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

Cisco TrustSec のアーキテクチャ
Cisco TrusSecのセキュリティアーキテクチャは、信頼できるネットワークデバイスのクラウドを
確立することによってセキュアネットワークを構築します。クラウド内の各デバイスは、そのネ

イバーによって認証されます。クラウド内のデバイス間リンクでの通信は、暗号化、メッセージ

整合性検査、データパスリプレイ防止メカニズムを組み合わせたセキュリティで保護されます。

またCiscoTrustSecは、認証時に取得されたデバイスおよびユーザの識別情報を、ネットワークに
入る際のパケットの分類またはカラリングに使用します。このパケット分類は、Cisco TrustSec
ネットワークへの入力時にパケットにタグ付けされることにより維持されます。タグによってパ

ケットはデータパス全体を通じて正しく識別され、セキュリティおよびその他のポリシー基準が

適用されます。このタグは、セキュリティグループタグ（SGT）と呼ばれることもあります。エ
ンドポイント装置がSGTに応じてトラフィックをフィルタリングできるようにすることにより、
アクセスコントロールポリシーをネットワークに強制できます。

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

（注）

次の図に、Cisco TrustSecクラウドの例を示します。この例では、Cisco TrustSecクラウド内に、
ネットワーク接続されたデバイスが数台とエンドポイント装置が 1台あります。エンドポイント
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装置 1台とネットワーク接続デバイス 1台がクラウドの外部にあるのは、これらが Cisco TrustSec
対応デバイスでないか、またはアクセスを拒否されたからです。

図 1：Cisco TrustSec ネットワーククラウドの例

Cisco TrustSecアーキテクチャは、主に次のコンポーネントで構成されています。

認証

Cisco TrustSecネットワークにデバイスを加入させる前に、各デバイスの識別情報を検証し
ます。

許可

認証されたデバイスの識別情報に基づいて、Cisco TrustSecネットワークのリソースに対す
るデバイスのアクセス権のレベルを決定します。

アクセスコントロール

各パケットのソースタグを使用して、パケット単位でアクセスポリシーを適用します。

セキュアな通信

Cisco TrustSecネットワークの各リンク上のパケットに、暗号化、整合性検査、およびデー
タパスリプレイ防止を提供します。

Cisco TrustSecネットワークには、次のエンティティがあります。

サプリカント

Cisco TrustSecネットワークへの加入を試行するデバイス

オーセンティケータ（AT）

すでに Cisco TrustSecネットワークに含まれているデバイス
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許可サーバ

認証情報、許可情報、またはその両方を提供できるサーバ

サプリカントと ATの間のリンクの初回の確立時には、次の一連のイベントが発生します。

認証（802.1X）

認証サーバがサプリカントの認証を実行します。または、これらのデバイスが無条件に相互

認証するように設定している場合は認証がそのまま完了します。

許可

リンクの両側が、そのリンクに適用する SGTおよびACLなどのポリシーを取得します。サ
プリカントは、認証サーバへの他のレイヤ 3ルートがない場合には、ATをリレーとして使
用する必要があります。

セキュリティアソシエーションプロトコル（SAP）ネゴシエーション

サプリカントと ATの間で、EAPOL-Keyが交換され、暗号スイートのネゴシエーション、
セキュリティパラメータインデックス（SPI）の交換、およびキーの管理が実行されます。
これら 3つの作業が正常に完了すると、セキュリティアソシエーション（SA）が確立しま
す。

SAPネゴシエーションが完了するまで、ポートは無許可ステート（ブロッキングステート）で
す。

次の図に、SAPネゴシエーションを示します。この図では、SAPネゴシエーションが完了するま
で、ポートが無許可ステートであることも示しています。

図 2：SAP ネゴシエーション

SAPネゴシエーションには、次のいずれかの動作モードを使用します。

• Galois/Counter Mode（GCM）暗号化

• GCM認証（GMAC）
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•カプセル化なし（クリアテキスト）

•暗号化も認証もなしのカプセル化

Cisco TrustSecは、IEEE 802.1AE規格に基づいて、ESP-128 GCMおよび GMACを使用します。

認証

Cisco TrustSecは、デバイスのネットワーク加入を許可する前にデバイスを認証します。Cisco
TrustSecは、拡張認証プロトコル（EAP）方式としての Extensible Authentication Protocol Flexible
Authentication via Secure Tunnel（EAP-FAST）とともに、802.1X認証を使用して、認証を実行しま
す。

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

図 3：Cisco TrustSec の認証

EAP-FAST への Cisco TrustSec の機能拡張

Cisco TrustSecに EAP-FASTを実装することにより、次の機能拡張が実現しました。

オーセンティケータの認証

ATと認証サーバの間の共有秘密を得るために Protected Access Credential（PAC）を使用する
ように ATに求めることにより、ATのアイデンティティをセキュアに判断します。また、
この機能により、ATが使用できるすべての IPアドレスに関して認証サーバに RADIUS共
有秘密を設定する手間が省けます。
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ネイバーの IDを各ピアに通知

認証交換の完了までに、認証サーバはサプリカントとATの両方を識別します。認証サーバ
は、保護された EAP-FAST終端で追加の type-length-value（TLV）パラメータを使用して、
ATのアイデンティティと、その ATが Cisco TrustSecに対応しているかどうかをサプリカン
トに伝えます。認証サーバはさらに、Access- Acceptメッセージの RADIUS属性を使用し
て、サプリカントのアイデンティティおよびそのサプリカントが Cisco TrustSecに対応して
いるかどうかをATに伝えます。各ピアは、ネイバーのアイデンティティを認識しているた
め、認証サーバに追加の RADIUS Access-Requestsを送信し、リンクに適用されるポリシー
を取得できます。

ATポスチャ評価

ATは、サプリカントの代わりに認証サーバと認証交換を開始すると、そのポスチャ情報を
認証サーバに提供します。

802.1X ロールの選択

802.1Xでは、ATに認証サーバとの IP接続が必要です。ATは RADIUS over UDP/IPを使用してサ
プリカントと ATの認証交換をリレーする必要があるためです。PCなどのエンドポイント装置は
ネットワークへの接続時にサプリカントとして動作することになります。ただし、2つのネット
ワークデバイス間の Cisco TrustSec接続の場合、各ネットワークデバイスの 802.1Xロールが他方
のネットワークデバイスに即座に認識されない場合もあります。

NX-OSデバイスに ATとサプリカントのロールを手動で設定する代わりに、Cisco TrustSecはロー
ル選択アルゴリズムを実行し、ATとして動作するCiscoNX-OSデバイスとサプリカントとして動
作するデバイスを自動的に判断します。ロール選択アルゴリズムは、RADIUSサーバに IPで到達
可能なデバイスにATロールを割り当てます。どちらのデバイスもATとサプリカントの両方のス
テートマシンを起動します。あるCisco NX-OSデバイスが、ピアにRADIUSサーバへのアクセス
権があることを検出すると、そのデバイスは自身の ATステートマシンを終了し、サプリカント
のロールを引き受けます。両方の Cisco NXデバイスに RADIUSサーバへのアクセス権がある場
合、アルゴリズムは EAP over LAN（EAPOL）パケット送信の送信元として使用されるMACアド
レスを比較します。MACアドレスの値が大きい方の Cisco NX-OSデバイスが ATになり、もう一
方の Cisco NX-OSデバイスがサプリカントになります。

Cisco TrustSec 認証の概要

Cisco TrustSec認証プロセスが完了するまでに、認証サーバは次の処理を行います。

•サプリカントと ATのアイデンティティの検証

•サプリカントがエンドポイント装置の場合はユーザの認証

Cisco TrustSec認証プロセスの完了時には、ATおよびサプリカントの両方が次の情報を取得して
います。

•ピアのデバイス ID

•ピアの Cisco TrustSec機能についての情報
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• SAPに使用されるキー

デバイス ID
CiscoTrustSecはデバイスの IDとして IPアドレスもMACアドレスも使用しません。その代わり、
各 Cisco TrustSec対応 Cisco NX-OSデバイスに、Cisco TrustSecネットワークで一意に識別できる
名前（デバイス ID）を手動で割り当てる必要があります。このデバイス IDは次の操作に使用さ
れます。

•認証ポリシーの検索

•認証時におけるデータベース内のパスワードの検索

デバイスのクレデンシャル

Cisco TrustSecはパスワードベースのクレデンシャルをサポートしています。認証サーバは、代わ
りに自己署名式の証明書を使用する場合もあります。Cisco TrustSecはパスワードでサプリカント
を認証し、MSCHAPv2を使用することにより、たとえ認証サーバの証明書を検証できなくても、
相互認証が可能です。

認証サーバはこれらのクレデンシャルを EAP-FASTフェーズ 0（プロビジョニング）の交換（サ
プリカントでPACがプロビジョニングされる）中にサプリカントの相互認証に使用します。Cisco
TrustSecは PACの期限が切れるまで、EAP-FASTフェーズ 0の交換は再実行しません。その後の
リンク起動時には、EAP-FASTフェーズ 1とフェーズ 2の交換だけを実行します。EAP-FAST
フェーズ 1交換では、認証サーバとサプリカントの相互認証に PACを使用します。Cisco TrustSec
がデバイスのクレデンシャルを使用するのは、PACプロビジョニング（または再プロビジョニン
グ）段階だけです。

認証サーバは、Cisco TrustSecネットワークにサプリカントが最初に加入する際に、一時的に設定
されたパスワードをそのサプリカントの認証に使用します。サプリカントが最初に Cisco TrustSec
ネットワークに加入する際に、認証サーバは証明書を作成してサプリカントを認証し、強力なパ

スワードを生成して、これを PACでサプリカントに送信します。認証サーバはさらに、データ
ベースに新しいパスワードを保存します。認証サーバとサプリカントは、その後の EAP-FAST
フェーズ 0交換の相互認証にこのパスワードを使用します。

User Credentials
Cisco TrustSecには、エンドポイント装置の特定タイプのユーザクレデンシャルは必要ありませ
ん。ユーザに対して任意のタイプの認証方式（MSCHAPv2、LEAP、GenericTokenCard（GTC）、
または OTPなど）を選択し、対応するクレデンシャルを使用できます。Cisco TrustSecは、
EAP-FASTフェーズ 2交換の一部として EAP-FASTトンネル内でユーザ認証を実行します。
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SGACL と SGT
セキュリティグループアクセスリスト（SGACL）を使用すると、割り当てられたセキュリティ
グループに基づいてユーザが実行できる操作を制御できます。許可をロールにまとめることによ

り、セキュリティポリシーの管理が容易になります。Cisco NX-OSデバイスにユーザを追加する
際に、1つ以上のセキュリティグループを割り当てれば、ユーザは適切な許可を即座に受信でき
ます。セキュリティグループを変更することにより、新しい許可を追加したり、現在の許可を制

