ポート セキュリティの設定
この章では、Cisco NX-OS デバイスにポート セキュリティ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。
• 機能情報の確認, 1 ページ
• ポート セキュリティの概要, 2 ページ
• ポート セキュリティのライセンス要件, 12 ページ
• ポート セキュリティの前提条件, 13 ページ
• ポート セキュリティのデフォルト設定, 13 ページ
• ポート セキュリティの注意事項と制約事項, 14 ページ
• ポート セキュリティの設定, 14 ページ
• ポート セキュリティの設定の確認, 29 ページ
• セキュア MAC アドレスの表示, 29 ページ
• ポート セキュリティの設定例, 29 ページ
• ポート セキュリティに関する追加情報, 30 ページ
• ポート セキュリティの機能の履歴, 30 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて
いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/ の
Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス
トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」
表を参照してください。
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ポート セキュリティの概要
ポート セキュリティを使用すると、限定された MAC アドレス セットからの着信トラフィックだ
けを許可するようにレイヤ 2 物理インターフェイスおよびレイヤ 2 ポート チャネル インターフェ
イスを設定できます。この限定セットの MAC アドレスをセキュア MAC アドレスといいます。さ
らに、デバイスは、同じ VLAN 内の別のインターフェイスでは、これらの MAC アドレスからの
トラフィックを許可しません。セキュア MAC アドレスの数は、インターフェイス単位で設定し
ます。

（注）

特に指定がなければ、インターフェイスは物理インターフェイスとポートチャネル インター
フェイスの両方物理インターフェイス、ポートチャネル インターフェイス、および vPC を意
味します。同様に、レイヤ 2 インターフェイスはレイヤ 2 物理インターフェイスとレイヤ 2
ポート チャネル インターフェイスの両方を意味します。

セキュア MAC アドレスの学習
MAC アドレスは学習というプロセスによってセキュア アドレスになります。MAC アドレスは、
1 つのインターフェイスだけでセキュア MAC アドレスになることができます。デバイスは、ポー
ト セキュリティがイネーブルに設定されたインターフェイスごとに、スタティック、ダイナミッ
ク、またはスティッキの方式で、限られた数の MAC アドレスを学習できます。デバイスがセキュ
ア MAC アドレスを格納する方法は、デバイスがセキュア MAC アドレスを学習した方法によって
異なります。
関連トピック
セキュア MAC アドレスの最大数, （4 ページ）

スタティック方式
スタティック学習方式では、ユーザが手動でインターフェイスの実行コンフィギュレーションに
セキュア MAC アドレスを追加したり、設定から削除したりできます。実行コンフィギュレーショ
ンをスタートアップコンフィギュレーションにコピーすると、デバイスを再起動してもスタティッ
ク セキュア MAC アドレスには影響がありません。
スタティック セキュア MAC アドレスのエントリは、次のいずれかのイベントが発生するまで、
インターフェイスの設定内に維持されます。
• ユーザが明示的に設定からアドレスを削除した場合。
• ユーザがそのインターフェイスをレイヤ 3 インターフェイスとして設定した場合。
スタティック方式では、ダイナミック方式またはスティッキ方式のアドレス学習がイネーブルに
なっているかどうかに関係なく、セキュア アドレスを追加できます。
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関連トピック
インターフェイスのスタティック セキュア MAC アドレスの削除, （20 ページ）
ポート タイプの変更, （10 ページ）

ダイナミック方式
デフォルトでは、インターフェイスのポート セキュリティをイネーブルにすると、ダイナミック
学習方式がイネーブルになります。この方式では、デバイスは、入力トラフィックがインターフェ
イスを通過するときに MAC アドレスをセキュア アドレスにします。このようなアドレスがまだ
セキュア アドレスではなく、デバイスのアドレス数が適用可能な最大数に達していなければ、デ
バイスはそのアドレスをセキュア アドレスにして、トラフィックを許可します。
デバイスは、ダイナミック セキュア MAC アドレスをメモリに保存します。ダイナミック セキュ
ア MAC アドレスのエントリは、次のいずれかのイベントが発生するまで、インターフェイスの
設定内に維持されます。
• デバイスが再起動した場合。
• インターフェイスが再起動した場合。
• アドレスが、ユーザによって設定されたインターフェイスのエージング期限に達した場合。
• ユーザがアドレスを明示的に削除した場合。
• ユーザがそのインターフェイスをレイヤ 3 インターフェイスとして設定した場合。
関連トピック
ダイナミック アドレスのエージング, （4 ページ）
ダイナミック セキュア MAC アドレスの削除, （23 ページ）

スティッキ方式
スティッキ方式をイネーブルにすると、デバイスは、ダイナミック アドレス学習と同じ方法で
MAC アドレスをセキュア アドレスにしますが、この方法で学習されたアドレスは NVRAM に保
存されます。そのため、スティッキ方式で学習されたアドレスは、デバイスの再起動後も維持さ
れます。スティッキ セキュア MAC アドレスは、インターフェイスの実行コンフィギュレーショ
ン内にはありません。
ダイナミックとスティッキのアドレス学習は両方同時にイネーブルにできません。あるインター
フェイスのスティッキ学習をイネーブルにした場合、デバイスはダイナミック学習を停止して、
代わりにスティッキ学習を実行します。スティッキ学習をディセーブルにすると、デバイスはダ
イナミック学習を再開します。
スティッキ セキュア MAC アドレスのエントリは、次のいずれかのイベントが発生するまで、イ
ンターフェイスの設定内に維持されます。
• ユーザがアドレスを明示的に削除した場合。
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• ユーザがそのインターフェイスをレイヤ 3 インターフェイスとして設定した場合。
関連トピック
スティッキ セキュア MAC アドレスの削除, （22 ページ）

