギング プロセスによってモニタリングするフローの最
大数を指定します。デフォルト値は 8000 です。指定できる値
の範囲は、0 ～ 1048576 です。

例：
switch(config)# logging ip
access-list cache entries 8001
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

logging ip access-list cache
thresholdthreshold

アラート間隔の期限が満了する前に規定のパケット数がログ
記録されると、システムは syslog メッセージを生成します。

例：
switch(config)# logging ip
access-list cache threshold 490

ステップ 11

logging ip access-list detailed
例：
switch(config)# logging ip
access-list detailed

ステップ 12

hardware rate-limiter
access-list-logpackets

show logging ip access-list cache コマンドの出力で、アクセス
コントロール エントリ（ACE）のシーケンス番号、ACE のア
クション、ACL の名前、ACL の方向、ACL のフィルタ タイ
プ、および ACL の適用インターフェイスの情報表示をイネー
ブルにします。
ACL ロギングのためにスーパーバイザ モジュールにコピーさ
れるパケットのレート制限を pps で設定します。範囲は 0 ～
30000 です。

例：
switch(config)# hardware rate-limiter
access-list-log 200

ステップ 13

acllog match-log-levelseverity-level
例：

ACL 一致をログ記録する最小の重大度を指定します。デフォ
ルト値は 6（情報）です。0（緊急）～7（デバッグ）までの
範囲があります。

switch(config)# acllog
match-log-level 5

ステップ 14

show logging ip access-list cache [detail] （任意）
送信元 IP と宛先 IP アドレス、送信元ポートと宛先ポートの
例：
情報、送信元インターフェイスなどの、アクティブ ログ フ
switch(config)# show logging ip
ロー情報を表示します。logging ip access-list detailed コマンド
access-list cache
を入力すると、出力には、アクセス コントロール エントリ
（ACE）のシーケンス番号、ACE のアクション、ACL の名
前、ACL の方向、ACL のフィルタ タイプ、および ACL の適
用インターフェイスの情報も含まれます。

要求をリダイレクトするための HTTP メソッドによる ACL の設定
特定の HTTP メソッドを代行受信し、特定のポートに接続されたサーバにリダイレクトするよう
ACL を設定できます。
次の HTTP メソッドをリダイレクトできます。
• connect
• delete
• get
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• head
• post
• put
• trace

はじめる前に
コマンドの hardware access-list tcam region ifacl 512 double-wide を使用して、IFACL リージョン
に関してダブル幅の TCAM をイネーブルにします。このコマンドは、グローバル コンフィギュ
レーションに適用されます。この設定を有効にするには、スイッチをリロードします。

手順の概要
1. configure terminal
2. ip access-listname
3. [sequence-number] permitprotocolsourcedestinationhttp-methodmethod [tcp-option-lengthlength]
[redirectinterface]
4. （任意） show ip access-listsname
5. （任意） show run interfaceinterface slot/port

手順の詳細
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 ip 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。

例：
switch(config)# ip access-list acl-01
switch(config-acl)#

ステップ 3 [sequence-number]
特定の HTTP メソッドをサーバにリダイレクトするよう
permitprotocolsourcedestinationhttp-methodmethod に ACL を設定します。
[tcp-option-lengthlength] [redirectinterface]
次の HTTP メソッドがサポートされています。
例：
switch(config-acl)# permit tcp 1.1.1.1/32 any
http-method get

• connect：HTTP パケットを CONNECT メソッドで照
合 [0x434f4e4e]
• delete：HTTP パケットを DELETE メソッドで照合
[0x44454c45]
• get：HTTP パケットを GET メソッドで照合
[0x47455420]
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コマンドまたはアクション

目的
• head：HTTP パケットを HEAD メソッドで照合
[0x48454144]
• post：HTTP パケットを POST メソッドで照合
[0x504f5354]
• put：HTTP パケットを PUT メソッドで照合
[0x50555420]
• trace：HTTP パケットを TRACE メソッドで照合
[0x54524143]
tcp-option-length オプションは、パケット中の TCP オプ
ション ヘッダーの長さを指定します。アクセス コント
ロール エントリ（ACE）中には、最大 4 つの TCP オプ
ション長を設定できます（4 バイトの倍数）。length の範
囲は 0 ～ 40 です。このオプションを設定しないと、長さ
は 0 に指定され、TCP ヘッダー オプションのないパケッ
トのみが ACE で照合可能になります。このオプションに
より HTTP メソッドは、可変長 TCP オプション ヘッダー
を持つパケットであっても照合可能になります。
redirect オプションは、HTTP メソッドを特定のポートに
接続されたサーバにリダイレクトさせます。HTTP リダ
イレクト機能は、レイヤ 3 ポートでは動作しません。

ステップ 4 show ip access-listsname

（任意）
IP ACL の設定を表示します。

例：
switch(config-acl)# show ip access-lists
acl-01

ステップ 5 show run interfaceinterface slot/port

（任意）
インターフェイスの設定を表示します。

例：
switch(config-acl)# show run interface
ethernet 2/2

次の例は、パケット中の TCP ヘッダー オプションの長さを指定し、ポート チャネル 4001 に接続
されたサーバにポスト HTTP メソッドをリダイレクトさせます。
switch(config)# ip access-list http-redirect-acl
switch(config-acl)# 10 permit tcp any any http-method get tcp-option-length 4 redirect
port-channel4001
switch(config-acl)# 20 permit tcp any any http-method post redirect port-channel4001
switch(config-acl)# statistics per-entry
switch(config)# interface Ethernet 1/33
switch(config-if)# ip port access-group http-redirect-acl in
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IP ACL の設定の確認
IP ACL の設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。
コマンド

目的

show hardware access-list tcam region

デバイスで次のリロード時に適
用される TCAM サイズを表示
します。

show hardware access-list tcam template {all | nfe | nfe2 | l2-l3 | l3
| template-name}

すべての TCAM テンプレート
または特定のテンプレートの設
定を表示します。
nfe：ネットワーク フォワー
ディングエンジン（NFE）対応
の Cisco Nexus 9300 および 9500
シリーズ、3164Q、および
31128PQ デバイスでのデフォル
ト TCAM テンプレート。
nfe2：NFE2 対応の Cisco Nexus
9500、3232C、および 3264Q デ
バイスのデフォルト TCAM テ
ンプレート。
l2-l3：Cisco Nexus 9200 シリー
ズ スイッチでのレイヤ 2 およ
びレイヤ 3 設定のデフォルト
TCAM テンプレート。
l3：Cisco Nexus 9200 シリーズ
スイッチでのレイヤ 3 設定のデ
フォルト TCAM テンプレー
ト。

show ip access-lists

IPv4 ACL の設定を表示しま
す。

show ipv6 access-lists

IPv6 ACL の設定を表示しま
す。
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コマンド

目的

show logging ip access-list cache [detail]

送信元 IP と宛先 IP アドレス、
送信元ポートと宛先ポートの情
報、および送信元インターフェ
イスなどの、アクティブ ログ
フロー情報を表示します。
logging ip access-list detailed コ
マンドを入力すると、出力に
は、アクセス コントロール エ
ントリ（ACE）のシーケンス番
号、ACE のアクション、ACL
の名前、ACL の方向、ACL の
フィルタ タイプ、および ACL
の適用インターフェイスの情報
も含まれます。

show logging ip access-list status

拒否フローの最大数、現在の有
効なログ間隔と現在の有効なし
きい値を表示します。

show running-config acllog

ACL ログの実行コンフィギュ
レーションを表示します。

show running-config aclmgr [all]

IP ACL の設定および IP ACL が
適用されるインターフェイスを
含めて、ACL の実行コンフィ
ギュレーションを表示します。
（注）

show startup-config acllog
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このコマンドは、実
行コンフィギュレー
ションのユーザ設定
ACL を表示します。
all オプションを使用
すると、実行コン
フィギュレーション
のデフォルト（CoPP
設定）とユーザ定義
による ACL の両方が
表示されます。

ACL ログのスタートアップ コ
ンフィギュレーションを表示し
ます。

IP ACL の設定
IP ACL の統計情報のモニタリングとクリア

コマンド

目的

show startup-config aclmgr [all]

ACL のスタートアップ コン
フィギュレーションを表示しま
す。
（注）

このコマンドは、ス
タートアップ コン
フィギュレーション
のユーザ設定 ACL を
表示します。all オプ
ションを使用する
と、スタートアップ
コンフィギュレー
ションのデフォルト
（CoPP 設定）とユー
ザ定義による ACL の
両方が表示されま
す。

IP ACL の統計情報のモニタリングとクリア
IP ACL の統計情報のモニタまたはクリアを行うには、次の表に示すコマンドのいずれかを使用し
ます。
コマンド

目的

show ip access-lists

IPv4 ACL の設定を表示します。IPv4 ACL に
statistics per-entry コマンドが含まれている場合
は、show ip access-lists コマンドの出力に、各
ルールと一致したパケットの数が含まれます。

show ipv6 access-lists

IPv6 ACL の設定を表示します。IPv6 ACL に
statistics per-entry コマンドが含まれている場合
は、show ipv6 access-lists コマンドの出力に、各
ルールと一致したパケットの数が含められま
す。

clear ip access-list counters

すべての IPv4 ACL または特定の IPv4 ACL の統
計情報をクリアします。

clear ipv6 access-list counters

すべての IPv6 ACL または特定の IPv6 ACL の統
計情報をクリアします。
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IP ACL の設定例
acl-01 という名前の IPv4 ACL を作成し、これをポート ACL としてイーサネット インターフェイ
ス 2/1（レイヤ 2 インターフェイス）に適用する例を示します。
ip access-list acl-01
permit ip 192.168.2.0/24 any
interface ethernet 2/1
ip port access-group acl-01 in

acl-120 という名前の IPv6 ACL を作成し、これをルータ ACL としてイーサネット インターフェイ
ス 2/3（レイヤ 3 インターフェイス）に適用する例を示します。
ipv6 access-list acl-120
permit tcp 2001:0db8:85a3::/48
permit udp 2001:0db8:85a3::/48
permit tcp 2001:0db8:69f2::/48
permit udp 2001:0db8:69f2::/48
interface ethernet 2/3
ipv6 traffic-filter acl-120 in

2001:0db8:be03:2112::/64
2001:0db8:be03:2112::/64
2001:0db8:be03:2112::/64
2001:0db8:be03:2112::/64

次に、single-source という名前の VTY ACL を作成し、それを VTY 回線上の入力 IP トラフィック
に対して適用する例を示します。この ACL は、通過するすべての TCP トラフィックを許可し、
その他のすべての IP トラフィックをドロップします。
ip access-list single-source
permit tcp 192.168.7.5/24 any
exit
line vty
ip access-class single-source in
show ip access-lists

次の例では、IPv4 ACL ロギングを設定する方法を示します。
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# ip access-list logging-test
switch(config-acl)# permit ip any 2001:DB8:1::1/64 log
switch(config-acl)# exit
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# ip access-group logging-test in
switch(config-if)# exit
switch(config)# logging ip access-list cache interval 400
switch(config)# logging ip access-list cache entries 100
switch(config)# logging ip access-list cache threshold 900
switch(config)# hardware rate-limiter access-list-log 200
switch(config)# acllog match-log-level 5

オブジェクト グループの設定
IPv4 ACL および IPv6 ACL のルールに送信元と宛先のアドレスおよびプロトコル ポートを指定す
る際に、オブジェクト グループを使用できます。
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オブジェクト グループに対する Session Manager のサポート
Session Manager はオブジェクト グループ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、オブジェクト グループ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。Session Manager の詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS
System Management Configuration Guide』を参照してください。

IPv4 アドレス オブジェクト グループの作成および変更
IPv4 アドレス グループ オブジェクトの作成および変更を実行できます。

手順の概要
1. configure terminal
2. object-group ip addressname
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。
• [sequence-number] hostIPv4-address
• [sequence-number] IPv4-addressnetwork-wildcard
• [sequence-number] IPv4-address/prefix-len
4. 次のいずれかのコマンドを入力します。
• no [sequence-number]
• nohostIPv4-address
• noIPv4-addressnetwork-wildcard
• noIPv4-address/prefix-len
5. （任意） show object-groupname
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

object-group ip addressname

IPv4 アドレス オブジェクト グループを作成し、
IPv4 アドレス オブジェクト グループ コンフィギュ
レーション モードを開始します。

例：
switch(config)# object-group ip address
ipv4-addr-group-13
switch(config-ipaddr-ogroup)#

ステップ 3

次のいずれかのコマンドを入力します。

オブジェクト グループのエントリを作成します。
作成するエントリごとに、host コマンドを使用し
• [sequence-number] hostIPv4-address
て単一のホストを指定するか、または host コマン
• [sequence-number] IPv4-addressnetwork-wildcard ドを省略してホストのネットワークを指定します。
• [sequence-number] IPv4-address/prefix-len

例：
switch(config-ipaddr-ogroup)# host 10.99.32.6

ステップ 4

次のいずれかのコマンドを入力します。
• no [sequence-number]

オブジェクト グループのエントリを削除します。
オブジェクト グループから削除するエントリごと
に、no 形式の host コマンドを使用します。

• nohostIPv4-address
• noIPv4-addressnetwork-wildcard
• noIPv4-address/prefix-len

例：
switch(config-ipaddr-ogroup)# no host
10.99.32.6

ステップ 5

show object-groupname

（任意）
オブジェクト グループの設定を表示します。

例：
switch(config-ipaddr-ogroup)# show object-group
ipv4-addr-group-13

ステップ 6

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-ipaddr-ogroup)# copy
running-config startup-config

IPv6 アドレス オブジェクト グループの作成および変更
IPv6 アドレス グループ オブジェクトの作成および変更を実行できます。
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手順の概要
1. configure terminal
2. object-group ipv6 addressname
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。
• [sequence-number] hostIPv6-address
• [sequence-number] IPv6-address/prefix-len
4. 次のいずれかのコマンドを入力します。
• nosequence-number
• nohostIPv6-address
• noIPv6-address/prefix-len
5. （任意） show object-groupname
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

object-group ipv6 addressname
例：

IPv6 アドレス オブジェクト グループを作成し、IPv6
アドレス オブジェクト グループ コンフィギュレー
ション モードを開始します。

switch(config)# object-group ipv6 address
ipv6-addr-group-A7
switch(config-ipv6addr-ogroup)#

ステップ 3

次のいずれかのコマンドを入力します。
• [sequence-number] hostIPv6-address
• [sequence-number] IPv6-address/prefix-len

オブジェクト グループのエントリを作成します。作
成するエントリごとに、host コマンドを使用して単
一のホストを指定するか、または host コマンドを省
略してホストのネットワークを指定します。

例：
switch(config-ipv6addr-ogroup)# host
2001:db8:0:3ab0::1

ステップ 4

次のいずれかのコマンドを入力します。
• nosequence-number

オブジェクト グループからエントリを削除します。
オブジェクト グループから削除するエントリごと
に、no 形式の host コマンドを使用します。

• nohostIPv6-address

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
261

IP ACL の設定
プロトコル ポート オブジェクト グループの作成および変更

コマンドまたはアクション

目的

• noIPv6-address/prefix-len

例：
switch(config-ipv6addr-ogroup)# no host
2001:db8:0:3ab0::1

ステップ 5

（任意）
オブジェクト グループの設定を表示します。

show object-groupname
例：
switch(config-ipv6addr-ogroup)# show
object-group ipv6-addr-group-A7

ステップ 6

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

copy running-config startup-config
例：
switch(config-ipv6addr-ogroup)# copy
running-config startup-config

プロトコル ポート オブジェクト グループの作成および変更
プロトコル ポート オブジェクト グループの作成および変更を実行できます。

手順の概要
1. configure terminal
2. object-group ip portname
3. [sequence-number] operatorport-number [port-number]
4. no {sequence-number | operatorport-number[port-number]}
5. （任意） show object-groupname
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

object-group ip portname

プロトコル ポート オブジェクト グループを作成し、ポート
オブジェクト グループ コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
switch(config)# object-group ip port
NYC-datacenter-ports
switch(config-port-ogroup)#

ステップ 3

[sequence-number] operatorport-number
[port-number]

オブジェクト グループのエントリを作成します。作成するエ
ントリごとに、次の演算子コマンドを 1 つ使用します。
• eq：指定したポート番号だけに一致します。

例：
switch(config-port-ogroup)# eq 80

• gt：指定したポート番号より大きい（等しいものは含ま
ない）ポート番号に一致します。
• lt：指定したポート番号より小さい（等しいものは含ま
ない）ポート番号に一致します。
• neq：指定したポート番号以外のすべてのポート番号に
一致します。
• range：指定した 2 つのポート番号と、その間の範囲の
ポート番号に一致します。
（注）

ステップ 4

no {sequence-number |
operatorport-number[port-number]}

range コマンドだけは、2 つの port-number 引数を
必要とします。

オブジェクト グループからエントリを削除します。削除する
エントリごとに、該当する演算子コマンドを no 形式で使用
します。

例：
switch(config-port-ogroup)# no eq 80

ステップ 5

show object-groupname

（任意）
オブジェクト グループの設定を表示します。

例：
switch(config-port-ogroup)# show
object-group NYC-datacenter-ports

ステップ 6

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-port-ogroup)# copy
running-config startup-config
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オブジェクト グループの削除
IPv4 アドレス オブジェクト グループ、IPv6 アドレス オブジェクト グループ、またはプロトコル
ポート オブジェクト グループを削除できます。

手順の概要
1. configure terminal
2. no object-group {ip address | ipv6 address | ip port} name
3. （任意） show object-group
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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 object-group {ip address | ipv6 address | ip
port} name

指定のオブジェクト グループを削除します。

例：
switch(config)# no object-group ip address
ipv4-addr-group-A7

ステップ 3

show object-group
例：
switch(config)# show object-group

ステップ 4

copy running-config startup-config
例：

（任意）
すべてのオブジェクト グループを表示します。削
除されたオブジェクト グループは表示されませ
ん。
（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)# copy running-config
startup-config

オブジェクト グループの設定の確認
オブジェクト グループ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。

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
264

IP ACL の設定
時間範囲の設定

コマンド

目的

show object-group

オブジェクト グループの設定を表示します。

show {ip | ipv6} access-listsname [expanded]

ACL 設定の拡張された統計情報を表示します。

show running-config aclmgr

オブジェクト グループを含めて、ACL の設定
を表示します。

時間範囲の設定
時間範囲に対する Session Manager のサポート
Session Manager は時間範囲の設定をサポートしています。この機能を使用すると、設定セッショ
ンを作成し、時間範囲の設定変更を実行コンフィギュレーションにコミットする前に確認できま
す。Session Manager の詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS System Management
Configuration Guide』を参照してください。

時間範囲の作成
デバイス上で時間範囲を作成し、これにルールを追加できます。

手順の概要
1. configure terminal
2. time-rangename
3. （任意） [sequence-number] periodicweekdaytimeto [weekday] time
4. （任意） [sequence-number] periodiclist-of-weekdaystimetotime
5. （任意） [sequence-number] absolute starttimedate [end time date]
6. （任意） [sequence-number] absolute [start timedate] end time date
7. （任意） show time-rangename
8. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

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

time-rangename

時間範囲を作成し、時間範囲コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
switch(config)# time-range workday-daytime
switch(config-time-range)#

ステップ 3

[sequence-number] periodicweekdaytimeto
[weekday] time
例：

（任意）
指定開始日時と終了日時の間（両端を含める）の 1 日以
上の連続した曜日だけ有効になるような定期ルールを作
成します。

switch(config-time-range)# periodic monday
00:00:00 to friday 23:59:59

ステップ 4

[sequence-number]
periodiclist-of-weekdaystimetotime
例：
switch(config-time-range)# periodic
weekdays 06:00:00 to 20:00:00

（任意）
list-of-weekdays 引数で指定された曜日の指定開始時刻と
終了時刻の間（両端を含む）だけ有効になるような定期
ルールを作成します。list-of-weekdays 引数の値には次の
キーワードも使用できます。
• daily：すべての曜日
• weekdays：月曜から金曜まで（Monday ～ Friday）
• weekend：土曜と日曜（Saturday ～ Sunday）

ステップ 5

[sequence-number] absolute starttimedate [end （任意）
time date]
start キーワードの後ろに指定した日時から有効になる絶
対ルールを作成します。end キーワードを省略すると、
例：
そのルールは開始日時を過ぎると常に有効になります。
switch(config-time-range)# absolute start
1:00 15 march 2013

ステップ 6

[sequence-number] absolute [start timedate] end （任意）
time date
end キーワードの後ろに指定した日時まで有効になる絶
対ルールを作成します。start キーワードを省略すると、
例：
そのルールは終了日時を過ぎるまで常に有効です。
switch(config-time-range)# absolute end
23:59:59 31 may 2013

ステップ 7

show time-rangename

（任意）
時間範囲の設定を表示します。

例：
switch(config-time-range)# show time-range
workday-daytime
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ステップ 8

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-time-range)# copy
running-config startup-config

時間範囲の変更
既存の時間範囲のルールの追加および削除を実行できます。既存のルールは変更できません。ルー
ルを変更するには、そのルールを削除してから、変更を加えたルールを再作成します。
既存のルールの間に新しいルールを挿入する必要がある場合で、現在のシーケンス番号の空き状
況ではすべてを挿入できないときは、resequence コマンドを使用してシーケンス番号を再割り当
てします。

手順の概要
1. configure terminal
2. time-rangename
3. （任意） [sequence-number] periodicweekdaytimeto [weekday] time
4. （任意） [sequence-number] periodiclist-of-weekdaystimetotime
5. （任意） [sequence-number] absolutestarttimedate [end time date]
6. （任意） [sequence-number] absolute [starttimedate] end time date
7. （任意） no {sequence-number | periodicarguments ...| absolutearguments...}
8. （任意） show time-rangename
9. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

time-rangename

特定の時間範囲の時間範囲コンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
switch(config)# time-range workday-daytime
switch(config-time-range)#
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

[sequence-number] periodicweekdaytimeto
[weekday] time

（任意）
指定開始日時と終了日時の間（両端を含める）の 1 日
以上の連続した曜日だけ有効になるような定期ルール
を作成します。

例：
switch(config-time-range)# periodic monday
00:00:00 to friday 23:59:59

ステップ 4

[sequence-number]
periodiclist-of-weekdaystimetotime
例：
switch(config-time-range)# 100 periodic
weekdays 05:00:00 to 22:00:00

（任意）
list-of-weekdays 引数で指定された曜日の指定開始時刻と
終了時刻の間（両端を含む）だけ有効になるような定
期ルールを作成します。list-of-weekdays 引数の値には次
のキーワードも使用できます。
• daily：すべての曜日
• weekdays：月曜から金曜まで（Monday ～ Friday）
• weekend：土曜と日曜（Saturday ～ Sunday）

ステップ 5

[sequence-number] absolutestarttimedate [end
time date]
例：
switch(config-time-range)# absolute start
1:00 15 march 2013

ステップ 6

（任意）
start キーワードの後ろに指定した日時から有効になる
絶対ルールを作成します。end キーワードを省略する
と、そのルールは開始日時を過ぎると常に有効になり
ます。

[sequence-number] absolute [starttimedate] end （任意）
time date
end キーワードの後ろに指定した日時まで有効になる絶
対ルールを作成します。startキーワードを省略すると、
例：
そのルールは終了日時を過ぎるまで常に有効です。
switch(config-time-range)# absolute end
23:59:59 31 may 2013

ステップ 7

no {sequence-number | periodicarguments ...|
absolutearguments...}

（任意）
時間範囲から特定のルールを削除します。

例：
switch(config-time-range)# no 80

ステップ 8

show time-rangename

（任意）
時間範囲の設定を表示します。

例：
switch(config-time-range)# show time-range
workday-daytime

ステップ 9

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-time-range)# copy
running-config startup-config
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関連トピック
時間範囲のシーケンス番号の変更, （270 ページ）

時間範囲の削除
デバイスから時間範囲を削除できます。

はじめる前に
その時間範囲が ACL ルールのいずれかに使用されているかどうかを確認します。削除できるの
は、ACL ルールに使用されている時間範囲です。ACLルールに使用されている時間範囲を削除し
ても、その ACLが適用されているインターフェイスの設定には影響しません。デバイスは削除さ
れた時間範囲を使用する ACL ルールを空であると見なします。

手順の概要
1. configure terminal
2. notime-rangename
3. （任意） show time-range
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

notime-rangename

名前を指定した時間範囲を削除します。

例：
switch(config)# no time-range
daily-workhours

ステップ 3

show time-range
例：

（任意）
すべての時間範囲の設定を表示します。削除され
た時間範囲は表示されません。

switch(config-time-range)# show time-range

ステップ 4

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
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時間範囲のシーケンス番号の変更
時間範囲のルールに割り当てられているすべてのシーケンス番号を変更できます。

手順の概要
1. configure terminal
2. resequencetime-rangenamestarting-sequence-numberincrement
3. （任意） show time-rangename
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

resequencetime-rangenamestarting-sequence-numberincrement 時間範囲のルールにシーケンス番号を割り当
てます。指定した開始シーケンス番号は最初
例：
のルールに割り当てられます。後続の各ルー
switch(config)# resequence time-range daily-workhours
ルには、直前のルールよりも大きい番号が付
100 10
switch(config)#
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

show time-rangename

（任意）
時間範囲の設定を表示します。

例：
switch(config)# show time-range daily-workhours

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。

時間範囲設定の確認
時間範囲の設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。
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コマンド

目的

show time-range

時間範囲の設定を表示します。

show running-config aclmgr

すべての時間範囲を含めて、ACL の設定を表示
します。

IP ACL 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

TAP アグリゲーション

『Configuring TAP Aggregation and MPLS
Stripping』
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章

MAC ACL の設定
この章では、Cisco NX-OS デバイスの MAC アクセス コントロール リスト（ACL）を設定する手
順について説明します。
この章の内容は、次のとおりです。
• MAC ACL について, 273 ページ
• MAC ACL のライセンス要件, 274 ページ
• MAC ACL の注意事項と制約事項, 274 ページ
• MAC ACL のデフォルト設定, 275 ページ
• MAC ACL の設定, 275 ページ
• MAC ACL の設定の確認, 283 ページ
• MAC ACL の統計情報のモニタリングとクリア, 284 ページ
• MAC ACL の設定例, 285 ページ
• MAC ACL に関する追加情報, 285 ページ

MAC ACL について
MAC ACL は、パケットのレイヤ 2 ヘッダーを使用してトラフィックをフィルタリングする ACL
です。バーチャライゼーションのサポートなど、MAC ACL の基本的な機能の多くは IP ACL と共
通です。
関連トピック
ACL について, （202 ページ）
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MAC パケット分類
MAC パケット分類により、レイヤ 2 インターフェイス上の MAC ACL を、IP トラフィックなどイ
ンターフェイスに入るすべてのトラフィックに適用するか、非 IP トラフィックだけに適用するか
を制御できます。
MAC パケット分類の状態
イネーブル

インターフェイスでの効果
• インターフェイス上の MAC ACL は、IP トラフィックなどイ
ンターフェイスに入るすべてのトラフィックに適用されます。
• IP ポート ACL をインターフェイスで適用できません。

ディセーブル

• インターフェイス上の MAC ACL は、インターフェイスに入
る非 IP トラフィックだけに適用されます。
• IP ポート ACL をインターフェイスで適用できます。

MAC 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

MAC ACL にはライセンスは必要ありません。
ライセンス パッケージに含まれていない機能は
nx-os イメージにバンドルされており、無料で
提供されます。Cisco NX-OS ライセンス方式の
詳細については、『Cisco NX-OS Licensing
Guide』を参照してください。

MAC ACL の注意事項と制約事項
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。
• 適用する ACL エントリが多すぎると、設定が拒否される可能性があります。
• MAC パケット分類は、MAC ACL が VACL の一部として適用されている場合、サポートさ
れません。

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
274

MAC ACL の設定
MAC ACL のデフォルト設定

• MAC パケット分類は、Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチの 40G アップリンク ポートでの
QoS ポリシーの一致基準として MAC ACL が使用されている場合、サポートされません。