限することもできます。

Cisco TrustSecはセキュリティグループに、セキュリティグループタグ（SGT）という 16ビット
の固有のタグを割り当てます。Cisco NX-OSデバイス内の SGTの数は認証済みのネットワークエ
ンティティの数に制限されます。SGTは全社内の送信元の許可を示す単一ラベルです。範囲は
Cisco TrustSecネットワーク内でグローバルです。

管理サーバは、セキュリティポリシーの設定に基づいてSGTを引き出します。これらを手動で設
定する必要はありません。

いったん認証されると、Cisco TrustSecはデバイスを送信元とするすべてのパケットに、そのデバ
イスが割り当てられているセキュリティグループを表すSGTを付けます。タグ付けされたパケッ
トはネットワークを通じて Cisco TrustSecヘッダーで SGTを運びます。このタグは、送信元のグ
ループを表しているので、送信元の SGTとして参照されます。Cisco TrustSecは、ネットワーク
の出口で、パケットの宛先デバイスに割り当てられているグループを判断し、アクセスコント

ロールポリシーを適用します。

Cisco TrustSecはセキュリティグループ間のアクセスコントロールポリシーを定義します。Cisco
TrustSecは、ネットワーク内のデバイスをセキュリティグループに割り当て、セキュリティグ
ループ間およびセキュリティグループ内でアクセスコントロールを適用することにより、ネット

ワーク内での原則的なアクセスコントロールを行います。

次の図に SGACLポリシーの例を示します。

図 4：SGACL ポリシーの例
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Cisco TrustSecネットワークでは、次の図のように SGTの割り当てと SGACLの強制が実行されま
す。

図 5：Cisco TrustSec ネットワークでの SGT と SGACL

CiscoNX-OSデバイスは、従来のACLの IPアドレスではなく、デバイスグループにCiscoTrustSec
アクセスコントロールポリシーを定義します。このような組み合わせの解除によって、ネット

ワーク全体でネットワークデバイスを自由に移動し、IPアドレスを変更できます。ネットワーク
トポロジ全体を変更することが可能です。ロールと許可が同じであれば、ネットワークが変更さ

れてもセキュリティポリシーには影響しません。この機能によって、ACLのサイズが大幅に節約
され、保守作業も簡単になります。

従来の IPネットワークでは、設定されているアクセスコントロールエントリ（ACE）の数は次
のようにして決まります。

ACEの数=（指定されている送信元の数）X（指定されている宛先の数）X（指定されている許可
の数）

Cisco TrustSecでは、次の式を使用します。

ACEの数 =指定されている許可の数

送信元セキュリティグループの判断

Cisco TrustSecクラウドの入口のネットワークデバイスは、Cisco TrustSecクラウドにパケットを
転送する際に、パケットに SGTをタグ付けできるように、Cisco TrustSecクラウドに入るパケッ
トの SGTを判断する必要があります。出口のネットワークデバイスは、SGACLを適用できるよ
うに、パケットの SGTを判断する必要があります。

ネットワークデバイスは、次のいずれかの方法でパケットの SGTを判断できます。

•ポリシー取得時に送信元の SGTを取得する：Cisco TrustSec認証フェーズ後、ネットワーク
デバイスは認証サーバからポリシーを取得します。認証サーバは、ピアデバイスが信頼でき

るかどうかを伝えます。ピアデバイスが信頼できない場合、認証サーバはそのピアデバイ

スから着信するすべてのパケットに適用する SGTも提供します。

• Cisco TrustSecヘッダーの送信元 SGTフィールドを取得する：信頼できるピアデバイスから
パケットが着信した場合、そのパケットにとってネットワークデバイスが Cisco TrustSecク
ラウド内の最初のネットワークデバイスではない場合に、Cisco TrustSecヘッダーの SGT
フィールドで正しい値が伝送されます。
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•送信元 IPアドレスに基づいて送信元 SGTを検索する：場合によっては、送信元 IPアドレス
に基づいてパケットのSGTを判断するようにパケットを手動で設定できます。SGTExchange
Protocol（SXP）も、IP-address-to-SGTマッピングテーブルに値を格納できます。

宛先セキュリティグループの判断

Cisco TrustSecクラウドの出口のネットワークデバイスは、SGACLを適用する宛先グループを判
断します。場合によっては、入口のデバイスまたは出口以外のその他のデバイスが、使用できる

宛先グループの情報を持っていることもあります。このような場合、SGACLは出口のデバイスで
はなくこれらのデバイスに適用されます。

Cisco TrustSecは、パケットの宛先グループを決定します。以下のとおりに設定します。

•ポリシー取得時に出力ポートの宛先 SGTを取得する。

•宛先 IPアドレスに基づいて宛先 SGTを検索する。

宛先SGTを設定して、ファブリックエクステンダ（FEX）またはvEthernetポート上の出力ブロー
ドキャスト、マルチキャスト、および不明なユニキャストトラフィックに対して Cisco TrustSec
を強制することはしません。代わりに、DSTをゼロ（不明）に設定します。次に、正しい設定の
例を示します。

cts role-based access-list acl-on-fex-egress
deny udp
deny ip

cts role-based sgt 9 dst 0 access-list acl-on-fex-egress

SXP によるレガシーアクセスネットワークへの SGT の伝播
アクセスレイヤの Cisco NX-OSデバイスハードウェアは Cisco TrustSecをサポートしています。
Cisco TrustSecハードウェアがないと、Cisco TrustSecソフトウェアはパケットに SGTをタグ付け
できません。SXPを使用すると、Cisco TrustSecのハードウェアサポートがないネットワークデ
バイスに SGTを伝播できます。

SXPはアクセスレイヤデバイスと宛先レイヤデバイスの間で動作します。アクセスレイヤデバ
イスは SXPを使用して、SGTとともに Cisco TrustSec認証デバイスの IPアドレスをディストリ
ビューションスイッチに渡します。CiscoTrustSec対応のソフトウェアとハードウェアを両方備え
たディストリビューションデバイスはこの情報を使用して、パケットに適切にタグを付け、SGACL
ポリシーを強制します。
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次の図に、SXPを使用して、従来のネットワークで SGT情報を伝播する方法を示します。

図 6：SXP を使用した SGT 情報の伝播

パケットへの SGTのタグ付けには、ハードウェアによるサポートが必要です。ネットワーク内
に、パケットにSGTのタグ付けを行えないデバイスが含まれている可能性もあります。これらの
デバイスから Cisco TrustSec対応のハードウェアを搭載しているデバイスに IPアドレスと SGTの
マッピングを送信できるようにするには、SXP接続を手動で設定する必要があります。SXP接続
の手動での設定には、次のことが必要です。

• SXPデータの整合性と認証が必要になる場合は、ピアデバイスの両方に同じ SXPパスワー
ドを設定する必要があります。SXPパスワードは各ピア接続に対して明示的に指定すること
も、デバイスに対してグローバルに設定することもできます。SXPパスワードは必須ではあ
りません。

•各ピアを SXP接続に SXPスピーカーまたは SXPリスナーとして設定する必要があります。
スピーカーデバイスはリスナーデバイスに SXP情報を渡します。

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

許可とポリシーの取得

認証が終了すると、サプリカントと ATはいずれも認証サーバからセキュリティポリシーを取得
します。サプリカントとATはお互いに対してポリシーを強制します。サプリカントとATはいず
れも、認証後に受信したピアデバイス IDを提供します。ピアデバイス IDを使用できない場合、
Cisco TrustSecは手動で設定されたピアデバイス IDを使用できます。

認証サーバは次の属性を返します。

Cisco TrustSecの信頼状態

パケットに SGTを付けるにあたり、ネイバーデバイスが信用できるかどうかを示します。
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ピア SGT

ピアが属しているセキュリティグループを示します。ピアが信頼されない場合は、ピアか

ら受信したすべてのパケットは、入力インターフェイスで設定された SGTでタグ付けされ
ます。このインターフェイスで強制がイネーブルである場合、ピア SGTに関連付けられた
SGACLがダウンロードされます。SGACLがピアの SGTに関連付けられているかどうかデ
バイスが認識できないと、そのデバイスはSGACLを取得するために追加要求を送信する場
合もあります。

許可の有効期限

ポリシーの期限が切れるまでの秒数を示します。シスコ独自の AVのペアは、許可または
Cisco TrustSecデバイスへのポリシー応答の期限を表します。Cisco TrustSecデバイスはポリ
シーと許可を期限が切れる前にリフレッシュする必要があります。

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

ヒント

環境データのダウンロード

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

す。たとえば、CiscoTrustSecのシードデバイスには認証サーバの情報を設定する必要があります
が、この情報は、デバイスが認証サーバから取得するサーバリストを使用して、後から追加する

ことができます。

デバイスは、期限前にCiscoTrustSec環境データをリフレッシュする必要があります。また、この
データの有効期限が切れていなければ、データをキャッシュし、リブート後に再利用することも

できます。

デバイスは RADIUSを使用して、認証サーバから次の環境データを取得します。

サーバリスト

クライアントがその後の RADIUS要求に使用できるサーバのリスト（認証および許可の両
方）

Device SGT

そのデバイス自体が属しているセキュリティグループ

有効期間

Cisco TrustSecデバイスが環境データをリフレッシュする頻度を左右する期間
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RADIUS リレー機能
802.1X認証プロセスで Cisco TrustSec ATのロールを引き受ける Cisco NX-OSデバイスは、認証
サーバへの IP接続を通じて、UDP/IPでの RADIUSメッセージの交換により、認証サーバからポ
リシーと許可を取得します。サプリカントデバイスは認証サーバとの IP接続がなくてもかまいま
せん。サプリカントに認証サーバとの IP接続がない場合、Cisco TrustSecは ATをサプリカント
の RADIUSリレーとして機能させることができます。

サプリカントは、RADIUSサーバの IPアドレスと UDPポートを持つ Cisco TrustSec ATに特別な
EAP over LAN（EAPOL）メッセージを送信し、RADIUS要求を完了します。Cisco TrustSec ATは
受信したEAPOLメッセージからRADIUS要求を抽出し、これをUDP/IPを通じて認証サーバに送
信します。認証サーバから RADIUS応答が返ると、Cisco TrustSec ATはメッセージを EAPOLフ
レームにカプセル化して、サプリカントに転送します。

仮想化のサポート

CiscoTrustSecの設定と操作は、仮想デバイスコンテキスト（VDC）に対してローカルです。VDC
の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を
参照してください。

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

ライセンス要件製品

CiscoNX-OSRelease 6.1以降では、CiscoTrustSec
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すべて Cisco
NX-OSシステムイメージにバンドルされてお
り、追加費用は一切発生しません。

Cisco NX-OS Release 6.1よりも前の場合は、
Cisco TrustSecには Advanced Servicesライセン
スが必要です。CiscoTrustSecライセンスには猶
予期間はありません。CiscoTrustSecを使用する
ためには、事前にAdvancedServicesライセンス
を取得しインストールする必要があります。