ダイナミック アドレスのエージング
デバイスは、ダイナミック方式で学習された MAC アドレスのエージングを行い、エージングの
期限に達すると、アドレスをドロップします。エージングの期限は、インターフェイスごとに設
定できます。有効な範囲は 0 ～ 1440 分です。0 を設定すると、エージングはディセーブルになり
ます。
MAC アドレスのエージングを判断するためにデバイスが使用する方法も設定できます。アドレス
エージングの判断には、次に示す 2 つの方法が使用されます。
Inactivity
適用可能なインターフェイス上のアドレスからデバイスが最後にパケットを受信して以降の
経過時間。
Absolute
デバイスがアドレスを学習して以降の経過時間。これがデフォルトのエージング方法です
が、デフォルトのエージング時間は 0 分（エージングはディセーブル）です。

（注）

MAC アドレスをエージ アウトするために絶対法を使用すると、トラフィック レートによって
は、MAC アドレスがエージ アウトして再学習するたびにいくつかのパケットがドロップする
ことがあります。これを回避するには、非アクティブ タイムアウトを使用します。

セキュア MAC アドレスの最大数
デフォルトでは、各インターフェイスのセキュア MAC アドレスは 1 つだけです。各インターフェ
イス、またはインターフェイス上の各 VLAN に許容可能な最大 MAC アドレス数を設定できます。
最大数は、ダイナミック、スティッキ、スタティックのいずれの方式で学習された MAC アドレ
スにも適用されます。

（注）

vPC ドメインでは、プライマリ vPC 上の設定が有効になります。

ヒント

アドレスの最大数を 1 に設定し、接続されたデバイスの MAC アドレスを設定すると、そのデ
バイスにはポートの全帯域幅が保証されます。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィグレーション ガイド、リリース 6.x
4

OL-25776-03

ポート セキュリティの設定
セキュリティ違反と処理

各インターフェイスに許容されるセキュア MAC アドレスの数は、次の 3 つの制限によって決定
されます。
デバイスの最大数
デバイスが許容できるセキュア MAC アドレスの最大数は 8192 です。この値は変更できま
せん。新しいアドレスを学習するとデバイスの最大数を超過してしまう場合、たとえイン
ターフェイスや VLAN の最大数に達していなくても、デバイスは新しいアドレスの学習を
許可しません。
インターフェイスの最大数
ポート セキュリティで保護されるインターフェイスごとに、セキュア MAC アドレスの最大
数 1025 を設定できます。デフォルトでは、インターフェイスの最大アドレス数は 1 です。
インターフェイスの最大数を、デバイスの最大数より大きくすることはできません。
VLAN の最大数
ポート セキュリティで保護される各インターフェイスについて、VLAN あたりのセキュア
MAC アドレスの最大数を設定できます。VLAN の最大数は、インターフェイスに設定され
ている最大数より大きくできません。VLAN 最大数の設定が適しているのは、トランク ポー
トの場合だけです。VLAN の最大数には、デフォルト値はありません。
インターフェイスあたりの、VLAN とインターフェイスの最大数は必要に応じて設定できます。
ただし、新しい制限値が、適用可能なセキュア アドレス数よりも少ない場合は、まず、セキュア
MAC アドレスの数を減らす必要があります。
関連トピック
セキュリティ違反と処理, （5 ページ）
ダイナミック セキュア MAC アドレスの削除, （23 ページ）
スティッキ セキュア MAC アドレスの削除, （22 ページ）
インターフェイスのスタティック セキュア MAC アドレスの削除, （20 ページ）