MAC ACL のデフォルト設定
次の表に、MAC ACL パラメータのデフォルト設定を示します。
表 25：MAC ACL のデフォルト パラメータ

パラメータ

デフォルト

MAC ACL

デフォルトでは 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。

MAC ACL の設定
MAC ACL の作成
MAC ACL を作成し、これにルールを追加できます。

手順の概要
1. configure terminal
2. macaccess-listname
3. {permit | deny} sourcedestination-protocol
4. （任意） statistics per-entry
5. （任意） show mac access-listsname
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

macaccess-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。

例：
switch(config)# mac access-list acl-mac-01
switch(config-mac-acl)#

ステップ 3

{permit | deny} sourcedestination-protocol
例：
switch(config-mac-acl)# permit
00c0.4f00.0000 0000.00ff.ffff any

ステップ 4

statistics per-entry
例：

MAC ACL 内にルールを作成します。
permit コマンドと deny コマンドには、トラフィッ
クを識別するための多くの方法が用意されていま
す。
（任意）
その ACL のルールと一致するパケットのグローバ
ル統計をデバイスが維持するように設定します。

switch(config-mac-acl)# statistics per-entry

ステップ 5

show mac access-listsname

（任意）
MAC ACL の設定を表示します。

例：
switch(config-mac-acl)# show mac
access-lists acl-mac-01

ステップ 6

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-mac-acl)# copy running-config
startup-config

MAC ACL の変更
MAC ACL をデバイスから削除できます。

はじめる前に
MAC ACL が設定されているインターフェイスを探すには、summary キーワードを指定して
show mac access-lists コマンドを使用します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. macaccess-listname
3. （任意） [sequence-number] {permit | deny} sourcedestination-protocol
4. （任意） no {sequence-number | {permit | deny} sourcedestination-protocol}
5. （任意） [no] statistics per-entry
6. （任意） show mac access-listsname
7. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

macaccess-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。

例：
switch(config)# mac access-list
acl-mac-01
switch(config-mac-acl)#

ステップ 3

[sequence-number] {permit | deny}
sourcedestination-protocol
例：
switch(config-mac-acl)# 100 permit mac
00c0.4f00.00 0000.00ff.ffff any

（任意）
MAC ACL 内にルールを作成します。シーケンス番号を指
定すると、ACL内のルール挿入位置を指定できます。シー
ケン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

no {sequence-number | {permit | deny}
sourcedestination-protocol}

（任意）
指定したルールを MAC ACL から削除します。

例：

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。

switch(config-mac-acl)# no 80

ステップ 5

[no] statistics per-entry
例：
switch(config-mac-acl)# statistics
per-entry

（任意）
その ACL のルールと一致するパケットのグローバル統計
をデバイスが維持するように設定します。
no オプションを使用すると、デバイスはその ACL のグ
ローバル統計の維持を停止します。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

show mac access-listsname

（任意）
MAC ACL の設定を表示します。

例：
switch(config-mac-acl)# show mac
access-lists acl-mac-01

ステップ 7

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-mac-acl)# copy
running-config startup-config

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。

手順の概要
1. configure terminal
2. resequence mac access-listnamestarting-sequence-numberincrement
3. （任意） show mac access-listsname
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

resequence mac
ACL 内に記述されているルールにシーケンス番号を
access-listnamestarting-sequence-numberincrement 付けます。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
例：
ルールには、直前のルールよりも大きい番号が付けら
switch(config)# resequence mac access-list
れます。番号の間隔は、指定した増分によって決まり
acl-mac-01 100 10
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 mac access-listsname

（任意）
MAC ACL の設定を表示します。

例：
switch(config)# show mac access-lists
acl-mac-01

ステップ 4

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)# copy running-config
startup-config

MAC ACL の削除
MAC ACL をデバイスから削除できます。

手順の概要
1. configure terminal
2. nomacaccess-listname
3. （任意） show mac access-listsnamesummary
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

nomacaccess-listname

名前で指定した MAC 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 mac access-list
acl-mac-01
switch(config)#
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

show mac access-listsnamesummary

（任意）
MAC ACL の設定を表示します。ACL がインターフェ
イスに引き続き適用されている場合は、インターフェ
イスが表示されます。

例：
switch(config)# show mac access-lists
acl-mac-01 summary

ステップ 4

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)# copy running-config
startup-config

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。
• 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
適用する 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。

手順の概要
1. configure terminal
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。
• interfaceethernetslot/port
• interfaceport-channelchannel-number
3. mac port access-groupaccess-list
4. （任意） show running-config aclmgr
5. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

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
• interfaceport-channelchannel-number

• レイヤ 2 またはレイヤ 3 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。
• レイヤ 2 またはレイヤ 3 のポート チャネル
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。

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

例：
switch(config)# interface port-channel 5
switch(config-if)#

ステップ 3

mac port access-groupaccess-list

MAC ACL をインターフェイスに適用します。

例：
switch(config-if)# mac port access-group acl-01

ステップ 4

show running-config aclmgr

（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：

（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

MAC ACL の VACL としての適用
MAC ACL を VACL として適用できます。
関連トピック
VACL の設定, （290 ページ）
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MAC パケット分類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 MAC パケット分類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
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する必要があります。

インターフェイスが ip port access-group コマンドまたは ipv6 port traffic-filter コマンドを使用
して設定されている場合は、インターフェイス コンフィギュレーションから ip port access-group
コマンドおよび ipv6 port traffic-filter コマンドを削除しない限り、MAC パケット分類をイネー
ブルにできません。

（注）

手順の概要
1. configure terminal
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。
• interfaceethernetslot/port
• interfaceport-channelchannel-number
3. [no] mac packet-classify
4. （任意） 次のいずれかのコマンドを入力します。
• show running-config interface ethernetslot/port
• show running-config interfaceport-channelchannel-number
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

• イーサネット 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
• ポート チャネル インターフェイスのインター

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

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 port-channel 5
switch(config-if)#

ステップ 3

[no] mac packet-classify
例：
switch(config-if)# mac packet-classify

ステップ 4

次のいずれかのコマンドを入力します。
• show running-config interface ethernetslot/port
• show running-config
interfaceport-channelchannel-number

インターフェイスの MAC パケット分類をイネーブル
にします。no オプションを使用すると、インター
フェイスの MAC パケット分類がディセーブルになり
ます。
（任意）
• イーサネット インターフェイスの実行コンフィ
ギュレーションを表示します。
• ポート チャネル インターフェイスの実行コン
フィギュレーションを表示します。

例：
switch(config-if)# show running-config
interface ethernet 2/1

例：
switch(config-if)# show running-config
interface port-channel 5

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

MAC ACL の設定の確認
MAC ACL 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 mac access-lists

MAC ACL の設定を表示します。
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コマンド

目的

show running-config aclmgr [all]

MAC ACL および MAC ACL が適用されるイン
ターフェイスを含めて、ACL の設定を表示しま
す。
（注）

show startup-config aclmgr [all]

このコマンドは、実行コンフィギュ
レーションのユーザ設定 ACL を表示
します。all オプションを使用する
と、実行コンフィギュレーションの
デフォルト（CoPP 設定）とユーザ定
義による ACL の両方が表示されま
す。

ACL のスタートアップ コンフィギュレーショ
ンを表示します。
（注）

このコマンドは、スタートアップ コ
ンフィギュレーションのユーザ設定
ACL を表示します。all オプションを
使用すると、スタートアップコンフィ
ギュレーションのデフォルト（CoPP
設定）とユーザ定義による ACL の両
方が表示されます。

MAC ACL の統計情報のモニタリングとクリア
MAC ACL の統計情報のモニタまたはクリアを行うには、次の表に示すコマンドのいずれかを使
用します。
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 per-entry コマンドが含まれている場合
は、show mac access-lists コマンドの出力に、各
ルールと一致したパケットの数が含まれます。

clear mac access-list counters

MAC ACL の統計情報をクリアします。
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MAC ACL の設定例
次に、acl-mac-01 という名前の MAC ACL を作成し、これをイーサネット インターフェイス 2/1
（レイヤ 2 インターフェイス）に適用する例を示します。
mac access-list acl-mac-01
permit 00c0.4f00.0000 0000.00ff.ffff any
interface ethernet 2/1
mac port access-group acl-mac-01

MAC ACL 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

TAP アグリゲーション

『Configuring TAP Aggregation and MPLS
Stripping』
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第

11

章

VLAN ACL の設定
この章では、Cisco NX-OS デバイスの VLAN ACL（アクセス リスト）の設定方法を説明します。
この章は、次の項で構成されています。
• VLAN ACL について, 287 ページ
• VACL のライセンス要件, 289 ページ
• VACL の前提条件, 289 ページ
• VACL の注意事項と制約事項, 289 ページ
• VACL のデフォルト設定, 290 ページ
• VACL の設定, 290 ページ
• VACL 設定の確認, 294 ページ
• VACL 統計情報のモニタリングとクリア, 295 ページ
• VACL の設定例, 295 ページ
• VACL に関する追加情報, 296 ページ

VLAN ACL について
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、VLAN
との間でルーティングされるかまたは VLAN 内でブリッジングされ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 フィルタリングおよび特定の物理インターフェイスへ
のトラフィックのリダイレクトだけを目的としたものです。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。
関連トピック
ACL について, （202 ページ）
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VLAN アクセス マップとエントリ
VACL は、アクセス マップを使用して、1 つまたは複数のマップ エントリを順序化したリストを
収容します。各マップ エントリは、IP または MAC ACL を処理に関連付けます。各エントリには
シーケンス番号が付き、これに基づいてエントリの優先度を管理できます。
デバイスがパケットに VACL を適用する際、パケットを許可する ACL を含む最初のアクセス マッ
プ エントリで設定されている処理を適用します。

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。
Forward
デバイス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。
Redirect
1 つまたは複数の指定インターフェイスにトラフィックをリダイレクトします。
Drop
トラフィックをドロップします。ドロップを処理として指定する場合、ドロップされたパ
ケットのログをデバイスが記録するよう指定することもできます。

VACL の統計情報
VACL の各ルールのグローバル統計が維持されます。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）

インターフェイスレベルの VACL 統計はサポートされていません。
設定する VLAN アクセス マップごとに、その VACL の統計情報を維持するかどうかを指定でき
ます。この機能を使用すると、VACL によってフィルタリングされたトラフィックのモニタが必
要かどうかに応じて、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が必要か
どうかに応じて、VACL 統計をオンまたはオフにできます。
関連トピック
VACL 統計情報のモニタリングとクリア, （295 ページ）
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VACL に対する Session Manager のサポート
Session Manager は VACL の設定をサポートしています。この機能によって、ACL の設定を確認
し、設定を実行コンフィギュレーションにコミットする前に、その設定が必要とするリソースが
利用可能かどうかを確認できます。Session Manager の詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series
NX-OS System Management Configuration Guide』を参照してください。

VACL 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

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

VACL の前提条件
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。

VACL の注意事項と制約事項
VACL の設定に関する注意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。この機能によって、ACL の
設定を確認し、設定を実行コンフィギュレーションにコミットする前に、その設定が必要と
するリソースが利用可能かどうかを確認できます。Session Manager の詳細については、『Cisco
Nexus 9000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』を参照してください。
• 適用する ACL エントリが多すぎると、設定が拒否される可能性があります。
• SPAN 宛先ポートへの VACL リダイレクトはサポートされません。
• VACL のロギングはサポートされません。
• TCAM リソースは、VACL を複数の VLAN で適用する場合、共有されません。
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• VXLAN の VACL には、次のガイドラインが適用されます。
• アクセスからネットワーク方向（レイヤ 2 からレイヤ 3 のカプセル化パス）の VXLAN
VLAN に適用される VACL は、内部ペイロードでサポートされます。
• VACL をアクセス側で使用して、オーバーレイ ネットワークに進入するトラフィックを
フィルタ処理して除外することを推奨します。
• カプセル化解除された VXLAN トラフィックでの出力 VACL は、サポートされません。

VACL のデフォルト設定
次の表に、VACL パラメータのデフォルト設定値を示します。
表 26：VACL のデフォルト パラメータ

パラメータ

デフォルト

VACL

デフォルトでは 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。

VACL の設定
VACL の作成または VACL エントリの追加
VACL エントリを新規作成したり、既存の VACL にエントリを追加できます。どちらの場合も、
作成した VACL エントリが、1 つまたは複数の ACL を一致トラフィックに適用される処理と関連
付ける VLAN アクセス マップ エントリとなります。

はじめる前に
VACL に使用する 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。
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手順の概要
1. configure terminal
2. vlan access-mapmap-name [sequence-number]
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。
• match {ip | ipv6} addressip-access-list
• matchmacaddressmac-access-list
4. action{drop | forward | redirect}
5. （任意） [no] statistics per-entry
6. （任意） show running-config aclmgr
7. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

vlan access-mapmap-name [sequence-number]
例：
switch(config)# vlan access-map
acl-mac-map
switch(config-access-map)#

ステップ 3

次のいずれかのコマンドを入力します。

指定した VLAN アクセス マップの VLAN アクセス マッ
プ コンフィギュレーション モードを開始します。VLAN
アクセス マップが存在しない場合は、デバイスによっ
て作成されます。
シーケンス番号を指定しなかった場合、デバイスによっ
て新しいエントリが作成され、このシーケンス番号はア
クセス マップの最後のシーケンス番号よりも 10 大きい
番号となります。
アクセス マップ エントリに ACL を指定します。

• match {ip | ipv6} addressip-access-list
• matchmacaddressmac-access-list

例：
switch(config-access-map)# match mac
address acl-ip-lab

例：
switch(config-access-map)# match mac
address acl-mac-01
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

action{drop | forward | redirect}

ACL に一致したトラフィックにデバイスが適用する処
理を指定します。

例：
switch(config-access-map)# action forward

ステップ 5

[no] statistics per-entry
例：
switch(config-access-map)# statistics
per-entry

ステップ 6

show running-config aclmgr

action コマンドはさまざまなオプションをサポートして
います。
（任意）
その VACL のルールと一致するパケットのグローバル
統計をデバイスが維持するように設定します。
no オプションを使用すると、デバイスはその VACL の
グローバル統計の維持を停止します。
（任意）
ACL の設定を表示します。

例：
switch(config-access-map)# show
running-config aclmgr

ステップ 7

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-access-map)# copy
running-config startup-config

VACL または VACL エントリの削除
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。
また、VACL から単一の VLAN アクセス マップ エントリを削除することもできます。

はじめる前に
その VACL 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 VACL 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。デバイスは削除された VACL を空であると見なします。

手順の概要
1. configure terminal
2. no vlan access-mapmap-name [sequence-number]
3. （任意） show running-config aclmgr
4. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

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 vlan access-mapmap-name [sequence-number] 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。sequence-number 引数を指定して、
例：
VACL に複数のエントリが含まれる場合、このコマン
switch(config)# no vlan access-map
ドにより指定したエントリだけが削除されます。
acl-mac-map 10

ステップ 3

show running-config aclmgr

（任意）
ACL の設定を表示します。

例：
switch(config)# show running-config aclmgr

ステップ 4

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)# copy running-config
startup-config

VACL の VLAN への適用
VACL を VLAN に適用できます。

はじめる前に
VACL を適用する際には、その VACL が存在し、目的に応じたトラフィック フィルタリングが設
定されていることを確認します。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] vlan filtermap-namevlan-listlist
3. （任意） show running-config aclmgr
4. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

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] vlan filtermap-namevlan-listlist
例：

指定したリストによって、VACL を VLAN に適用
します。no を使用すると、VACL の適用が解除さ
れます。

switch(config)# vlan filter acl-mac-map
vlan-list 1-20,26-30
switch(config)#

ステップ 3

show running-config aclmgr

（任意）
ACL の設定を表示します。

例：
switch(config)# show running-config aclmgr

ステップ 4

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)# copy running-config
startup-config

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 [all]

VACL-related の設定も含めて、ACL の設定を表
示します。
（注）

このコマンドは、実行コンフィギュ
レーションのユーザ設定 ACL を表示
します。all オプションを使用する
と、実行コンフィギュレーションの
デフォルト（CoPP 設定）とユーザ定
義による ACL の両方が表示されま
す。
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コマンド

目的

show startup-config aclmgr [all]

ACL のスタートアップ コンフィギュレーショ
ンを表示します。
（注）

このコマンドは、スタートアップ コ
ンフィギュレーションのユーザ設定
ACL を表示します。all オプションを
使用すると、スタートアップコンフィ
ギュレーションのデフォルト（CoPP
設定）とユーザ定義による ACL の両
方が表示されます。

show 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 統計情報のモニタリングとクリア
VACL の統計情報をモニタまたはクリアを行うには、次の表に示すコマンドのいずれかを使用し
ます。
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 per-entry コマンドが含まれ
ている場合は、show vlan access-list コマンドの
出力に、各ルールと一致したパケットの数が含
まれます。

clear vlan access-list counters

VACL の統計情報をクリアします。

VACL の設定例
次の例では、acl-mac-01 という名前の MAC ACL で許可されたトラフィックを転送する VACL を
設定し、その VACL を VLAN 50 ～ 82 に適用します。
conf t
vlan access-map acl-mac-map
match mac address acl-mac-01
action forward
vlan filter acl-mac-map vlan-list 50-82
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VACL 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

QoS の設定

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

DHCP の設定
この章では、Cisco NX-OS デバイスで Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）を設定する手
順について説明します。
この章は、次の項で構成されています。
• DHCP スヌーピングについて, 298 ページ
• DHCP リレー エージェントについて, 302 ページ
• DHCPv6 リレー エージェントについて, 306 ページ
• DHCP クライアントについて, 307 ページ
• DHCP のライセンス要件, 307 ページ
• DHCP の前提条件, 307 ページ
• DHCP の注意事項と制約事項, 308 ページ
• DHCP のデフォルト設定, 309 ページ
• DHCP の設定, 310 ページ
• DHCPv6 の設定, 332 ページ
• DHCP クライアントのイネーブル化, 337 ページ
• DHCP 設定の確認, 339 ページ
• DHCP スヌーピング バインディングの表示, 340 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, 340 ページ
• DHCP のモニタリング, 341 ページ
• DHCP スヌーピング統計情報のクリア, 341 ページ
• DHCP リレー統計情報のクリア, 341 ページ
• DHCPv6 リレー統計情報のクリア, 341 ページ
• DHCP の設定例, 342 ページ
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• DHCP クライアントの設定例, 342 ページ
• DHCP に関する追加情報, 343 ページ

DHCP スヌーピングについて
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、グローバルおよび VLAN 単位でイネーブルにできます。デフォルトでは、
この機能はグローバルおよびすべての VLAN でディセーブルです。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。

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
送信元の場合、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デバイスです。これら
のデバイスには、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
ウォールを越えるデバイスやネットワーク外のデバイス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デバイスは、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 NX-OS 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、送信元を
信頼できるものとして扱うことができます。
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
ネットワーク内でデバイス（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。
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（注）

DHCP スヌーピングを適切に機能させるためには、すべての DHCP サーバが信頼できるイン
ターフェイスを介してデバイスと接続される必要があります。

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
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。
デバイスが特定の 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、デバイスが DHCPACK メッセージをサーバから受信すると、この機能
によって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過ぎたり、デバイ
スがホストから DHCPRELEASE メッセージを受信すると、この機能によってデータベース内のエ
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。
ダイナミック ARP インスペクション（DAI）および IP ソース ガードも、DHCP スヌーピング バ
インディング データベースに格納された情報を使用します。
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。

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 番目のデバイスに 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。第 3 のデバイスは、スイッチ、サーバ、
ポート チャネルをサポートするその他の任意のネットワーク デバイスのいずれでもかまいませ
ん。
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。その結
果、DHCP スヌーピング、およびダイナミック ARP インスペクション（DAI）や IP ソース ガー
ドなどのそれに関連する機能は中断されます。この問題は Cisco Fabric Service over Ethernet（CFSoE）
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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。
• DHCP スヌーピングがピア スイッチでイネーブルになっている場合、すべての vPC リンクの
ダイナミック 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。

パケット検証
デバイスは、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。デバイスは、次のいずれかの条件が発生しないかぎり、
DHCP パケットを転送します（これらの条件が発生した場合、パケットはドロップされます）。
• 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。
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。
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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）と、ポー
ト ID の vlan-ifindex（非 vPC の場合）または vlan-vpcid（vPC の場合）が含まれ、これらは受
信されたパケットの発信元です（回線 ID サブオプション）。

（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。
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
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• 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。
図 7： サブオプションのパケット形式

DHCP リレー エージェントについて
DHCP リレー エージェント
DHCP リレー エージェントを実行するようにデバイスを設定できます。DHCP リレー エージェン
トは、クライアントとサーバの間で DHCP パケットを転送します。これは、クライアントとサー
バが同じ物理サブネット上にない場合に便利な機能です。リレー エージェントは DHCP メッセー
ジを受信すると、新規の DHCP メッセージを生成して別のインターフェイスに送信します。リレー
エージェントはゲートウェイ アドレスを設定し（DHCP パケットの giaddr フィールド）、パケッ

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
302

DHCP の設定
DHCP リレー エージェントの Option 82

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。
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。

（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 エージェントの Option 82
リレー エージェントによって転送された DHCP パケットに関する Option 82 情報のデバイスでの
挿入および削除をイネーブルにすることができます。
次の図のメトロポリタン イーサネット ネットワークでは、アクセス レイヤのデバイスに接続さ
れている加入者に、DHCP サーバが IP アドレスを一元的に割り当てます。各 DHCP クライアント
と、これらに関連付けられた DHCP サーバは、同一の IP ネットワークまたはサブネット内に存在
しません。したがって、DHCP リレー エージェントをヘルパー アドレスによって設定すること
で、ブロードキャスト転送をイネーブルにし、クライアントとサーバ間で DHCP メッセージを転
送します。
図 8： メトロポリタン イーサネット ネットワークにおける DHCP リレー エージェント

Cisco NX-OS デバイス上で DHCP リレー エージェントの Option 82 をイネーブルにすると、次の
一連のイベントが発生します。
1 ホスト（DHCP クライアント）は DHCP 要求を生成し、これをネットワーク上にブロードキャ
ストします。
2 Cisco NX-OS デバイスはこの DHCP 要求を受信すると、パケット内に Option 82 情報を追加し
ます。Option 82 情報には、デバイスの MAC アドレス（リモート ID サブオプション）と、ポー
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ト ID の ifindex（非 VXLAN VLAN の場合）または vn-segment-id-mod-port（VXLAN VLAN の
場合）が含まれ、これらは受信されたパケットの発信元です（回線 ID サブオプション）。
DHCP リレーでは、回線 ID には、DHCP リレーが設定されている SVI またはレイヤ 3 インター
フェイスの ifindex が入力されます。
3 デバイスは、DHCP パケットにリレー エージェントの IP アドレスを追加します。
4 デバイスは、Option 82 フィールドを含む DHCP 要求を DHCP サーバに転送します。
5 DHCP サーバはこのパケットを受信します。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。
6 Cisco NX-OS デバイスがサーバへの要求を中継した場合、DHCP サーバはその NX-OS デバイ
スに応答をユニキャストします。Cisco NX-OS デバイスは、リモート ID フィールド、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。
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次の図は、回線 ID サブオプションおよびリモート ID サブオプションのパケット形式を示してい
ます。
図 9：サブオプションのパケット形式

DHCP リレー エージェントに対する VRF サポート
DHCP ブロードキャスト メッセージを Virtual Routing and Forwarding（VRF; 仮想ルーティング/転
送）インスタンスのクライアントから別の VRF の DHCP サーバに転送するように、DHCP リレー
エージェントを設定できます。単一の DHCP サーバを使用して複数の VRF のクライアントの DHCP
をサポートできるため、IP アドレス プールを VRF ごとではなく 1 つにまとめることにより、IP
アドレスを節約できます。VRF の一般的な情報については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Unicast
Routing Configuration Guide』を参照してください。
DHCP リレー エージェントに対する VRF サポートをイネーブルにするには、DHCP リレー エー
ジェントに対する Option 82 をイネーブルにする必要があります。
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DHCP リレー アドレスと VRF 情報を設定したインターフェイスに DHCP 要求が着信した場合、
DHCP サーバのアドレスが、別の VRF のメンバであるインターフェイスのネットワークに属する
ものであれば、デバイスは要求に Option 82 情報を挿入し、サーバの VRF の DHCP サーバに転送
されます。Option 82 情報は次のとおりです。
VPN 識別子
DHCP 要求を受信するインターフェイスが属する VRF の名前。
リンクの選択
DHCP 要求を受信するインターフェイスのサブネット アドレス。DHCP スマート リレーが
イネーブルの場合、リンクの選択にはアクティブな giaddr のサブネットが指定されます。
サーバ識別子オーバーライド
DHCP 要求を受信するインターフェイスの IP アドレス。DHCP スマート リレーがイネーブ
ルの場合、サーバの識別子にはアクティブな giaddr が指定されます。

（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。

DHCP スマート リレー エージェント
DHCP リレー エージェントは、ホストからブロードキャスト DHCP 要求パケットを受信すると、
インバウンド インターフェイスのプライマリ アドレスに giaddr を設定し、それらのパケットを
サーバに転送します。サーバは、プールが使い果たされるまで giaddr サブネット プールから IP ア
ドレスを割り当て、それ以降の要求を無視します。
最初のサブネット プールが使い果たされるか、またはサーバがそれ以降の要求を無視した場合
は、セカンダリ IP アドレス サブネット プールから IP アドレスを割り当てるように DHCP スマー
ト リレー エージェントを設定できます。この機能拡張は、ホストの数がプール内の IP アドレス
の数を超えている場合や、セカンダリ アドレスを使用してインターフェイス上に複数のサブネッ
トが設定されている場合に有効です。

DHCPv6 リレー エージェントについて
DHCPv6 リレー エージェント
DHCPv6 リレー エージェントを実行するようにデバイスを設定できます。DHCPv6 リレー エー
ジェントは、クライアントとサーバの間で DHCP パケットを転送します。これは、クライアント
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とサーバが同じ物理サブネット上にない場合に便利な機能です。リレー エージェントは DHCPv6
メッセージを受信すると、新規の DHCPv6 メッセージを生成して別のインターフェイスに送信し
ます。リレー エージェントはゲートウェイ アドレス（DHCPv6 パケットの giaddr フィールド）を
セットし、DHCPv6 サーバに転送します。

DHCPv6 リレー エージェントに対する VRF サポート
DHCPv6 ブロードキャスト メッセージを仮想ルーティング/転送（VRF）インスタンスのクライア
ントから別の VRF の DHCPv6 サーバに転送するように、DHCPv6 リレー エージェントを設定で
きます。単一の DHCPv6 サーバを使用して複数の VRF のクライアントの DHCP をサポートでき
るため、IP アドレス プールを VRF ごとではなく 1 つにまとめることにより、IP アドレスを節約
できます。VRF の一般的な情報については、『Cisco Nexus 0000 Series NX-OS Unicast Routing
Configuration Guide』を参照してください。

DHCP クライアントについて
DHCP クライアント機能によって、インターフェイスに IPv4 または IPv6 アドレスを設定できま
す。インターフェイスには、ルーテッド ポート、管理ポート、スイッチ仮想インターフェイス
（SVI）が含まれます。

DHCP のライセンス要件
次の表に、DHCP のライセンス要件を示します。
製品

ライセンス要件

Cisco NX-OS

DHCP にはライセンスは不要です。ライセンス
パッケージに含まれていない機能はnx-osイメー
ジにバンドルされており、無料で提供されま
す。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。