Cisco NX-OSライセンス方式の詳細
と、ライセンスの取得および適用の

方法については、『Cisco NX-OS
Licensing Guide』を参照してくださ
い。

（注）

Cisco NX-OS
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Cisco TrustSec の前提条件
Cisco TrustSecの前提条件は次のとおりです。

•デバイスが 6.1よりも前の Cisco NX-OSリリースを実行している場合は、Advanced Services
ライセンスをインストールする必要があります。

• 802.1X機能をイネーブルにする必要があります。

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

• Cisco TrustSec機能をイネーブルにする必要があります。

Cisco TrustSec の注意事項と制約事項
• vPC/vPC+メンバーでのMACSec機能は、CiscoNX-OSRelease 6.2(10)のF2eシリーズモジュー
ルおよび Cisco NX-OS Release 7.2(0)D1(1)の F3のシリーズモジュールでサポートされていま
す。

• Cisco TrustSec（MACsecを含む）は、Cisco NX-OSRelease 6.2(10)より前のバーチャルポート
チャネル（vPC）または vPC+経由ではサポートされていません。

• F1シリーズモジュールは、Cisco TrustSecをサポートしていません。

•次のコマンドは、F1シリーズモジュールでサポートされていません。

◦ cts dot1x

◦ replay-protection

◦ sap pmk

◦ sap hash-algorithm

• CTS SGACLは、F2シリーズおよび F2eシリーズモジュールでサポートされています。

• F2シリーズモジュールは cts-dot1xモードまたは cts-manualモードをサポートしません。

• F1シリーズモジュールは FIPSモードをサポートしません。

• Cisco TrustSecは認証に RADIUSを使用します。

• 1つのインターフェイスに、Cisco TrustSecと 802.1Xの両方は設定できません。設定できる
のはこれらのどちらか一方です。ただし、CiscoTrustSecでEAP-FAST認証を使用するには、
802.1X機能をイネーブルにする必要があります。

• Cisco TrustSecのAAA認証および認可は、Cisco Secure Access Control Server（ACS）でだけサ
ポートされています。

• Cisco TrustSecは IPv4アドレスだけをサポートします。
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• SXPは管理（mgmt 0）インターフェイスを使用できません。

•半二重モードのインターフェイスでは、Cisco TrustSecをイネーブルにできません。

• SVIを通じてルーティングされるパケットに SGACLを適用する場合、すべての VLANおよ
び関連する VRFインスタンスで SGACLをイネーブルにする必要があります。

•スイッチが Nポート仮想化（NPV）モードにあるときは、NPモードにある仮想ファイバ
チャネルにバインドされているイーサネットインターフェイスに有効な SGTを割り当てる
ことはできません。この制限によって SGTとDGTのラベルルックアップが失敗し、それに
より、論理インターフェイス上で設定されたロールベースアクセスコントロールリスト

（RBACL）ラベルが出力レイヤ3のバインディングチェックに使用されるようになります。

• 40Gおよび 100G M2シリーズモジュールは、IEEE 802.1AE MACセキュリティ（MACsec）
をサポートします。40G以上で同じ帯域幅があるMACsecリンクでは、複数のセキュリティ
アソシエーション（SCI/ANペア）は、セキュリティアソシエーションプロトコル（SAP）
交換で設定します。F1シリーズモジュールでは、MACsecはサポートされません。.

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

表 1：Cisco TrustSec パラメータのデフォルト設定

デフォルトパラメータ（Parameters）

ディセーブルCisco TrustSec

ポーズフレームの暗号化および復号化をサポー

トするラインカードでイネーブル

すべてのインターフェイスのポーズフレームの

暗号化および復号化

ディセーブルSXP

なしSXPデフォルトパスワード

120秒（2分）SXP復帰期間

60秒（1分）SXPリトライ期間

ディセーブルキャッシング

ディセーブルRBACLロギング

ディセーブルRBACL統計情報
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Cisco TrustSec の設定
ここでは、Cisco TrustSecの設定作業について説明します。

Cisco TrustSec SGT 機能のイネーブル化
Cisco TrustSecを設定する前に、Cisco NX-OSデバイス上の 802.1X機能および Cisco TrustSecの機
能をイネーブルにする必要があります。

Cisco TrustSec機能をイネーブルにすると、その後に 802.1X機能をディセーブルにすることは
できません。

（注）

はじめる前に

デバイスが 6.1よりも前の Cisco NX-OSリリースを実行している場合は、Advanced Servicesライ
センスをインストールしていることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. feature dot1x
3. feature cts
4. exit
5. （任意） show cts
6. （任意） show feature
7. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

802.1X機能をイネーブルにします。feature dot1x

例：
switch(config)# feature dot1x

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

Cisco TrustSec機能をイネーブルにします。feature cts

例：
switch(config)# feature cts

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   

（任意）

Cisco TrustSecの設定を表示します。
show cts

例：
switch# show cts

ステップ 5   

（任意）

機能がイネーブルになったステータスを表示しま

す。

show feature

例：
switch# show feature

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# copy running-config
startup-config

ステップ 7   

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

Cisco Secure ACSにも Cisco NX-OSデバイスの Cisco TrustSecクレデンシャルを設定する必要
があります（次の URLのマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps5338/products_installation_and_configuration_
guides_list.html）

（注）

はじめる前に

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. cts device-idnamepasswordpassword
3. exit
4. （任意） show cts
5. （任意） show cts environment
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

固有のデバイス IDおよびパスワードを設定します。
name引数は、最大 32文字で大文字と小文字を区別し
ます。

cts device-idnamepasswordpassword

例：
switch(config)# cts device-id MyDevice1
password CiscO321

ステップ 2   

デバイス IDの設定を解除するには、このコ
マンドの no形式を使用します。

（注）

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 3   

（任意）

Cisco TrustSecの設定を表示します。
show cts

例：
switch# show cts

ステップ 4   

（任意）

Cisco TrustSec環境データを表示します。
show cts environment

例：
switch# show cts environment

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# copy running-config
startup-config

ステップ 6   
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Cisco TrustSec の AAA の設定
CiscoTrustSecの認証にCiscoSecureACSを使用できます。ネットワーククラウド内のCiscoTrustSec
対応 Cisco NX-OSデバイスの 1つに、RADIUSサーバグループを設定し、デフォルトの AAA認
証および許可を指定する必要があります。Cisco TrustSecはRADIUSリレーをサポートしているた
め、AAAを設定するのは、Cisco Secure ACSに直接接続されている Cisco NX-OSシードデバイス
だけです。Cisco TrustSecがイネーブルのすべての Cisco NX-OSデバイスに対して、Cisco TrustSec
は自動的にプライベート AAAサーバグループ aaa-private-sgを提供します。シード Cisco NX-OS
デバイスは、CiscoSecureACSとの通信に管理仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンス
を使用します。

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

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

シードCisco NX-OSデバイスのAAARADIUSサーバグループを設定する際には、VRFインス
タンスを指定する必要があります。管理 VRFインスタンスを使用する場合、ネットワークク
ラウド内の非シードデバイスにそれ以上の設定を行う必要はありません。異なる VRFインス
タンスを使用する場合は、非シードデバイスにVRFインスタンスを設定する必要があります。

（注）

はじめる前に

Cisco Secure ACSの IPv4または IPv6のアドレスまたはホスト名を取得します。

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. radius-server host {ipv4-address | ipv6-address | hostname} key [0 | 7] key pac
3. （任意） show radius-server
4. aaa group server radius group-name
5. server {ipv4-address | ipv6-address | hostname}
6. use-vrfvrf-name
7. exit
8. aaa authentication dot1x default groupgroup-name
9. aaa authorization cts default groupgroup-name
10. exit
11. （任意） show radius-server groups [group-name]
12. （任意） show aaa authentication
13. （任意） show aaa authorization
14. （任意） show cts pacs
15. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

キーと PACを使用して RADIUSサーバホストを設定
します。hostname引数は、256文字以内の英数字で指定

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

例：
switch(config)# radius-server host
10.10.1.1 key L1a0K2s9 pac

ステップ 2   

します。大文字と小文字が区別されます。key引数は、
63文字以内の英数字で指定します。大文字と小文字が
区別されます。0オプションは、キーがクリアテキス
トであることを示します。7オプションは、キーが暗号
化されていることを示します。デフォルトはクリアテ

キストです。

（任意）

RADIUSサーバの設定を表示します。
show radius-server

例：
switch# show radius-server

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

RADIUSサーバグループを指定し、RADIUSサーバグ
ループコンフィギュレーションモードを開始します。

aaa group server radius group-name

例：
switch(config)# aaa group server radius
Rad1
switch(config-radius)#

ステップ 4   

RADIUSサーバホストのアドレスを指定します。server {ipv4-address | ipv6-address | hostname}

例：
switch(config-radius)# server 10.10.1.1

ステップ 5   

AAAサーバグループの管理 VRFインスタンスを指定
します。

use-vrfvrf-name

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

ステップ 6   

管理VRFインスタンスを使用する場合、ネッ
トワーククラウド内の非シードデバイスに

それ以上の設定を行う必要はありません。異

なる VRFインスタンスを使用する場合は、
非シードデバイスに VRFインスタンスを設
定する必要があります。

（注）

RADIUSサーバグループコンフィギュレーションモー
ドを終了します。

exit

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

ステップ 7   

802.1X認証に使用するRADIUSサーバグループを指定
します。

aaa authentication dot1x default
groupgroup-name

例：
switch(config)# aaa authentication dot1x
default group Rad1

ステップ 8   

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

aaa authorization cts default
groupgroup-name

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

ステップ 9   

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 10   

（任意）

RADIUSサーバグループの設定を表示します。
show radius-server groups [group-name]

例：
switch# show radius-server group rad1

ステップ 11   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

AAA認証の設定を表示します。
show aaa authentication

例：
switch# show aaa authentication

ステップ 12   

（任意）

AAA認可設定を表示します。
show aaa authorization

例：
switch# show aaa authorization

ステップ 13   

（任意）

Cisco TrustSec PAC情報を表示します。
show cts pacs

例：
switch# show cts pacs

ステップ 14   

（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

ステップ 15   

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

はじめる前に

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。

ネットワーク内のシード Cisco NX-OSデバイスが設定されていることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. aaa group server radius aaa-private-sg
3. use-vrfvrf-name
4. exit
5. （任意） show radius-server groups aaa-private-sg
6. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