セキュリティ違反と処理
次の 2 つのイベントのいずれかが発生すると、ポート セキュリティ機能によってセキュリティ違
反がトリガーされます。
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最大数違反
あるインターフェイスにセキュア MAC アドレス以外のアドレスから入力トラフィックが着
信し、そのアドレスを学習するとセキュア MAC アドレスの適用可能な最大数を超えてしま
う場合
あるインターフェイスに VLAN とインターフェイスの両方の最大数が設定されている場合
は、どちらかの最大数を超えると、違反が発生します。たとえば、ポート セキュリティが
設定されている単一のインターフェイスについて、次のように想定します。
• VLAN 1 の最大アドレス数は 5 です。
• このインターフェイスの最大アドレス数は 10 です。
デバイスは、次のいずれかが発生すると違反を検出します。
• VLAN 1 のアドレスをすでに 5 つ学習していて、6 つめのアドレスからのインバウンド
トラフィックが VLAN 1 のインターフェイスに着信した場合
• このインターフェイス上のアドレスをすでに 10 個学習していて、11 番めのアドレスか
らのインバウンド トラフィックがこのインターフェイスに着信した場合
MAC 移動違反
あるインターフェイスのセキュアMACアドレスになっているアドレスからの入力トラフィッ
クが、そのインターフェイスと同じ VLAN 内の別のインターフェイスに着信した場合
セキュリティ違反が発生すると、デバイスは、インターフェイスのセキュリティ違反カウンタの
値を増加させ、インターフェイスのポート セキュリティ設定に指定されている処理を実行しま
す。セキュア MAC アドレスからの入力トラフィックが、そのアドレスをセキュア アドレスにし
たインターフェイスとは異なるインターフェイスに着信したことにより違反が発生した場合、デ
バイスはトラフィックを受信したインターフェイスに対して処理を実行します。
デバイスが実行できる処理は次のとおりです。
シャットダウン
違反をトリガーしたパケットの受信インターフェイスをシャットダウンします。このイン
ターフェイスはエラー ディセーブル状態になります。これがデフォルトの処理です。イン
ターフェイスの再起動後も、セキュア MAC アドレスを含めて、ポート セキュリティの設定
は維持されます。
シャットダウン後にデバイスが自動的にインターフェイスを再起動するように設定するに
は、errdisable グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。あるいは、
shutdown および no shut down のインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入
力することにより、手動でインターフェイスを再起動することもできます。
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制限
非セキュア MAC アドレスからの入力トラフィックをすべてドロップします。
デバイスはドロップされたパケット数を保持しますが、これをセキュリティ違反回数と呼び
ます。インターフェイスで発生するセキュリティ違反が最大数に到達するまでアドレス学習
を継続します。最初のセキュリティ違反のあとに学習されたアドレスからのトラフィックは
ドロップされます。
保護
これ以上の違反の発生を防止します。セキュリティ違反をトリガーしたアドレスは学習され
ますが、そのアドレスからのトラフィックはドロップされます。それ以降、アドレス学習は
実行されなくなります。
関連トピック
ポート セキュリティに関する追加情報, （30 ページ）

ポート セキュリティとポート タイプ
ポート セキュリティを設定できるのは、レイヤ 2 インターフェイスだけです。各種のインター
フェイスまたはポートとポート セキュリティについて次に詳しく説明します。
アクセス ポート
レイヤ 2 アクセス ポートとして設定したインターフェイスにポート セキュリティを設定で
きます。アクセス ポートでポート セキュリティが適用されるのは、アクセス VLAN だけで
す。アクセス ポートには、VLAN 最大数を設定しても効果はありません。
トランク ポート
レイヤ 2 トランク ポートとして設定したインターフェイスにポート セキュリティを設定で
きます。デバイスが VLAN 最大数を適用するのは、トランク ポートに関連付けられた VLAN
だけです。
SPAN ポート
SPAN 送信元ポートにはポート セキュリティを設定できますが、SPAN 宛先ポートには設定
できません。
イーサネット ポート チャネル
レイヤ 2 イーサネット ポート チャネル インターフェイスのポート セキュリティはアクセス
モードまたはトランク モードで設定できます。
ファブリック エクステンダ（FEX）ポート
ポート セキュリティは GEM ポートおよび FEX ポートでサポートされています。
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プライベート VLAN 対応ポート
ポート セキュリティは、プライベート VLAN ポートとしてイネーブルにされたポートでサ
ポートされています。
PVLAN Host（物理インターフェイスのみ）
レイヤ 2 レベルでのトラフィック分離とセキュリティを実現するために、プライベート
VLAN（PVLAN）を設定できます。PVLAN は 1 つのプライマリ VLAN と 1 つのセカンダリ
VLAN を 1 つまたは複数組み合わせたもので、プライマリ VLAN はすべて同じです。
PVLAN Promiscuous（物理インターフェイスのみ）
PVLAN 無差別ポートにレイヤ 2 VLAN ネットワーク インターフェイスやスイッチ仮想イン
ターフェイス（SVI）を設定し、プライマリ PVLAN にルーティング機能を持たせることも
できます。これは、物理インターフェイスだけでサポートされます。
PVLAN トランク セカンダリ/無差別
switchport mode で PVLAN トランクセカンダリ/無差別を設定できます。これは物理インター
フェイスとポート チャネルの両方でサポートされます。