DHCP の前提条件
DHCP の前提条件は、次のとおりです。
• DHCP スヌーピングまたは DHCP リレー エージェントを設定するためには、DHCP について
の知識が必要です。
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DHCP の注意事項と制約事項
DHCP 設定時の注意事項と制約事項は次のとおりです。
• 最大の DHCP スヌーピングの規模をサポートするために、DHCP パケットに関する Option 82
情報の挿入をイネーブルにする必要があります。
• デバイス上でグローバルに DHCP スヌーピングをイネーブル化するには、DHCP サーバおよ
び DHCP リレー エージェントとして機能するデバイスを、事前に設定しイネーブルにしてお
く必要があります。
• ネットワーク内で、DHCP スヌーピングの後に DHCP リレーを配置しないでください。
• DHCP スヌーピングは VXLAN VLAN ではサポートされません。
• Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I1(2) 以降では、DHCP スヌーピングは、同じ MAC アドレスと
VLAN をスタティック バインディング エントリに持つ複数の IP アドレスをサポートしてい
ます。以前のリリースでは、DHCP スヌーピングのスタティック バインディング エントリで
同じ MAC アドレスと VLAN を持つ IP アドレスは 1 つしか許可されません。
• デフォルト VRF を使用して DHCP サーバが到達可能である場合、VXLAN は DHCP リレー
をサポートします。
• 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。VLAN およびその VLAN の SVI 上で DHCP スヌーピングと
DHCP リレーの両方がイネーブルになっていると、DHCP リレーが優先されます。
• DHCP サーバ アドレスを使用して設定を行っているレイヤ 3 インターフェイスで入力ルータ
ACL が設定されている場合、そのルータ ACL で DHCP サーバと DHCP ホストの間の DHCP
トラフィックが許可されていることを確認します。
• DHCP クライアントおよびサーバが異なる VRF に存在する状況で DHCP リレーを使用する
場合、VRF 内で 1 つの DHCP サーバだけを使用します。
• DHCP スヌーピング機能がイネーブルのときには、アクセス コントロール リスト（ACL）の
統計情報はサポートされません。
• 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。
• DHCP スマート リレーは、イネーブルであるインターフェイスの IP アドレスのうち、最初
の 100 個に制限されます。
• DHCP スマート リレーを使用するには、インターフェイスでヘルパー アドレスを設定する必
要があります。
• DHCP スマート リレーがイネーブルになっている vPC 環境では、インターフェイスのプライ
マリおよびセカンダリ アドレスのサブネットは、両方の Cisco NX-OS デバイスで同じである
必要があります。

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
308

DHCP の設定
DHCP のデフォルト設定

• インターフェイスで DHCPv6 サーバ アドレスを設定する場合は、宛先インターフェイスをグ
ローバル IPv6 アドレスで使用することはできません。
• DHCP クライアント機能には、次の注意事項と制約事項が適用されます。
◦ SVI は複数の設定が可能ですが、各インターフェイス VLAN は異なるサブネットにある
必要があります。DHCPクライアント機能では、同一デバイスの異なるインターフェイ
ス VLAN にある同じサブネットを使った異なる IP アドレスの設定はできません。
◦ DHCP クライアントおよび DHCP リレーは、同一のスイッチ上ではサポートされませ
ん。
◦ DHCP クライアントはレイヤ 3 のサブインターフェイスではサポートされません。
◦ DHCP クライアントは、Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチの Cisco NX-OS リリース
7.0(3)I2(1) 以降および、Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチの Cisco NX-OS リリース
7.0(3)I2(2) 以降でサポートされます。

（注）

DHCP 設定制限については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』を参照
してください。

DHCP のデフォルト設定
次の表に、DHCP パラメータのデフォルト設定を示します。
表 27：デフォルトの DHCP パラメータ

パラメータ

デフォルト

DHCP 機能

ディセーブル

DHCP スヌーピング

ディセーブル

VLAN 上で DHCP スヌーピング

ディセーブル

DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証

イネーブル

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

イネーブル

DHCPv6 リレー エージェント

イネーブル
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パラメータ

デフォルト

DHCP リレー エージェントに対する VRF サポー ディセーブル
ト
DHCPv6 リレー エージェントに対する VRF サ ディセーブル
ポート
リレー エージェントの DHCP Option 82

ディセーブル

DHCP スマート リレー エージェント

ディセーブル

DHCP サーバの IP アドレス

なし

DHCP の設定
DHCP の最小設定
ステップ 1

DHCP 機能をイネーブルにします。
DHCP 機能がディセーブルになっていると、DHCP スヌーピングを設定できません。

ステップ 2

DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。

ステップ 3

少なくとも 1 つの VLAN で、DHCP スヌーピングをイネーブルにします。
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。

ステップ 4

DHCP サーバとデバイスが、信頼できるインターフェイスを使用して接続されていることを確認します。

ステップ 5

（任意） DHCP リレー エージェントをイネーブルにします。

ステップ 6

（任意） DHCP サーバとクライアントが異なる VRF に存在する場合は、次の手順に従います。
a) DHCP リレー エージェントの Option 82 をイネーブルにします。
b) DHCP リレー エージェントに対して VRF サポートをイネーブルにします。

ステップ 7

（任意） インターフェイスに DHCP サーバの IP アドレスを設定します。

DHCP 機能のイネーブル化またはディセーブル化
デバイスの DHCP 機能をイネーブルまたはディセーブルに設定できます。デフォルトでは、DHCP
はディセーブルです。
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DHCP 機能がディセーブルの場合、DHCP リレー エージェント、DHCP スヌーピング、および
DHCP に依存するすべての機能は設定できません。また、すべての DHCP 設定がデバイスから削
除されます。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] feature dhcp
3. （任意） showrunning-config dhcp
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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：

DHCP 機能をイネーブルにします。no オプションを
使用すると、DHCP 機能がディセーブルになり、
DHCP 設定が消去されます。

switch(config)# feature dhcp

ステップ 3

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 4

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)# copy running-config
startup-config

DHCP スヌーピングの設定
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
デバイスに対して 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。
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はじめる前に
DHCP 機能がイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ip dhcp snooping
3. （任意） showrunning-config dhcp
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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：

DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブル化し
ます。このコマンドの no 形式を使用すると、DHCP
スヌーピングがディセーブルになります。

switch(config)# ip dhcp snooping

ステップ 3

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 4

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)# copy running-config
startup-config

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。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。

はじめる前に
DHCP 機能がイネーブルにされていることを確認します。
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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。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ipdhcp snooping vlanvlan-list
3. （任意） showrunning-config dhcp
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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 vlanvlan-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。このコマンドの no 形式を使用す
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 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：

（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)# copy running-config
startup-config

DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証のイネーブル化またはディセーブル化
DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証をイネーブルまたはディセーブルにします。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、アドレス検証によってデバイスはパケットをドロップしま
す。MAC アドレス検証はデフォルトでイネーブルになります。
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はじめる前に
DHCP 機能がイネーブルにされていることを確認します。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ipdhcp snooping verify mac-address
3. （任意） showrunning-config dhcp
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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# config t
switch(config)#

ステップ 2

[no] ipdhcp snooping verify mac-address
例：

DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証をイネー
ブルにします。このコマンドの no 形式を使用する
と、MAC アドレス検証がディセーブルになります。

switch(config)# ip dhcp snooping verify
mac-address

ステップ 3

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 4

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)# copy running-config
startup-config

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。デフォルトでは、デバイスは DHCP パケッ
トに Option 82 情報を挿入しません。

（注）

Option 82 に対する DHCP リレー エージェントのサポートは、個別に設定されます。
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（注）

より大きい DHCP pps の規模をサポートするには、DHCP パケットへの Option 82 情報の挿入
をイネーブルにします。

はじめる前に
DHCP 機能がイネーブルにされていることを確認します。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ip dhcp snooping information option
3. （任意） showrunning-config dhcp
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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：
switch(config)# ip dhcp snooping
information option

ステップ 3

showrunning-config dhcp

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。このコマンドの no 形式を使用
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。
（任意）
DHCP 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：

（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)# copy running-config
startup-config

DHCP パケットの厳密な検証のイネーブル化またはディセーブル化
DHCP パケットの厳密な検証をイネーブルまたはディセーブルにできます。デフォルトでは、
DHCP パケットの厳密な検証はディセーブルになっています。
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手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ip dhcp packet strict-validation
3. （任意） showrunning-config dhcp
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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：

DHCPパケットの厳密な検証をイネーブルにします。
このコマンドの no 形式を使用すると、DHCP パケッ
トの厳密な検証がディセーブルになります。

switch(config)# ip dhcp packet
strict-validation

ステップ 3

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 4

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)# copy running-config
startup-config

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。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 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
DHCP 機能がイネーブルにされていることを確認します。
インターフェイスがレイヤ 2 インターフェイスとして設定されていることを確認します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. 次のいずれかのオプションを使用します。
• interfaceethernetslot/port
• interfaceport-channelchannel-number
3. [no] ip dhcp snooping trust
4. （任意） showrunning-config dhcp
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

次のいずれかのオプションを使用します。
• interfaceethernetslot/port
• 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。slot/port 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

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

開始します。slot/port は、DHCP 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。このコマンドの no
形式を使用すると、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 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
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DHCP リレー信頼ポート機能のイネーブル化またはディセーブル化
DHCP リレー信頼ポート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 パケット内のゲートウェイ アドレスがすべてゼロに設定され、リレー情報オプションがす
でにパケット内に存在する場合、DHCP リレー エージェントはパケットを廃棄しません。ip dhcp
relay information option trust コマンドをグローバルに設定すると、ゲートウェイ アドレスがすべ
てゼロに設定された場合、DHCP リレー エージェントはパケットを廃棄します。

はじめる前に
DHCP 機能がイネーブルにされていることを確認します。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ip dhcp relay information option trust
3. （任意） show ip dhcp relay
4. （任意） show ip dhcp relay information trusted-sources
5. （任意） showrunning-config dhcp
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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 information option trust
例：

DHCP リレー信頼ポートの機能を有効にします。
このコマンドの no 形式を使用すると、この機能
がディセーブルになります。

switch(config)# ip dhcp relay information
option trust

ステップ 3

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
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

show ip dhcp relay information trusted-sources

（任意）
DHCP リレー信頼ポートの設定を表示します。

例：
switch(config)# show ip dhcp relay information
trusted-sources

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
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)# copy running-config
startup-config

インターフェイスの DHCP リレー信頼または非信頼ポートとしての設定
レイヤ 3 インターフェイスは、DHCP リレー信頼または非信頼インターフェイスとして設定でき
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。DHCP リレーの信頼状態
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 3 イーサネット 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 ポート チャネル インターフェイス

はじめる前に
DHCP 機能がイネーブルにされていることを確認します。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface [ethernetslot/port[.number] | port-channelchannel-number]
3. [no] ip dhcp relay information trusted
4. （任意） show ip dhcp relay information trusted-sources
5. （任意） showrunning-config dhcp
6. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

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[.number] |
port-channelchannel-number]
例：
switch(config)# interface ethernet
2/1
switch(config-if)#

ステップ 3

[no] ip dhcp relay information trusted
例：
switch(config-if)# ip dhcp relay
information trusted

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。ここでは slot/port に trusted または untrusted に設定するレ
イヤ 3 イーサネット インターフェイスを指定するか、あるい
は channel-number に trusted または untrusted に設定するレイヤ
3 ポート チャネル インターフェイスを指定できます。
DHCP リレー エージェント情報に関して、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。このコマンド
の no 形式を使用すると、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。
（注）

ステップ 4

show ip dhcp relay information
trusted-sources

どのレイヤ 3 インターフェイスも、グローバル コマ
ンドまたはインターフェイス レベルのコマンドを使
用して信頼できるインターフェイスとして設定した
場合、そのインターフェイスは信頼できるインター
フェイスと見なされます。そのため、ポートを信頼
させるコマンドをグローバル レベルでイネーブルに
した場合、インターフェイス レベルの設定に関係な
く、どのレイヤ 3 インターフェイスも非信頼とは見
なされなくなります。

（任意）
DHCP リレー信頼ポートの設定を表示します。

例：
switch(config-if)# show ip dhcp relay
information trusted-sources

ステップ 5

showrunning-config dhcp

（任意）
DHCP 設定を表示します。

例：
switch(config-if)# show
running-config dhcp

ステップ 6

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
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すべてのインターフェイスの信頼状態の設定
すべてのレイヤ 3 インターフェイスは、DHCP リレー信頼または非信頼インターフェイスとして
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。DHCP リレーの
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 3 イーサネット 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 ポート チャネル インターフェイス
ip dhcp relay information trust-all コマンドをイネーブルにすると、インターフェイス レベルの設
定に関係なく、どのレイヤ 3 インターフェイスも非信頼とは見なされなくなります。

はじめる前に
DHCP 機能がイネーブルにされていることを確認します。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ip dhcp relay information trust-all
3. （任意） show ip dhcp relay information trusted-sources
4. （任意） showrunning-config dhcp
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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 information trust-all
例：
switch(config)# ip dhcp relay information
trust-all

ステップ 3

インターフェイスを DHCP メッセージの信頼できる
送信元として設定します。このコマンドの no 形式
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。

show ip dhcp relay information trusted-sources （任意）
DHCP リレー信頼ポートの設定を表示します。
例：
switch(config)# show ip dhcp relay
information trusted-sources
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

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
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)# 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。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ip dhcp relay
3. （任意） showip dhcp relay
4. （任意） showrunning-config dhcp
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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 エージェントをイネーブルにします。
no オプションを使用すると、DHCP リレー エージェ
ントがディセーブルになります。

switch(config)# ip dhcp relay
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ステップ 3

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(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

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

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

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。

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。

手順の概要
1. switch# configure terminal
2. switch(config)# [no] ip dhcp relay information option
3. （任意） switch(config)#showip dhcp relay
4. （任意） switch(config)#showrunning-config dhcp
5. （任意） switch(config)# copy running-config startup-config

手順の詳細

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] 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。

ステップ 3

switch(config)#showip dhcp relay

（任意）
DHCP リレーの設定を表示します。

ステップ 4

switch(config)#showrunning-config
dhcp

（任意）
DHCP 設定を表示します。

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。

DHCP リレー エージェントに対する VRF サポートのイネーブル化また
はディセーブル化
ある VRF のインターフェイスで受信した DHCP 要求を、別の VRF の DHCP サーバにリレーする
機能をサポートするように、デバイスを設定できます。

はじめる前に
DHCP リレー エージェントの Option 82 をイネーブルにする必要があります。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ip dhcp relay information option vpn
3. [no] ip dhcp relay sub-option type cisco
4. （任意） showip dhcp relay
5. （任意） showrunning-config dhcp
6. （任意） copy running-config startup-config

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
324

DHCP の設定
インターフェイスへの DHCP サーバ アドレスの設定

手順の詳細

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 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
例：
ディセーブルになります。
switch(config)# ip dhcp relay
information option vpn

ステップ 3

[no] ip dhcp relay sub-option type cisco
例：
switch(config)# ip dhcp relay
sub-option type cisco

ステップ 4

showip dhcp relay

リンク選択、サーバ ID オーバーライド、および VRF
名/VPN ID リレー エージェント Option 82 サブオプション
を設定する場合は、DHCP をイネーブルにして、シスコ独
自の番号である 150、152、および 151 を使用します。no
オプションを使用すると、DHCP では、リンク選択、サー
バ ID オーバーライド、および VRF 名/VPN ID サブオプ
ションに対して、RFC 番号 5、11、151 が使用されるよう
になります。
（任意）
DHCP リレーの設定を表示します。

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
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)# copy running-config
startup-config

インターフェイスへの DHCP サーバ アドレスの設定
1 つのインターフェイスに複数の DHCP サーバ IP アドレスを設定できます。インバウンド DHCP
BOOTREQUEST パケットがインターフェイスに着信すると、リレー エージェントはそのパケッ
トを指定されたすべての DHCP サーバ IP アドレスに転送します。リレー エージェントは、すべ
ての DHCP サーバからの応答を、要求を送信したホストへ転送します。
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はじめる前に
DHCP 機能がイネーブルになっていることを確認します。
DHCP サーバが正しく設定されていることを確認します。
インターフェイスに設定する、各 DHCP サーバの IP アドレスを決定します。
DHCP サーバがインターフェイスとは異なる VRF に含まれている場合、VRF サポートがイネーブ
ルになっていることを確認します。

DHCP サーバ アドレスを設定しているインターフェイスで入力ルータ ACL が設定されている
場合、そのルータ ACL で DHCP サーバと DHCP ホストの間の DHCP トラフィックが許可され
ていることを確認します。

（注）

手順の概要
1. configure terminal
2. 次のいずれかのオプションを使用します。
• interfaceethernetslot/port[.number]
• interfacevlanvlan-id
• interfaceport-channelchannel-id[.subchannel-id]
3. ip dhcp relay addressIP-address[use-vrfvrf-name]
4. （任意） showip dhcp relay address
5. （任意） showrunning-config dhcp
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

次のいずれかのオプションを使用します。
• interfaceethernetslot/port[.number]
• interfacevlanvlan-id
• interfaceport-channelchannel-id[.subchannel-id]

• インターフェイス コンフィギュレーション モードを
開始します。slot/port は、DHCP サーバ IP アドレスを
設定する物理イーサネット インターフェイスです。
サブインターフェイスを設定する場合は、number 引
数を使用してサブインターフェイス番号を指定しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

例：
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)#

ポート チャネルのサブインターフェイスは
Cisco NX-OS リリース 6.1(2)I3(3) および
6.1(2)I3(3a) でのみサポートされます。これ
らは Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I1(1) では
サポートされません。

• 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。vlan-id は、DHCP サーバ IP アドレスを
設定する VLAN の ID 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。channel-id は、DHCP サーバ IP アドレス
を設定するポート チャネルの ID です。サブチャネル
を設定する場合は、subchannel-id 引数を使用してサブ
チャネル ID を指定します。
ステップ 3

ip dhcp relay
addressIP-address[use-vrfvrf-name]
例：
switch(config-if)# ip dhcp relay address
10.132.7.120 use-vrf red

ステップ 4

showip dhcp relay address

リレー エージェントがこのインターフェイスで受信した
BOOTREQUEST パケットを転送する DHCP サーバの IP ア
ドレスを設定します。
複数の IP アドレスを設定するには、アドレスごとに ip dhcp
relay address コマンドを使用します。
（任意）
設定済みのすべての DHCP サーバ アドレスを表示します。

例：
switch(config-if)# show ip dhcp relay
address

ステップ 5

showrunning-config dhcp

（任意）
DHCP 設定を表示します。

例：
switch(config-if)# show running-config dhcp

ステップ 6

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 リレー送信元インターフェイスの設定
DHCP 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、DHCP
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
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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。
DHCP リレー エージェントがイネーブルであることを確認します。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ip dhcp relay source-interfaceinterface
3. （任意） show ip dhcp relay [interfaceinterface]
4. （任意） showrunning-config dhcp
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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 source-interfaceinterface
例：
switch(config)# ip dhcp relay
source-interface loopback 2

ステップ 3

show ip dhcp relay [interfaceinterface]

DHCP 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）

DHCP 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）
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

showrunning-config dhcp

（任意）
DHCP 設定を表示します。

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

DHCP スマート リレーのグローバルなイネーブル化またはディセーブ
ル化
デバイスの DHCP スマート リレーをグローバルにイネーブルまたはディセーブルに設定できま
す。

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。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ip dhcp smart-relay global
3. （任意） showip dhcp relay
4. （任意） showrunning-config dhcp
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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 smart-relay global
例：

DHCP スマート リレーをグローバルにイネーブルに
します。このコマンドの no 形式を使用すると、
DHCP スマート リレーがディセーブルになります。

switch(config)# ip dhcp smart-relay global
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

showip dhcp relay

（任意）
DHCP スマート リレー設定を表示します。

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

レイヤ 3 インターフェイスでの DHCP スマート リレーのイネーブル化
またはディセーブル化
レイヤ 3 インターフェイスで DHCP スマート リレーをイネーブルまたはディセーブルに設定でき
ます。

はじめる前に
DHCP 機能がイネーブル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。

手順の概要
1. configure terminal
2. interfaceinterfaceslot/port
3. [no] ip dhcp smart-relay
4. exit
5. exit
6. （任意） showip dhcp relay
7. （任意） showrunning-config dhcp
8. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

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

interfaceinterfaceslot/port
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開
始します。slot/port は、DHCP スマート リレーをイネー
ブルまたはディセーブルにするインターフェイスです。

switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)#

ステップ 3

[no] ip dhcp smart-relay
例：
switch(config-if)# ip dhcp smart-relay

ステップ 4

インターフェイスで DHCP スマート リレーをイネーブ
ルにします。このコマンドの no 形式を使用すると、イ
ンターフェイスの DHCP スマート リレーがディセーブ
ルになります。
インターフェイス コンフィギュレーション モードを終
了します。

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

ステップ 5

グローバル コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 6

showip dhcp relay

（任意）
DHCP スマート リレー設定を表示します。

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
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
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DHCPv6 の設定
DHCPv6 リレー エージェントのイネーブル化またはディセーブル化
DHCPv6 リレー エージェントをイネーブルまたはディセーブルに設定できます。デフォルトでは、
DHCPv6 リレー エージェントはイネーブルです。

はじめる前に
DHCP 機能がイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ipv6 dhcp relay
3. （任意） show ipv6 dhcp relay [interfaceinterface]
4. （任意） showrunning-config dhcp
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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：

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。

switch(config)# ipv6 dhcp relay

ステップ 3

show ipv6 dhcp relay [interfaceinterface]

（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
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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)# copy running-config
startup-config

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。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ipv6 dhcp relay option vpn
3. [no] ipv6 dhcp relay option type cisco
4. （任意） show ipv6 dhcp relay [interfaceinterface]
5. （任意） showrunning-config dhcp
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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：

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。

switch(config)# ipv6 dhcp relay option
vpn

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
333

DHCP の設定
インターフェイスへの DHCPv6 サーバ アドレスの設定

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 [interfaceinterface] （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
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)# copy running-config
startup-config

インターフェイスへの DHCPv6 サーバ アドレスの設定
1 つのインターフェイスに複数の DHCPv6 サーバ IP アドレスを設定できます。インバウンド
DHCPv6 BOOTREQUEST パケットがインターフェイスに着信すると、リレー エージェントはその
パケットを指定されたすべての DHCP サーバ IP アドレスに転送します。リレー エージェントは、
すべての DHCPv6 サーバからの応答を、要求を送信したホストへ転送します。

はじめる前に
DHCP 機能がイネーブルになっていることを確認します。
DHCPv6 サーバが正しく設定されていることを確認します。
インターフェイスに設定する、各 DHCPv6 サーバの IP アドレスを決定します。
DHCPv6 サーバがインターフェイスとは異なる VRF に含まれている場合、VRF サポートがイネー
ブルになっていることを確認します。
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DHCPv6 サーバ アドレスを設定しているインターフェイスで入力ルータ ACL が設定されてい
る場合、そのルータ ACL で DHCP サーバと DHCPv6 ホストの間の DHCP トラフィックが許可
されていることを確認します。

（注）

手順の概要
1. configure terminal
2. 次のいずれかのオプションを使用します。
• interfaceethernetslot/port
• interfaceport-channelchannel-id
3. [no] ipv6 dhcp relay addressIPv6-address [use-vrfvrf-name] [interfaceinterface]
4. （任意） show running-config dhcp
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

次のいずれかのオプションを使用しま
す。
• interfaceethernetslot/port
• interfaceport-channelchannel-id

• インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し
ます。slot/port は、DHCPv6 サーバ IP アドレスを設定する
物理イーサネット インターフェイスです。
• インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し
ます。channel-id は、DHCPv6 サーバ IP アドレスを設定する
ポート チャネルの ID です。

例：
switch(config)# interface ethernet
2/3
switch(config-if)#

ステップ 3

[no] ipv6 dhcp relay addressIPv6-address リレー エージェントがこのインターフェイスで受信した
[use-vrfvrf-name] [interfaceinterface]
BOOTREQUEST パケットを転送する DHCPv6 サーバの IP アドレ
スを設定します。
例：
switch(config-if)# ipv6 dhcp relay
address FF02:1::FF0E:8C6C use-vrf
red

サーバが異なる VRF にあり、別の引数インターフェイスが宛先
の出力インターフェイス指定に使用される場合は、use-vrf オプ
ションを使用して VRF 名を指定します。
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コマンドまたはアクション

目的
サーバ アドレスには、リンクスコープのユニキャストまたはマ
ルチキャスト アドレス、またはグローバルまたはサイトローカ
ルのユニキャストまたはマルチキャスト アドレスを使用できま
す。interface オプションは、リンクスコープのサーバ アドレス
およびマルチキャスト アドレスの場合に必要です。グローバル
またはサイトスコープのサーバ アドレスには許可されていませ
ん。
複数の IP アドレスを設定するには、アドレスごとに ipv6 dhcp
relay address コマンドを使用します。

ステップ 4

show running-config dhcp

（任意）
DHCPv6 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

DHCPv6 リレー送信元インターフェイスの設定
DHCPv6リレーエージェントの送信元インターフェイスを設定できます。デフォルトでは、DHCPv6
リレー エージェントは発信パケットの送信元アドレスとしてリレー エージェント アドレスを使
用します。送信元インターフェイスを設定すると、リレーされたメッセージの送信元アドレスと
して、より安定したアドレス（ループバックインターフェイスアドレスなど）を使用することが
できます。

はじめる前に
DHCP 機能がイネーブルになっていることを確認します。
DHCPv6 リレー エージェントがイネーブルであることを確認します。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ipv6 dhcp relay source-interfaceinterface
3. （任意） show ipv6 dhcp relay [interfaceinterface]
4. （任意） showrunning-config dhcpshow running-config dhcp
5. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

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 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。
例：
switch(config)# ipv6 dhcp relay
source-interface loopback 2

ステップ 3

show ipv6 dhcp relay [interfaceinterface]

（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 dhcpshow running-config （任意）
dhcp
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
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)# copy running-config
startup-config

DHCP クライアントのイネーブル化
DHCP クライアント機能を使用して、インターフェイスでの IPv4 または IPv6 アドレス設定をイ
ネーブルにできます。インターフェイスには、ルーテッド ポート、管理ポート、スイッチ仮想イ
ンターフェイス（SVI）が含まれます。レイヤ 3 サブインターフェイスはサポートされません。

（注）

DHCP クライアントは DHCP リレーおよび DHCP スヌーピング プロセスに依存しないため、
feature dhcp コマンドをイネーブルにする必要はありません。
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手順の概要
1. configure terminal
2. 次のいずれかのオプションを使用します。
• interfaceethernetslot/port
• interfacemgmt 0
• interfacevlanvlan-id
3. ipv6 address use-link-local-only
4. [no] {ip | ipv6} address dhcp
5. （任意） 次のいずれかのオプションを使用します。
• show running-config interfaceethernetslot/port
• show running-config interfacemgmt 0
• show running-config interfacevlanvlan-id
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

次のいずれかのオプションを使用します。
• interfaceethernetslot/port
• interfacemgmt 0
• interfacevlanvlan-id

例：
switch(config)# interface vlan 3
switch(config-if)#

ステップ 3

ipv6 address use-link-local-only
例：
switch(config-if)# ipv6 address
use-link-local-only

• 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 クライアント機能をイネー
ブルにする物理イーサネット 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
始して、DHCP クライアント機能をイネーブルにするイ
ンターフェイスとして管理インターフェイスを指定しま
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。vlan-id は、DHCP クライアント機能をイネー
ブルにする VLAN の ID です。
このコマンドは、次の手順でインターフェイスに IPv6 アドレ
スを割り当てる前に入力する必要があります。インターフェ
イスに IPv4 アドレスを割り当てる場合、このコマンドは必要
はありません。
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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 | ipv6} address dhcp

このインターフェイスに IPv4 または IPv6 アドレスを割り当
てます。

例：
switch(config-if)# ip address dhcp

ステップ 5

このコマンドの no 形式を使用すると、IP アドレスが解放さ
れます。

次のいずれかのオプションを使用します。 （任意）
実行コンフィギュレーションにおいて、インターフェイスに
• show running-config
割り当てられた IPv4 または IPv6 アドレスを表示します。
interfaceethernetslot/port
• show running-config interfacemgmt 0
• show running-config
interfacevlanvlan-id

例：
switch(config-if)# show running-config
interface vlan 3

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。
保存されるのは {ip | ipv6} address dhcp コマンドだけです。
割り当てられた IP アドレスは、実行コンフィギュレーション
に表示されていても、保存されません。

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

目的

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設
定またはインターフェイス レ
ベルの設定を表示します。

show ip dhcp relay address

デバイスに設定されているすべ
ての DHCP サーバ アドレスを
表示します。
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コマンド

目的

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。

show running-config dhcp[all]

