
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

参照先変更されたリリース説明機能

成功および失敗したロ

グイン試行のロギング

7.0(3)I4(1)成功および失敗したログ

イン試行をログに記録す

る機能が追加されまし

た。

AAA

コントロールプレーン

ポリシーマップの設定

7.0(3)I4(1)ポリシングする CIRの
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。

CoPP
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参照先変更されたリリース説明機能

IPv4ACLロギングの設
定

7.0(3)I4(1)イネーブルにされたアク

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。

IP ACL

ACLTCAMリージョン7.0(3)I3(1)Cisco Nexus 9200シリー
ズスイッチで新しい

ACLTCAMリージョンが
追加されました。

ACLTCAMリージョ
ン

テンプレートを使用し

たACLTCAMリージョ
ンサイズの設定

7.0(3)I3(1)カスタム TCAMテンプ
レートの作成と適用機能

が追加されました。

ACL TCAMテンプ
レート

ダイナミックおよびス

タティック CoPP ACL

CoPPの設定の確認

デフォルトクラスマッ

プ：Cisco NX-OSリ
リース 7.0(3)I3(1)用

コントロールプレーン

ポリシーマップの設定

7.0(3)I3(1)スタティック CoPP ACL
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。

CoPP

IPACLの注意事項と制
約事項

7.0(3)I3(1)Cisco Nexus 9200シリー
ズスイッチのサポートが

追加されました。

IP ACL

キーチェーン管理の設

定

7.0(3)I3(1)OSPFv2HMAC-SHA認証
のサポートが追加されま

した。

キーチェーン管理

DHCPの設定7.0(3)I2(2)Cisco Nexus 9500シリー
ズスイッチのサポートが

追加されました。

DHCPクライアント
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参照先変更されたリリース説明機能

ユーザアカウントおよ

び RBACの設定
7.0(3)I2(2)ユーザ名の最初の文字と

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

AAAの設定7.0(3)I2(1)次のセキュアログイン機

能が導入されました。

•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

AAA

ACLTCAMリージョン7.0(3)I2(1)ACL TCAMリージョン
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。

ACLTCAMリージョ
ン
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参照先変更されたリリース説明機能

コントロールプレーン

ポリシングの設定

7.0(3)I2(1)no copp profileおよび no
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

CoPP

コントロールプレーン

ポリシングの設定

7.0(3)I2(1)Cisco NX-OSの初期セッ
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。

CoPP

DHCPの設定7.0(3)I2(1)この機能を Cisco Nexus
9300シリーズスイッチ
で導入しました。

DHCPクライアント

IP ACLの設定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

ユーザアカウントおよ

び RBACの設定
7.0(3)I2(1)暗号化されたパスワード

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

DHCPの設定7.0(3)I1(2)IPv4用のDHCPリレー送
信元インターフェイスの

サポートが追加されまし

た。

DHCPリレー
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参照先変更されたリリース説明機能

DHCPの設定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スヌーピング

スイッチポートブロッ

キングの設定

7.0(3)I1(2)この機能が導入されまし

た。

スイッチポートブ

ロッキング

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

ACLTCAMリージョ
ン

DHCPの設定7.0(3)I1(1)この機能が導入されまし

た。

DHCPスヌーピング

ダイナミックARPイン
スペクションの設定

7.0(3)I1(1)この機能が導入されまし

た。

ダイナミックARPイ
ンスペクション

（DAI）

IPソースガードの設定7.0(3)I1(1)この機能が導入されまし

た。

IPソースガード
（IPSG）
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