ポート セキュリティとポート チャネル インターフェイス
ポート セキュリティは、レイヤ 2 ポート チャネル インターフェイスでサポートされます。ポー
ト チャネル インターフェイス上で動作するポート セキュリティは、ここで説明する内容以外は、
物理インターフェイスの場合と同じです。
全般的な注意事項
ポート チャネル インターフェイスのポート セキュリティは、アクセス モードまたはトラン
ク モードのいずれかで動作します。トランク モードでは、ポート セキュリティで適用され
る MAC アドレスの制限が、VLAN 単位ですべてのメンバ ポートに適用されます。
ポート チャネル インターフェイスのポート セキュリティをイネーブルにしても、ポート
チャネルのロード バランシングには影響しません。
ポート セキュリティは、ポート チャネル インターフェイスを通過するポート チャネル制御
トラフィックには適用されません。ポート セキュリティを使用すると、セキュリティ違反
にならないようにして、ポート チャネル制御パケットを通過させることができます。ポー
ト チャネル制御トラフィックには、次のプロトコルが含まれます。
• ポート集約プロトコル（PAgP）
• リンク集約制御プロトコル（LACP）
• スイッチ間リンク（ISL）
• IEEE 802.1Q
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セキュア メンバ ポートの設定
ポート チャネル インターフェイスのポート セキュリティ設定は、メンバ ポートのポート
セキュリティ設定には影響しません。
メンバ ポートの追加
セキュア インターフェイスをポート チャネル インターフェイスのメンバ ポートとして追加
した場合、デバイスはメンバ ポートで学習されたダイナミック セキュア アドレスをすべて
廃棄しますが、メンバ ポートのその他のポート セキュリティ設定はすべて実行コンフィギュ
レーションに保持します。セキュア メンバ ポートで学習されたスティッキ方式とスタティッ
ク方式のセキュア MAC アドレスも、NVRAM ではなく実行コンフィギュレーションに保存
されます。
ポート セキュリティがメンバ ポートではイネーブルになっていて、ポート チャネル イン
ターフェイスではイネーブルになっていない場合、メンバ ポートをポート チャネル イン
ターフェイスに追加しようとすると警告されます。セキュア メンバ ポートを非セキュア
ポート チャネル インターフェイスに強制的に追加するには、force キーワードを指定して
channel-group コマンドを使用します。
ポートがポート チャネル インターフェイスのメンバである間は、メンバ ポートのポート セ
キュリティを設定できません。これを行うには、まずメンバ ポートをポート チャネル イン
ターフェイスから削除する必要があります。
メンバ ポートの削除
メンバ ポートをポート チャネル インターフェイスから削除すると、メンバ ポートのポート
セキュリティ設定が復元されます。ポート チャネル インターフェイスに追加する前にその
ポートで学習されたスタティック方式とスティッキ方式のセキュア MAC アドレスは、
NVRAM に復元され、実行コンフィギュレーションからは削除されます。

（注）

ポート チャネル インターフェイスを削除したあとで、すべてのポー
トのセキュリティを必要に応じて確保するためには、すべてのメンバ
ポートのポート セキュリティ設定を詳細に検査することを推奨しま
す。
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ポート チャネル インターフェイスの削除
セキュア ポート チャネル インターフェイスを削除すると、次の処理が行われます。
• ポート チャネル インターフェイスの学習されたセキュア MAC アドレスがすべて廃棄
されます。これには、ポート チャネル インターフェイスで学習されたスタティック方
式とスティッキ方式のセキュア MAC アドレスが含まれます。
• 各メンバ ポートのポート セキュリティ設定が復元されます。ポート チャネル インター
フェイスに追加する前にそれらのメンバ ポートで学習されたスタティック方式とス
ティッキ方式のセキュア MAC アドレスは、NVRAM に復元され、実行コンフィギュ
レーションからは削除されます。ポート チャネル インターフェイスへの参加前にメン
バ ポートでポート セキュリティがイネーブルになっていなかった場合、そのメンバ
ポートでは、ポート チャネル インターフェイスの削除後もポート セキュリティがイ
ネーブルになりません。

（注）

ポート チャネル インターフェイスを削除したあとで、すべてのポー
トのセキュリティを必要に応じて確保するためには、すべてのメンバ
ポートのポート セキュリティ設定を詳細に検査することを推奨しま
す。

ポート セキュリティのディセーブル化
いずれかのメンバ ポートでポート セキュリティがイネーブルになっている場合、ポート
チャネル インターフェイスのポート セキュリティをディセーブルにできません。これを行
うには、まずすべてのセキュア メンバ ポートをポート チャネル インターフェイスから削除
します。メンバ ポートのポート セキュリティをディセーブルにしたあと、必要に応じて、
ポート チャネル インターフェイスに再度追加できます。

ポート タイプの変更
レイヤ 2 インターフェイスにポート セキュリティを設定し、そのインターフェイスのポート タイ
プを変更した場合、デバイスは次のように動作します。
アクセス ポートからトランク ポート
レイヤ 2 インターフェイスをアクセス ポートからトランク ポートに変更すると、デバイス
はダイナミック方式で学習されたすべてのセキュア アドレスをドロップします。デバイス
は、スタティック方式で学習したアドレスをネイティブ トランク VLAN に移行します。
VLAN がすでに存在する場合、スティッキ MAC は同じ VLAN のままか、トランク ポート
のネイティブ VLAN に移動します。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィグレーション ガイド、リリース 6.x
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トランク ポートからアクセス ポート
レイヤ 2 インターフェイスをトランク ポートからアクセス ポートに変更すると、デバイス
はダイナミック方式で学習されたすべてのセキュア アドレスをドロップします。ネイティ
ブ トランク VLAN でスティッキ方式で学習されたアドレスはすべて、アクセス VLAN に移
行されます。ネイティブ トランク VLAN でない場合、スティッキ方式で学習されたセキュ
ア アドレスはドロップされます。
スイッチド ポートからルーテッド ポート
インターフェイスをレイヤ 2 インターフェイスからレイヤ 3 インターフェイスに変更する
と、デバイスはそのインターフェイスのポート セキュリティをディセーブルにし、そのイ
ンターフェイスのすべてのポート セキュリティ設定を廃棄します。デバイスは、学習方式
に関係なく、そのインターフェイスのセキュア MAC アドレスもすべて廃棄します。
ルーテッド ポートからスイッチド ポート
インターフェイスをレイヤ 3 インターフェイスからレイヤ 2 インターフェイスに変更する
と、デバイス上のそのインターフェイスのポート セキュリティ設定はなくなります。