RADIUSサーバグループ aaa-private-sgを指定し、
RADIUSサーバグループコンフィギュレーション
モードを開始します。

aaa group server radius aaa-private-sg

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

ステップ 2   

AAAサーバグループの管理VRFインスタンスを指
定します。

use-vrfvrf-name

例：
switch(config-radius)# use-vrf MyVRF

ステップ 3   

RADIUSサーバグループコンフィギュレーション
モードを終了します。

exit

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

ステップ 4   

（任意）

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

show radius-server groups aaa-private-sg

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

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

ステップ 6   

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

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

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

1. Cisco TrustSec機能をイネーブルにします。
2. Cisco TrustSec認証をイネーブルにします。
3. インターフェイスに対して Cisco TrustSecの 802.1X認証をイネーブルにします。

手順の詳細

ステップ 1 Cisco TrustSec機能をイネーブルにします。

ステップ 2 Cisco TrustSec認証をイネーブルにします。

ステップ 3 インターフェイスに対して Cisco TrustSecの 802.1X認証をイネーブルにします。

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

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

注意

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

（注）

手順の概要

1. configure terminal
2. interface ethernetslot/port [-port2]
3. cts dot1x
4. （任意） no replay-protection
5. （任意） sap modelist {gcm-encrypt | gmac | no-encap | null}
6. exit
7. シャットダウン
8. no shutdown
9. exit
10. （任意） show cts interface {all | brief | ethernetslot/port}
11. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

単一ポートまたはポート範囲を指定し、インターフェイ

スコンフィギュレーションモードを開始します。

interface ethernetslot/port [-port2]

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

ステップ 2   

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

cts dot1x

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

ステップ 3   

（任意）

リプレイ保護をディセーブルにします。デフォルトでは

イネーブルになっています。

no replay-protection

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

ステップ 4   

（任意）

インターフェイスに SAP動作モードを設定します。
sap modelist {gcm-encrypt | gmac |
no-encap | null}

例：
switch(config-if-cts-dot1x)# sap
modelist gcm-encrypt

ステップ 5   

GCM暗号化の場合は gcm-encryptキーワードを使用しま
す。このオプションがデフォルトです。

GCM認証のみの場合は gmacキーワードを使用します。

SAPのカプセル化を行わない場合、および SGT挿入なし
の場合は、no-encapキーワードを使用します。

認証または暗号化なしでカプセル化を行うには、nullキー
ワードを使用します。

Cisco TrustSec 802.1X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-cts-dot1x)# exit
switch(config-if)#

ステップ 6   

インターフェイスをディセーブルにします。シャットダウン

例：
switch(config-if)# shutdown

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスをイネーブルにして、インターフェイ

スの Cisco TrustSec認証をイネーブルにします。
no shutdown

例：
switch(config-if)# no shutdown

ステップ 8   

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 9   

（任意）

インターフェイスに対するCiscoTrustSecの設定を表示し
ます。

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

例：
switch(config)# show cts interface all

ステップ 10   

（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

ステップ 11   

インターフェイスおよびポートプロファイルに対する Cisco TrustSec データパスリ
プレイ保護の設定

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

このタスクをポートプロファイルに設定すると、グループに参加するすべてのポートプロファイ

ルが設定を継承します。

データパスリプレイ保護の設定を有効にするには、インターフェイスのイネーブル化とディ

セーブル化を行う必要があり、インターフェイス上のトラフィックが中断されます。

注意

はじめる前に

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

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    
   OL-25776-03 27

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



手順の概要

1. configure terminal
2. interface ethernetslot/port [-port2]
3. cts dot1x
4. no replay-protection
5. exit
6. シャットダウン
7. no shutdown
8. exit
9. （任意） show cts interface {all | brief | ethernetslot/port}
10. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

単一ポートまたはポート範囲を指定し、インターフェイ

スコンフィギュレーションモードを開始します。

interface ethernetslot/port [-port2]

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

ステップ 2   

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

cts dot1x

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

ステップ 3   

データパスリプレイ保護をディセーブルにします。デ

フォルトではイネーブルになっています。

no replay-protection

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

ステップ 4   

インターフェイスでデータパスリプレイ保護をイネー

ブルにするには、replay-protectionコマンドを使用しま
す。

Cisco TrustSec 802.1X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-cts-dot1x)# exit
switch(config-if)#

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスをディセーブルにします。シャットダウン

例：
switch(config-if)# shutdown

ステップ 6   

インターフェイスをイネーブルにして、インターフェイ

スのデータパスリプレイ保護機能をディセーブルにし

ます。

no shutdown

例：
switch(config-if)# no shutdown

ステップ 7   

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   

（任意）

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

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

例：
switch(config)# show cts interface all

ステップ 9   

（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

ステップ 10   

インターフェイスおよびポートプロファイルに対する Cisco TrustSec の SAP 動作モー
ドの設定

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

このタスクをポートプロファイルに設定すると、グループに参加するすべてのポートプロファイ

ルが設定を継承します。

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

注意

はじめる前に

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

1. configure terminal
2. interface ethernetslot/port [-port2]
3. cts dot1x
4. sap modelist [gcm-encrypt | gmac | no-encap | null]
5. exit
6. シャットダウン
7. no shutdown
8. exit
9. （任意） show cts interface {all | brief | ethernetslot/port}
10. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

単一のインターフェイスまたはインターフェイス範囲を指

定し、インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始します。

interface ethernetslot/port [-port2]

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

ステップ 2   

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

cts dot1x

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

ステップ 3   

インターフェイスに SAP認証モードを設定します。sap modelist [gcm-encrypt | gmac |
no-encap | null]

ステップ 4   

GCM暗号化の場合は gcm-encryptキーワードを使用しま
す。このオプションがデフォルトです。

例：
switch(config-if-cts-dot1x)# sap
modelist gmac

GCM認証のみの場合は gmacキーワードを使用します。

インターフェース上のSAPのカプセル化を行わない場合、
および SGT挿入なしの場合は、no-encapキーワードを使
用します。

インターフェース上のSAPの認証または暗号化なしでカプ
セル化を行うには、nullキーワードを使用します。カプセ
ル化されるのは SGTだけです。
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目的コマンドまたはアクション

Cisco TrustSec 802.1X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-cts-dot1x)# exit
switch(config-if)#

ステップ 5   

インターフェイスをディセーブルにします。シャットダウン

例：
switch(config-if)# shutdown

ステップ 6   

インターフェイスをイネーブルにして、そのインターフェ

イスの SAP動作モードをイネーブルにします。
no shutdown

例：
switch(config-if)# no shutdown

ステップ 7   

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   

（任意）

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

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

例：
switch(config)# show cts interface
all

ステップ 9   

（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

ステップ 10   

インターフェイスおよびポートプロファイルに対する Cisco TrustSec の SGT 伝播の
設定

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

このタスクをポートプロファイルに設定すると、グループに参加するすべてのポートプロファイ

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

注意

はじめる前に

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

手順の概要

1. configure terminal
2. interface ethernetslot/port [-port2]
3. cts dot1x
4. no propagate-sgt
5. exit
6. シャットダウン
7. no shutdown
8. exit
9. （任意） show cts interface {all | brief | ethernetslot/port}
10. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

単一ポートまたはポート範囲を指定し、インターフェ

イスコンフィギュレーションモードを開始します。

interface ethernetslot/port [-port2]

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

ステップ 2   

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

cts dot1x

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

ステップ 3   

SGT伝播をディセーブルにします。デフォルトではイ
ネーブルになっています。

no propagate-sgt

例：
switch(config-if-cts-dot1x)# no
propagate-sgt

ステップ 4   

インターフェイスで SGT伝播をイネーブルにするに
は、propagate-sgtコマンドを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

CiscoTrustSec 802.1X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-cts-dot1x)# exit
switch(config-if)#

ステップ 5   

インターフェイスをディセーブルにします。シャットダウン

例：
switch(config-if)# shutdown

ステップ 6   

インターフェイスをイネーブルにして、インターフェ

イスのデータパスリプレイ保護機能をディセーブルに

します。

no shutdown

例：
switch(config-if)# no shutdown

ステップ 7   

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   

（任意）

インターフェイスに対するCisco TrustSecの設定を表示
します。

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

例：
switch(config)# show cts interface all

ステップ 9   

（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

ステップ 10   

インターフェイスの SAP キーの再生成
SAP交換をトリガーして、新しいキーセットを生成し、インターフェイス上のデータトラフィッ
クを保護できます。

はじめる前に

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. cts rekey ethernetslot/port
2. （任意） show cts interface {all | brief | ethernet slot/port}
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

インターフェイスの SAPキーを生成します。cts rekey ethernetslot/port

例：
switch# cts rekey ethernet 2/3

ステップ 1   

（任意）

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

show cts interface {all | brief | ethernet slot/port}

例：
switch# show cts interface all

ステップ 2   

手動での Cisco TrustSec 認証の設定
Cisco NX-OSデバイスに Cisco Secure ACSへのアクセス権がない場合や、MACアドレス認証バイ
パス機能がイネーブルになっていて認証が必要でない場合には、インターフェイスに手動でCisco
TrustSecを設定することも可能です。接続の両側のインターフェイスに手動で設定する必要があ
ります。

半二重モードのインターフェイスでは、Cisco TrustSecをイネーブルにできません。インター
フェイスが半二重モードに設定されているかどうかを調べるには、show interfaceコマンドを
使用します。

（注）

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

注意

はじめる前に

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. interfaceinterfaceslot/port
3. cts manual
4. sap pmk {key[left-zero-padded] [display encrypt] | encryptedencrypted_pmk | use-dot1x} [modelist

{gcm-encrypt |gcm-encrypt-256 | gmac | no-encap | null}]
5. （任意） policy dynamic identitypeer-name
6. （任意） policy static sgttag [trusted]
7. exit
8. シャットダウン
9. no shutdown
10. exit
11. （任意） show cts interface {all | brief | ethernetslot/port}
12. （任意） show cts sap pmk {all | interface ethernetslot/port}
13. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

インターフェイスを指定し、インターフェイスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

interfaceinterfaceslot/port

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

ステップ 2   

Cisco TrustSec手動コンフィギュレーションモードを開始します。cts manual

例：
switch(config-if)# cts manual
switch(config-if-cts-manual)#

ステップ 3   

半二重モードのインターフェイスでは、Cisco TrustSecを
イネーブルにできません。

（注）

SAPの Pairwise Master Key（PMK）と動作モードを設定します。
Cisco TrustSecの手動モードでは、SAPはデフォルトでディセーブ
ルになっています。

sap pmk {key[left-zero-padded]
[display encrypt] |
encryptedencrypted_pmk | use-dot1x}
[modelist {gcm-encrypt

ステップ 4   

key引数は、最大 32文字の偶数文字数の 16進値です。|gcm-encrypt-256 | gmac | no-encap
| null}] PMKの長さが 32バイト未満の場合に入力された文字列の左側にゼ

ロを割り当てるには、left-zero-paddedキーワードを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

例：
switch(config-if-cts-manual)# sap
pmk fedbaa modelist gmac

設定された PMKが実行コンフィギュレーションのAES暗号化形式
で表示されるように指定するには、display encryptキーワードを使
用します。

64バイトの暗号化された PMK文字列（128の 16進数文字）を指定
するには、encrypted encrypted_pmkキーワードを使用します。

ピアデバイスでCisco TrustSec 802.1X認証または許可をサポートし
ておらず、SAPデータパス暗号化と認証をサポートしている場合
は、use-dot1xキーワードを使用してください。