実行コンフィギュレーション内
の DHCP 設定を表示します。

show running-config interface{ethernetslot/port | mgmt 0 |
vlanvlan-id}

DHCP クライアントがイネーブ
ルの場合、インターフェイスに
割り当てられた IPv4 または
IPv6 アドレスを表示します。

show startup-config dhcp [all]

スタートアップ コンフィギュ
レーションの DHCP 設定を表示
します。

DHCP スヌーピング バインディングの表示
DHCP スヌーピング バインディング データベースにあるすべてのエントリを表示するには、show
ip dhcp snooping binding [ip-address | mac-address | dynamic | static | vlanvlan-id | interfaceinterface-type
interface-number] コマンドを使用します。
MacAddress
----------------0f:00:60:b3:23:33
0f:00:60:b3:23:35

IpAddress
--------10.3.2.2
10.2.2.2

LeaseSec
-------infinite
infinite

Type
-----static
static

VLAN
---13
100

Interface
-----------Ethernet2/46
Ethernet2/10

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 データベースからすべてのエントリをクリアするには、clear
ip dhcp snooping binding コマンドを使用します。
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するには、clear ip dhcp snooping binding interface ethernetslot/port コ
マンドを使用します。
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するには、clear ip dhcp snooping binding interface
port-channelchannel-number コマンドを使用します。

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
340

DHCP の設定
DHCP のモニタリング

DHCP スヌーピング バインディング データベースから、単一の特定の VLAN エントリをクリアす
るには、clear ip dhcp snooping binding vlanvlan-id [macmac-addressipip-addressinterface {ethernetslot
/port | port-channelchannel-number}] コマンドを使用します。

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。
グローバル レベルまたはインターフェイス レベルで DHCP リレーの統計情報をモニタするには、
show ip dhcp relay statistics [interfaceinterface] コマンドを使用します。
グローバル レベルまたはインターフェイス レベルで DHCPv6 リレーの統計情報をモニタするに
は、show ipv6 dhcp relay statistics [interfaceinterface] コマンドを使用します。

DHCP スヌーピング統計情報のクリア
DHCP スヌーピング統計情報を消去するには、clear ip dhcp snooping statistics [vlanvlan-id] コマン
ドを使用します。

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
interfaceinterface コマンドを使用します。
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 global statistics コマンドを
使用します。

DHCPv6 リレー統計情報のクリア
グローバル DHCPv6 リレーの統計情報をクリアするには、clear ipv6 dhcp relay statistics コマンド
を使用します。
特定のインターフェイスの DHCPv6 リレーの統計情報をクリアするには、clear ipv6 dhcp relay
statistics interfaceinterface コマンドを使用します。
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DHCP の設定例
次の例では、2 つの VLAN で DHCP スヌーピングをイネーブルにし、Option 82 のサポートをイ
ネーブルにして、イーサネット インターフェイス 2/5 を trusted に設定して、DHCP サーバがこの
インターフェイスに接続できるようにします。
feature dhcp
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping information option
interface ethernet 2/5
ip dhcp snooping trust
ip dhcp snooping vlan 1
ip dhcp snooping vlan 50

次の例では、DHCP リレー エージェントをイネーブルにして、イーサネット インターフェイス
2/3 に DHCP サーバ IP アドレス（10.132.7.120）を設定します。DHCP サーバは red という名前の
VRF インスタンス内にあります。
feature
ip dhcp
ip dhcp
ip dhcp

dhcp
relay
relay information option
relay information option vpn

interface ethernet 2/3
ip dhcp relay address 10.132.7.120 use-vrf red

次に、DHCP スマート リレー エージェントをイネーブルにして使用する例を示します。この例で
は、デバイスはイーサネット インターフェイス 2/2 上で受信された DHCP ブロードキャスト パ
ケットを DHCP サーバ（10.55.11.3）に転送し、giaddr フィールド内に 192.168.100.1 を挿入しま
す。DHCP サーバに 192.168.100.0/24 ネットワークのためのプールが設定されている場合、その
DHCP サーバは応答します。サーバが応答しない場合、デバイスは giaddr フィールド内の
192.168.100.1 を使用して、さらに 2 つの要求を送信します。それでもデバイスが応答を受信しな
い場合は、代わりに giaddr フィールド内で 172.16.31.254 を使用し始めます。
feature dhcp
ip dhcp relay
ip dhcp smart-relay global
interface ethernet 2/2
ip address 192.168.100.1/24
ip address 172.16.31.254/24 secondary
ip dhcp relay address 10.55.11.3

DHCP クライアントの設定例
次に、DHCP クライアント機能を使用して VLAN インターフェイスに IPv4 アドレスを割り当てる
例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface vlan 7
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# ip address dhcp
switch(config-if)# show running-config interface vlan 7
interface Vlan7
no shutdown
ip address dhcp
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DHCP 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

ダイナミック ARP インスペクション（DAI）

『Cisco Nexus 9000 シリーズ
NX-OS セキュリティ コンフィ
ギュレーション ガイド』

IP ソース ガード

『Cisco Nexus 9000 シリーズ
NX-OS セキュリティ コンフィ
ギュレーション ガイド』

vPC

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

VRF およびレイヤ 3 のバーチャライゼーション

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

標準
標準

タイトル

RFC-2131

『Dynamic Host Configuration Protocol』（http://
tools.ietf.org/html/rfc2131）

RFC-3046

『DHCP Relay Agent Information Option』（http:/
/tools.ietf.org/html/rfc3046）

RFC-6607

『Virtual Subnet Selection Options for DHCPv4 and
DHCPv6』（http://tools.ietf.org/html/rfc6607）
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章

ダイナミック ARP インスペクションの設定
この章では、Cisco NX-OS デバイスでダイナミック アドレス解決プロトコル（ARP）インスペク
ション（DAI）を設定する方法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。
• DAI について, 345 ページ
• DAI のライセンス要件, 349 ページ
• DAI の前提条件, 350 ページ
• DAI の注意事項と制約事項, 350 ページ
• DAI のデフォルト設定, 351 ページ
• DAI の設定, 351 ページ
• DAI の設定の確認, 357 ページ
• DAI の統計情報のモニタリングとクリア, 358 ページ
• DAI の設定例, 358 ページ
• DAI に関する追加情報, 364 ページ

DAI について
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。
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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
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 10： 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ティングすることによ
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
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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。
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。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。

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。
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
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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 11： 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
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
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信頼できる
DAI を実行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。

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ログに記録します。
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。

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 nx-os
イメージにバンドルされており、無料で提供さ
れます。Cisco NX-OS ライセンス方式の詳細に
ついては、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参
照してください。
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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。DHCP の設
定, （297 ページ）を参照してください。
• DAI をイネーブルにする VLAN を設定する必要があります。『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS
Layer 2 Switching Configuration Guide』を参照してください。
• hardware access-list tcam region arp-ether コマンドを使用して、DAI 用の ACL TCAM のリー
ジョン サイズを設定する必要があります。 ACL TCAM リージョン サイズの設定, （233 ペー
ジ）を参照してください。

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。
• 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、およびポート チャネル 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。
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• 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、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。
• ARP ACL はサポートされていません。

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 28：デフォルトの DAI パラメータ

パラメータ

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。

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。
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はじめる前に
DHCP 機能がイネーブルにされていることを確認します。
DAI をイネーブルにする VLAN が設定されていることを確認します。
DAI（arp-ether）の ACL TCAM リージョン サイズが設定されていることを確認します。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ip arp inspection vlanvlan-list
3. （任意） show ip arp inspection vlanvlan-id
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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 vlanvlan-list
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。

switch(config)# ip arp inspection vlan 13

ステップ 3

show ip arp inspection vlanvlan-id

（任意）
特定の VLAN の DAI 設定を表示します。

例：
switch(config)# show ip arp inspection vlan
13

ステップ 4

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)# copy running-config
startup-config

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。
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。

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
352

ダイナミック ARP インスペクションの設定
レイヤ 2 インターフェイスの DAI 信頼状態の設定

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。

手順の概要
1. configure terminal
2. interfacetypeport/slot
3. [no] ip arp inspection trust
4. （任意） show ip arp inspection interfacetype port/slot
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

interfacetypeport/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 interfacetype port/slot
例：

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。

switch(config-if)# show ip arp inspection
interface ethernet 2/1

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
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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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手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ip arp inspection validate {[src-mac] [dst-mac] [ip]}
3. （任意） show running-config dhcp
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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]
[dst-mac] [ip]}

追加の DAI 検証をイネーブルにします。このコマン
ドの no 形式を使用すると、追加の DAI 検証がディ
セーブルになります。

例：
switch(config)# ip arp inspection validate
src-mac dst-mac ip

ステップ 3

show running-config dhcp
例：

（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。

switch(config)# show running-config dhcp

ステップ 4

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)# copy running-config
startup-config

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。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ip arp inspection log-buffer entriesnumber
3. （任意） show running-config dhcp
4. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

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 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
例：
メッセージ）に戻ります。設定できるバッファ サイズ
switch(config)# ip arp inspection
は、1 ～ 1024 メッセージです。
log-buffer entries 64

ステップ 3

show running-config dhcp
例：

（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。

switch(config)# show running-config dhcp

ステップ 4

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)# copy running-config
startup-config

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。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ip arp inspection vlanvlan-listlogging dhcp-bindings {all | none | permit}
3. （任意） show running-config dhcp
4. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

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 vlanvlan-listlogging
dhcp-bindings {all | none | permit}
例：
switch(config)# ip arp inspection vlan
100 dhcp-bindings permit

次のようにして、DAI ログ フィルタリングを設定します。
このコマンドの no 形式を使用すると、DAI ログ フィルタ
リングは削除されます。
• all：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。
• none：DHCP バインディングに一致するパケットを記
録しません。
• permit：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。

ステップ 3

show running-config dhcp
例：

（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。

switch(config)# show running-config dhcp

ステップ 4

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)# copy running-config
startup-config

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 interfaces [ethernetslot/port 特定のインターフェイスまたはポート チャネル
| port-channelnumber]
の信頼状態および ARP パケット レートを表示
します。
show ip arp inspection log

DAI のログ設定を表示します。
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コマンド

目的

show ip arp inspection vlanvlan-id

特定の VLAN の DAI 設定を表示します。

show running-config dhcp [all]

DAI の設定を表示します。

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。
コマンド

目的

show ip arp inspection statistics [vlanvlan-id]

DAI の統計情報を表示します。

clear ip arp inspection statisticsvlanvlan-id

DAI 統計情報をクリアします。

clear ip arp inspection log

DAI ログを消去します。

DAI の設定例
DAI をサポートする 2 つのデバイス
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。
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図 12：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。

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# configure terminal
switchA(config)# ip arp inspection vlan 1
switchA(config)# show ip arp inspection vlan 1
Source Mac Validation
: Disabled
Destination Mac Validation : Disabled
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IP Address Validation
Vlan : 1
----------Configuration
: Enabled
Operation State : Active
switchA(config)#

ステップ 3

: Disabled

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
=
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

0
0
0
0
0
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
=

inspection statistics vlan 1

2
0
0
0
0
2
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SMAC Fails-ARP Req
SMAC Fails-ARP Res
DMAC Fails-ARP Res
IP Fails-ARP Req
IP Fails-ARP Res

=
=
=
=
=

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 Jan 23 2015])

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

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。

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#

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
361

ダイナミック ARP インスペクションの設定
DAI をサポートする 2 つのデバイス

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# configure terminal
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#

ステップ 5

Type
------------dhcp-snooping

VLAN
---1

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
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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 Jan 23 2015])

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 =
SMAC Fails-ARP Res =
DMAC Fails-ARP Res =
IP Fails-ARP Req
=
IP Fails-ARP Res
=
switchB#

inspection statistics vlan 1

1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
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DAI 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

ACL TCAM リージョン

IP ACL の設定, （201 ページ）

『DHCP and DHCP snooping』

DHCP の設定, （297 ページ）

規格

タイトル

RFC-826

『An Ethernet Address Resolution Protocol』（http:/
/tools.ietf.org/html/rfc826）

標準
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IP ソース ガードの設定
この章では、Cisco NX-OS デバイスで IP ソース ガード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。
• IP ソース ガードについて, 365 ページ
• IP ソース ガードのライセンス要件, 366 ページ
• IP ソース ガードの前提条件, 366 ページ
• IP ソース ガイドの注意事項と制約事項, 367 ページ
• IP ソース ガードのデフォルト設定, 367 ページ
• IP ソース ガードの設定, 368 ページ
• IP ソース ガード バインディングの表示, 371 ページ
• IP ソース ガードの統計情報のクリア, 371 ページ
• IP ソース ガードの設定例, 372 ページ
• その他の参考資料, 372 ページ

IP ソース ガードについて
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
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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。
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 コマンドによって表示されたバインディング テーブル エントリが次のとおりで
あるとします。
MacAddress
----------------00:02:B3:3F:3B:99

IpAddress
---------10.5.5.2

LeaseSec
--------6943

Type
------------dhcp-snooping

VLAN
---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 nx-os イメージにバンドルされており、
無料で提供されます。Cisco NX-OS ライセンス
方式の詳細については、『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。
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• IP ソース ガードを設定するには、その前に DHCP 機能および DHCP スヌーピングをイネー
ブルにする必要があります。DHCP の設定, （297 ページ） を参照してください。
• hardware access-list tcam region ipsg コマンドを使用して、IP ソース ガード用の ACL TCAM
のリージョン サイズを設定する必要があります。 ACL TCAM リージョン サイズの設定, （
233 ページ）を参照してください。

デフォルトでは、ipsg のリージョン サイズはゼロです。SMAC-IP バインディ
ングの保存と適用をするには、このリージョンに十分なエントリを割り当て
る必要があります。

（注）

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 ガードは、Fabric Extender（FEX）および汎用拡張モジュール（GEM）ポートでは
サポートされていません。
• 次の注意事項と制約事項は、Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチに適用されます。
◦ 着信インターフェイスで IPSG がイネーブルであると IPv6 の隣接関係は形成されませ
ん。
◦ IPSG は HSRP スタンバイで ARP パケットを廃棄します。
◦ DHCP スヌーピングおよび IPSG がイネーブルにされている場合、ホストのバインディ
ング エントリが存在すると、ARP がなくてもトラフィックはホストに転送されます。

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。
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表 29：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

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 機能および DHCP スヌーピングがイネーブルにされていることを確認します。
IPSG（ipsg）の ACL TCAM リージョン サイズが設定されていることを確認します。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface ethernetslot/port
3. [no] ip verify source dhcp-snooping-vlan
4. （任意） show running-config dhcp
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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)#

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
368

IP ソース ガードの設定
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

interface ethernetslot/port

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。

例：
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)#

ステップ 3

[no] ip verify source dhcp-snooping-vlan
例：
switch(config-if)# ip verify source
dhcp-snooping vlan

ステップ 4

show running-config dhcp
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。このコマンドの no 形式を使用すると、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。
（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。

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

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、固定 IP ソース エントリは作成されません。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ip source bindingip-addressmac-addressvlanvlan-idinterfaceinterface-typeslot/port
3. （任意） show ip dhcp snooping binding [interfaceinterface-type slot/port]
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細
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)#
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2 [no] ip source
現在のインターフェイスのスタティッ
bindingip-addressmac-addressvlanvlan-idinterfaceinterface-typeslot/port ク IP ソース エントリを作成します。
このコマンドのno形式を使用すると、
例：
スタティック IP ソース エントリが削
switch(config)# ip source binding 10.5.22.17 001f.28bd.0013
除されます。
vlan 100 interface ethernet 2/3
ステップ 3 show ip dhcp snooping binding [interfaceinterface-type slot/port]
例：
switch(config)# show ip dhcp snooping binding interface ethernet
2/3

ステップ 4 copy running-config startup-config
例：
switch(config)# copy running-config startup-config

（任意）
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 アドレス バインディングを表
示します。スタティック エントリは、
Type カラムの表示で示されます。
（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。

トランク ポート用 IP ソース ガードの設定
あるポートに IP ソース ガードが設定されている場合、それを TCAM 内で許可する DHCP スヌー
ピング エントリがない限り、そのポートに着信するトラフィックはドロップされます。ただし、
IP ソース ガードがトランク ポートに設定されていて特定の VLAN で着信するトラフィックでは
このチェックを行いたくない場合（それらで DHCP スヌーピングがイネーブルにされていない場
合であっても）、除外したい VLAN のリストを指定できます。

はじめる前に
DHCP 機能および DHCP スヌーピングがイネーブルにされていることを確認します。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ip dhcp snooping ipsg-excluded vlanvlan-list
3. （任意） show ip ver source [ethernetslot/port | port-channelchannel-number]
4. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

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 ipsg-excluded vlanvlan-list
例：

トランク ポートの IP ソース ガードで DHCP ス
ヌーピングのチェックから除外したい VLAN のリ
ストを指定します。

switch(config)# ip dhcp snooping ipsg-excluded
vlan 1001-1256,3097

ステップ 3

show ip ver source [ethernetslot/port |
port-channelchannel-number]

（任意）
どの VLAN が除外されるかを表示します。

例：
switch(config)# show ip ver source

ステップ 4

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)# copy running-config
startup-config

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させるには、show ip ver source[ethernetslot/port |
port-channelchannel-number] コマンドを使用します。

IP ソース ガードの統計情報のクリア
IP ソース ガードの統計情報のクリアを行うには、次の表に示すコマンドを使用します。
コマンド

目的

clear access-list ipsg stats [instancenumber | modulenumber]

IP ソース ガードの統計情報を
クリアします。
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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
show ip ver source
IP source guard excluded vlans:
-----------------------------------------------------None
----------------------------------IP source guard is enabled on the following interfaces:
-----------------------------------------------------ethernet2/3

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

ACL TCAM リージョン

IP ACL の設定, （201 ページ）

『DHCP and DHCP snooping』

DHCP の設定, （297 ページ）
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パスワード暗号化の設定
この章では、Cisco NX-OS デバイスにパスワード暗号化を設定する手順について説明します。
この章は、次の項で構成されています。
• AES パスワード暗号化およびマスター暗号キーについて, 373 ページ
• パスワード暗号化のライセンス要件, 374 ページ
• パスワード暗号化の注意事項と制約事項, 374 ページ
• パスワード暗号化のデフォルト設定, 374 ページ
• パスワード暗号化の設定, 375 ページ
• パスワード暗号化の設定の確認, 378 ページ
• パスワード暗号化の設定例, 378 ページ

AES パスワード暗号化およびマスター暗号キーについて
強力で、反転可能な 128 ビットの高度暗号化規格（AES）パスワード暗号化（タイプ 6 暗号化と
もいう）をイネーブルにすることができます。タイプ 6 暗号化の使用を開始するには、AES パス
ワード暗号化機能をイネーブルにし、パスワード暗号化および復号化に使用されるマスター暗号
キーを設定する必要があります。
AES パスワード暗号化をイネーブルにしてマスター キーを設定すると、タイプ 6 パスワード暗号
化をディセーブルにしない限り、サポートされているアプリケーション（現在は RADIUS と
TACACS+）の既存および新規作成されたクリア テキスト パスワードがすべて、タイプ 6 暗号化
の形式で保存されます。また、既存の弱いすべての暗号化パスワードをタイプ 6 暗号化パスワー
ドに変換するように Cisco NX-OS を設定することもできます。
関連トピック
マスター キーの設定および AES パスワード暗号化機能のイネーブル化, （375 ページ）
グローバル RADIUS キーの設定, （59 ページ）
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特定の RADIUS サーバ用のキーの設定, （61 ページ）
グローバル TACACS+ キーの設定, （93 ページ）
特定の TACACS+ サーバ用のキーの設定, （94 ページ）
マスター キーの設定および AES パスワード暗号化機能のイネーブル化, （375 ページ）

パスワード暗号化のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
製品

ライセンス要件

Cisco NX-OS

パスワード暗号化にはライセンスは必要ありま
せん。ライセンス パッケージに含まれていない
機能は nx-os イメージにバンドルされており、
無料で提供されます。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。

パスワード暗号化の注意事項と制約事項
パスワード暗号化設定時の注意事項と制約事項は次のとおりです。
• AES パスワード暗号化機能、関連付けられた暗号化と復号化のコマンド、およびマスター
キーを設定できるのは、管理者権限（network-admin）を持つユーザだけです。
• AES パスワード暗号化機能を使用できるアプリケーションは RADIUS と TACACS+ だけで
す。
• タイプ 6 暗号化パスワードを含む設定は、ロールバックに従いません。
• マスター キーがなくても AES パスワード暗号化機能をイネーブルにできますが、マスター
キーがシステムに存在する場合だけ暗号化が開始されます。
• マスター キーを削除するとタイプ 6 暗号化が停止され、同じマスター キーが再構成されな
い限り、既存のすべてのタイプ 6 暗号化パスワードが使用できなくなります。
• デバイス設定を別のデバイスに移行するには、他のデバイスに移植する前に設定を復号化す
るか、または設定が適用されるデバイス上に同じマスター キーを設定します。

パスワード暗号化のデフォルト設定
次の表に、パスワード暗号化パラメータのデフォルト設定を示します。
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表 30：パスワード暗号化パラメータのデフォルト設定

パラメータ

デフォルト

AES パスワード暗号化機能

ディセーブル

マスター キー

Not configured

パスワード暗号化の設定
ここでは、Cisco NX-OS デバイスでパスワード暗号化を設定する手順について説明します。

マスターキーの設定および AES パスワード暗号化機能のイネーブル化
タイプ 6 暗号化用のマスター キーを設定し、高度暗号化規格（AES）パスワード暗号化機能をイ
ネーブルにすることができます。

手順の概要
1. [no] key config-key ascii
2. configure terminal
3. [no] feature password encryption aes
4. （任意） show encryption service stat
5. copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

[no] key config-key ascii

マスター キーを、AES パスワード暗号化機能で使用するように
設定します。マスター キーは、16 ～ 32 文字の英数字を使用で
きます。マスター キーを削除するために、いつでもこのコマン
ドの no 形式を使用できます。

例：
switch# key config-key ascii
New Master Key:
Retype Master Key:

マスター キーを設定する前に AES パスワード暗号化機能をイ
ネーブルにすると、マスター キーが設定されていない限りパス
ワード暗号化が実行されないことを示すメッセージが表示され
ます。マスター キーがすでに設定されている場合、新しいマス
ター キーを入力する前に現在のマスター キーを入力するように
求められます。
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ステップ 2

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 3

[no] feature password encryption aes

AES パスワード暗号化機能をイネーブルまたはディセーブルに
します。

例：
switch(config)# feature password
encryption aes

ステップ 4

show encryption service stat
例：

（任意）
AES パスワード暗号化機能とマスター キーの設定ステータスを
表示します。

switch(config)# show encryption
service stat

ステップ 5

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。

例：

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

このコマンドは、実行コンフィギュレーションとス
タートアップ コンフィギュレーションのマスター キー
を同期するために必要です。

関連トピック
AES パスワード暗号化およびマスター暗号キーについて, （373 ページ）
AES パスワード暗号化およびマスター暗号キーについて, （373 ページ）
キーのテキストの設定, （385 ページ）
キーの受け入れライフタイムおよび送信ライフタイムの設定, （387 ページ）
キーのテキストの設定, （385 ページ）
キーの受け入れライフタイムおよび送信ライフタイムの設定, （387 ページ）

既存のパスワードのタイプ 6 暗号化パスワードへの変換
既存の単純で脆弱な暗号化パスワードをタイプ 6 暗号化パスワードに変換できます。

はじめる前に
AES パスワード暗号化機能をイネーブルにし、マスター キーを設定したことを確認します。

手順の概要
1. encryption re-encrypt obfuscated
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

encryption re-encrypt obfuscated

既存の単純で脆弱な暗号化パスワードをタイプ 6
暗号化パスワードに変換します。

例：
switch# encryption re-encrypt obfuscated

タイプ 6 暗号化パスワードの元の状態への変換
タイプ 6 暗号化パスワードを元の状態に変換できます。

はじめる前に
マスター キーを設定したことを確認します。

手順の概要
1. encryption decrypt type6

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

encryption decrypt type6

タイプ 6 暗号化パスワードを元の状態に変
換します。

例：
switch# encryption decrypt type6
Please enter current Master Key:

タイプ 6 暗号化パスワードの削除
Cisco NX-OS デバイスからすべてのタイプ 6 暗号化パスワードを削除できます。

手順の概要
1. encryption delete type6
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

encryption delete type6

すべてのタイプ 6 暗号化パスワードを削除し
ます。

例：
switch# encryption delete type6

パスワード暗号化の設定の確認
パスワード暗号化の設定情報を表示するには、次の作業を行います。
コマンド

目的

show encryption service stat

AES パスワード暗号化機能とマスター キーの
設定ステータスを表示します。

パスワード暗号化の設定例
次に、マスター キーを作成し、AES パスワード暗号化機能をイネーブルにして、TACACS+ アプ
リケーションのためのタイプ 6 暗号化パスワードを設定する例を示します。
key config-key ascii
New Master Key:
Retype Master Key:
configure terminal
feature password encryption aes
show encryption service stat
Encryption service is enabled.
Master Encryption Key is configured.
Type-6 encryption is being used.
feature tacacs+
tacacs-server key Cisco123
show running-config tacacs+
feature tacacs+
logging level tacacs 5
tacacs-server key 6
"JDYkqyIFWeBvzpljSfWmRZrmRSRE8syxKlOSjP9RCCkFinZbJI3GD5c6rckJR/Qju2PKLmOewbheAA=="
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キーチェーン管理の設定
この章では、Cisco NX-OS デバイスでキーチェーン管理を設定する手順について説明します。
この章は、次の項で構成されています。
• キーチェーン管理について, 379 ページ
• キーチェーン管理のライセンス要件, 380 ページ
• キーチェーン管理の前提条件, 381 ページ
• キーチェーン管理の注意事項と制約事項, 381 ページ
• キーチェーン管理のデフォルト設定, 381 ページ
• キーチェーン管理の設定, 382 ページ
• アクティブなキーのライフタイムの確認, 390 ページ
• キーチェーン管理の設定の確認, 391 ページ
• キーチェーン管理の設定例, 391 ページ
• 次の作業, 391 ページ
• キーチェーン管理に関する追加情報, 391 ページ

キーチェーン管理について
キーチェーン管理を使用すると、キーチェーンの作成と管理を行えます。キーチェーンはキーの
シーケンスを意味します（共有秘密ともいいます）。キーチェーンは、他のデバイスとの通信を
キーベース認証を使用して保護する機能と合わせて使用できます。デバイスでは複数のキーチェー
ンを設定できます。
キーベース認証をサポートするルーティング プロトコルの中には、キーチェーンを使用してヒッ
トレス キー ロールオーバーによる認証を実装できるものがあります。詳細については、『Cisco
Nexus 9000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』を参照してください。
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キーのライフタイム
安定した通信を維持するためには、キーベース認証で保護されるプロトコルを使用する各デバイ
スに、1 つの機能に対して同時に複数のキーを保存し使用できる必要があります。キーチェーン
管理は、キーの送信および受け入れライフタイムに基づいて、キー ロールオーバーを処理するセ
キュアなメカニズムを提供します。デバイスはキーのライフタイムを使用して、キーチェーン内
のアクティブなキーを判断します。
キーチェーンの各キーには次に示す 2 つのライフタイムがあります。
受け入れライフタイム
別のデバイスとのキー交換時にデバイスがそのキーを受け入れる期間。
送信ライフタイム
別のデバイスとのキー交換時にデバイスがそのキーを送信する期間。
キーの送信ライフタイムおよび受け入れライフタイムは、次のパラメータを使用して定義します。
Start-time
ライフタイムが開始する絶対時間。
End-time
次のいずれかの方法で定義できる終了時。
• ライフタイムが終了する絶対時間
• 開始時からライフタイムが終了するまでの経過秒数
• 無限のライフタイム（終了時なし）
キーの送信ライフタイム中、デバイスはルーティングアップデートパケットをキーとともに送信
します。送信されたキーがデバイス上のキーの受け入れライフタイム期間内でない場合、そのデ
バイスはキーを送信したデバイスからの通信を受け入れません。
どのキーチェーンも、キーのライフタイムが重なるように設定することを推奨します。このよう
にすると、アクティブなキーがないことによるネイバー認証の失敗を避けることができます。