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

ポート セキュリティのバーチャライゼーション サポート
ポート セキュリティは次のように VDC をサポートします。
• ポート セキュリティは各 VDC に設定されます。ポート セキュリティは VDC 単位でイネー
ブルにし設定できます。
• セキュア MAC アドレスは VDC ごとに個別に維持されます。
• ある VDC のセキュア MAC アドレスが別の VDC の保護インターフェイス上にあっても、セ
キュリティ違反にはなりません。

ポート セキュリティのライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィグレーション ガイド、リリース 6.x
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製品

ライセンス要件

Cisco NX-OS

ポート セキュリティにはライセンスは必要あり
ません。ライセンス パッケージに含まれていな
い機能は、Cisco NX-OS デバイス イメージにバ
ンドルされており、追加料金なしで利用できま
す。Cisco NX-OS ライセンス方式の詳細につい
ては、Cisco NX-OS ソフトウェアのライセンス
および版権情報（は、次の URL から入手でき
ます。http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/
datacenter/sw/4_0/nx-os/license_agreement/nx-ossw_
lisns.html）を参照してください。

ポート セキュリティの前提条件
ポート セキュリティの前提条件は次のとおりです。
• ポート セキュリティで保護するデバイスのポート セキュリティをグローバルにイネーブル
化すること。

ポート セキュリティのデフォルト設定
次の表に、ポート セキュリティ パラメータのデフォルト設定を示します。
表 1：ポート セキュリティ パラメータのデフォルト値

パラメータ（Parameters）

デフォルト

ポート セキュリティがグローバルにイネーブル ディセーブル
かどうか
インターフェイス単位でポート セキュリティが ディセーブル
イネーブルかどうか
MAC アドレス ラーニング方式

Dynamic

セキュア MAC アドレスのインターフェイス最 1
大数
セキュリティ違反時の処理

シャットダウン

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィグレーション ガイド、リリース 6.x
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ポート セキュリティの注意事項と制約事項
ポート セキュリティを設定する場合、次の注意事項に従ってください。
• ポート セキュリティは PVLAN ポートでサポートされています。
• ポート セキュリティは、スイッチド ポート アナライザ（SPAN）の宛先ポートをサポートし
ません。
• ポート セキュリティは他の機能に依存しません。
• ポート セキュリティはチャネル グループのポートを設定する前に無効にする必要がありま
す。
• ポート セキュリティは vPC ポートではサポートされていません。
• ポート セキュリティは、レイヤ 2 イーサネット インターフェイス上で 802.1X とともに動作
します。
関連トピック
802.1X とポート セキュリティ

ポート セキュリティの設定
ポートセキュリティのグローバルなイネーブル化またはディセーブル
化
デバイスに対してポート セキュリティ機能のグローバルなイネーブル化またはディセーブル化が
可能です。デフォルトで、ポート セキュリティはグローバルにディセーブルになっています。
ポートセキュリティをディセーブルにすると、インターフェイスのすべてのポートセキュリティ
設定が無効になります。ポート セキュリティをグローバルにディセーブル化すると、すべての
ポート セキュリティ設定が失われます。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] feature port-security
3. show port-security
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] feature port-security
例：

ポート セキュリティをグローバルにイネーブル化しま
す。no オプションを使用すると ポート セキュリティ
はグローバルにディセーブル化されます。

switch(config)# feature port-security

ステップ 3

show port-security

ポート セキュリティのステータスを表示します。

例：
switch(config)# show port-security

ステップ 4

copy running-config startup-config
例：

（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 インターフェイスに対するポート セキュリティのイネーブル
化またはディセーブル化
レイヤ 2 インターフェイスに対してポート セキュリティ機能のイネーブル化またはディセーブル
化が可能です。デフォルトでは、ポート セキュリティはすべてのインターフェイスでディセーブ
ルです。
インターフェイスのポート セキュリティをディセーブルにすると、そのインターフェイスのすべ
てのスイッチポートのポート セキュリティ設定が失われます。
ポート チャネルのポート セキュリティは次のようにしてイネーブル化できます。
• channel-group コマンドを使用して、メンバ リンクをポート チャネルにバンドルし、次にポー
ト チャネルのポート セキュリティをイネーブルにします。
• ポート チャネルを作成し、ポート セキュリティを設定します。メンバ リンクのポート セ
キュリティを設定し、channel-group コマンドを使用してメンバ リンクをバンドルします。

はじめる前に
ポート セキュリティがグローバルにイネーブル化されている必要があります。
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レイヤ 2 イーサネット インターフェイスがポート チャネル インターフェイスのメンバである場
合、レイヤ 2 イーサネット インターフェイスに対するポート セキュリティはイネーブルまたは
ディセーブルにできません。
セキュア レイヤ 2 ポート チャネル インターフェイスのメンバのいずれかのポート セキュリティ
がイネーブルになっている場合、先にポート チャネル インターフェイスからセキュア メンバ ポー
トをすべて削除しない限り、そのポート チャネル インターフェイスのポート セキュリティをディ
セーブルにできません。

手順の概要
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. switchport
4. [no] switchport port-security
5. show running-config port-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