モードのリストには、次に示すデータパス暗号化と認証の暗号モー

ドを指定します。

GCM暗号化の場合は gcm-encryptキーワードを使用します。この
オプションがデフォルトです。

GCM暗号化の場合は gcm-encrypt-256キーワードを使用します。

GCM認証の場合は gmacキーワードを使用します。

カプセル化なしおよび SGT挿入なしの場合は、no-encapキーワー
ドを使用します。

認証または暗号化なしで SGTのカプセル化を行うには、nullキー
ワードを使用します。

（任意）

ダイナミック許可ポリシーのダウンロードを設定します。peer-name
引数は、ピアデバイスの Cisco TrustSecデバイス IDです。ピア名
では、大文字と小文字が区別されます。

policy dynamic identitypeer-name

例：
switch(config-if-cts-manual)#
policy dynamic identity MyDevice2

ステップ 5   

Cisco TrustSecクレデンシャルが設定されていることおよ
び Cisco TrustSecの AAAが設定されていることを確認し
ます。

（注）

policy dynamicコマンドと policy staticコマンドは同時に
使用できません。一度に 1つしか適用できません。交互
に変更するには、他のコマンドを設定する前に、このコ

マンドのno形式を使用して設定を削除する必要がありま
す。

（注）

（任意）

スタティック許可ポリシーを設定します。tag引数は、10進値また
は 0xhhhh形式の 16進値です。10進数の範囲は 2～ 65519で、16

policy static sgttag [trusted]

例：
switch(config-if-cts-manual)#
policy static sgt 0x2

ステップ 6   

進数の範囲は 0x2～ 0xffefです。trustedキーワードを指定すると、
SGT付きでインターフェイスにトラフィックが着信した場合、その
タグは上書きされません。
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目的コマンドまたはアクション

policy dynamicコマンドと policy staticコマンドは同時に
使用できません。一度に 1つしか適用できません。交互
に変更するには、他のコマンドを設定する前に、このコ

マンドのno形式を使用して設定を削除する必要がありま
す。

（注）

Cisco TrustSec手動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-cts-manual)#
exit
switch(config-if)#

ステップ 7   

インターフェイスをディセーブルにします。シャットダウン

例：
switch(config-if)# shutdown

ステップ 8   

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

no shutdown

例：
switch(config-if)# no shutdown

ステップ 9   

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 10   

（任意）

インターフェイスの Cisco TrustSec設定を表示します。
show cts interface {all | brief |
ethernetslot/port}

例：
switch# show cts interface all

ステップ 11   

（任意）

すべてのインターフェイスまたは特定のイーサネットインターフェ

イスに対し設定された PMKの 16進値を表示します。

show cts sap pmk {all | interface
ethernetslot/port}

例：
switch# show cts sap pmk all

ステップ 12   

（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

ステップ 13   
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インターフェイスでの Cisco TrustSec のポーズフレームの暗号化また
は復号化の設定

ポーズフレームは、イーサネットフロー制御に使用されるMAC制御フレームです。一部のライ
ンカードのポートは、ポーズフレームの暗号化と復号化を実行します。一方、他のラインカード

のポートにはこの機能がありません。このような不一致により相互運用性の問題が発生し、ポー

トはポーズフレームを廃棄するか、無視します。

ポーズフレームを暗号化するか、または個々のインターフェイス上でクリアするかを決定できま

す。接続の両側のインターフェイスを設定する必要があります。dot1xまたは手動モードのいずれ
かを使用して実行できます。2つのポートが CTSリンクを実現するように接続され、一方がクリ
ア Pause Capable、他方がセキュア（暗号化または復号化）Pause Capableである場合、ポーズフ
レームは、正しく送受信するために、クリアテキストでリンク間に送信する必要があります。

Cisco NX-OS Release 6.2.2以降では、すべての FシリーズおよびM1シリーズモジュールにお
いてセキュア（暗号化および復号）フレームとクリアポーズフレームの両方がサポートされ

ています。以前のリリースでは、F1シリーズモジュール、F2シリーズモジュール、F2eシ
リーズモジュール、および N7K-M132XP-12(L)モジュールはクリアポーズフレームのみサ
ポートしています。

（注）

半二重モードのインターフェイスでは、Cisco TrustSecをイネーブルにできません。インター
フェイスが半二重モードに設定されているかどうかを調べるには、show interfaceコマンドを
使用します。

（注）

ポーズフレームの暗号化または復号化の設定を有効にするには、インターフェイスのイネー

ブル化とディセーブル化を行う必要があり、インターフェイス上のトラフィックが中断されま

す。

注意

はじめる前に

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。

flowcontrol {send | receive}コマンドを使用して、インターフェイスでフロー制御がイネーブルに
なっていることを確認します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. interface ethernetslot/port
3. cts dot1x or cts manual
4. [no] encrypt pause-frame
5. exit
6. シャットダウン
7. no shutdown
8. exit
9. （任意） show cts interface {all | brief | ethernetslot/port}
10. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

インターフェイスを指定し、インターフェイスコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

interface ethernetslot/port

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

ステップ 2   

Cisco TrustSec dot1xまたは手動コンフィギュレーション
モードを開始します。

cts dot1x or cts manual

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

ステップ 3   

半二重モードのインターフェイスでは、Cisco
TrustSecをイネーブルにできません。

（注）

インターフェイスのCisco TrustSecのポーズフレームの暗
号化または復号化を設定します。no encrypt pause-frame

[no] encrypt pause-frame

例：
switch(config-if-cts-dot1x)# no
encrypt pause-frame

ステップ 4   

が設定されている場合、ポーズフレームは暗号化されず

に送信されます。encrypt pause-frameが設定されている
場合、ポーズフレームは CTSリンク上で暗号化されて送
信されます。

Cisco TrustSec dot1xまたは手動コンフィギュレーション
モードを終了します。

exit

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

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスをディセーブルにします。シャットダウン

例：
switch(config-if)# shutdown

ステップ 6   

インターフェイスをイネーブルにしたり、インターフェ

イス上でCisco TrustSecのポーズフレームの暗号化または
復号化をイネーブルにしたりします。

no shutdown

例：
switch(config-if)# no shutdown

ステップ 7   

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   

（任意）

インターフェイスの Cisco TrustSec設定を表示します。
show cts interface {all | brief |
ethernetslot/port}

例：
switch# show cts interface all

ステップ 9   

（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

ステップ 10   

SGACL ポリシーの設定
ここでは、SGACLポリシーの設定作業について説明します。
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SGACL ポリシーの設定プロセス
Cisco TrustSecの SGACLポリシーを設定するには、次の手順を行います。

ステップ 1 パフォーマンスを向上させるためには、全体的に SGACLバッチプログラミングをイネーブルにします。

ステップ 2 レイヤ 2インターフェイスの場合は、Cisco TrustSecがイネーブルになっているインターフェイスがある
VLANに対して、SGACLポリシーの強制をイネーブルにします。

ステップ 3 レイヤ 3インターフェイスの場合は、Cisco TrustSecがイネーブルになっているインターフェイスがある
VRFインスタンスに対して、SGACLポリシーの強制をイネーブルにします。

ステップ 4 SGACLポリシーの設定のダウンロードにCiscoSecureACS上のAAAを使用しない場合は、SGACLのマッ
ピングとポリシーを手動で設定します。

SGACL バッチプログラミングのイネーブル化
セキュリティグループアクセスコントロールリスト（SGACL）のプログラミングのバッチ処理
をイネーブルにするには、次のタスクを実行します。

はじめる前に

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# [no] cts role-based policy batched-programming enable

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

SGACLプログラミング関連タスクのバッチ処理をイネーブ
ルにします。

switch(config)# [no] cts role-based policy
batched-programming enable

ステップ 2   

この機能を明示的にイネーブルにした後に SGACLバッチプ
ログラミングをディセーブルにするには、このコマンドのno
形式を使用します。
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VLAN に対する SGACL ポリシーの強制のイネーブル化
SGACLを使用する場合、Cisco TrustSecがイネーブルになっているレイヤ 2インターフェイスが
ある VLAN内で、 SGACLポリシーの強制をイネーブルにする必要があります。

この操作は、FCoE VLANでは実行できません。（注）

はじめる前に

• Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。

• SGACLバッチプログラミングがイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. vlanvlan-id
3. cts role-based enforcement
4. exit
5. （任意） show cts role-based enable
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

VLANを指定し、VLANコンフィギュレーションモード
を開始します。

vlanvlan-id

例：
switch(config)# vlan 10
switch(config-vlan)#

ステップ 2   

VLANに対するCisco TrustSec SGACLポリシーの強制をイ
ネーブルにします。

cts role-based enforcement

例：
switch(config-vlan)# cts role-based
enforcement

ステップ 3   

VLANで CTSロールベースの適用をイネーブル
にして、ポートに他の設定がされていない場合、

これらのポートを通過するトラフィックは（0,0）
SGACLの対象となります。この SGACLを静的
に設定するか、またはCisco ISEからダウンロー
ドできます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

VLAN設定を保存し、VLANコンフィギュレーションモー
ドを終了します。

exit

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

ステップ 4   

（任意）

Cisco TrustSec SGACL強制の設定を表示します。
show cts role-based enable

例：
switch(config)# show cts role-based
enable

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

ステップ 6   

VRF インスタンスでの SGACL ポリシーの強制のイネーブル化
SGACLを使用する場合、Cisco TrustSecがイネーブルになっているレイヤ 3インターフェイスが
ある VRFインスタンス内で、SGACLポリシーの強制をイネーブルにする必要があります。

管理 VRFインスタンスの場合は、SGACLポリシーの強制をイネーブルにできません。（注）

はじめる前に

• Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。

• SGACLバッチプログラミングがイネーブルになっていることを確認します。

•ダイナミックアドレス解決プロトコル（ARP）インスペクションまたは Dynamic Host
Configuration Protocol（DHCP）スヌーピングがイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. vrf contextvrf-name
3. cts role-based enforcement
4. exit
5. （任意） show cts role-based enable
6. （任意） copy running-config startup-config

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    
   OL-25776-03 43

Cisco TrustSec の設定
SGACL ポリシーの設定



手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

VRFインスタンスを指定し、VRFコンフィギュレー
ションモードを開始します。

vrf contextvrf-name

例：
switch(config)# vrf context MyVrf
switch(config-vrf)#

ステップ 2   

VRFインスタンスに対する Cisco TrustSec SGACL
ポリシーの強制をイネーブルにします。

cts role-based enforcement

例：
switch(config-vrf)# cts role-based
enforcement

ステップ 3   

VRFコンフィギュレーションモードを終了します。exit

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

ステップ 4   

（任意）

Cisco TrustSec SGACL強制の設定を表示します。
show cts role-based enable

例：
switch(config)# show cts role-based enable

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

ステップ 6   

Cisco TrustSec SGT の手動設定
このデバイスから発信されるパケットに、固有の Cisco TrustSec Security Group Tag（SGT）を手動
で設定できます。