キーチェーン管理のライセンス要件
次の表に、キーチェーン管理のライセンス要件を示します。
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製品

ライセンス要件

Cisco NX-OS

キーチェーン管理にはライセンスは必要ありま
せん。ライセンス パッケージに含まれていない
機能は nx-os イメージにバンドルされており、
無料で提供されます。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。

キーチェーン管理の前提条件
キーチェーン管理には前提条件はありません。

キーチェーン管理の注意事項と制約事項
キーチェーン管理に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。
• システム クロックを変更すると、キーがアクティブになる時期に影響が生じます。

キーチェーン管理のデフォルト設定
次の表に、Cisco NX-OS キーチェーン管理パラメータのデフォルト設定を示します。
表 31：キーチェーン管理パラメータのデフォルト値

パラメータ

デフォルト

キー チェーン

デフォルトではキーチェーンはありません。

キー

デフォルトでは新しいキーチェーンの作成時に
キーは作成されません。

受け入れライフタイム

常に有効です。

送信ライフタイム

常に有効です。

キーストリング入力の暗号化

暗号化されません。
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キーチェーン管理の設定
キーチェーンの作成
デバイスにキーチェーンを作成できます。新しいキーチェーンには、キーは含まれていません。

手順の概要
1. configure terminal
2. keychainname
3. （任意） show key chainname
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

keychainname

キーチェーンを作成し、キーチェーン コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
switch(config)# key chain bgp-keys
switch(config-keychain)#

ステップ 3

show key chainname

（任意）
キーチェーンの設定を表示します。

例：
switch(config-keychain)# show key chain
bgp-keys

ステップ 4

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-keychain)# copy running-config
startup-config

関連トピック
マスター キーの設定および AES パスワード暗号化機能のイネーブル化, （375 ページ）
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キーチェーンの削除
デバイスのキーチェーンを削除できます。

（注）

キーチェーンを削除すると、キーチェーン内のキーはどれも削除されます。

はじめる前に
キーチェーンを削除する場合は、そのキーチェーンを使用している機能がないことを確認してく
ださい。削除するキーチェーンを使用するように設定されている機能がある場合、その機能は他
のデバイスとの通信に失敗する可能性が高くなります。

手順の概要
1. configure terminal
2. no keychainname
3. （任意） show key chainname
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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 keychainname

キーチェーンおよびそのキーチェーンに含まれてい
るすべてのキーを削除します。

例：
switch(config)# no key chain bgp-keys

ステップ 3

show key chainname
例：

（任意）
そのキーチェーンが実行コンフィギュレーション内
にないことを確認します。

switch(config-keychain)# show key chain
bgp-keys

ステップ 4

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-keychain)# copy
running-config startup-config
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関連トピック
キーチェーンの作成, （382 ページ）

マスターキーの設定および AES パスワード暗号化機能のイネーブル化
タイプ 6 暗号化用のマスター キーを設定し、高度暗号化規格（AES）パスワード暗号化機能をイ
ネーブルにすることができます。

手順の概要
1. [no] key config-key ascii
2. configure terminal
3. [no] feature password encryption aes
4. （任意） show encryption service stat
5. copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

[no] key config-key ascii

マスター キーを、AES パスワード暗号化機能で使用するように
設定します。マスター キーは、16 ～ 32 文字の英数字を使用で
きます。マスター キーを削除するために、いつでもこのコマン
ドの no 形式を使用できます。

例：
switch# key config-key ascii
New Master Key:
Retype Master Key:

ステップ 2

configure terminal

マスター キーを設定する前に AES パスワード暗号化機能をイ
ネーブルにすると、マスター キーが設定されていない限りパス
ワード暗号化が実行されないことを示すメッセージが表示され
ます。マスター キーがすでに設定されている場合、新しいマス
ター キーを入力する前に現在のマスター キーを入力するように
求められます。
グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 3

[no] feature password encryption aes

AES パスワード暗号化機能をイネーブルまたはディセーブルに
します。

例：
switch(config)# feature password
encryption aes

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
384

キーチェーン管理の設定
キーのテキストの設定

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

show encryption service stat

（任意）
AES パスワード暗号化機能とマスター キーの設定ステータスを
表示します。

例：
switch(config)# show encryption
service stat

ステップ 5

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。

例：

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

このコマンドは、実行コンフィギュレーションとス
タートアップ コンフィギュレーションのマスター キー
を同期するために必要です。

関連トピック
AES パスワード暗号化およびマスター暗号キーについて, （373 ページ）
AES パスワード暗号化およびマスター暗号キーについて, （373 ページ）
キーのテキストの設定, （385 ページ）
キーの受け入れライフタイムおよび送信ライフタイムの設定, （387 ページ）
キーのテキストの設定, （385 ページ）
キーの受け入れライフタイムおよび送信ライフタイムの設定, （387 ページ）

キーのテキストの設定
キーのテキストを設定できます。テキストは共有秘密です。デバイスはこのテキストをセキュア
な形式で保存します。
デフォルトでは、受け入れライフタイムおよび送信ライフタイムは無限になり、キーは常に有効
です。キーにテキストを設定してから、そのキーの受け入れライフタイムと送信ライフタイムを
設定します。

はじめる前に
そのキーのテキストを決めます。テキストは、暗号化されていないテキストとして入力できます。
また、show key chain コマンド使用時に Cisco NX-OS がキー テキストの表示に使用する暗号形式
で入力することもできます。特に、別のデバイスから show key chain コマンドを実行し、その出
力に表示されるキーと同じキー テキストを作成する場合には、暗号化形式での入力が便利です。
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手順の概要
1. configure terminal
2. keychainname
3. keykey-ID
4. key-string [encryption-type] text-string
5. （任意） show key chainname [mode decrypt]
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

keychainname

指定したキーチェーンのキーチェーン コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
switch(config)# key chain bgp-keys
switch(config-keychain)#

ステップ 3

keykey-ID
例：

指定したキーのキー コンフィギュレーション モードを開始し
ます。key-ID 引数は、0 ～ 65535 の整数で指定する必要があり
ます。

switch(config-keychain)# key 13
switch(config-keychain-key)#

ステップ 4

key-string [encryption-type] text-string
例：

そのキーのテキスト ストリングを設定します。text-string 引数
は、大文字と小文字を区別して、英数字で指定します。特殊文
字も使用できます。

switch(config-keychain-key)#
key-string 0 AS3cureStr1ng

encryption-type 引数に、次のいずれかの値を指定します。
• 0：入力する text-string 引数は暗号化されていないテキス
トです。これはデフォルトです。
• 7：入力する text-string 引数は暗号化されています。シス
コ固有の暗号方式で暗号化されます。このオプションは、
別の Cisco NX-OS デバイス上で実行した show key chain
コマンドの暗号化出力に基づいて、テキスト文字列を入力
する場合に役立ちます。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

show key chainname [mode decrypt]

（任意）
キー テキストの設定も含めて、キーチェーンの設定を表示しま
す。デバイス管理者だけが使用できる mode decrypt オプション
を使用すると、キーはクリアテキストで表示されます。

例：
switch(config-keychain-key)# show
key chain bgp-keys

ステップ 6

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-keychain-key)# copy
running-config startup-config

関連トピック
マスター キーの設定および AES パスワード暗号化機能のイネーブル化, （375 ページ）
キーの受け入れライフタイムおよび送信ライフタイムの設定, （387 ページ）

キーの受け入れライフタイムおよび送信ライフタイムの設定
キーの受け入れライフタイムおよび送信ライフタイムを設定できます。デフォルトでは、受け入
れライフタイムおよび送信ライフタイムは無限になり、キーは常に有効です。

（注）

キーチェーン内のキーのライフタイムが重複するように設定することを推奨します。このよう
にすると、アクティブなキーがないために、キーによるセキュア通信の切断を避けることがで
きます。

手順の概要
1. configure terminal
2. keychainname
3. keykey-ID
4. accept-lifetime [local] start-timedurationduration-value | infinite | end-time]
5. send-lifetime [local] start-timedurationduration-value | infinite | end-time]
6. （任意） show key chainname [mode decrypt]
7. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

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

keychainname

指定したキーチェーンのキーチェーン コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
switch(config)# key chain bgp-keys
switch(config-keychain)#

ステップ 3

keykey-ID

指定したキーのキー コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
switch(config-keychain)# key 13
switch(config-keychain-key)#

ステップ 4

accept-lifetime [local]
キーの受け入れライフタイムを設定します。デフォルトでは、
start-timedurationduration-value | infinite デバイスは start-time 引数および end-time 引数を UTC として扱
| end-time]
います。local キーワードを指定すると、デバイスはこれらの時
間を現地時間として扱います。
例：

switch(config-keychain-key)#
accept-lifetime 00:00:00 Jun 13 2013
23:59:59 Sep 12 2013

start-time 引数は、キーがアクティブになる日時です。
ライフタイムの終了時は次のいずれかのオプションで指定でき
ます。
• durationduration-value：ライフタイムの長さ（秒）。最大
値は 2147483646 秒（約 68 年）です。
• infinite：キーの受け入れライフタイムは期限切れになりま
せん。
• end-time：end-time 引数はキーがアクティブでなくなる日時
です。

ステップ 5

send-lifetime [local]
キーの送信ライフタイムを設定します。デフォルトでは、デバ
start-timedurationduration-value | infinite イスは start-time 引数および end-time 引数を UTC として扱いま
| end-time]
す。local キーワードを指定すると、デバイスはこれらの時間を
現地時間として扱います。
例：

switch(config-keychain-key)#
send-lifetime 00:00:00 Jun 13 2013
23:59:59 Aug 12 2013

start-time 引数は、キーがアクティブになる日時です。
送信ライフタイムの終了時は次のいずれかのオプションで指定
できます。
• durationduration-value：ライフタイムの長さ（秒）。最大
値は 2147483646 秒（約 68 年）です。
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コマンドまたはアクション

目的
• infinite：キーの送信ライフタイムは期限切れになりません。
• end-time：end-time 引数はキーがアクティブでなくなる日時
です。

ステップ 6

show key chainname [mode decrypt]
例：
switch(config-keychain-key)# show
key chain bgp-keys

ステップ 7

copy running-config startup-config
例：

（任意）
キー テキストの設定も含めて、キーチェーンの設定を表示しま
す。デバイス管理者だけが使用できる mode decrypt オプション
を使用すると、キーはクリアテキストで表示されます。
（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-keychain-key)# copy
running-config startup-config

関連トピック
マスター キーの設定および AES パスワード暗号化機能のイネーブル化, （375 ページ）
キーのライフタイム, （380 ページ）

OSPFv2 暗号化認証用のキーの設定
OSPFv2 については、Message Digest 5（MD5）またはハッシュ ベースの Message Authentication
Code Secure Hash Algorithm（HMAC-SHA）認証を設定できます。

手順の概要
1. configure terminal
2. keychainname
3. keykey-ID
4. [no] cryptographic-algorithm {HMAC-SHA-1 | HMAC-SHA-256 | HMAC-SHA-384 |
HMAC-SHA-512 | MD5}
5. （任意） show key chainname
6. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

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

keychainname

指定したキーチェーンのキーチェーン コンフィギュ
レーション モードを開始します。

例：
switch(config)# key chain bgp-keys
switch(config-keychain)#

ステップ 3

keykey-ID
例：

指定したキーのキー コンフィギュレーション モー
ドを開始します。key-ID 引数は、0 ～ 65535 の整数
で指定する必要があります。

switch(config-keychain)# key 13
switch(config-keychain-key)#

ステップ 4

[no] cryptographic-algorithm {HMAC-SHA-1 | 指定したキーに使用する OSPFv2 暗号化アルゴリズ
HMAC-SHA-256 | HMAC-SHA-384 |
ムを設定します。1 つのキーに設定できる暗号化ア
HMAC-SHA-512 | MD5}
ルゴリズムは 1 つだけです。
例：
switch(config-keychain-key)#
cryptographic-algorithm HMAC-SHA-1

ステップ 5

show key chainname
例：

（任意）
キーチェーン コンフィギュレーションを表示しま
す。

switch(config-keychain-key)# show key chain
bgp-keys

ステップ 6

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-keychain-key)# copy
running-config startup-config

アクティブなキーのライフタイムの確認
キーチェーン内のキーのうち、受け入れライフタイムまたは送信ライフタイムがアクティブなキー
を確認するには、次の表のコマンドを使用します。
コマンド

目的

show key chain

デバイスで設定されたキーチェーンを表示しま
す。
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キーチェーン管理の設定の確認
キーチェーン管理の設定情報を表示するには、次の作業を行います。
コマンド

目的

show key chainname

デバイスに設定されているキーチェーンを表示
します。

キーチェーン管理の設定例
bgp keys という名前のキーチェーンを設定する例を示します。各キー テキスト ストリングは暗号
化されています。各キーの受け入れライフタイムは送信ライフタイムよりも長くなっています。
これは、誤ってアクティブ キーのない時間を設定してもなるべく通信が失われないようにするた
めです。
key chain bgp-keys
key 0
key-string 7 zqdest
accept-lifetime 00:00:00 Jun 01 2013 23:59:59 Sep 12 2013
send-lifetime 00:00:00 Jun 01 2013 23:59:59 Aug 12 2013
key 1
key-string 7 uaeqdyito
accept-lifetime 00:00:00 Aug 12 2013 23:59:59 May 12 2013
send-lifetime 00:00:00 Sep 12 2013 23:59:59 Aug 12 2013
key 2
key-string 7 eekgsdyd
accept-lifetime 00:00:00 Nov 12 2013 23:59:59 Mar 12 2013
send-lifetime 00:00:00 Dec 12 2013 23:59:59 Feb 12 2013

次の作業
キーチェーンを使用するルーティング機能については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Unicast
Routing Configuration Guide』を参照してください。

キーチェーン管理に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

ボーダー ゲートウェイ プロトコル

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

マニュアル タイトル

OSPFv2

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

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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トラフィック ストーム制御の設定
この章では、Cisco NX-OS デバイスに、トラフィック ストーム制御機能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。
• トラフィック ストーム制御について, 393 ページ
• トラフィック ストーム制御のライセンス要件, 395 ページ
• トラフィック ストーム制御の注意事項と制約事項, 395 ページ
• トラフィック ストーム制御のデフォルト設定, 396 ページ
• トラフィック ストーム制御の設定, 397 ページ
• トラフィック ストーム制御の設定の確認, 398 ページ
• トラフィック ストーム制御カウンタのモニタリング, 399 ページ
• トラフィック ストーム制御の設定例 , 399 ページ
• トラフィック ストーム制御に関する追加情報, 399 ページ

トラフィック ストーム制御について
トラフィック ストームは、パケットが LAN でフラッディングする場合に発生するもので、過剰
なトラフィックを生成し、ネットワークのパフォーマンスを低下させます。トラフィック ストー
ム制御機能を使用すると、物理インターフェイス上におけるブロードキャスト、マルチキャスト、
または未知のユニキャスト トラフィック ストームによって、レイヤ 2 ポート経由の通信が妨害さ
れるのを防げます。
トラフィック ストーム制御（トラフィック抑制ともいう）では、ブロードキャスト、マルチキャ
スト、ユニキャストの着信トラフィックのレベルを 3.9 ミリ秒間隔でモニタできます。この間、
トラフィック レベル（ポートの使用可能合計帯域幅に対するパーセンテージ）が、設定したトラ
フィックストーム制御レベルと比較されます。入力トラフィックが、ポートに設定したトラフィッ
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クストーム制御レベルに到達すると、トラフィックストーム制御機能によってそのインターバル
が終了するまでトラフィックがドロップされます。
次の表に、指定したインターバルでのレイヤ 2 インターフェイス上のブロードキャスト トラフィッ
ク パターンを示します。この例では、トラフィック ストーム制御が T1 と T2 時間の間、および
T4 と T5 時間の間で発生します。これらの間隔中に、ブロードキャスト トラフィックの量が設定
済みのしきい値を超過したためです。
図 13：ブロードキャストの抑制

トラフィックストーム制御しきい値の数値と期間の組み合わせにより、トラフィックストーム制
御アルゴリズムがさまざまな粒度で機能します。しきい値が高いほど、通過できるパケット数が
多くなります。
Cisco NX-OS デバイスのトラフィック ストーム制御は、ハードウェアで実装されています。トラ
フィック ストーム制御は、レイヤ 2 インターフェイスからスイッチング バスに渡されるパケット
を巡回モニタします。また、パケットの宛先アドレスに設定されている Individual/Group ビットを
使用して、パケットがユニキャストかブロードキャストかを判断し、3.9 ミリ秒以内の間隔で現在
のパケット数を追跡します。パケット数がしきい値に到達したら、後続のパケットをすべて破棄
します。
トラフィック ストーム制御では、トラフィック量の計測に帯域幅方式を使用します。制御対象の
トラフィックが使用できる、利用可能な合計帯域幅に対するパーセンテージを設定します。パケッ
トは一定間隔で着信するわけではないので、3.9 ミリ秒の間隔はトラフィック ストーム制御の動
作に影響を及ぼす可能性があります。
次に、トラフィック ストーム制御動作の例を示します。
• ブロードキャスト トラフィック ストーム制御をイネーブルにした場合、ブロードキャスト
トラフィックが 3.9 ミリ秒のインターバル中に制御レベルを超えると、インターバルが終了
するまですべてのブロードキャスト トラフィックがドロップされます。
• ブロードキャストとマルチキャストのトラフィック ストーム制御をイネーブルにした場合、
ブロードキャストとマルチキャストの混合トラフィックが 3.9 ミリ秒のインターバル中に制
御レベルを超えると、インターバルが終了するまでブロードキャストとマルチキャストのす
べてのトラフィックがドロップされます。
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• ブロードキャストとマルチキャストのトラフィック ストーム制御をイネーブルにした場合、
ブロードキャスト トラフィックが 3.9 ミリ秒のインターバル中に制御レベルを超えると、イ
ンターバルが終了するまでブロードキャストとマルチキャストのすべてのトラフィックがド
ロップされます。
• ブロードキャストとマルチキャストのトラフィック ストーム制御をイネーブルにした場合、
マルチキャスト トラフィックが 3.9 ミリ秒のインターバル中に制御レベルを超えると、イン
ターバルが終了するまでブロードキャストとマルチキャストのすべてのトラフィックがド
ロップされます。
デフォルトでは、トラフィックが設定レベルを超えても、Cisco NX-OS ソフトウェアは是正のた
めの処理を実行しません。ただし、組み込みイベントマネージャ（EEM）によって、トラフィッ
クが一定期間内に収まらない（しきい値未満にならない）場合にインターフェイスをエラー ディ
セーブル状態にするように設定できます。EEM の設定の詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series
NX-OS System Management Configuration Guide』を参照してください。

トラフィック ストーム制御のライセンス要件
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

トラフィック ストーム制御にはライセンスは必
要ありません。ライセンス パッケージに含まれ
ていない機能は nx-os イメージにバンドルされ
ており、無料で提供されます。Cisco NX-OS ラ
イセンス方式の詳細については、『Cisco NX-OS
Licensing Guide』を参照してください。

トラフィック ストーム制御の注意事項と制約事項
トラフィック ストーム制御に関する注意事項および制約事項は、次のとおりです。
• ポート チャネル インターフェイス上にトラフィック ストーム制御を設定できます。
• トラフィック ストーム制御レベルを、インターフェイスの帯域幅全体に対する割合として指
定します。
◦ レベルの指定範囲は 0 ～ 100 です。
◦ 任意で、レベルの小数部を 0 ～ 99 の範囲で指定できます。
◦ 100% は、トラフィック ストーム制御がないことを意味します。
◦ 0.0% は、すべてのトラフィックを抑制します。
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• ローカル リンクおよびハードウェアの制約事項により、ストーム制御ドロップが個別にカウ
ントされることが防止されます。代わりに、ストーム制御ドロップは discards カウンタの他
のドロップとカウントされます。
• ハードウェアの制限およびサイズの異なるパケットがカウントされる方式のため、トラフィッ
ク ストーム制御レベルの割合は概数になります。着信トラフィックを構成するフレームのサ
イズに応じて、実際に適用されるパーセンテージ レベルと設定したパーセンテージ レベル
の間には、数パーセントの誤差がある可能性があります。
• ハードウェアの制限により、ストーム制御が設定され、インターフェイスが実際に ARP ブ
ロードキャスト トラフィックを抑制している場合は、show interface counters storm-control
コマンドの出力に ARP 抑制が表示されません。この制限によって、設定されたアクションが
トリガーされない可能性がありますが、入力 ARP ブロードキャスト トラフィックは正しく
ストーム抑制されます。
• ハードウェアの制限により、パケット ドロップ カウンタは、トラフィック ストームが原因
のパケット ドロップと、その他の破棄された入力フレームが原因のパケット ドロップを区
別することができません。この制限によって、トラフィック ストームが発生していなくて
も、設定されたアクションがトリガーされる可能性があります。
• ハードウェアの制限により、ストーム抑制のパケット統計情報はアップリンク ポートではサ
ポートされません。
• ハードウェアの制限により、アクティブなスイッチ仮想インターフェイス（SVI）のある
VLAN でのブロードキャスト トラフィックは、ストーム抑制パケットの統計情報に含まれま
せん。
• 設計上の制限により、設定されたレベルが 0.0 の場合、これは入力するすべてのパケット ス
トームの抑制を意味するため、ストーム抑制パケットの統計情報は機能しません。
• トラフィック ストーム制御は 100G ポートではサポートされていません。
• トラフィック ストーム制御は、未知のユニキャスト、未知のマルチキャスト、ブロードキャ
スト トラフィックなどの入力トラフィック専用です。
• 次の注意事項と制約事項は、Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチに適用されます。
◦ 未知のマルチキャスト トラフィックでのトラフィック ストーム制御はサポートされま
せん。
◦ ポリサーがサポートしているのはバイト ベースの統計情報だけであるため、パケット
ベースの統計情報はトラフィック ストーム制御でサポートされません。
◦ トラフィック ストーム制御は、copy-to-CPU パケットではサポートされません。

トラフィック ストーム制御のデフォルト設定
次の表に、トラフィック ストーム制御パラメータのデフォルト設定値を示します。
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表 32：デフォルトのトラフィック ストーム制御パラメータ

パラメータ

デフォルト

トラフィック ストーム制御

ディセーブル

しきい値パーセンテージ

100

トラフィック ストーム制御の設定
制御対象のトラフィックが使用できる、利用可能な合計帯域幅に対するパーセンテージを設定で
きます。

（注）

トラフィック ストーム制御機能では、トラフィック ストーム制御の動作を 3.9 ミリ秒間隔で
変更できます。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface {ethernetslot/port | port-channelnumber}
3. [no] storm-control {broadcast | multicast | unicast} levelpercentage[.fraction]
4. [no] storm-controlaction trap
5. exit
6. （任意） show running-config interface {ethernetslot/port | port-channelnumber}
7. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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 | port-channelnumber} 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# interface ethernet 1/1
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

[no] storm-control {broadcast | multicast |
unicast} levelpercentage[.fraction]

インターフェイスを通過するトラフィックのトラ
フィック ストーム制御を設定します。デフォルト
のステートはディセーブルです。

例：
switch(config-if)# storm-control unicast
level 40

ステップ 4

[no] storm-controlaction trap
例：
switch(config-if)# storm-control action trap

ステップ 5

exit

トラフィック ストーム制御の限界に到達すると
SNMP トラップ
（CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB で定義）お
よび syslog メッセージを生成します。
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 6

show running-config interface {ethernetslot/port （任意）
| port-channelnumber}
トラフィック ストーム制御の設定を表示します。
例：
switch(config)# show running-config
interface ethernet 1/1

ステップ 7

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)# copy running-config
startup-config

トラフィック ストーム制御の設定の確認
トラフィック ストーム制御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 running-config interface

トラフィック ストーム制御の設定を表示しま
す。
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トラフィック ストーム制御カウンタのモニタリング
トラフィック ストーム制御動作に関して Cisco NX-OS デバイスが維持するカウンタをモニタリン
グできます。
コマンド

目的

show interface [ethernetslot/port | port-channelnumber] counters
storm-control

トラフィック ストーム制御カ
ウンタを表示します。

トラフィック ストーム制御の設定例
次に、トラフィック ストーム制御の設定例を示します。
interface Ethernet1/1
storm-control broadcast level 40
storm-control multicast level 40
storm-control unicast level 40

トラフィック ストーム制御に関する追加情報
ここでは、トラフィック ストーム制御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』
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スイッチポート ブロッキングの設定
この章では、Cisco NX-OS デバイス上でスイッチポート ブロッキングを設定する方法について説
明します。
この章は、次の項で構成されています。
• スイッチポート ブロッキングについて, 401 ページ
• スイッチポート ブロッキングのライセンス要件, 401 ページ
• スイッチポート ブロッキングの注意事項および制約事項, 402 ページ
• スイッチポート ブロッキングのデフォルト設定, 402 ページ
• スイッチポート ブロッキングの設定, 403 ページ
• スイッチポート ブロッキング設定の確認, 404 ページ
• スイッチポート ブロッキングの設定例, 404 ページ

スイッチポート ブロッキングについて
MAC アドレスが期限切れになるか、スイッチによって学習されなかったために、不明のマルチ
キャストまたはユニキャスト トラフィックがスイッチポートにフラッディングすることがありま
す。不明なマルチキャストおよびユニキャスト トラフィックがスイッチポートに転送されると、
セキュリティ問題が発生する可能性があります。スイッチポート ブロッキングをイネーブルにす
ると、マルチキャストまたはユニキャスト トラフィックのポートへのフラッディングを防止でき
ます。

スイッチポート ブロッキングのライセンス要件
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

スイッチポート ブロッキングにはライセンスは
必要ありません。ライセンス パッケージに含ま
れていない機能は nx-os イメージにバンドルさ
れており、無料で提供されます。Cisco NX-OS
ライセンス方式の詳細については、『Cisco
NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

スイッチポートブロッキングの注意事項および制約事項
スイッチポート ブロッキング設定時の注意事項および制約事項は次のとおりです。
• トラフィック ストーム制御が適用されるのは入力ポートだけであるのに対して、スイッチ
ポート ブロッキングが適用されるのは出力ポートだけです。
• スイッチポート ブロッキングは、すべてのスイッチド ポート（PVLAN ポートを含む）でサ
ポートされ、ポートが転送するすべての VLAN に適用されます。
• スイッチポート ブロッキングは FEX ポートではサポートされません。
• ポート チャネルの不明のマルチキャストまたはユニキャスト トラフィックをブロックする
と、ポート チャネル グループのすべてのポートでブロックされます。
• スイッチポート ブロッキングには制御のレベルは用意されていません。指定されたポートに
おける未知の出力マルチキャストまたはユニキャスト パケットのフラッディングをすべて防
止します。
• スイッチポート ブロッキングは、Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチの CPU を発信元とす
る制御パケットをドロップします。Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチのパケットはドロッ
プしません。

スイッチポート ブロッキングのデフォルト設定
次の表に、スイッチポート ブロッキング パラメータのデフォルト設定を示します。
表 33：スイッチポート ブロッキング パラメータのデフォルト値

パラメータ

デフォルト

スイッチポート ブロッキング

ディセーブル
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スイッチポート ブロッキングの設定
デフォルトでは、スイッチは不明の宛先 MAC アドレスを持つパケットをすべてのポートにフラッ
ディングします。このようなトラフィックの転送を防ぐために、不明のマルチキャストまたはユ
ニキャスト パケットをブロックするようにポートを設定できます。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface {ethernetslot/port | port-channelnumber}
3. [no] switchport block {multicast | unicast}
4. （任意） show interface [ethernetslot/port | port-channelnumber] switchport
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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 | port-channelnumber} 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# interface ethernet 1/1
switch(config-if)#