次のいずれかのコマンドを入力します。
• interfaceethernetslot/port
• interfaceport-channelchannel-number

ポートセキュリティを設定するイーサネットインター
フェイスまたはポート 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)#

ステップ 3

switchport

そのインターフェイスを、レイヤ 2 インターフェイス
として設定します。

例：
switch(config-if)# switchport
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

[no] switchport port-security

インターフェイス上でポート セキュリティをイネー
ブルにします。no オプションを使用すると、そのイ
ンターフェイスのポート セキュリティがディセーブ
ルになります。

例：
switch(config-if)# switchport port-security

ステップ 5

show running-config port-security

ポート セキュリティの設定を表示します。

例：
switch(config-if)# show running-config
port-security

ステップ 6

copy running-config startup-config
例：

（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
セキュア MAC アドレスの学習, （2 ページ）
スティッキ MAC アドレス ラーニングのイネーブル化またはディセーブル化, （17 ページ）

スティッキ MAC アドレス ラーニングのイネーブル化またはディセー
ブル化
インターフェイスのスティッキ MAC アドレス ラーニングをディセーブルまたはイネーブルに設
定できます。スティッキ学習をディセーブルにすると、そのインターフェイスはダイナミック
MAC アドレス ラーニング（デフォルトの学習方式）に戻ります。
デフォルトでは、スティッキ MAC アドレス ラーニングはディセーブルです。

はじめる前に
ポート セキュリティがグローバルにイネーブル化されている必要があります。
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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。
• interfaceethernetslot/port
• interfaceport-channelchannel-number
3. switchport
4. [no] switchport port-security mac-address sticky
5. show running-config port-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

次のいずれかのコマンドを入力します。
• interfaceethernetslot/port

スティッキ MAC アドレス ラーニングを設定するイ
ンターフェイスのインターフェイス コンフィギュ
レーション モードを開始します。

• interfaceport-channelchannel-number

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

ステップ 3

switchport

そのインターフェイスを、レイヤ 2 インターフェイ
スとして設定します。

例：
switch(config-if)# switchport

ステップ 4

[no] switchport port-security mac-address sticky そのインターフェイスのスティッキ MAC アドレス
ラーニングをイネーブルにします。no オプションを
例：
使用すると スティッキ MAC アドレス ラーニングが
switch(config-if)# switchport port-security
ディセーブルになります。
mac-address sticky

ステップ 5

show running-config port-security

ポート セキュリティの設定を表示します。

例：
switch(config-if)# show running-config
port-security
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

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

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

インターフェイスのスタティック セキュア MAC アドレスの追加
レイヤ 2 インターフェイスにスタティック セキュア MAC アドレスを追加できます。

（注）

MAC アドレスが任意のインターフェイスでセキュア MAC アドレスである場合、その MAC ア
ドレスがすでにセキュア MAC アドレスとなっているインターフェイスからその MAC アドレ
スを削除するまで、その MAC アドレスをスタティック セキュア MAC アドレスとして別のイ
ンターフェイスに追加することはできません。
デフォルトでは、インターフェイスにスタティック セキュア MAC アドレスは設定されません。

はじめる前に
ポート セキュリティがグローバルにイネーブル化されている必要があります。
インターフェイスのセキュア MAC アドレス最大数に達していないことを確認します。必要に応
じて、セキュア MAC アドレスを削除するか、インターフェイスの最大アドレス数を変更できま
す。

手順の概要
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] switchport port-security mac-address address [vlanvlan-ID]
4. show running-config port-security
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

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

ステップ 3

[no] switchport port-security mac-address address 現在のインターフェイスのポート セキュリティに
[vlanvlan-ID]
スタティック MAC アドレスを設定します。そのア
ドレスからのトラフィックを許可する VLAN を指
例：
定する場合は、vlan キーワードを使用します。
switch(config-if)# switchport port-security
mac-address 0019.D2D0.00AE

ステップ 4

show running-config port-security

ポート セキュリティの設定を表示します。

例：
switch(config-if)# show running-config
port-security

ステップ 5

copy running-config startup-config
例：

（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
ポート セキュリティの設定の確認, （29 ページ）
MAC アドレスの最大数の設定, （24 ページ）
ダイナミック セキュア MAC アドレスの削除, （23 ページ）
インターフェイスのスタティック セキュア MAC アドレスの削除, （20 ページ）

インターフェイスのスタティック セキュア MAC アドレスの削除
レイヤ 2 インターフェイスのスタティック セキュア MAC アドレスを削除できます。
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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。
• interfaceethernetslot/port
• interfaceport-channelchannel-number
3. noswitchport port-security mac-address address
4. show running-config port-security
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

スタティック セキュア MAC アドレスを削除する
インターフェイスのインターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

• interfaceport-channelchannel-number

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

ステップ 3

noswitchport port-security mac-address address
例：

現在のインターフェイスのポート セキュリティか
らスタティック セキュア MAC アドレスを削除し
ます。

switch(config-if)# no switchport port-security
mac-address 0019.D2D0.00AE

ステップ 4

show running-config port-security

ポート セキュリティの設定を表示します。

例：
switch(config-if)# show running-config
port-security

ステップ 5

copy running-config startup-config
例：

（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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スティッキ セキュア MAC アドレスの削除
スティッキ セキュア MAC アドレスを削除できます。この際、削除するアドレスが設定されてい
るインターフェイスで、スティッキ方式のアドレス学習を一時的にディセーブルにする必要があ
ります。