Cisco Secure ACSにも、Cisco NX-OSデバイスの Cisco TrustSecクレデンシャルを設定する必要
があります。

（注）
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はじめる前に

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. cts sgt tag
3. exit
4. （任意） show cts environment-data
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

デバイスから送信されるパケットのSGTを設定します。
tag引数は、0xhhhh形式の 10進値または 16進値です。

cts sgt tag

例：
switch(config)# cts sgt 0x00a2

ステップ 2   

10進数の範囲は 2～ 65519で、16進数の範囲は 0x2～
0xffefです。

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 3   

（任意）

Cisco TrustSecの環境データ情報を表示します。
show cts environment-data

例：
switch# show cts environment-data

ステップ 4   

（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

ステップ 5   

Cisco TrustSec SGT の手動設定
このデバイスから発信されるパケットに、固有の Cisco TrustSec Security Group Tag（SGT）を手動
で設定できます。
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はじめる前に

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。

ステップ 1 グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
switch# configure terminal

ステップ 2 デバイスから送信されるパケットの SGTを設定します。
switch(config)# cts sgttag

tag引数は、10進値または 0xhhhh形式の 16進値です。10進数の範囲は 2～ 65519で、16進数
の範囲は 0x2～ 0xffefです。

（注）

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。
switch(config)# exit

ステップ 4 （任意） Cisco TrustSecの環境データ情報を表示します。
switch# show cts environment-data

ステップ 5 （任意） 実行中のコンフ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

VLAN に対する IPv4 アドレスと SGACL SGT のマッピングの手動設定
Cisco NX-OSデバイスに使用可能な Cisco Secure ACS、ダイナミック ARPインスペクション、ま
たはDHCPスヌーピングが搭載されていない場合は、IPv4アドレスをVLANの SGACL SGTマッ
ピングに手動で設定することもできます。

はじめる前に

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。

VLANの SGACLポリシーの強制がイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. vlanvlan-id
3. cts role-based sgt-mapipv4-address tag
4. exit
5. （任意） show cts role-based sgt-map[summary | sxp peer peer-ipv4-addr | vlan vlan-id | vrf vrf-name]
6. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

VLANを指定し、VLANコンフィギュレーション
モードを開始します。

vlanvlan-id

例：
switch(config)# vlan 10
switch(config-vlan)#

ステップ 2   

VLANに対する SGACLポリシーの SGTマッピン
グを設定します。

cts role-based sgt-mapipv4-address tag

例：
switch(config-vlan)# cts role-based sgt-map
10.10.1.1 100

ステップ 3   

VLAN設定を保存し、VLANコンフィギュレー
ションモードを終了します。

exit

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

ステップ 4   

（任意）

Cisco TrustSec SGACL SGTのマッピング設定を表
示します。

show cts role-based sgt-map[summary | sxp peer
peer-ipv4-addr | vlan vlan-id | vrf vrf-name]

例：
switch(config)# show cts role-based sgt-map

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

ステップ 6   

VRF インスタンスに対する IPv4 アドレスと SGACL SGT のマッピングの手動設定
SGACLポリシー設定のダウンロードにCisco Secure ACSを使用できない場合は、IPv4アドレスと
SGACLSGTのマッピングをVRFインスタンスに手動で設定できます。CiscoNX-OSデバイスで、
Cisco Secure ACS、ダイナミック ARPインスペクション、DHCPスヌーピングを使用できない場
合は、この機能を使用できます。

はじめる前に

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。

VRFインスタンスの SGACLポリシーの強制がイネーブルになっていることを確認します。
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レイヤ 3モジュールがイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. vrf context vrf-name
3. cts role-based sgt-mapipv4-address tag
4. exit
5. （任意） show cts role-based sgt-map [summary | sxp peer peer-ipv4-addr | vlan vlan-id | vrf vrf-name]
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

VRFインスタンスを指定し、VRFコンフィギュ
レーションモードを開始します。

vrf context vrf-name

例：
switch(config)# vrf context accounting
switch(config-vrf)#

ステップ 2   

VLANに対する SGACLポリシーの SGTマッピ
ングを設定します。

cts role-based sgt-mapipv4-address tag

例：
switch(config-vrf)# cts role-based sgt-map
10.10.1.1 100

ステップ 3   

VRFコンフィギュレーションモードを終了しま
す。

exit

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

ステップ 4   

（任意）

Cisco TrustSec SGACLSGTのマッピング設定を表
示します。

show cts role-based sgt-map [summary | sxp peer
peer-ipv4-addr | vlan vlan-id | vrf vrf-name]

例：
switch(config)# show cts role-based sgt-map

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

ステップ 6   
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VLAN と SGT のマッピングの設定
VLANを SGTにマッピングできます。この手順は、VLANには対応しているが SGTには非対応
のデバイスに対してCTSを配置するのに役立ちます。ホストまたはサーバに割り当てられている
VLANに基づき、そのホストまたはサーバにSGTを割り当てることができます。このVLANから
のトラフィックには、所定の SGTのマークが付けられます。

はじめる前に

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. vlanvlan-id
3. cts role-based sgtsgt-value
4. exit
5. （任意） show cts role-based sgt vlan {all | vlan-id}
6. （任意） show cts role-based sgt-map [summary | sxp peer peer-ipv4-addr | vlan vlan-id | vrf vrf-name]
7. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

VLANを指定し、VLANコンフィギュレーション
モードを開始します。

vlanvlan-id

例：
switch(config)# vlan 10
switch(config-vlan)#

ステップ 2   

SGTに VLANをマッピングします。sgt-value引
数の範囲は 1～ 65519です。

cts role-based sgtsgt-value

例：
switch(config-vlan)# cts role-based sgt 3

ステップ 3   

VLAN設定を保存し、VLANコンフィギュレー
ションモードを終了します。

exit

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

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

指定した VLANに対し設定された SGTを表示し
ます。

show cts role-based sgt vlan {all | vlan-id}

例：
switch(config)# show cts role-based sgt vlan
all

ステップ 5   

（任意）

SGTのマッピングを表示します。
show cts role-based sgt-map [summary | sxp peer
peer-ipv4-addr | vlan vlan-id | vrf vrf-name]

例：
switch(config)# show cts role-based sgt-map
summary

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)# copy running-config
startup-config

ステップ 7   

SGACL ポリシーの手動設定
SGACLポリシー設定のダウンロードに Cisco Secure ACSを使用しない場合は、Cisco NX-OSデバ
イスに手動で SGACLポリシーを設定できます。ロールベースアクセスコントロールリスト
（RBACL）ロギングをイネーブルにすることもできます。これにより、ユーザは、Cisco NX-OS
デバイスに着信する特定タイプのパケットをモニタできるようになります。

システムで ACLLOGと RBACLの syslogが生成される前に、記録されたパケットがレート制
限され、フローがキャッシュされます。show logging ip access-list cache detailコマンドを使用
すると、記録されたパケットの Source Group Tag（SGT）を表示できます。このコマンドの詳
細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS SystemManagement Command Reference』を参照
してください。

（注）

はじめる前に

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。

CiscoTrustSecロギングを機能させるには、CiscoTrustSecカウンタまたは統計情報をイネーブルに
する必要があります。

VLANおよび VRFインスタンスに対する SGACLポリシーの強制がイネーブルになっていること
を確認します。

RBACLロギングをイネーブルにする場合は、VLANおよび VRFインスタンスに対する RBACL
ポリシーの強制がイネーブルになっていることを確認します。
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RBACLロギングをイネーブルにする場合は、ACLLOG syslogのログレベルが 6に、CTSマネー
ジャ syslogのログレベルが 5に設定されていることを確認します。

RBACLロギングをイネーブルにする場合は、CTSマネージャ syslogのログレベルが 6以下に設
定されていることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. cts role-based access-list list-name
3. （任意） {deny | permit} all [log]
4. （任意） {deny | permit} icmp [log]
5. （任意） {deny | permit} igmp [log]
6. （任意） {deny | permit} ip [log]
7. （任意） {deny | permit} tcp [{dst | src} {{eq | gt | lt | neq} port-number | rangeport-number1

port-number2}] [log]
8. {deny | permit} udp [{dst | src} {{eq | gt | lt | neq} port-number | rangeport-number1 port-number2}]

[log]
9. exit
10. cts role-based sgt {sgt-value | any | unknown} dgt {dgt-value | any | unknown} access-listlist-name
11. （任意） show cts role-based access-list
12. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

SGACLを指定し、ロールベースアクセスリストコンフィ
ギュレーションモードを開始します。list-name引数には、大

cts role-based access-list list-name

例：
switch(config)# cts role-based
access-list MySGACL
switch(config-rbacl)#

ステップ 2   

文字と小文字を区別して、最大 32文字の英数字で値を指定
します。

（任意）

すべてのトラフィックを拒否または許可します。必要に応じ

て logキーワードを使用して、この設定と一致するパケット
が記録されるように指定することができます。

{deny | permit} all [log]

例：
switch(config-rbacl)# deny all log

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

インターネット制御メッセージプロトコル（ICMP）トラ
フィックを拒否または許可します。必要に応じて logキーワー

{deny | permit} icmp [log]

例：
switch(config-rbacl)# permit icmp

ステップ 4   

ドを使用して、この設定と一致するパケットが記録されるよ

うに指定することができます。

（任意）

インターネットグループ管理プロトコル（IGMP）トラフィッ
クを拒否または許可します。必要に応じて logキーワードを

{deny | permit} igmp [log]

例：
switch(config-rbacl)# deny igmp

ステップ 5   

使用して、この設定と一致するパケットが記録されるように

指定することができます。

（任意）

IPトラフィックを拒否または許可します。必要に応じて log
キーワードを使用して、この設定と一致するパケットが記録

されるように指定することができます。

{deny | permit} ip [log]

例：
switch(config-rbacl)# permit ip

ステップ 6   

（任意）

TCPトラフィックを拒否または許可します。デフォルトでは
すべての TCPトラフィックが許可されます。port-number、

{deny | permit} tcp [{dst | src} {{eq | gt |
lt | neq} port-number | rangeport-number1
port-number2}] [log]

例：
switch(config-rbacl)# deny tcp dst eq
100

ステップ 7   

port-number1、port-number2の引数の範囲は 0～ 65535です。
必要に応じて logキーワードを使用して、この設定と一致す
るパケットが記録されるように指定することができます。

UDPトラフィックを拒否または許可します。デフォルトでは
すべての UDPトラフィックが許可されます。port-number、

{deny | permit} udp [{dst | src} {{eq | gt |
lt | neq} port-number | rangeport-number1
port-number2}] [log]

ステップ 8   

port-number1、port-number2の引数の範囲は 0～ 65535です。

例：
switch(config-rbacl)# permit udp src
eq 1312

必要に応じて logキーワードを使用して、この設定と一致す
るパケットが記録されるように指定することができます。

ロールベースアクセスリストコンフィギュレーションモー

ドを終了します。

exit

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

ステップ 9   

SGT値と SGACLをマッピングします。sgt-value引数と
dgt-value引数の範囲は、0～ 65520です。

cts role-based sgt {sgt-value | any |
unknown} dgt {dgt-value | any | unknown}
access-listlist-name