ステップ 3

[no] switchport block {multicast | unicast}
例：

指定されたインターフェイスにおける未知のマルチ
キャストまたはユニキャスト パケットのフラッディ
ングを防止します。

switch(config-if)# switchport block unicast

このコマンドの no 形式を使用すると、ポートでの通
常の転送が再開されます。
ステップ 4

show interface [ethernetslot/port |
port-channelnumber] switchport

（任意）
スイッチポート ブロッキング コンフィギュレーショ
ンを表示します。

例：
switch(config-if)# show interface ethernet
1/1 switchport

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
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スイッチポート ブロッキング設定の確認
スイッチポート ブロッキングの設定情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。
コマンド

目的

show interface switchport

すべてのインターフェイスのス
イッチポート ブロッキングの
設定を表示します。

show interface {ethernetslot/port | port-channelnumber} switchport 指定されたインターフェイスの
スイッチポート ブロッキング
の設定を表示します。
show running-config interface [ethernetslot/port |
port-channelnumber]

実行コンフィギュレーションの
スイッチポート ブロッキング
設定を表示します。

スイッチポート ブロッキングの設定例
次に、イーサネット インターフェイス 1/2 上でマルチキャストおよびユニキャスト フラッディン
グをブロックし、設定を確認する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# switchport block multicast
switch(config-if)# switchport block unicast
switch(config-if)# show running-config interface ethernet 1/2
!Command: show running-config interface Ethernet1/2
!Time: Wed Apr 15 16:25:48 2015
version 7.0(3)I1(2)
interface Ethernet1/2
switchport
switchport block multicast
switchport block unicast
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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 について, 405 ページ
• CoPP のライセンス要件, 422 ページ
• CoPP の注意事項と制約事項, 423 ページ
• CoPP のデフォルト設定, 425 ページ
• CoPP の設定, 425 ページ
• CoPP の設定の確認, 435 ページ
• CoPP 設定ステータスの表示, 437 ページ
• CoPP のモニタリング, 437 ページ
• CoPP 統計情報のクリア, 438 ページ
• CoPP の設定例, 439 ページ
• CoPP に関する追加情報, 441 ページ

CoPP について
コントロール プレーン ポリシング（CoPP）はコントロール プレーンを保護し、それをデータ プ
レーンから分離することによって、ネットワークの安定性、到達可能性、およびパケット配信を
保証します。
この機能により、コントロールプレーンにポリシーマップを適用できるようになります。このポ
リシー マップは、通常の QoS ポリシーに似ており、非管理ポートからスイッチに入るすべてのト
ラフィックに適用されます。ネットワーク デバイスへの一般的な攻撃ベクトルは、過剰なトラ
フィックがデバイス インターフェイスに転送されるサービス妨害（DoS）攻撃です。
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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。Cisco NX-OS デバイスの基本的な機能は、イン
ターフェイス間でパケットを転送することです。スイッチ自身に向けられたものでないパ
ケットは、中継パケットと呼ばれます。データ プレーンで処理されるのはこれらのパケッ
トです。
制御プレーン
ルーティング プロトコルのすべての制御トラフィックを処理します。ボーダー ゲートウェ
イ プロトコル（BGP）や Open Shortest Path First（OSPF）プロトコルなどのルーティング プ
ロトコルは、デバイス間で制御パケットを送信します。これらのパケットはルータのアドレ
スを宛先とし、コントロール プレーン パケットと呼ばれます。
管理プレーン
コマンドライン インターフェイス（CLI）や簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）な
ど、Cisco NX-OS デバイスを管理する目的のコンポーネントを実行します。
スーパーバイザ モジュールには、マネージメント プレーンとコントロール プレーンの両方が搭
載され、ネットワークの運用にクリティカルなモジュールです。スーパーバイザ モジュールの動
作が途絶したり、スーパーバイザ モジュールが攻撃されたりすると、重大なネットワークの停止
につながります。たとえば、スーパーバイザに過剰なトラフィックが加わると、スーパーバイザ
モジュールが過負荷になり、Cisco NX-OS デバイス全体のパフォーマンスが低下する可能性があ
ります。たとえば、スーパーバイザ モジュールに対する DoS 攻撃は、コントロール プレーンに
対して非常に高速に IP トラフィック ストリームを生成することがあります。これにより、コント
ロール プレーンは、これらのパケットを処理するために大量の時間を費やしてしまい、本来のト
ラフィックを処理できなくなります。
DoS 攻撃の例は次のとおりです。
• インターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）エコー要求
• IP フラグメント
• TCP SYN フラッディング
これらの攻撃によりデバイスのパフォーマンスが影響を受け、次のようなマイナスの結果をもた
らします。
• サービス品質の低下（音声、ビデオ、または重要なアプリケーション トラフィックの低下な
ど）
• ルート プロセッサまたはスイッチ プロセッサの高い CPU 使用率
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• ルーティング プロトコルのアップデートまたはキープアライブの消失によるルート フラッ
プ
• 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、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。
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例外パケット
スーパーバイザ モジュールによる特殊な処理を必要とするパケット。たとえば、宛先アド
レスが Forwarding Information Base（FIB; 転送情報ベース）に存在せず、結果としてミスと
なった場合は、スーパーバイザ モジュールが送信側に到達不能パケットを返します。他に
は、IP オプションがセットされたパケットもあります。
次の例外は、ラインカードからのみ発生する可能性があります。
• match exception ip option
• match exception ipv6 option
• match exception ttl-failure
次の例外は、ファブリック モジュールからのみ発生する可能性があります。
• match exception ipv6 icmp unreachable
• match exception ip icmp unreachable
次の例外は、ラインカードとファブリック モジュールから発生する可能性があります。
• match exception mtu-failure
リダイレクト パケット
スーパーバイザ モジュールにリダイレクトされるパケット。
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、コントロール プレーンへの悪意ある攻撃に利用され、Cisco
NX-OS デバイスに過剰な負荷をかける可能性があります。CoPP は、これらのパケットを異なる
クラスに分類し、これらのパケットをスーパーバイザが受信する速度を個別に制御するメカニズ
ムを提供します。

CoPP の分類
効果的に保護するために、Cisco NX-OS デバイスはスーパーバイザ モジュールに到達するパケッ
トを分類して、パケット タイプに基づいた異なるレート制御ポリシーを適用できるようにしま
す。たとえば、Hello メッセージなどのプロトコル パケットには厳格さを緩め、IP オプションが
セットされているためにスーパーバイザ モジュールに送信されるパケットには厳格さを強めるこ
とが考えられます。クラスマップとポリシーマップを使用して、パケットの分類およびレート制
御ポリシーを設定します。

レート制御メカニズム
パケットの分類が終わると、Cisco NX-OS デバイスにはスーパーバイザ モジュールに到達するパ
ケットのレートを制御するメカニズムがあります。スーパーバイザ モジュールへのトラフィック
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のレート制御には 2 つのメカニズムを使用します。1 つはポリシング、もう 1 つはレート制限と
呼ばれるものです。
ハードウェア ポリサーを使用すると、トラフィックが所定の条件に一致する場合、または違反す
る場合について異なるアクションを定義できます。このアクションには、パケットの送信、パケッ
トのマーク付け、およびパケットのドロップがあります。
ポリシングには、次のパラメータを設定できます。
認定情報レート（CIR）
望ましい帯域幅を、ビット レート、またはリンク レートの割合として指定します。
認定バースト（BC）
指定した時間枠内に CIR を超過する可能性があるが、スケジューリングには影響を与えな
いトラフィック バーストのサイズ。
さらに、一致トラフィックおよび違反トラフィックに対して、送信またはドロップなどの異なる
アクションを設定できます。
ポリシング パラメータの詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Quality of Service
Configuration Guide』を参照してください。

ダイナミックおよびスタティック CoPP ACL
CoPP アクセス コントロール リスト（ACL）は、ダイナミックまたはスタティックのいずれかに
分類されます。Cisco Nexus 9300 と 9500 シリーズおよび、3164Q、31128PQ、3232C、および 3264Q
スイッチでは、ダイナミック CoPP ACL のみ使用します。Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチで
は、ダイナミックおよびスタティックの両方の CoPP ACL を使用します。
ダイナミック CoPP ACL は Forwarding Information Base（FIB; 転送情報ベース）ベースのスーパー
バイザ リダイレクト パケットに対してのみ機能し、スタティック CoPP ACL は ACL ベースのスー
パーバイザ リダイレクト パケットに対して機能します。ダイナミック CoPP ACL がサポートされ
るのは myIP およびリンクローカル マルチキャスト トラフィックであり、スタティック CoPP ACL
がサポートされるのは、その他すべてのタイプのトラフィックです。
スタティック CoPP ACL の識別はサブストリングで行われます。こうしたいずれかのサブストリ
ングを持つ ACL は、すべてスタティック CoPP ACL に分類されます。
• MAC ベースのスタティック CoPP ACL サブストリング：
◦ acl-mac-cdp-udld-vtp
◦ acl-mac-cfsoe
◦ acl-mac-dot1x
◦ acl-mac-l2-tunnel
◦ acl-mac-l3-isis
◦ acl-mac-lacp
◦ acl-mac-lldp
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◦ acl-mac-sdp-srp
◦ acl-mac-stp
◦ acl-mac-undesirable
• プロトコル ベースのスタティック CoPP ACL のサブストリング：
◦ acl-dhcp
◦ acl-dhcp-relay-response
◦ acl-dhcp6
◦ acl-dhcp6-relay-response
◦ acl-ptp
• マルチキャスト ベースのスタティック CoPP ACL サブストリング：
◦ acl-igmp
スタティック CoPP ACL の詳細については、「CoPP の注意事項と制約事項, （423 ページ）」を
参照してください。

デフォルトのポリシング ポリシー
Cisco NX-OS デバイスの初回起動時に、DoS 攻撃からスーパーバイザ モジュールを保護するため
のデフォルトの copp-system-p-policy-strict ポリシーが Cisco NX-OS ソフトウェアによりインストー
ルされます。最初のセットアップ ユーティリティで、次のいずれかの CoPP ポリシー オプション
を選択することにより、保護レベルを設定できます。
• Strict：このポリシーは 1 レート、2 カラーです。
• Moderate：このポリシーは 1 レート、2 カラーです。重要クラスのバースト サイズは strict ポ
リシーより大きく、lenient ポリシーより小さくなります。
• Lenient：このポリシーは 1 レート、2 カラーです。重要クラスのバースト サイズは moderate
ポリシーより大きく、dense ポリシーより小さくなります。
• Dense：このポリシーは 1 レート、2 カラーです。ポリサーの CIR 値は、strict ポリシーより
も低くなります。
• Skip：コントロール プレーン ポリシーは適用されません（このオプションは Cisco NX-OS リ
リース 7.0(3)I2(1) 以降では削除されました。それより前のリリースに関しては、ネットワー
クのコントロール プレーンに影響するため、skip オプションの使用は推奨されません）。
オプションを選択しなかった場合や、セットアップ ユーティリティを実行しなかった場合には、
strict ポリシングが適用されます。strict ポリシーから開始し、必要に応じて、CoPP ポリシーを変
更することを推奨します。
copp-system-p-policy ポリシーには、基本的なデバイス操作に最も適した値が設定されています。
使用する DoS に対する保護要件に適合するよう、特定のクラスやアクセス コントロール リスト
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（ACL）を追加する必要があります。デフォルト CoPP ポリシーは、ソフトウェアをアップグレー
ドしても変更されません。

注意

skip オプションを選択し、その後に CoPP 保護を設定していない場合、Cisco NX-OS デバイス
は DoS 攻撃対して脆弱な状態になります。
CLI プロンプトから setup コマンドを実行して再度セットアップ ユーティリティを起動するか、
または copp profile コマンドを使用して、CoPP のデフォルト ポリシーを再割り当てできます。

デフォルト クラス マップ：Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I3(1) 用
copp-system-class-critical クラスの設定は次のとおりです。
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-critical
match access-group name copp-system-p-acl-bgp
match access-group name copp-system-p-acl-rip
match access-group name copp-system-p-acl-vpc
match access-group name copp-system-p-acl-bgp6
match access-group name copp-system-p-acl-ospf
match access-group name copp-system-p-acl-rip6
match access-group name copp-system-p-acl-eigrp
match access-group name copp-system-p-acl-ospf6
match access-group name copp-system-p-acl-eigrp6
match access-group name copp-system-p-acl-auto-rp
match access-group name copp-system-p-acl-mac-l3-isis

copp-system-class-exception クラスの設定は次のとおりです。
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-exception
match exception ip option
match exception ip icmp unreachable
match exception ipv6 option
match exception ipv6 icmp unreachable

copp-system-class-exception-diag クラスの設定は次のとおりです。
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-exception-diag
match exception ttl-failure
match exception mtu-failure

copp-system-class-important クラスの設定は次のとおりです。
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-important
match access-group name copp-system-p-acl-hsrp
match access-group name copp-system-p-acl-vrrp
match access-group name copp-system-p-acl-hsrp6
match access-group name copp-system-p-acl-vrrp6
match access-group name copp-system-p-acl-mac-lldp

copp-system-class-l2-default クラスの設定は次のとおりです。
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-l2-default
match access-group name copp-system-p-acl-mac-undesirable

copp-system-class-l2-unpoliced クラスの設定は次のとおりです。
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-l2-unpoliced
match access-group name copp-system-p-acl-mac-stp
match access-group name copp-system-p-acl-mac-lacp
match access-group name copp-system-p-acl-mac-cfsoe
match access-group name copp-system-p-acl-mac-sdp-srp
match access-group name copp-system-p-acl-mac-l2-tunnel
match access-group name copp-system-p-acl-mac-cdp-udld-vtp
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copp-system-class-l3mc-data クラスの設定は次のとおりです。
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-l3mc-data
match exception multicast rpf-failure
match exception multicast dest-miss

copp-system-class-l3uc-data クラスの設定は次のとおりです。
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-l3uc-data
match exception glean

copp-system-class-management クラスの設定は次のとおりです。
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-management
match access-group name copp-system-p-acl-ftp
match access-group name copp-system-p-acl-ntp
match access-group name copp-system-p-acl-ssh
match access-group name copp-system-p-acl-http
match access-group name copp-system-p-acl-ntp6
match access-group name copp-system-p-acl-sftp
match access-group name copp-system-p-acl-snmp
match access-group name copp-system-p-acl-ssh6
match access-group name copp-system-p-acl-tftp
match access-group name copp-system-p-acl-https
match access-group name copp-system-p-acl-snmp6
match access-group name copp-system-p-acl-tftp6
match access-group name copp-system-p-acl-radius
match access-group name copp-system-p-acl-tacacs
match access-group name copp-system-p-acl-telnet
match access-group name copp-system-p-acl-radius6
match access-group name copp-system-p-acl-tacacs6
match access-group name copp-system-p-acl-telnet6

copp-system-class-monitoring クラスの設定は次のとおりです。
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-monitoring
match access-group name copp-system-p-acl-icmp
match access-group name copp-system-p-acl-icmp6
match access-group name copp-system-p-acl-traceroute

copp-system-class-multicast-host クラスの設定は次のとおりです。
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-multicast-host
match access-group name copp-system-p-acl-mld

copp-system-class-multicast-router クラスの設定は次のとおりです。
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-multicast-router
match access-group name copp-system-p-acl-pim
match access-group name copp-system-p-acl-msdp
match access-group name copp-system-p-acl-pim6
match access-group name copp-system-p-acl-pim-reg
match access-group name copp-system-p-acl-pim6-reg
match access-group name copp-system-p-acl-pim-mdt-join

copp-system-class-nat-flow クラスの設定は次のとおりです。
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-nat-flow
match exception nat-flow

copp-system-class-ndp クラスの設定は次のとおりです。
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-ndp
match access-group name copp-system-p-acl-ndp

copp-system-class-normal クラスの設定は次のとおりです。
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-normal
match access-group name copp-system-p-acl-mac-dot1x
match protocol arp
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copp-system-class-normal-dhcp クラスの設定は次のとおりです。
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-normal-dhcp
match access-group name copp-system-p-acl-dhcp
match access-group name copp-system-p-acl-dhcp6

copp-system-class-normal-dhcp-relay-response クラスの設定は次のとおりです。
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-normal-dhcp-relay-response
match access-group name copp-system-p-acl-dhcp-relay-response
match access-group name copp-system-p-acl-dhcp6-relay-response

copp-system-class-normal-igmp クラスの設定は次のとおりです。
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-normal-igmp
match access-group name copp-system-p-acl-igmp

copp-system-class-redirect クラスの設定は次のとおりです。
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-redirect
match access-group name copp-system-p-acl-ptp

copp-system-class-undesirable クラスの設定は次のとおりです。
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-undesirable
match access-group name copp-system-p-acl-undesirable
match exception multicast sg-rpf-failure

copp-system-class-fcoe クラスの設定は次のとおりです。
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-fcoe
match access-group name copp-system-p-acl-mac-fcoe

（注）

copp-system-class-fcoe クラスは Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチではサポートされていませ
ん。

Strict デフォルト CoPP ポリシー：Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I3(1) 用
Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチの場合、strict CoPP ポリシーの設定は次のとおりです。
policy-map type control-plane copp-system-p-policy-strict
class copp-system-p-class-l3uc-data
set cos 1
police cir 800 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-critical
set cos 7
police cir 36000 kbps bc 1280000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-important
set cos 6
police cir 2500 kbps bc 1280000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-multicast-router
set cos 6
police cir 2600 kbps bc 128000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-management
set cos 2
police cir 10000 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-multicast-host
set cos 1
police cir 1000 kbps bc 128000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l3mc-data
set cos 1
police cir 2400 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal
set cos 1
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police cir 1400 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-ndp
set cos 6
police cir 1400 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal-dhcp
set cos 1
police cir 1300 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal-dhcp-relay-response
set cos 1
police cir 1500 kbps bc 64000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal-igmp
set cos 3
police cir 3000 kbps bc 64000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-redirect
set cos 1
police cir 280 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-exception
set cos 1
police cir 150 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-exception-diag
set cos 1
police cir 150 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-monitoring
set cos 1
police cir 150 kbps bc 128000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l2-unpoliced
set cos 7
police cir 50 mbps bc 8192000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-undesirable
set cos 0
police cir 200 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-nat-flow
set cos 7
police cir 800 kbps bc 64000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l2-default
set cos 0
police cir 400 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop
class class-default
set cos 0
police cir 400 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop

Cisco Nexus 9300 と 9500 シリーズおよび、3164Q、31128PQ、3232C、および 3264Q スイッチの場
合、strict CoPP ポリシーの設定は次のとおりです。
policy-map type control-plane copp-system-p-policy-strict
class copp-system-p-class-l3uc-data
set cos 1
police cir 250 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-critical
set cos 7
police cir 19000 pps bc 128 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-important
set cos 6
police cir 3000 pps bc 128 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-multicast-router
set cos 6
police cir 3000 pps bc 128 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-management
set cos 2
police cir 3000 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-multicast-host
set cos 1
police cir 2000 pps bc 128 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l3mc-data
set cos 1
police cir 3000 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal
set cos 1
police cir 1500 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-ndp
set cos 6
police cir 1500 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
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class copp-system-p-class-normal-dhcp
set cos 1
police cir 300 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal-dhcp-relay-response
set cos 1
police cir 400 pps bc 64 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal-igmp
set cos 3
police cir 6000 pps bc 64 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-redirect
set cos 1
police cir 1500 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-exception
set cos 1
police cir 50 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-exception-diag
set cos 1
police cir 50 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-monitoring
set cos 1
police cir 300 pps bc 128 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l2-unpoliced
set cos 7
police cir 20000 pps bc 8192 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-undesirable
set cos 0
police cir 15 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-fcoe
set cos 6
police cir 1500 pps bc 128 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-nat-flow
set cos 7
police cir 100 pps bc 64 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l2-default
set cos 0
police cir 50 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class class-default
set cos 0
police cir 50 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

Moderate デフォルト CoPP ポリシー：Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I3(1) 用
Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチの場合、moderate CoPP ポリシーの設定は次のとおりです。
policy-map type control-plane copp-system-p-policy-moderate
class copp-system-p-class-l3uc-data
set cos 1
police cir 800 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-critical
set cos 7
police cir 36000 kbps bc 1920000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-important
set cos 6
police cir 2500 kbps bc 1920000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-multicast-router
set cos 6
police cir 2600 kbps bc 192000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-management
set cos 2
police cir 10000 kbps bc 48000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-multicast-host
set cos 1
police cir 1000 kbps bc 192000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l3mc-data
set cos 1
police cir 2400 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal
set cos 1
police cir 1400 kbps bc 48000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-ndp
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set cos 6
police cir 1400 kbps bc 48000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal-dhcp
set cos 1
police cir 1300 kbps bc 48000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal-dhcp-relay-response
set cos 1
police cir 1500 kbps bc 96000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal-igmp
set cos 3
police cir 3000 kbps bc 64000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-redirect
set cos 1
police cir 280 kbps bc 48000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-exception
set cos 1
police cir 150 kbps bc 48000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-exception-diag
set cos 1
police cir 150 kbps bc 48000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-monitoring
set cos 1
police cir 150 kbps bc 192000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l2-unpoliced
set cos 7
police cir 50 mbps bc 8192000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-undesirable
set cos 0
police cir 200 kbps bc 48000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-nat-flow
set cos 7
police cir 800 kbps bc 64000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l2-default
set cos 0
police cir 400 kbps bc 48000 bytes conform transmit violate drop
class class-default
set cos 0
police cir 400 kbps bc 48000 bytes conform transmit violate drop

Cisco Nexus 9300 と 9500 シリーズおよび、3164Q、31128PQ、3232C、および 3264Q スイッチの場
合、moderate CoPP ポリシーの設定は次のとおりです。
policy-map type control-plane copp-system-p-policy-moderate
class copp-system-p-class-l3uc-data
set cos 1
police cir 250 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-critical
set cos 7
police cir 19000 pps bc 192 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-important
set cos 6
police cir 3000 pps bc 192 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-multicast-router
set cos 6
police cir 3000 pps bc 192 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-management
set cos 2
police cir 3000 pps bc 48 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-multicast-host
set cos 1
police cir 2000 pps bc 192 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l3mc-data
set cos 1
police cir 3000 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal
set cos 1
police cir 1500 pps bc 48 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-ndp
set cos 6
police cir 1500 pps bc 48 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal-dhcp
set cos 1
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police cir 300 pps bc 48 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal-dhcp-relay-response
set cos 1
police cir 400 pps bc 96 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal-igmp
set cos 3
police cir 6000 pps bc 64 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-redirect
set cos 1
police cir 1500 pps bc 48 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-exception
set cos 1
police cir 50 pps bc 48 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-exception-diag
set cos 1
police cir 50 pps bc 48 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-monitoring
set cos 1
police cir 300 pps bc 192 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l2-unpoliced
set cos 7
police cir 20000 pps bc 8192 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-undesirable
set cos 0
police cir 15 pps bc 48 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-fcoe
set cos 6
police cir 1500 pps bc 192 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-nat-flow
set cos 7
police cir 100 pps bc 64 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l2-default
set cos 0
police cir 50 pps bc 48 packets conform transmit violate drop
class class-default
set cos 0
police cir 50 pps bc 48 packets conform transmit violate drop

Lenient デフォルト CoPP ポリシー：Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I3(1) 用
Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチの場合、lenient CoPP ポリシーの設定は次のとおりです。
policy-map type control-plane copp-system-p-policy-lenient
class copp-system-p-class-l3uc-data
set cos 1
police cir 800 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-critical
set cos 7
police cir 36000 kbps bc 2560000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-important
set cos 6
police cir 2500 kbps bc 2560000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-multicast-router
set cos 6
police cir 2600 kbps bc 256000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-management
set cos 2
police cir 10000 kbps bc 64000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-multicast-host
set cos 1
police cir 1000 kbps bc 256000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l3mc-data
set cos 1
police cir 2400 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal
set cos 1
police cir 1400 kbps bc 64000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-ndp
set cos 6
police cir 1400 kbps bc 64000 bytes conform transmit violate drop
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class copp-system-p-class-normal-dhcp
set cos 1
police cir 1300 kbps bc 64000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal-dhcp-relay-response
set cos 1
police cir 1500 kbps bc 128000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal-igmp
set cos 3
police cir 3000 kbps bc 64000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-redirect
set cos 1
police cir 280 kbps bc 64000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-exception
set cos 1
police cir 150 kbps bc 64000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-exception-diag
set cos 1
police cir 150 kbps bc 64000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-monitoring
set cos 1
police cir 150 kbps bc 256000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l2-unpoliced
set cos 7
police cir 50 mbps bc 8192000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-undesirable
set cos 0
police cir 200 kbps bc 64000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-nat-flow
set cos 7
police cir 800 kbps bc 64000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l2-default
set cos 0
police cir 400 kbps bc 64000 bytes conform transmit violate drop
class class-default
set cos 0
police cir 400 kbps bc 64000 bytes conform transmit violate drop

Cisco Nexus 9300 と 9500 シリーズおよび、3164Q、31128PQ、3232C、および 3264Q スイッチの場
合、lenient CoPP ポリシーの設定は次のとおりです。
policy-map type control-plane copp-system-p-policy-lenient
class copp-system-p-class-l3uc-data
set cos 1
police cir 250 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-critical
set cos 7
police cir 19000 pps bc 256 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-important
set cos 6
police cir 3000 pps bc 256 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-multicast-router
set cos 6
police cir 3000 pps bc 256 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-management
set cos 2
police cir 3000 pps bc 64 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-multicast-host
set cos 1
police cir 2000 pps bc 256 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l3mc-data
set cos 1
police cir 3000 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal
set cos 1
police cir 1500 pps bc 64 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-ndp
set cos 6
police cir 1500 pps bc 64 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal-dhcp
set cos 1
police cir 300 pps bc 64 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal-dhcp-relay-response
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set cos 1
police cir 400 pps bc 128 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal-igmp
set cos 3
police cir 6000 pps bc 64 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-redirect
set cos 1
police cir 1500 pps bc 64 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-exception
set cos 1
police cir 50 pps bc 64 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-exception-diag
set cos 1
police cir 50 pps bc 64 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-monitoring
set cos 1
police cir 300 pps bc 256 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l2-unpoliced
set cos 7
police cir 20000 pps bc 8192 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-undesirable
set cos 0
police cir 15 pps bc 64 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-fcoe
set cos 6
police cir 1500 pps bc 256 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-nat-flow
set cos 7
police cir 100 pps bc 64 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l2-default
set cos 0
police cir 50 pps bc 64 packets conform transmit violate drop
class class-default
set cos 0
police cir 50 pps bc 64 packets conform transmit violate drop

Dense デフォルト CoPP ポリシー：Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I3(1) 用
Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチの場合、dense CoPP ポリシーの設定は次のとおりです。
policy-map type control-plane copp-system-p-policy-dense
class copp-system-p-class-l3uc-data
set cos 1
police cir 800 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-critical
set cos 7
police cir 4500 kbps bc 1280000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-important
set cos 6
police cir 2500 kbps bc 1280000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-multicast-router
set cos 6
police cir 370 kbps bc 128000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-management
set cos 2
police cir 2500 kbps bc 128000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-multicast-host
set cos 2
police cir 300 kbps bc 128000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l3mc-data
set cos 1
police cir 600 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal
set cos 1
police cir 1400 kbps bc 128000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-ndp
set cos 1
police cir 350 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal-dhcp
set cos 1
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police cir 750 kbps bc 128000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal-dhcp-relay-response
set cos 1
police cir 750 kbps bc 128000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal-igmp
set cos 3
police cir 1400 kbps bc 128000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-redirect
set cos 1
police cir 200 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-exception
set cos 1
police cir 200 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-exception-diag
set cos 1
police cir 200 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-monitoring
set cos 1
police cir 150 kbps bc 128000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l2-unpoliced
set cos 7
police cir 50 mbps bc 8192000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-undesirable
set cos 0
police cir 100 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l2-default
set cos 0
police cir 200 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop
class class-default
set cos 0
police cir 200 kbps bc 32000 bytes conform transmit violate drop