はじめる前に
ポート セキュリティがグローバルにイネーブル化されている必要があります。

手順の概要
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 switchport port-security mac-address sticky
4. clear port-security dynamic addressaddress
5. （任意） show port-security address interface {ethernet slot/port | port-channel channel-number}
6. （任意） switchport port-security mac-address sticky

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

スティッキ セキュア MAC アドレスを削除するイン
ターフェイスのインターフェイス コンフィギュレー
ション モードを開始します。

• interfaceport-channelchannel-number

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

ステップ 3

no switchport port-security mac-address sticky
例：
switch(config-if)# no switchport port-security
mac-address sticky

インターフェイスのスティッキ MAC アドレス ラー
ニングをディセーブルにします。これにより、イン
ターフェイスのスティッキ セキュア MAC アドレス
が、ダイナミック セキュア MAC アドレスに変換さ
れます。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

clear port-security dynamic addressaddress

指定したダイナミック セキュア MAC アドレスを削
除します。

例：
switch(config-if)# clear port-security dynamic
address 0019.D2D0.02GD

ステップ 5

show port-security address interface {ethernet
slot/port | port-channel channel-number}

（任意）
セキュア MAC アドレスを表示します。削除したア
ドレスは表示されません。

例：
switch(config)# show port-security address

ステップ 6

（任意）
そのインターフェイスのスティッキ MAC アドレス
ラーニングを再度イネーブルにします。

switchport port-security mac-address sticky
例：
switch(config-if)# switchport port-security
mac-address sticky

ダイナミック セキュア MAC アドレスの削除
ダイナミックに学習されたセキュア MAC アドレスを削除できます。

はじめる前に
ポート セキュリティがグローバルにイネーブル化されている必要があります。

手順の概要
1. configure terminal
2. clear port-security dynamic {interface ethernetslot/port | addressaddress} [vlanvlan-ID]
3. show port-security address
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

clear port-security dynamic {interface
ethernetslot/port | addressaddress}
[vlanvlan-ID]

ダイナミックに学習されたセキュア MAC アドレスを削除
します。次の方法で指定できます。

例：
switch(config)# clear port-security
dynamic interface ethernet 2/1

interface キーワードを使用すると、指定したインターフェ
イスでダイナミックに学習されたアドレスがすべて削除さ
れます。
address キーワードを使用すると、指定した単一のダイナ
ミック学習アドレスが削除されます。
特定の VLAN のアドレスを削除するようにコマンドに制限
を加えるには、vlan キーワードを使用します。

ステップ 3

show port-security address

セキュア MAC アドレスを表示します。

例：
switch(config)# show port-security
address

ステップ 4

copy running-config startup-config
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 アドレスの最大数の設定
レイヤ 2 インターフェイスで学習可能な MAC アドレスまたはスタティックに設定可能な MAC ア
ドレスの最大数を設定できます。レイヤ 2 インターフェイス上の VLAN 単位でも MAC アドレス
の最大数を設定できます。インターフェイスに設定できる最大アドレス数は1025です。システム
の最大アドレス数は 8192 です。
デフォルトでは、各インターフェイスのセキュア MAC アドレスの最大数は 1 です。VLAN には、
セキュア MAC アドレス数のデフォルトの最大値はありません。

（注）

インターフェイスですでに学習されているアドレス数またはインターフェイスにスタティック
に設定されたアドレス数よりも小さい数を最大数に指定すると、デバイスはこのコマンドを拒
否します。ダイナミック方式で学習されたアドレスをすべて削除するには、shutdown および
no shutdown のコマンドを使用して、インターフェイスを再起動します。

はじめる前に
ポート セキュリティがグローバルにイネーブル化されている必要があります。
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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。
• interfaceethernetslot/port
• interfaceport-channelchannel-number
3. [no] switchport port-security maximum number [vlanvlan-ID]
4. show running-config port-security
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 は、MAC アドレスの最大数を設定する
インターフェイスです。

• interfaceport-channelchannel-number

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

ステップ 3

[no] switchport port-security maximum number 現在のインターフェイスで学習可能な MAC アドレスま
[vlanvlan-ID]
たはスタティックに設定可能な MAC アドレスの最大数
を設定します。number の最大値は 1025 です。no オプ
例：
ションを使用すると、MAC アドレスの最大数がデフォ
switch(config-if)# switchport port-security
ルト値（1）にリセットされます。
maximum 425
最大数を適用する VLAN を指定する場合は、vlan キー
ワードを使用します。

ステップ 4

show running-config port-security

ポート セキュリティの設定を表示します。

例：
switch(config-if)# show running-config
port-security
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

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

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

関連トピック
ダイナミック セキュア MAC アドレスの削除, （23 ページ）
インターフェイスのスタティック セキュア MAC アドレスの削除, （20 ページ）

アドレス エージングのタイプと期間の設定
MAC アドレス エージングのタイプと期間を設定できます。デバイスは、ダイナミック方式で学
習された MAC アドレスがエージング期限に到達する時期を判断するためにこれらの設定を使用
します。
デフォルトのエージング タイプは絶対エージングです。
デフォルトのエージング タイムは 0 分（エージングはディセーブル）です。