ステップ 10   

SGTとSGACLをマッピングするには、あらかじめ
SGACLを作成しておく必要があります。

（注）

例：
switch(config)# cts role-based sgt 3
dgt 10 access-list MySGACL
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

Cisco TrustSec SGACLの設定を表示します。
show cts role-based access-list

例：
switch(config)# show cts role-based
access-list

ステップ 11   

（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

ステップ 12   

ダウンロードされた SGACL ポリシーの表示
Cisco TrustSecのデバイスクレデンシャルと AAAの設定後、Cisco Secure ACSからダウンロード
された Cisco TrustSec SGACLポリシーを検証できます。Cisco NX-OSソフトウェアは、インター
フェイスに対する認証および許可、SXP、または IPv4アドレスおよび SGACL SGTの手動マッピ
ングによって新しい SGTを学習すると、SGACLポリシーをダウンロードします。

はじめる前に

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. show cts role-based access-list

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

Cisco TrustSec SGACLを表示します（Cisco Secure ACSか
らダウンロードされたものと Cisco NX-OSデバイスに手
動で設定されたものの両方）。

show cts role-based access-list

例：
switch# show cts role-based access-list

ステップ 1   

ダウンロードされた SGACL ポリシーのリフレッシュ
Cisco Secure ACSによって Cisco NX-OSデバイスにダウンロードされた SGACLポリシーをリフ
レッシュできます。
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はじめる前に

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. cts refresh role-based-policysgt {sgt-value | any | unknown}
2. （任意） show cts role-based policy

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

Cisco Secure ACSからの Cisco TrustSec SGACLをリフレッ
シュします。

cts refresh role-based-policysgt {sgt-value |
any | unknown}

例：
switch# cts refresh role-based-policy

ステップ 1   

• sgt：SGTのイーグレスポリシーをリフレッシュしま
す。

例：
switch# cts refresh role-based-policy
sgt any

• sgt-value：指定された SGTのイーグレスポリシーをリ
フレッシュします。

• any：すべての SGTのイーグレスポリシーをリフレッ
シュします。

• unknown：未知の SGTのイーグレスポリシーをリフ
レッシュします。

（任意）

Cisco TrustSec SGACLポリシーを表示します。
show cts role-based policy

例：
switch# show cts role-based policy

ステップ 2   

環境データの更新

AAAサーバから環境データのダウンロードを更新できます。

はじめる前に

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。

Cisco Identity Services Engine（ISE）リリース 1.0以降を使用していることを確認します。

手順の概要

1. cts refresh environment-data
2. show cts environment-data
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

AAAサーバから環境データをリフレッシュします。cts refresh environment-data

例：
switch# cts refresh environment-data

ステップ 1   

ローカルデバイスに関するダウンロードされた環境

データを表示します。

show cts environment-data

例：
switch# show cts environment-data

ステップ 2   

SGT名テーブルエントリは ISEからダウン
ロードできます。

（注）

RBACL の統計情報のイネーブル化
ロールベースアクセスコントロールリスト（RBACL）ポリシーと一致するパケット数のカウン
トを要求できます。この統計情報は、 Source Group Tag（SGT）と Destination Group Tag（DGT）
ごとに収集されます。

RBACLポリシーを変更するとき、割り当て済みのアクセスコントロールエントリ（ACE）の
統計情報が表示され、新しく割り当てられた ACE統計情報が 0に初期化されます。

（注）

RBACL統計情報は、Cisco NX-OSデバイスのリロード時または統計情報を故意にクリアした
ときにだけ失われます。

（注）

はじめる前に

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。

RBACL統計情報をイネーブルにする場合は、VLANおよび VRFインスタンスに対する RBACL
ポリシーの強制がイネーブルになっていることを確認します。

RBACL統計情報をイネーブルにするには、ハードウェアのエントリが各ポリシーに1つずつ必要
です。ハードウェアに十分な領域が残っていない場合は、エラーメッセージが表示され、統計情

報をイネーブルにできません。
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手順の概要

1. configure terminal
2. [no] cts role-based counters enable
3. （任意） copy running-config startup-config
4. exit
5. （任意） show cts role-based counters [sgt {sgt-value | any | unknown}] [dgt {dgt-value | any |

unknown}]
6. （任意） clear cts role-based counters

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

RBACL統計情報をイネーブルまたはディセーブルにしま
す。デフォルトではディセーブルになっています。

[no] cts role-based counters enable

例：
switch(config)# cts role-based counters
enable

ステップ 2   

（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

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   

（任意）

RBACL統計情報の設定ステータスを表示し、すべての
RBACLポリシーの統計情報を一覧表示します。必要に応

show cts role-based counters [sgt {sgt-value
| any | unknown}] [dgt {dgt-value | any |
unknown}]

例：
switch# show cts role-based counters sgt
10 dgt 20

ステップ 5   

じて、特定の Source Group Tag（SGT）またはDestination
Group Tag（DGT）の RBACLポリシーと一致するパケッ
トの合計数を表示します。sgt-value引数と dgt-value引数
の範囲は、0～ 65519です。

（任意）

すべてのカウンタが 0にリセットされるように、RBACL
統計情報をクリアします。

clear cts role-based counters

例：
switch# clear cts role-based counters

ステップ 6   
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Cisco TrustSec の SGACL ポリシーのクリア
Cisco TrustSecの SGACLポリシーをクリアできます。

はじめる前に

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. （任意） show cts role-based policy
2. clearcts policy {all | peerdevice-name | sgtsgt-value}

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

（任意）

Cisco TrustSec RBACLポリシーの設定を表示
します。

show cts role-based policy

例：
switch# clear cts policy all

ステップ 1   

Cisco TrustSec接続情報のポリシーをクリアし
ます。

clearcts policy {all | peerdevice-name | sgtsgt-value}

例：
switch# clear cts policy all

ステップ 2   

SXP の手動設定
SGT Exchange Protocol（SXP）を使用すると、Cisco TrustSecのハードウェアサポートがないネッ
トワークデバイスに SGTを伝播できます。ここでは、ネットワーク内の Cisco NX-OSデバイス
に Cisco TrustSec SXPを設定する手順について説明します。

Cisco TrustSec SXP の設定プロセス
Cisco TrustSec SXPの手動による設定手順は次のとおりです。
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手順の概要

1. Cisco TrustSec機能をイネーブルにします。
2. VRFインスタンスに対する SGACLポリシーの強制をイネーブルにします。
3. Cisco TrustSec SXPをイネーブルにします。
4. SXPピア接続を設定します。

手順の詳細

ステップ 1 Cisco TrustSec機能をイネーブルにします。

ステップ 2 VRFインスタンスに対する SGACLポリシーの強制をイネーブルにします。

ステップ 3 Cisco TrustSec SXPをイネーブルにします。

ステップ 4 SXPピア接続を設定します。
SXPには管理（mgmt 0）接続は使用できませ
ん。

（注）

Cisco TrustSec SXP のイネーブル化
ピアの接続を設定する前に、Cisco TrustSec SXPをイネーブルにする必要があります。

はじめる前に

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. cts sxp enable
3. exit
4. （任意） show cts sxp
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

Cisco TrustSecの SXPをイネーブルにします。cts sxp enable

例：
switch(config)# cts sxp enable

ステップ 2   

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 3   

（任意）

SXPの設定を表示します。
show cts sxp

例：
switch# show cts sxp

ステップ 4   

（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

ステップ 5   

Cisco TrustSec SXP のピア接続の設定
スピーカーおよびリスナーの両方のデバイスで SXPピア接続を設定する必要があります。パス
ワード保護を使用している場合は、必ず両エンドに同じパスワードを使用してください。

デフォルトの SXP送信元 IPアドレスが設定されていない場合に、接続の SXP送信元アドレス
を指定しないと、Cisco NX-OSソフトウェアは既存のローカル IPアドレスから SXP送信元 IP
アドレスを抽出します。その Cisco NX-OSデバイスから開始される各 TCP接続で SXP送信元
アドレスが異なる可能性があります。

（注）

はじめる前に

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。

SXPがイネーブルになっていることを確認します。

VRFインスタンスの RBACLポリシーの強制がイネーブルになっていることを確認します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. cts sxp connection peerpeer-ipv4-addr[sourcesrc-ipv4-addr] password {default | none |

requiredpassword}mode{speaker |listener} [vrfvrf-name]
3. exit
4. （任意） show cts sxp connections
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

SXPアドレス接続を設定します。cts sxp connection
peerpeer-ipv4-addr[sourcesrc-ipv4-addr]

ステップ 2   

sourceキーワードには発信元デバイスの IPv4アドレスを指定し
ます。デフォルトの発信元は、cts sxp default source-ipコマンド
を使用して設定した IPv4アドレスです。

password {default | none |
requiredpassword}mode{speaker
|listener} [vrfvrf-name]

例：
switch(config)# cts sxp connection
peer 10.10.1.1 source 20.20.1.1
password default mode listener

passwordキーワードには、SXPで接続に使用するパスワードを
指定します。次のオプションがあります。

• cts sxp default passwordコマンドを使用して設定したデフォ
ルトのSXPパスワードを使用するには、defaultオプション
を使用します。

•パスワードを使用しないようにするにはnoneオプションを
使用します。

•コマンドで指定したパスワードを使用するには、required
オプションを使用します。

speakerおよび listenerキーワードは、リモートピアデバイスの
ロールを指定します。

vrfキーワードでは、ピアに対する VRFインスタンスを指定し
ます。デフォルトはデフォルト VRFインスタンスです。

SXPには管理（mgmt0）インターフェイスを使用でき
ません。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

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 3   

（任意）

SXP接続とステータスを表示します。
show cts sxp connections

例：
switch# show cts sxp connections

ステップ 4   

（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

ステップ 5   

デフォルトの SXP パスワードの設定
デフォルトでは、SXPは接続のセットアップ時にパスワードを使用しません。Cisco NX-OSデバ
イスにデフォルトの SXPパスワードを設定できます。

はじめる前に

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。

SXPがイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. cts sxp default passwordpassword
3. exit
4. （任意） show cts sxp
5. （任意） show running-config cts
6. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

SXPのデフォルトパスワードを設定します。cts sxp default passwordpassword

例：
switch(config)# cts sxp default password
A2Q3d4F5

ステップ 2   

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 3   

（任意）

SXPの設定を表示します。
show cts sxp

例：
switch# show cts sxp

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションのSXP設定を表示し
ます。

show running-config cts

例：
switch# show running-config cts

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# copy running-config startup-config

ステップ 6   

デフォルトの SXP 送信元 IPv4 アドレスの設定
Cisco NX-OSソフトウェアは、送信元 IPv4アドレスが指定されないと、新規の TCP接続すべてに
デフォルトの送信元 IPv4アドレスを使用します。デフォルトの送信元 IPアドレスを変更すると、
既存の SXP接続がリセットされ、SXPに学習されている IP-SGTバインディングがクリアされま
す。送信元 IPアドレスが設定されている SXP接続は、回復しながら同じ IPアドレスを続けて使
用します。