Cisco Nexus 9300 と 9500 シリーズおよび、3164Q、31128PQ、3232C、および 3264Q スイッチの場
合、dense CoPP ポリシーの設定は次のとおりです。
policy-map type control-plane copp-system-p-policy-dense
class copp-system-p-class-l3uc-data
set cos 1
police cir 250 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-critical
set cos 7
police cir 2500 pps bc 128 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-important
set cos 6
police cir 1200 pps bc 128 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-multicast-router
set cos 6
police cir 1200 pps bc 128 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-management
set cos 2
police cir 1200 pps bc 128 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-multicast-host
set cos 2
police cir 1000 pps bc 128 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l3mc-data
set cos 1
police cir 1200 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal
set cos 1
police cir 750 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-ndp
set cos 1
police cir 750 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal-dhcp
set cos 1
police cir 150 pps bc 128 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal-dhcp-relay-response
set cos 1
police cir 200 pps bc 128 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal-igmp
set cos 3
police cir 2500 pps bc 128 packets conform transmit violate drop
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class copp-system-p-class-redirect
set cos 1
police cir 1500 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-exception
set cos 1
police cir 50 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-exception-diag
set cos 1
police cir 50 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-monitoring
set cos 1
police cir 50 pps bc 128 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l2-unpoliced
set cos 7
police cir 20000 pps bc 8192 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-undesirable
set cos 0
police cir 15 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-fcoe
set cos 6
police cir 750 pps bc 128 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-l2-default
set cos 0
police cir 25 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class class-default
set cos 0
police cir 25 pps bc 32 packets conform transmit violate drop

1 秒間あたりのパケットのクレジット制限
特定のポリシーの 1 秒間あたりのパケット（PPS）の合計（ポリシーの各クラス部分の PPS の合
計）の上限は、PPS のクレジット制限（PCL）の上限になります。特定のクラスの PPS が増加し
て PCL 超過すると、設定が拒否されます。目的の PPS を増やすには、PCL を超える PPS の分を
他のクラスから減少させる必要があります。

モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス
CoPP は、モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス（MQC）を使用します。MQC は CLI
の構造を持っています。MQC を使用すると、トラフィック クラスの定義、トラフィック ポリシー
（ポリシーマップ）の作成、およびインターフェイスへのトラフィックポリシーの適用が可能に
なります。トラフィック ポリシーには、トラフィック クラスに適用する CoPP 機能を含めます。

手順の概要
1. class-map コマンドを使用して、トラフィック クラスを定義します 。トラフィック クラスは、
トラフィックの分類に使用します。
2. policy-map コマンドを使用して、トラフィック ポリシーを定義します 。トラフィック ポリ
シー（ポリシー マップ）には、トラフィック クラスと、トラフィック クラスに適用する 1 つ
または複数の CoPP 機能を含めます。トラフィック ポリシー内の CoPP の機能で、分類された
トラフィックの処理方法が決まります。
3. control-plane コマンド および service-policy コマンドを使用して、トラフィック ポリシー（ポ
リシー マップ）をコントロール プレーンに適用します。
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手順の詳細
ステップ 1

class-map コマンドを使用して、トラフィック クラスを定義します 。トラフィック クラスは、トラフィッ
クの分類に使用します。
次に、copp-sample-class と呼ばれる新しいマップを作成する例を示します。
class-map type control-plane copp-sample-class

ステップ 2

policy-map コマンドを使用して、トラフィック ポリシーを定義します 。トラフィック ポリシー（ポリシー
マップ）には、トラフィック クラスと、トラフィック クラスに適用する 1 つまたは複数の CoPP 機能を含
めます。トラフィック ポリシー内の CoPP の機能で、分類されたトラフィックの処理方法が決まります。

ステップ 3

control-plane コマンド および service-policy コマンドを使用して、トラフィック ポリシー（ポリシー マッ
プ）をコントロール プレーンに適用します。
次に、コントロール プレーンにポリシー マップを適用する例を示します。
control-plane
service-policy input copp-system-policy

（注）

copp-system-policy は常に設定され、適用されます。このコマンドを明示的に使用する必要はあ
りません。

CoPP と管理インターフェイス
Cisco NX-OS デバイスは、管理インターフェイス（mgmt0）をサポートしないハードウェア ベー
スの CoPP だけをサポートします。アウトオブバンド mgmt0 インターフェイスは CPU に直接接続
するため、CoPP が実装されているインバンド トラフィック ハードウェアは通過しません。
mgmt0 インターフェイスで、ACL を設定して、特定タイプのトラフィックへのアクセスを許可ま
たは拒否することができます。

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

ライセンス要件

Cisco NX-OS

CoPP にはライセンスは必要ありません。ライ
センスパッケージに含まれていない機能はnx-os
イメージにバンドルされており、無料で提供さ
れます。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。
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CoPP の注意事項と制約事項
CoPP に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。
• 最初に strict デフォルト CoPP ポリシーを使用し、後で、データセンターおよびアプリケー
ションの要件に基づいて CoPP ポリシーを変更することを推奨します。
• CoPP のカスタマイズは継続的なプロセスです。CoPP を設定するときには、特定の環境で使
用されるプロトコルや機能に加えて、サーバ環境に必要なスーパーバイザ機能を考慮する必
要があります。これらのプロトコルや機能が変更されたら、CoPP を変更する必要がありま
す。
• CoPP を継続的にモニタすることを推奨します。ドロップが発生した場合は、CoPP がトラ
フィックを誤ってドロップしたのか、または誤動作や攻撃に応答してドロップしたのかを判
定してください。いずれの場合も、状況を分析し、CoPP ポリシーを変更する必要を評価し
ます。
• 他のクラス マップで指定しないトラフィックはすべて、最後のクラス（デフォルト クラス）
に配置されます。このクラス内のドロップをモニタし、これらのドロップが必要のないトラ
フィックに基づいているのか、または設定されていないために追加が必要な機能の結果であ
るかどうかを調査します。
• アクセス コントロール リスト（ACL）を通してルータ プロセッサにリダイレクトする必要
のあるパケット（たとえば、ARP および DHCP）を判定するために、すべてのブロードキャ
スト トラフィックが CoPP ロジックを通して送信されます。リダイレクトする必要のないブ
ロードキャスト トラフィックは CoPP ロジックに対して照合され、準拠したパケットと違反
したパケットの両方がハードウェア内でカウントされますが、CPU には送信されません。
CPU に送信する必要のあるブロードキャスト トラフィックと、CPU に送信する必要のない
ブロードキャスト トラフィックを異なるクラスに分離する必要があります。
• CoPP を設定した後、古いクラス マップや未使用のルーティング プロトコルなど、使用され
ていないものはすべて削除してください。
• CoPP ポリシーによって、ルーティング プロトコルなどのクリティカルなトラフィック、ま
たはデバイスへのインタラクティブなアクセスがフィルタリングされないように注意してく
ださい。このトラフィックをフィルタリングすると、Cisco NX-OS デバイスへのリモート ア
クセスが禁止され、コンソール接続が必要になる場合があります。
• Cisco NX-OS ソフトウェアは、出力 CoPP とサイレント モードをサポートしません。CoPP
は、入力でのみサポートされます（コントロール プレーン インターフェイスに対して
service-policy output copp コマンドは使用できません）。
• ハードウェアのアクセス コントロール エントリ（ACE）ヒット カウンタは、ACL 論理だけ
で使用できます。CPU のトラフィックを評価するには、ソフトウェアの ACE ヒット カウン
タと show access-lists および show policy-map type control-plane コマンドを使用します。
• Cisco NX-OS デバイスのハードウェアは、フォワーディング エンジン単位で CoPP を実行し
ます。CoPP は分散ポリシーをサポートしていません。したがって、レートを選択する場合
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は、集約トラフィックでスーパーバイザ モジュールに過剰な負荷をかけることのない値にし
てください。
• 複数のフローが同じクラスにマッピングされる場合、個々のフローの統計情報は使用できま
せん。
• CoPP 機能をサポートする Cisco NX-OS リリースから、新しいプロトコルの追加クラスを含
む CoPP 機能をサポートする Cisco NX-OS リリースにアップグレードする場合は、CoPP の新
しいクラスを使用可能にするためにセットアップ ユーティリティを setup コマンドで実行す
るか copp profile コマンドを実行する必要があります。
• CoPP 機能をサポートする Cisco NX-OS リリースから、同じく CoPP 機能をサポートする以前
の Cisco NX-OS リリースにダウングレードする場合は、事前に show incompatibility nxos
bootflash:filename コマンドを使用して互換性を確認しておく必要があります。互換性がある
場合は、ソフトウェアをダウングレードする前にダウングレード イメージと互換性のない機
能をすべてディセーブルにします。
• CoPP をディセーブルにすることはできません。これを無効にしようとすると、パケットに
は毎秒 50 パケットのレート制限が課されます（Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I2(1) より前）。
またはエラー メッセージが表示されます（Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I2(1) 以降）。
• Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチでサポートされる CoPP ポリサー レートは、10 kbps の倍
数のみです。10 kbps の倍数でないレートが設定されると、レートは丸められます。たとえ
ば、55 Kbps のレートを設定しても、スイッチは 50 kbps を使用します（show policy-map type
control-plane コマンドで表示されるのはユーザ設定のレートです。詳細については、CoPP
の設定の確認, （435 ページ） を参照してください）。
• Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチでは、ip icmp redirect、ipv6 icmp redirect、ip icmp
unreachable、ipv6 icmp unreachable、および mtu-failure は同じ TCAM エントリを使用し、これ
らがすべて分類されるクラス マップではポリシー中に最初の例外が存在します。CoPP strict
プロファイルでこれらは class-exception クラス マップに分類されます。異なる CoPP のポリ
シーでは、最初の例外が異なるクラス マップ（たとえば class-exception-diag）に存在する場
合、残りの例外は同じクラス マップに分類されます。
• copp-system-class-fcoe クラスは Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチではサポートされていま
せん。
• スタティック CoPP ACL には、次のガイドラインと制限事項が適用されます。
◦ Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチでは、スタティック CoPP ACL のみを使用します。
◦ スタティック CoPP ACL は、異なる CoPP クラスに再マッピングできます。
◦ アクセス コントロール エントリ（ACE）を変更したり削除してスタティック CoPP ACL
にすることはできません。
◦ CoPP ACL にスタティック ACL のサブストリングがある場合、このタイプのトラフィッ
クに対してマッピングされます。たとえば、ACL に acl-mac-stp サブストリングが含ま
れている場合、STP トラフィックはこの ACL のクラス マップに分類されます。
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◦ スタティック CoPP ACL はダイナミック CoPP ACL よりも優先され、この優先度は CoPP
ポリシー中での位置、設定の順序、および show policy-map type control-plane コマンド
での表示順には関係しません。
◦ スタティック CoPP ACL は CoPP ポリシーに含めておく必要があります。これを行わな
いと、CoPP ポリシーは拒否されます。

（注）

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

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 34：CoPP パラメータのデフォルト設定

パラメータ

デフォルト

デフォルト ポリシー

strict

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

CoPP の設定
ここでは、CoPP の設定方法について説明します。

コントロール プレーン クラス マップの設定
コントロール プレーン ポリシーのコントロール プレーン クラス マップを設定する必要がありま
す。
トラフィックを分類するには、既存の ACL に基づいてパケットを照合します。ACL キーワード
の permit および deny は、照合時には無視されます。
IP バージョン 4（IPv4）および IP バージョン 6（IPv6）のパケットに対してポリシーを設定でき
ます。
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はじめる前に
クラス マップ内で ACE ヒット カウンタを使用する場合は、IP ACL が設定してあることを確認し
ます。

手順の概要
1. configure terminal
2. class-map type control-plane [match-all | match-any] class-map-name
3. （任意） match access-group nameaccess-list-name
4. （任意） match exception {ip | ipv6} icmp redirect
5. （任意） match exception {ip | ipv6} icmp unreachable
6. （任意） match exception {ip | ipv6} option
7. match protocol arp
8. exit
9. （任意） show class-map type control-plane [class-map-name]
10. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

class-map type control-plane [match-all |
match-any] class-map-name
例：
switch(config)# class-map type
control-plane ClassMapA
switch(config-cmap)#

ステップ 3

match access-group nameaccess-list-name
例：
switch(config-cmap)# match access-group
name MyAccessList

ステップ 4

match exception {ip | ipv6} icmp redirect
例：

コントロール プレーン クラス マップを指定し、クラ
ス マップ コンフィギュレーション モードを開始しま
す。デフォルトのクラス一致は match-any です。名前
は最大 64 文字で、大文字と小文字は区別されます。
（注）

class-default、match-all、または match-any を
クラス マップ名に使用できません。

（任意）
IP ACL のマッチングを指定します。
（注）

ACL キーワードの permit および deny は、
CoPP 照合時には無視されます。

（任意）
IPv4 または IPv6 ICMP リダイレクト例外パケットの
マッチングを指定します。

switch(config-cmap)# match exception ip
icmp redirect
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

match exception {ip | ipv6} icmp unreachable （任意）
IPv4 または IPv6 ICMP 到達不能例外パケットのマッチ
例：
ングを指定します。
switch(config-cmap)# match exception ip
icmp unreachable

ステップ 6

match exception {ip | ipv6} option
例：

（任意）
IPv4 または IPv6 ICMP オプション例外パケットのマッ
チングを指定します。

switch(config-cmap)# match exception ip
option

ステップ 7

match protocol arp
例：

IP アドレス解決プロトコル（ARP）および逆アドレス
解決プロトコル（RARP）パケットのマッチングを指
定します。

switch(config-cmap)# match protocol arp

ステップ 8

クラスマップ コンフィギュレーション モードを終了し
ます。

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

ステップ 9

show class-map type control-plane
[class-map-name]

（任意）
コントロール プレーン クラス マップの設定を表示し
ます。

例：
switch(config)# show class-map type
control-plane

ステップ 10

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)# copy running-config
startup-config

コントロール プレーン ポリシー マップの設定
CoPP のポリシー マップを設定する必要があります。ポリシー マップにはポリシング パラメータ
を含めます。クラスのポリサーを設定しなかった場合、次のデフォルトが設定されます。
• 毎秒 50 パケット（PPS）で、バーストは 32 パケット（Cisco Nexus 9300 と 9500 シリーズお
よび、3164Q、31128PQ、3232C、および 3264Q スイッチ）
• 毎秒 150 キロビット（kbps）で、バーストは 32,000 バイト（Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッ
チ）
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はじめる前に
コントロール プレーン クラス マップが設定してあることを確認します。

手順の概要
1. configure terminal
2. policy-map type control-planepolicy-map-name
3. class {class-map-name [insert-beforeclass-map-name2] | class-default}
4. 次のいずれかのコマンドを入力します。
• police [cir] {cir-rate [rate-type]}
• police [cir] {cir-rate [rate-type]} [bc] burst-size [burst-size-type]
• police [cir] {cir-rate [rate-type]]} conform transmit [violatedrop]
5. （任意） logging drop threshold [drop-count [levelsyslog-level]]
6. （任意） setcoscos-value
7. exit
8. exit
9. （任意） show policy-map type control-plane [expand] [nameclass-map-name]
10. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

policy-map type
control-planepolicy-map-name
例：

コントロール プレーン ポリシー マップを指定し、ポリシー
マップ コンフィギュレーション モードを開始します。ポリ
シー マップ名は最大 64 文字で、大文字と小文字は区別され
ます。

switch(config)# policy-map type
control-plane ClassMapA
switch(config-pmap)#

ステップ 3

class {class-map-name
[insert-beforeclass-map-name2] |
class-default}

コントロール プレーン クラス マップ名またはクラス デフォ
ルトを指定し、コントロール プレーン クラス コンフィギュ
レーション モードを開始します。

例：

class-default クラス マップは、必ずポリシー マップのクラス
マップ リストの末尾に位置します。

switch(config-pmap)# class ClassMapA
switch(config-pmap-c)#
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

次のいずれかのコマンドを入力します。 認定情報レート（CIR）を指定します。有効なレート範囲は
次のとおりです。
• police [cir] {cir-rate [rate-type]}
• 0 ～ 268435456 pps（Cisco Nexus 9300 と 9500 シリーズ
• police [cir] {cir-rate [rate-type]} [bc]
burst-size [burst-size-type]
• police [cir] {cir-rate [rate-type]]}
conform transmit [violatedrop]

および、3164Q、31128PQ、3232C、および 3264Q スイッ
チ）

• 0 ～ 80000000000 bps/gbps/kbps/mbps（Cisco Nexus 9200
シリーズ スイッチ）

例：

Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I4(1) 以降では、CIR の
レート範囲は 0 から始まります。それ以前のリリー
スでは、CIR のレート範囲は 1 から始まります。
この値を 0 とするとパケットをドロップします。
認定バースト（BC）の範囲は次のとおりです。
（注）

switch(config-pmap-c)# police cir 52000
bc 1000 packets

例：
switch(config-pmap-c)# police cir 3400
kbps bc 200 kbytes

• 1 ～ 1073741 パケット（Cisco Nexus 9300 と 9500 シリー
ズおよび、3164Q、31128PQ、3232C、および 3264Q ス
イッチ）
• 1 ～ 512000000 bytes/kbytes/mbytes（Cisco Nexus 9200 シ
リーズ スイッチ）
conform transmit アクションは、パケットを送信します。
（注）

ステップ 5

logging drop threshold [drop-count
[levelsyslog-level]]
例：
switch(config-pmap-c)# logging drop
threshold 100

ステップ 6

同じ CIR に BC と一致（conform）アクションを指
定できます。

（任意）
ドロップされたパケットのしきい値を指定し、ドロップ数が
設定したしきい値を超えた場合、Syslog を生成します。
drop-count 引数の範囲は 1 ～ 8000000000 バイトです。
syslog-level 引数の範囲は 1 ～ 7 であり、デフォルト レベルは
4 です。
（任意）
802.1Q CoS 値を指定します。有効な範囲は 0 ～ 7 です。デ
フォルト値は 0 です

setcoscos-value
例：
switch(config-pmap-c)# set cos 1

ステップ 7

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードを終
了します。

exit
例：
switch(config-pmap-c)# exit
switch(config-pmap)#
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

exit

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

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

ステップ 9

show policy-map type control-plane
[expand] [nameclass-map-name]

（任意）
コントロール プレーン ポリシー マップの設定を表示します。

例：
switch(config)# show policy-map type
control-plane

ステップ 10

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)# copy running-config
startup-config

コントロール プレーン サービス ポリシーの設定
CoPP サービス ポリシーに対して 1 つまたは複数のポリシー マップを設定できます。

（注）

CoPP ポリシーを変更し CoPP のカスタム ポリシーを適用しようとした場合、ハードウェア内
では非アトミックとして設定され、次のメッセージが表示されます。
This operation can cause disruption of control traffic. Proceed (y/n)? [no] y
2013 Nov 13 23:16:46 switch %ACLQOS-SLOT24-5-ACLQOS_NON_ATOMIC: Non atomic ACL/QoS
update done for CoPP
2013 Nov 13 23:16:46 switch %ACLQOS-SLOT23-5-ACLQOS_NON_ATOMIC: Non atomic ACL/QoS
update done for CoPP
2013 Nov 13 23:16:46 switch %ACLQOS-SLOT21-5-ACLQOS_NON_ATOMIC: Non atomic ACL/QoS
update done for CoPP
2013 Nov 13 23:16:46 switch %ACLQOS-SLOT25-5-ACLQOS_NON_ATOMIC: Non atomic ACL/QoS
update done for CoPP
2013 Nov 13 23:16:46 switch %ACLQOS-SLOT26-5-ACLQOS_NON_ATOMIC: Non atomic ACL/QoS
update done for CoPP
2013 Nov 13 23:16:46 switch %ACLQOS-SLOT22-5-ACLQOS_NON_ATOMIC: Non atomic ACL/QoS
update done for CoPP
2013 Nov 13 23:16:46 switch %ACLQOS-SLOT4-5-ACLQOS_NON_ATOMIC: Non atomic ACL/QoS
update done for CoPP

はじめる前に
コントロール プレーン ポリシー マップが設定してあることを確認します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. control-plane
3. [no] service-policy input policy-map-name
4. exit
5. （任意）

show running-config copp [all]

6. （任意）

copy running-config startup-config

手順の詳細

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

コントロール プレーン コンフィギュレーション モードを
開始します。

control-plane
例：
switch(config)# control-plane
switch(config-cp)#

ステップ 3

[no] service-policy input policy-map-name
例：
switch(config-cp)# service-policy input
PolicyMapA

ステップ 4

入トラフィックのポリシーマップを指定します。ポリシー
マップが複数ある場合は、この手順を繰り返します。
CoPP をディセーブルにすることはできません。このコマ
ンドを no 形式で入力すると、パケットには毎秒 50 パケッ
トのレート制限が課されます（Cisco NX-OS リリース
7.0(3)I2(1) より前）、またはエラー メッセージが表示され
ます（Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I2(1) 以降）。
コントロール プレーン コンフィギュレーション モードを
終了します。

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

ステップ 5

show running-config copp [all]

（任意）
CoPP 設定を表示します。

例：
switch(config)# show running-config
copp

ステップ 6

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)# copy running-config
startup-config
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ラインカードごとの CoPP のスケール ファクタの設定
ラインカードごとの CoPP のスケール ファクタを設定できます。
スケール ファクタの設定は、特定のラインカードに適用された CoPP のポリシーのポリサー レー
トのスケーリングに使用されます。受け入れ値は 0.10 ～ 2.00 です。特定のラインカードに対して
現在の CoPP ポリシーを変更せずに、ポリサー レートを増加または削減できます。変更はすぐに
有効となるため、CoPP ポリシーを再適用する必要はありません。

手順の概要
1. configure terminal
2. control-plane
3. scale-factorvaluemodulemultiple-module-range
4. （任意） show policy-map interface control-plane
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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

control-plane

コントロール プレーン コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
switch(config)# control-plane
switch(config-cp)#

ステップ 3

scale-factorvaluemodulemultiple-module-range ラインカードごとにポリサー レートを設定します。許可
されたスケール ファクタ値は 0.10 ～ 2.00 です。スケール
例：
ファクタ値が設定されている場合、ポリシング値にはモ
switch(config-cp)# scale-factor 1.10
ジュールの対応するスケール ファクタ値が乗算され、特
module 1-2
定のモジュールにプログラミングされます。
デフォルトのスケール ファクタ値 1.00 に戻すには、no
scale-factorvaluemodulemultiple-module-range コマンドを使
用するか、scale-factor 1 modulemultiple-module-range コマ
ンドを使用して明示的にデフォルトのスケール ファクタ
値を 1.00 に設定します。

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
432

コントロール プレーン ポリシングの設定
デフォルトの CoPP ポリシーの変更または再適用

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

show policy-map interface control-plane

（任意）
CoPP ポリシーが適用される場合に適用されるスケール
ファクタ値を表示します。

例：
switch(config-cp)# show policy-map
interface control-plane

ステップ 5

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

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

デフォルトの CoPP ポリシーの変更または再適用
別のデフォルト CoPP ポリシーに変更したり、同じデフォルト CoPP ポリシーを再適用したりする
ことができます。

手順の概要
1. [no] copp profile [strict | moderate | lenient | dense]
2. （任意） show copp status
3. （任意） show running-config copp

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

[no] copp profile [strict | moderate |
lenient | dense]

CoPP ベスト プラクティス ポリシーを適用します。

例：
switch(config)# copp profile
moderate

ステップ 2

show copp status
例：
switch(config)# show copp status

CoPP をディセーブルにすることはできません。このコマンドを
no 形式で入力すると、パケットには毎秒 50 パケットのレート制
限が課されます（Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I2(1) より前）、ま
たはエラー メッセージが表示されます（Cisco NX-OS リリース
7.0(3)I2(1) 以降）。
（任意）
最後の設定動作およびそのステータスなど、CoPP のステータス
を表示します。このコマンドを実行すると、CoPP ベスト プラク
ティス ポリシーがコントロール プレーンにアタッチされている
ことを確認することもできます。
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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 copp

（任意）
実行コンフィギュレーション内の CoPP 設定を表示します。

例：
switch(config)# show
running-config copp

CoPP ベスト プラクティス ポリシーのコピー
CoPP ベスト プラクティス ポリシーは読み取り専用です。その設定を変更する場合は、それをコ
ピーする必要があります。

手順の概要
1. copp copy profile {strict | moderate | lenient | dense} {prefix | suffix} string
2. （任意） show copp status
3. （任意） show running-config copp

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

copp copy profile {strict | moderate |
lenient | dense} {prefix | suffix} string

CoPP ベスト プラクティス ポリシーのコピーを作成します。

例：
switch# copp copy profile strict
prefix abc

ステップ 2

show copp status
例：
switch# show copp status

ステップ 3

show running-config copp
例：

CoPP は、指定したプレフィックスまたはサフィックスのすべ
てのクラス マップおよびポリシー マップの名前を変更しま
す。
（任意）
最後の設定動作およびそのステータスなど、CoPP のステータ
スを表示します。このコマンドを実行すると、コピーされた
ポリシーがコントロール プレーンにアタッチされていないこ
とを確認することもできます。
（任意）
コピーされたポリシー設定を含む、実行コンフィギュレーショ
ン内の CoPP 設定を表示します。

switch# show running-config copp
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CoPP の設定の確認
CoPP の設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。
コマンド

目的

show policy-map type control-plane [expand]
[namepolicy-map-name]

コントロール プレーン ポリ
シー マップと関連するクラス
マップ、および CIR と BC の値
を表示します。

show policy-map 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。また、CoPP
ポリシーが適用されている場合
は、スケール ファクタ値も表
示されます。スケール ファク
タ値がデフォルト（1.00）の場
合は表示されません。
（注）
スケール ファクタ
は、CIR と BC の値を
各モジュールで内部
的に変更しますが、
ディスプレイに表示
されるのは、設定さ
れた CIR と BC の値
のみです。モジュー
ルに実際に適用され
る値は、スケール
ファクタに設定値を
掛けた値です。

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。

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
435

コントロール プレーン ポリシングの設定
CoPP の設定の確認

コマンド

目的

show copp diff profile {strict | moderate | lenient | dense} [prior-ver] 2 つの CoPP ベスト プラクティ
profile {strict | moderate | lenient | dense}show copp diff profile
ス ポリシーの違いを表示しま
す。
prior-ver オプションを指定しな
い場合、このコマンドは、現在
適用されている 2 つのデフォル
トの CoPP のベスト プラクティ
ス ポリシー（現在適用されて
いる厳密なポリシーと現在適用
されている中程度のポリシーな
ど）の差異を表示します。
prior-ver オプションを指定した
場合、このコマンドは、現在適
用されているデフォルトの
CoPP ベスト プラクティス ポリ
シーと以前に適用したデフォル
トの CoPP ベスト プラクティス
ポリシーの違いを表示します
（現在適用されている厳密なポ
リシーと以前適用した緩いポリ
シーなど）。
show copp profile {strict | moderate | lenient | dense}

クラスおよびポリサー値ととも
に、CoPP ベスト プラクティス
ポリシーの詳細を表示します。

show running-config aclmgr [all]

実行コンフィギュレーションの
ユーザ設定によるアクセス コ
ントロール リスト（ACL）を
表示します。all オプションを
使用すると、実行コンフィギュ
レーションのデフォルト（CoPP
設定）とユーザ定義によるACL
の両方が表示されます。

show running-config copp [all]

実行コンフィギュレーション内
の CoPP 設定を表示します。
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コマンド

目的

show startup-config aclmgr [all]

スタートアップ コンフィギュ
レーションのユーザ設定による
アクセス コントロール リスト
（ACL）を表示します。all オ
プションを使用すると、スター
トアップコンフィギュレーショ
ンのデフォルト（CoPP 設定）
とユーザ定義による ACL の両
方が表示されます。

CoPP 設定ステータスの表示
手順の概要
1. switch# show copp status

手順の詳細

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
手順の概要
1. switch# show policy-map interface control-plane

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

switch# show policy-map interface 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
control-plane
ケット レベルの統計情報を表示します。
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コマンドまたはアクション

目的
統計情報は、OutPackets（コントロール プレーンに対して許可された
パケット）と DropPackets（レート制限によってドロップされたパケッ
ト）に関して指定します。

次に、CoPP をモニタする例を示します。
switch# show policy-map interface control-plane
Control Plane
Service-policy

input: copp-system-p-policy-strict

class-map copp-system-p-class-critical (match-any)
set cos 7
police cir 19000 pps , bc 128 packets
module 4 :
transmitted 373977 packets;
dropped 0 packets;