はじめる前に
ポート セキュリティがグローバルにイネーブル化されている必要があります。

手順の概要
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] switchport port-security aging type {absolute | inactivity}
4. [no] switchport port-security aging time minutes
5. show running-config port-security
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

次のいずれかのコマンドを入力します。
• interfaceethernetslot/port

MAC エージングのタイプと期間を設定するインター
フェイスのインターフェイス コンフィギュレーション
モードを開始します。

• interfaceport-channelchannel-number

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

ステップ 3

[no] switchport port-security aging type
{absolute | inactivity}
例：

ダイナミックに学習された MAC アドレスにデバイスが
適用するエージング タイプを設定します。no オプショ
ンを使用すると、エージングタイプがデフォルト値（絶
対エージング）にリセットされます。

switch(config-if)# switchport port-security
aging type inactivity

ステップ 4

[no] switchport port-security aging time minutes ダイナミックに学習された MAC アドレスがドロップさ
れるまでのエージング タイムを分単位で設定します。
例：
minutes の最大値は 1440 です。no オプションを使用す
switch(config-if)# switchport port-security
ると、エージング タイムがデフォルト値である 0（エー
aging time 120
ジングはディセーブル）にリセットされます。

ステップ 5

show running-config port-security

ポート セキュリティの設定を表示します。

例：
switch(config-if)# show running-config
port-security

ステップ 6

copy running-config startup-config
例：

（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

セキュリティ違反時の処理の設定
セキュリティ違反が発生した場合にデバイスが実行する処理を設定できます。違反時の処理は、
ポート セキュリティをイネーブルにしたインターフェイスごとに設定できます。
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デフォルトのセキュリティ処理では、セキュリティ違反が発生したポートがシャットダウンされ
ます。

はじめる前に
ポート セキュリティがグローバルにイネーブル化されている必要があります。

手順の概要
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] switchport port-security violation {protect | restrict | shutdown}
4. show running-config port-security
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

セキュリティ違反時の処理を設定するインターフェ
イスのインターフェイス コンフィギュレーション
モードを開始します。

• interfaceport-channelchannel-number

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

ステップ 3

[no] switchport port-security violation {protect | 現在のインターフェイスのポート セキュリティにセ
restrict | shutdown}
キュリティ違反時の処理を設定します。no オプショ
ンを使用すると、違反時の処理がデフォルト値（イ
例：
ンターフェイスのシャットダウン）にリセットされ
switch(config-if)# switchport port-security
ます。
violation restrict

ステップ 4

show running-config port-security

ポート セキュリティの設定を表示します。

例：
switch(config-if)# show running-config
port-security
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

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

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

ポート セキュリティの設定の確認
ポート セキュリティの設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。このコマンド
の出力フィールドについての詳細は、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Command Reference』
を参照してください。
コマンド

目的

show running-config port-security

ポート セキュリティの設定を表示します。

show port-security

デバイスのポート セキュリティのステータスを
表示します。

show port-security interface

特定のインターフェイスのポート セキュリティ
のステータスを表示します。

show port-security address

セキュア MAC アドレスを表示します。

セキュア MAC アドレスの表示
セキュア MAC アドレスを表示するには、show port-security address コマンドを使用します。この
コマンドの出力フィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Command
Reference』を参照してください。

ポート セキュリティの設定例
次に示す例は、VLAN とインターフェイスのセキュア アドレス最大数が指定されているイーサ
ネット 2/1 インターフェイスのポート セキュリティ設定です。この例のインターフェイスはトラ
ンク ポートです。違反時の処理は Restrict（制限）に設定されています。
feature port-security
interface Ethernet 2/1
switchport
switchport port-security
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switchport
switchport
switchport
switchport

port-security
port-security
port-security
port-security

maximum 10
maximum 7 vlan 10
maximum 3 vlan 20
violation restrict

ポート セキュリティに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

レイヤ 2 スイッチング

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Configuration Guide』

ポート セキュリティ コマンド：完全なコマン
ド構文、コマンド モード、コマンド履歴、デ
フォルト値、使用上の注意、例

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Command
Reference』

標準
Title

標準

この機能でサポートされる新規の標準または変 —
更された標準はありません。また、既存の標準
のサポートは変更されていません。

MIB
Cisco NX-OS はポート セキュリティに関して読み取り専用の SNMP をサポートしています。
MIB

MIB のリンク

• CISCO-PORT-SECURITY-MIB
（注）

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

トラップは、セキュア MAC アドレス http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/
の違反の通知についてサポートされ cmtk/mibs.shtml
ています。

ポート セキュリティの機能の履歴
次の表に、この機能のリリースの履歴を示します。
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表 2：ポート セキュリティの機能の履歴

機能名

リリース

機能情報

ポート セキュリティ

6.0(1)

Release 5.2 以降、変更はあ
りません。

ポート セキュリティ

5.2(1)

Release 5.1 以降、変更はあ
りません。

ポート セキュリティ

5.1(1)

Release 5.0 以降、変更はあ
りません。

ポート セキュリティ

5.0(2)

Release 4.2 以降、変更はあ
りません。

ポート セキュリティ

4.2(1)

レイヤ 2 ポート チャネル
インターフェイスがサポー
トされるようになりまし
た。
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