CoPP 統計情報のクリア
手順の概要
1. （任意） switch# show policy-map interface control-plane
2. switch# clear copp statistics

手順の詳細
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、インターフェイス環境で、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

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
438

コントロール プレーン ポリシングの設定
CoPP の設定例

CoPP の設定例
ここでは、CoPP の設定例を示します。

CoPP の設定例
次に、IP ACL と MAC ACL を使用する CoPP を設定する例を示します。
configure terminal
ip access-list copp-system-p-acl-igmp
permit igmp any 10.0.0.0/24
ip access-list copp-system-p-acl-msdp
permit tcp any any eq 639
mac access-list copp-system-p-acl-arp
permit any any 0x0806
ip access-list copp-system-p-acl-tacas
permit udp any any eq 49
ip access-list copp-system-p-acl-ntp
permit udp any 10.0.1.1/23 eq 123
ip access-list copp-system-p-acl-icmp
permit icmp any any
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-critical
match access-group name copp-system-p-acl-igmp
match access-group name copp-system-p-acl-msdp
class-map type control-plane match-any copp-system-p-class-normal
match access-group name copp-system-p-acl-icmp
match exception ip icmp redirect
match exception ip icmp unreachable
match exception ip option
policy-map type control-plane copp-system-p-policy
class copp-system-p-class-critical
police cir 19000 pps bc 128 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-important
police cir 500 pps bc 128 packets conform transmit violate drop
class copp-system-p-class-normal
police cir 300 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
class class-default
police cir 50 pps bc 32 packets conform transmit violate drop
control-plane
service-policy input copp-system-p-policy

CoPP クラスを作成し、ACL を関連付けるには、次のようにします。
class-map type control-plane copp-arp-class
match access-group name copp-arp-acl

CoPP ポリシーにクラスを追加するには、次のようにします。
policy-map type control-plane copp-system-policy
class copp-arp-class
police pps 500
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セットアップ ユーティリティによるデフォルト CoPP ポリシーの変更
または再適用
セットアップ ユーティリティを使用して CoPP のデフォルト ポリシーを再適用する例を次に示し
ます。
switch# setup
---- Basic System Configuration Dialog ---This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.
*Note: setup is mainly used for configuring the system initially,
when no configuration is present. So setup always assumes system
defaults and not the current system configuration values.
Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.
Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): yes
Do you want to enforce secure password standard (yes/no)[y]: <CR>
Create another login account (yes/no) [n]: n
Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]: n
Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]: n
Enter the switch name : <CR>
Enable license grace period? (yes/no) [n]: n
Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no) [y]: n
Configure the default gateway? (yes/no) [y]: n
Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: <CR>
Enable the telnet service? (yes/no) [n]: y
Enable the ssh service? (yes/no) [y]: <CR>
Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) : <CR>
Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n
Configure default interface layer (L3/L2) [L3]: <CR>
Configure default switchport interface state (shut/noshut) [shut]: <CR>
Configure best practices CoPP profile (strict/moderate/lenient/dense/skip) [strict]:
strict
The following configuration will be applied:
password strength-check
no license grace-period
no telnet server enable
no system default switchport
system default switchport shutdown
policy-map type control-plane copp-system-p-policy
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Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: <CR>
Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y
switch#

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

マニュアル タイトル

ライセンス

『Cisco NX-OS Licensing Guide』

標準
標準

タイトル

RFC 2698

『A Two Rate Three Color Marker』
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章

レート制限の設定
この章では、Cisco NX-OS デバイスでスーパーバイザ宛のトラフィックのレート制限を設定する
手順について説明します。
この章は、次の項で構成されています。
• レート制限について, 443 ページ
• レート制限のライセンス要件, 444 ページ
• レート制限の注意事項と制約事項, 444 ページ
• レート制限のデフォルト設定, 445 ページ
• レート制限の設定, 445 ページ
• レート制限のモニタリング, 447 ページ
• レート制限統計情報のクリア, 448 ページ
• レート制限の設定の確認, 448 ページ
• レート制限の設定例, 448 ページ
• レート制限に関する追加情報, 449 ページ

レート制限について
レート制限を行うことで、例外のリダイレクト パケットにより Cisco NX-OS デバイス上のスー
パーバイザ モジュールに過剰な負荷がかかるのを回避できます。次のタイプのリダイレクト パ
ケットに対して pps（パケット/秒）単位でレート制限を設定できます。
• アクセス リスト ログ パケット
• 双方向フォワーディング検出（BFD）パケット
• catch-all 例外トラフィック
• ファブリック エクステンダ（FEX）トラフィック
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• レイヤ 3 収集パケット
• レイヤ 3 マルチキャスト データ パケット

レート制限のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
製品

ライセンス要件

Cisco NX-OS

ライセンスは、レート制限には必要ではありま
せん。ライセンス パッケージに含まれていない
機能は nx-os イメージにバンドルされており、
無料で提供されます。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。

レート制限の注意事項と制約事項
レート制限に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。
• スーパーバイザ宛の例外トラフィックおよびリダイレクトされたトラフィックに対してレー
ト制限を設定できます。スーパーバイザ宛の他のタイプのトラフィックには、コントロール
プレーン ポリシング（CoPP）を使用します。

（注）

（注）

ハードウェア レート制限は、スーパーバイザの CPU を過剰な入力トラフィッ
クから保護します。ハードウェア レート制限によって許容されるトラフィッ
ク レートは、グローバルに設定され、個々の I/O モジュールのそれぞれに適
用されます。結果的に許容されるレートは、システム内の I/O モジュールの数
によって異なります。CoPP では、Modular Quality-of-Service CLI（MQC）を利
用して、スーパーバイザの CPU をさらに細かく保護することができます。

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

関連トピック
コントロール プレーン ポリシングの設定, （405 ページ）
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レート制限のデフォルト設定
次の表に、レート制限パラメータのデフォルト設定を示します。
表 35：レート制限パラメータのデフォルト設定

パラメータ

デフォルト

アクセス リスト ロギング パケットのレート制 100 pps
限
BFD パケットのレート制限

10000 pps

例外パケットのレート制限

50 pps

FEX パケットのレート制限

1000 pps

レイヤ 3 収集パケットのレート制限

100 pps

レイヤ 3 マルチキャスト データ パケットのレー 3000 pps
ト制限

レート制限の設定
スーパーバイザ宛トラフィックにレート制限を設定できます。

手順の概要
1. configure terminal
2. hardware rate-limiter access-list-log {packets | disable} [modulemodule [portstartend]]
3. hardware rate-limiter bfdpackets[modulemodule [portstartend]]
4. hardware rate-limiter exceptionpackets[modulemodule [portstartend]]
5. hardware rate-limiter fexpackets[modulemodule [portstartend]]
6. hardware rate-limiter layer-3 gleanpackets[modulemodule [portstartend]]
7. hardware rate-limiter layer-3 multicast local-groupspackets[modulemodule [portstartend]]
8. （任意） show hardware rate-limiter [access-list-log | bfd | exception | fex | layer-3 glean | layer-3
multicast local-groups | modulemodule]
9. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

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

hardware rate-limiter access-list-log {packets アクセス リスト ロギングのためにスーパーバイザ モジュー
| disable} [modulemodule [portstartend]]
ルにコピーされるパケットのレート制限を pps で設定しま
す。範囲は 0 ～ 10000 です。
例：
switch(config)# hardware rate-limiter
access-list-log 200

ステップ 3

hardware rate-limiter
bfdpackets[modulemodule [portstartend]]

双方向フォワーディング検出（BFD）パケットのパケット/
秒のレート制限を設定します。範囲は 0 ～ 10000 です。

例：
switch(config)# hardware rate-limiter
bfd 500

ステップ 4

hardware rate-limiter
exceptionpackets[modulemodule
[portstartend]]

コントロール プレーン ポリシング（CoPP）ポリシーで分
類されないシステムのすべての例外トラフィックのレート
制限を pps で設定します。範囲は 0 ～ 10000 です。

例：
switch(config)# hardware rate-limiter
exception 500

ステップ 5

hardware rate-limiter
fexpackets[modulemodule [portstartend]]

スーパーバイザ宛 FEX トラフィックのレート制限を pps で
設定します。範囲は 0 ～ 10000 です。

例：
switch(config)# hardware rate-limiter
fex 500

ステップ 6

hardware rate-limiter layer-3
gleanpackets[modulemodule [portstartend]]
例：
switch(config)# hardware rate-limiter
layer-3 glean 500

レイヤ 3 収集パケットのレート制限を pps で設定します。
範囲は 0 ～ 10000 です。
特定の宛先のトラフィックを受信するノードは、書き換え
られた情報や宛先までの間にある物理レイヤインターフェ
イスを認識できず、トラフィックを転送できないことがあ
ります。こうした期間中、そのような宛先へのデータ パス
には収集エントリのインストールが可能です。これはグロー
バルなパント隣接関係へのポインタではない可能性がある
ため、このようなパケットのスーパーバイザへのパントに
は予約されたモジュールやポート値が使用されます。この
収集レートの制御は、特定のレート リミッタを使用して行
えます。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 7

hardware rate-limiter layer-3 multicast
local-groupspackets[modulemodule
[portstartend]]

CoPP ポリシーはグローバルなパント隣接関係に
より転送される収集パケットのレートを制御し、
このレート リミッタは宛先固有の収集パケット
を制御します。

最短パスツリー（SPT）の参加開始用にパントされたレイ
ヤ 3 マルチキャスト データ パケットのレート制限を pps で
設定します。範囲は 0 ～ 10000 です。

例：
switch(config)# hardware rate-limiter
layer-3 multicast local-groups 300

ステップ 8

show hardware rate-limiter [access-list-log | （任意）
bfd | exception | fex | layer-3 glean | layer-3 レート制限の設定を表示します。モジュールの範囲は 1 ～
multicast local-groups | modulemodule]
30 です。
例：
switch# show hardware rate-limiter

ステップ 9

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

レート制限のモニタリング
レート制限をモニタリングできます。

手順の概要
1. show hardware rate-limiter [access-list-log | bfd | exception | fex | layer-3 glean | layer-3 multicast
local-groups | modulemodule]

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

show hardware rate-limiter [access-list-log | bfd | exception | fex | layer-3 レート制限統計情報を表示しま
glean | layer-3 multicast local-groups | modulemodule]
す。
例：
switch# show hardware rate-limiter access-list-log
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レート制限統計情報のクリア
レート制限統計情報をクリアできます。

手順の概要
1. clear hardware rate-limiter {all | access-list-log | bfd | exception | fex | layer-3 glean | layer-3 multicast
local-groups} [modulemodule]

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

clear hardware rate-limiter {all | access-list-log | bfd | exception | fex | レート制限統計情報をクリアし
layer-3 glean | layer-3 multicast local-groups} [modulemodule]
ます。
例：
switch# clear hardware rate-limiter access-list-log

レート制限の設定の確認
レート制限の設定情報を表示するには、次の作業を行います。
コマンド

目的

show hardware rate-limiter [access-list-log | bfd | exception | fex |
layer-3 glean | layer-3 multicast local-groups | modulemodule]

レート制限の設定を表示しま
す。

レート制限の設定例
次に、アクセス リスト ロギングのためにスーパーバイザ モジュールにコピーされるパケットの
レート制限を設定する例を示します。
switch(config)# hardware rate-limiter access-list-log
switch(config)# show hardware rate-limiter access-list-log
Units for Config: packets per second
Allowed, Dropped & Total: aggregated since last clear counters
Module: 4
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R-L Class
Config
Allowed
Dropped
Total
+------------------+--------+---------------+---------------+----------------+
access-list-log
100
0
0
0
Port group with configuration same as default configuration
Eth4/1-36
Module: 22
R-L Class
Config
Allowed
Dropped
Total
+------------------+--------+---------------+---------------+----------------+
access-list-log
100
0
0
0
Port group with configuration same as default configuration
Eth22/1-0

レート制限に関する追加情報
ここでは、レート制限の実装に関する追加情報について説明します。
関連資料
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』
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A
aaa accounting default 18
aaa accounting default group 37
aaa accounting default local 37
aaa authentication login {mschap | mschapv2} enable 35, 36
aaa authentication login ascii-authentication 109
aaa authentication login chap enable 33
aaa authentication login console 18, 24, 26
aaa authentication login console group 24, 26
aaa authentication login console local 24, 26
aaa authentication login console none 24, 26
aaa authentication login default 18
aaa authentication login error-enable 30
aaa authorization {commands | config-commands} {console |
default} {group} 112
aaa authorization {group | local} 147
aaa authorization {ssh-certificate | ssh-publickey} 147
aaa authorization default 147
aaa authorization ssh-certificate default 110
aaa group server ldap 137, 138
aaa group server radius 63
aaa group server tacacs+ 96
aaa user default-role 29
absolute end 267, 268
absolute start 267, 268
accept-lifetime 387, 388
acllog match-log-level 250, 252
action {drop | forward | redirect} 291, 292
authentication (bind-first | compare} 137, 138

C
chgrp 156
chown 156
class 428
class class-default 428
class insert-before 428
class-map 421, 422
class-map type control-plane {match-all | match-any} 426
clear access-list ipsg stats 371

clear accounting log 45, 46
clear copp statistics 438
clear hardware rate-limiter {all | access-list-log | bfd | exception
| fex | layer-3 glean | layer-3 multicast local-groups} 448
clear hardware rate-limiter module 448
clear ip access-list counters 257
clear ip arp inspection log 358
clear ip arp inspection statistics 358
clear ip dhcp global statistics 341
clear ip dhcp relay statistics interface 341
clear ip dhcp snooping binding interface ethernet 340
clear ip dhcp snooping binding interface port-channel 340
clear ip dhcp snooping binding vlan 341
clear ip dhcp snooping statistics 341
clear ip dhcp snooping statistics vlan 341
clear ipv6 access-list counters 257
clear ipv6 dhcp relay statistics interface 341
clear ldap-server statistics 149
clear line 170, 172
clear mac access-list counters 284
clear radius-server statistics 80
clear ssh hosts 167
clear tacacs-server statistics 122
control-plane 421, 422, 431, 432
copp copy profile {strict | moderate | lenient| dense 434
copp copy profile prefix | suffix} 434
copp profile 433
copp profile dense 433
copp profile lenient 433
copp profile moderate 433
copp profile strict 433
copy scp 163, 175
copy sftp 175
cryptographic-algorithm {HMAC-SHA-1 | HMAC-SHA-256 |
HMAC-SHA-384 | HMAC-SHA-512 | MD5} 390

D
deadtime 63, 64
deny 224, 225, 226, 227, 228
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E
enable Cert-DN-match 137, 138
enable secret 116, 117
enable user-server-group 137, 138
encryption decrypt type6 377
encryption delete type6 377, 378
encryption re-encrypt obfuscated 376, 377

F
feature 191
feature dhcp 311
feature ldap 133
feature password encryption aes 375, 376, 384
feature privilege 116, 117
feature scp-server 166
feature sftp-server 166
feature ssh 157, 158
feature tacacs+ 90, 91
feature telnet 170, 171
fragments {permit-all | deny-all} 224, 226, 227

G
generate type7_encrypted_secret 44, 45, 60, 62, 93, 95

H
hardware access-list tcam region 234
hardware profile tcam resource service-template 241
hardware profile tcam resource template 241
hardware rate-limiter access-list-log 250, 252, 445, 446
hardware rate-limiter bfd 445, 446
hardware rate-limiter exception 445, 446
hardware rate-limiter fex 445, 446
hardware rate-limiter layer-3 glean 445, 446
hardware rate-limiter layer-3 multicast local-groups 445, 447

ip arp inspection validate ip 355
ip arp inspection validate src-mac 355
ip arp inspection vlan 352, 356, 357
ip dhcp packet strict-validation 300, 316
ip dhcp relay 322, 324, 325
ip dhcp relay address 326, 327
ip dhcp relay address use-vrf 326, 327
ip dhcp relay information option 323, 324
ip dhcp relay information option trust 318
ip dhcp relay information option vpn 324, 325
ip dhcp relay information trust-all 321
ip dhcp relay information trusted 319, 320
ip dhcp relay sub-option type cisco 324, 325
ip dhcp smart-relay 330, 331
ip dhcp smart-relay global 329
ip dhcp snooping information option 315
ip dhcp snooping ipsg-excluded vlan 370, 371
ip dhcp snooping trust 317
ip dhcp snooping verify mac-address 314
ip dhcp snooping vlan 313
ip port access group 248, 249
ip radius source-interface 65
ip source binding 369, 370
ip tacacs source-interface 97, 98
ip verify source dhcp-snooping-vlan 368, 369
ipdhcprelaysource-interface 328
ipv6 access-class 228, 229
ipv6 access-list 224, 226, 228
ipv6 address use-link-local-only 338
ipv6 dhcp relay 332
ipv6 dhcp relay address 335
ipv6 dhcp relay option type cisco 333, 334
ipv6 dhcp relay option vpn 333
ipv6 dhcp relay source-interface 336, 337
ipv6 port traffic-filter 248, 249

K
key config-key ascii 375, 384
key-string 386

I

L

interface policy dent 192, 193
ip access-class 228, 229
ip access-group 250, 251
ip access-list 224, 226, 228, 253
ip arp inspection log-buffer entries 355, 356
ip arp inspection trust 353
ip arp inspection validate 355
ip arp inspection validate dst-mac 355

ldap search-map 143
ldap-server deadtime 145, 146
ldap-server host 135, 140, 141, 142, 145
ldap-server host idle-time 145
ldap-server host password 136, 145
ldap-server host port 136, 142
ldap-server host rootDN 136
ldap-server host test rootDN 145
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ldap-server host timeout 136, 142
ldap-server host username 145
ldap-server timeout 139, 140
line vty 228, 229
logging drop threshold 428, 429
logging ip access-list cache entries 250, 251
logging ip access-list cache interval 250, 251
logging ip access-list cache threshold 250, 252
logging ip access-list detailed 250, 252
login block-for 40, 41
login block-for attempts 40, 41
login block-for within 40, 41
login on-failure log 31
login on-success log 31
login quiet-mode access-class 40, 41

M
mac access-list 275, 276, 277
mac packet-classify 282, 283
mac port access-group 280, 281
match {ip | ipv6} address 291
match access-group name 426
match exception {ip | ipv6} icmp redirect 426
match exception {ip | ipv6} icmp unreachable 426, 427
match exception {ip | ipv6} option 426, 427
match mac address 291
match protocol arp 426, 427

N
no {periodic | absolute} 267, 268
no aaa authentication login {console | default | fallback error
local 19, 28
no aaa authentication login ascii-authentication 33, 35, 36
no feature ssh 157, 168, 169
no feature tacacs+ 121
no host 259, 260, 261
no ip access-list 231
no ipv6 access-list 231
no key chain 383
no mac access-list 279
no object-group {ip address | ipv6 address | ip port} 264
no ssh key dsa 169
no ssh key rsa 169
no time-range 269
no vlan access-map 292, 293

O
object-group ip address 259, 260
object-group ip port 262, 263
object-group ipv6 address 261

P
password prompt username 44
password strength-check 184, 185
permit 224, 225, 226, 227, 228
permit | deny 275, 276
permit http-method 253
permit interface 192, 193
permit vlan 194, 195
permit vrf 196
police 428, 429
police cir 428, 429
policy-map 421, 422
policy-map type control-plane 428

R
radius commit 58, 59, 66, 67, 68, 71, 72, 77
radius-server deadtime 73, 74, 75, 76, 77
radius-server directed-request 66
radius-server host 45, 58, 59, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 75, 76
radius-server host accounting 71
radius-server host acct-port 71
radius-server host auth-port 71, 72
radius-server host authentication 71, 72
radius-server host idle-time 75, 76
radius-server host password 75, 76
radius-server host retransmit 69, 70
radius-server host test 75, 76
radius-server host timeout 69, 70
radius-server host username 75, 76
radius-server key 45, 60
radius-server retransmit 68
radius-server test {idle-time} 73, 74
radius-server test {password} 73, 74
radius-server test {username} 73, 74
radius-server timeout 68
reload 234, 238, 240, 242
resequence {ip | ipv6} access-list 229, 230
resequence mac access-list 278
resequence time-range 270
role commit 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
role feature-group name 191
role name 188, 189, 192, 193, 194, 196
role name priv 118, 119
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rule {deny | permit} {read | read-write} 188, 189
rule {deny | permit} {read | read-write} feature 188, 189
rule {deny | permit} {read | read-write} feature-group 188, 189
rule {deny | permit} {read | read-write} oid 188, 189
rule {deny | permit} command 118, 119
rule{deny|permit)command 188, 189

S
scale-factor 432
send-lifetime 387, 388
service-policy 421, 422
service-policy input 431
set cos 428, 429
show {ip | ipv6 | access-lists} 265
show aa accounting 46
show aaa accounting 37, 38
show aaa authentication 24, 25, 26, 27, 28, 30, 46
show aaa authentication login {ascii-authentication | chap |
error-enable | mschap | mschapv2} 46
show aaa authentication login {mschap | mschapv2} 35, 36
show aaa authentication login chap 33, 34
show aaa authorization 110, 111, 112, 113, 147, 148
show aaa authorization all 110, 111
show aaa groups 46
show aaa user default-role 29
show accounting log 45, 46
show class-map type control-plane 426, 427, 435
show cli syntax roles network-admin 197
show cli syntax roles network-operator 197
show copp profile 436
show copp status 433, 434, 437
show encryption service stat 375, 376, 384, 385
show hardware access-list tcam region 234, 238, 255
show hardware access-list tcam template 241, 255
show hardware rate-limiter 445, 447, 448
show hardware rate-limiter access-list-log 445, 447, 448
show hardware rate-limiter bfd 445, 447, 448
show hardware rate-limiter exception 445, 447, 448
show hardware rate-limiter fex 445, 447, 448
show hardware rate-limiter layer-3 glean 445, 447, 448
show hardware rate-limiter layer-3 multicast local-groups 445,
447, 448

show hardware rate-limiter module 445, 447, 448
show incompatibility nxos bootflash 424
show interface counters storm-control 396, 399
show interface ethernet counters storm-control 399
show interface port-channel counters storm-control 399
show interface switchport 403, 404
show ip access-lists 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 253, 254, 255, 257
show ip access-lists summary 231
show ip arp inspection 357

show ip arp inspection interface 353
show ip arp inspection interfaces 357
show ip arp inspection log 357
show ip arp inspection statistics 358
show ip arp inspection vlan 352, 358
show ip dhcp relay 318, 322, 323, 324, 328, 329, 330, 331, 339
show ip dhcp relay address 339
show ip dhcp relay information trusted-sources 318, 319, 320, 321
show ip dhcp relay statistics 341
show ip dhcp snooping binding 340, 369, 370
show ip ver source 370, 371
show ip ver source ethernet 370, 371
show ip ver source port-channel 370, 371
show ipv6 access-lists 224, 225, 226, 227, 228, 229, 255, 257
show ipv6 access-lists summary 231
show ipv6 dhcp relay 332, 333, 334, 336, 337, 339
show ipv6 dhcp relay interface 333, 334
show ipv6 dhcp relay statistics 341
show key chain 382, 383, 386, 387, 389, 390
show key chain mode decrypt 386, 387, 389
show ldap-search-map 143, 144, 150
show ldap-server 135, 136, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 150
show ldap-server groups 137, 139, 150
show ldap-server statistics 148, 149, 150
show logging ip access-list cache 250, 252, 256
show logging ip access-list status 256
show login 40, 41, 46
show login failures 40, 41
show login on-failure log 31, 32
show login on-successful log 31, 32
show mac access-lists 275, 276, 277, 278, 279, 280, 283, 284
show object-group 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265
show password strength-check 184, 185
show policy-map interface control-plane 432, 433, 435, 437, 438
show policy-map type control-plane 428, 430, 435
show policy-map type control-plane expand 428, 430
show policy-map type control-plane name 428, 430
show privilege 116, 117, 123
show radius {pending | pending-diff} 58, 59, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
77

show radius {status | pending | pending-diff} 79
show radius-server 58, 59, 60, 61, 62, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 79

show radius-server directed-request 66, 67
show radius-server groups 63, 64
show radius-server statistics 80
show role 186, 188, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197
show role {pending | pending-diff} 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197

show role feature 197
show role feature-group 191, 197
show run interface 253, 254
show running-config aaa 47
show running-config acllog 256
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show running-config aclmgr 232, 233, 248, 249, 256, 265, 280, 281, 284,
291, 292, 293, 294, 436

show running-config aclmgr all 256, 284
show running-config all | i max-login 42, 47
show running-config copp 431, 433, 434, 436
show running-config copp all 431
show running-config dhcp 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320,
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336,
355, 356, 357, 358, 368, 369
show running-config interface 340, 398, 404
show running-config interface {ethernet | port-channel} 397, 398
show running-config interface ethernet 282, 283, 338, 339, 404
show running-config interface mgmt 0 338, 339
show running-config interface port-channel 282, 283, 404
show running-config interface vlan 338, 339
show running-config ldap 150
show running-config radius 79
show running-config security 166, 167, 173, 198
show running-config security all 161, 162, 173, 198
show running-config tacacs 123
show running-config tacacs all 123
show ssh key 157, 158, 169, 173
show ssh key dsa 173
show ssh key rsa 173
show ssh server 168, 173
show startup-config aaa 47
show startup-config acllog 256
show startup-config aclmgr 257, 284, 295, 437
show startup-config aclmgr all 257, 284, 295
show startup-config dhcp 340
show startup-config dhcp all 340
show startup-config ldap 150
show startup-config radius 79
show startup-config security 198
show startup-config tacacs 123
show tacacs-server 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 123
show tacacs-server directed-request 99, 100, 123
show tacacs-server groups 96, 97, 123
show tacacs-server sorted 123
show tacacs-server statistics 121, 122, 123
show tacacs+ {pending | pending-diff} 91, 92, 99, 100, 101, 102, 108,
109, 112, 113
show tacacs+ {status | pending | pending-diff} 123
show telnet server 170, 171, 173
show time-range 267, 268, 269, 270
show user-account 159, 160, 186, 187, 198
show username 164
show username keypair 173
show userpassphrase {length | max-length | min-length} 43, 47
show users 170, 172
show vlan access-map 295
show vlan filter 295
ssh 162, 163

ssh key 157
ssh key force 157
ssh key rsa 157
ssh login-attempts 161
ssh vrf 162
ssh6 162, 163
ssh6 vrf 162, 163
statistics per-entry 224, 225, 226, 227, 275, 276, 277, 291, 292
storm-control {broadcast | multicast} 397, 398
storm-control action trap 397, 398
switchport block {multicast | unicast} 403
switchport block ethernet switchport 403, 404
switchport block port-channel switchport 403, 404

T
tacacs-server dead-time 104, 106
tacacs-server deadtime 108
tacacs-server directed-request 99
tacacs-server host 45, 91, 92, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 106
tacacs-server host port 102
tacacs-server host timeout 100, 101
tacacs-server key 45, 93
tacacs-server test 104
tacacs-server test idle-time 104
tacacs-server test username 104
tacacs+ commit 91, 92, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 112, 113
Telnet 171, 172
telnet vrf 171, 172
telnet6 171, 172
telnet6 vrf 171, 172
terminal no verify-only 115
terminal no verify-only username 115
terminal verify-only 115
terminal verify-only username 115
test aaa authorization command-type {commands |
config-commands} user command 114
test aaa group 78, 79, 120
test aaa server radius 78, 79
test aaa server radius vrf 78, 79
test aaa server tacacs+ 120
time-range 267

U
use-vrf 63, 64, 137, 138
user max-logins 42
username 116, 117, 159
username keypair export 164, 165
username keypair export {rsa | dsa} 164, 165
username keypair generate 164
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username keypair import 164, 165
username keypair import (rsa | dsa} 164, 165
username password 186
username sshkey 160
username sshkey file bootflash 159
userpassphrase max-length 43
userpassphrase min-length 43

き
キー 386, 387, 388, 390
キーチェーン 382, 386, 387, 388, 390

さ
サーバ 63, 64, 96, 137, 138

V
vlan access-map 291
vlan filter 293, 294
vlan policy deny 194
vrf policy deny 196

ほ
ホスト 259, 260, 261
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