送信元 IPアドレスが設定されていない SXP接続は、送信元 IPアドレスとしてデフォルトの IPア
ドレスを使用します。このような接続では、接続が動作可能になる前に、ピア上の正しい宛先 IP
アドレスの設定とデフォルトの送信元 IPアドレスへの到達可能性が必要な条件であることに注意
してください。デバイスのデフォルトの送信元 IPアドレスを設定する前に、これらの条件が既存
の運用接続に適合することを確認することを推奨します。

   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
62 OL-25776-03   

Cisco TrustSec の設定
SXP の手動設定



はじめる前に

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。

SXPがイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. cts sxp default source-ipsrc-ip-addr
3. exit
4. （任意） show cts sxp
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

SXPのデフォルトの送信元 IPv4アドレスを設定し
ます。

cts sxp default source-ipsrc-ip-addr

例：
switch(config)# cts sxp default source-ip
10.10.3.3

ステップ 2   

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 3   

（任意）

SXPの設定を表示します。
show cts sxp

例：
switch# show cts sxp

ステップ 4   

（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

ステップ 5   
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SXP 復帰期間の変更
ピアがSXP接続を終了すると、内部ホールドダウンタイマーが開始されます。内部ホールドダウ
ンタイマーが終了する前にピアが再接続すると、SXP復帰期間タイマーが開始されます。SXP復
帰期間タイマーがアクティブな間、Cisco NX-OSソフトウェアは前回の接続で学習した SGTマッ
ピングエントリを保持し、無効なエントリを削除します。デフォルト値は 120秒（2分）です。
SXP復帰期間を 0秒に設定すると、タイマーがディセーブルになり、前回の接続のすべてのエン
トリが削除されます。

はじめる前に

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。

SXPがイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. cts sxp reconcile-periodseconds
3. exit
4. （任意） show cts sxp
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

SXP復帰タイマー期間を変更します。デフォルト値
は 120秒（2分）です。範囲は 0～ 64000です。

cts sxp reconcile-periodseconds

例：
switch(config)# cts sxp reconcile-period
180

ステップ 2   

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 3   

（任意）

SXPの設定を表示します。
show cts sxp

例：
switch# show cts sxp

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（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

ステップ 5   

SXP リトライ期間の変更
SXPリトライ期間によって、Cisco NX-OSソフトウェアが SXP接続を再試行する頻度が決まりま
す。SXP接続が正常に確立されなかった場合、Cisco NX-OSソフトウェアは SXPリトライ期間タ
イマーの終了後に、新たな接続の確立を試行します。デフォルト値は 60秒（1分）です。SXP再
試行期間を 0秒に設定するとタイマーは無効になり、接続は再試行されません。

はじめる前に

Cisco TrustSecがイネーブルになっていることを確認します。

SXPがイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. cts sxp retry-periodseconds
3. exit
4. （任意） show cts sxp
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

SXPリトライタイマー期間を変更します。デフォル
ト値は 60秒（1分）です。範囲は 0～ 64000です。

cts sxp retry-periodseconds

例：
switch(config)# cts sxp retry-period 120

ステップ 2   

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    
   OL-25776-03 65

Cisco TrustSec の設定
SXP の手動設定



目的コマンドまたはアクション

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 3   

（任意）

SXPの設定を表示します。
show cts sxp

例：
switch# show cts sxp

ステップ 4   

（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

ステップ 5   

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

目的コマンド

Cisco TrustSecの情報を表示し
ます。

show cts

すべてのインターフェイスまた

は特定のイーサネットインター

フェイスの Cisco TrustSec機能
を表示します。

show cts capability interface {all | ethernetslot/port}

すべてのインターフェイスまた

は特定のイーサネットインター

フェイスに、Cisco TrustSec許
可の一部としてダウンロードさ

れ保存されているピアポリシー

データが表示されます。

show cts authorization entries
[interfaceethernetslot/port.subinterface]

EAP-FASTの Cisco TrustSecク
レデンシャルを表示します。

show cts credentials

Cisco TrustSecの環境データを
表示します。

show cts environment-data
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目的コマンド

インターフェイスの Cisco
TrustSec設定を表示します。

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

デバイスキーストア内のCisco
TrustSec許可情報と PACを表
示します。

show cts pacs

Cisco TrustSecの SGACL情報を
表示します。

show cts role-based access-list

RBACL統計情報の設定ステー
タスを表示し、すべての

RBACLポリシーの統計情報を
一覧表示します。必要に応じ

て、特定の Source Group Tag
（SGT）または Destination
Group Tag（DGT）の RBACL
ポリシーと一致するパケットの

合計数を表示します。

show cts role-based counters[sgtsgt-value] [dgtdgt-value]

Cisco TrustSecの SGACL強制の
状態を表示します。

show cts role-based enable

すべての宛先セキュリティグ

ループタグ（DGT）と送信元
セキュリティグループタグ

（SGT）のペア、または指定し
た DGTまたは SGTの Cisco
TrustSec SGACLポリシー情報
を表示します。

show cts role-based policy [[dgt | sgt]{value | any | unknown}]
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目的コマンド

Cisco TrustSec SGACL SGTの
マップ設定を表示します。

• summary：SGTマッピン
グの概要を表示します。

• sxppeer：指定したSXPピ
アの SGTマップ設定を表
示します。

• vlan：指定した VLANの
SGTマップ設定を表示し
ます。

• vrf：指定したVRFのSGT
マップ設定を表示します。

• cached：キャッシュにより
学習された SGTマップを
表示します。

• synched：Cisco Fabric
Servicesの同期により学習
された SGTを表示しま
す。

show cts role-based sgt-map[summary | sxp peerpeer-ipv4-addr |
vlanvlan-id | vrfvrf-name | cached | synched]

すべての VLANまたは特定の
VLANに対する設定済み SGT
を表示します。

show cts role-based sgt vlan {all | vlan-id}

Cisco TrustSecシードおよびの
非シードデバイスに使用可能

な RADIUSサーバの保存され
たリストのみを表示します。

show cts server-list

Cisco TrustSec SXPの情報を表
示します。

show cts sxp[connection | sgt-map] [vrfvrf-name]

実行コンフィギュレーションの

Cisco TrustSec情報を表示しま
す。

show running-config cts
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Cisco TrustSec の設定例
ここでは、Cisco TrustSecの設定例を示します。

Cisco TrustSec のイネーブル化
Cisco TrustSecをイネーブルにする例を示します。

feature dot1x
feature cts
cts device-id device1 password Cisco321

シード Cisco NX-OS デバイスへの Cisco TrustSec AAA の設定
次の例では、シード Cisco NX-OSデバイスに Cisco TrustSecの AAAを設定します。

radius-server host 10.10.1.1 key Cisco123 pac
aaa group server radius Rad1
server 10.10.1.1
use-vrf management

aaa authentication dot1x default group Rad1
aaa authorization cts default group Rad1

インターフェイスに対する Cisco TrustSec 認証のイネーブル化
次の例では、インターフェイスに対して、クリアテキストパスワードを使用する Cisco TrustSec
認証をイネーブルにします。

interface ethernet 2/1
cts dot1x
shutdown
no shutdown

手動での Cisco TrustSec 認証の設定
次の例では、インターフェイスに手動スタティックポリシーでCiscoTrustSec認証を設定します。

interface ethernet 2/1
cts manual
sap pmk abcdef modelist gmac
policy static sgt 0x20

次の例では、インターフェイスに手動ダイナミックポリシーでCiscoTrustSec認証を設定します。

interface ethernet 2/2
cts manual
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policy dynamic identity device2

次の例では、設定された PMKが実行コンフィギュレーションの AES暗号化形式で表示されるよ
う指定する方法を示します。

interface ethernet 2/2
cts manual
sap pmk fedbaa display encrypt

show cts sap pmk interface ethernet 2/2
show running-config

デフォルト VRF インスタンスに対する Cisco TrustSec ロールベースポ
リシー強制の設定

次の例では、デフォルト VRFインスタンスに対して Cisco TrustSecのロールベースポリシー強制
をイネーブルにします。

cts role-based enforcement

デフォルト以外の VRF に対する Cisco TrustSec ロールベースポリシー
強制の設定

次の例では、デフォルト以外の VRFに対して Cisco TrustSecのロールベースポリシー強制をイ
ネーブルにします。

vrf context test
cts role-based enforcement

VLAN に対する Cisco TrustSec ロールベースポリシー強制の設定
次の例では、VLANに対してCiscoTrustSecのロールベースポリシー強制をイネーブルにします。

vlan 10
cts role-based enforcement
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デフォルト VRF インスタンスに対する IPv4 アドレスと SGACL SGT の
マッピングの設定

次の例では、デフォルト VRFインスタンスに対して Cisco TrustSecロールベースポリシーの IPv4
アドレス対 SGACL SGTマッピングを手動で設定します。

cts role-based sgt-map 10.1.1.1 20

デフォルト以外の VRF インスタンスに対する IPv4 アドレスと SGACL
SGT のマッピングの設定

次の例では、デフォルト以外の VRFインスタンスに対して Cisco TrustSecロールベースポリシー
の IPv4アドレス対 SGACL SGTマッピングを手動で設定します。

vrf context test
cts role-based sgt-map 30.1.1.1 30

VLAN に対する IPv4 アドレスと SGACL SGT のマッピングの設定
次の例では、VLANに対してCisco TrustSecロールベースポリシーの IPv4アドレス対 SGACLSGT
マッピングを手動で設定します。

vlan 10
cts role-based sgt-map 20.1.1.1 20

Cisco TrustSec SGACL の手動設定
次に、Cisco TrustSec SGACLを手動で設定する例を示します。

cts role-based access-list abcd
permit icmp

cts role-based sgt 10 dgt 20 access-list abcd

次に、RBACLロギングをイネーブルにする例を示します。

cts role-based access-list RBACL1
deny tcp src eq 1111 dest eq 2222 log

cts role-based sgt 10 dgt 20 access-list RBACL1
cts role-based sgt-map 1.1.1.1 10
cts role-based sgt-map 1.1.1.2 20

この設定では、次の ACLLOG syslogが生成されます。

%ACLLOG-6-ACLLOG_FLOW_INTERVAL: SGT: 10, Source IP: 1.1.1.1, Destination IP: 1.1.1.2, Source
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Port: 1111, Destination Port: 2222, Source Interface: Ethernet4/1, Protocol: tcp, Hit-count
= 2

ACLLOG syslogには、一致した RBACLポリシーの Destination Group Tag（DGT）情報が含ま
れていません。この情報を検索するには、ログメッセージで宛先 IPアドレスの IP-SGTマッ
ピングを参照し、show cts role-based sgt-mapコマンドを入力します。

（注）

次に、RBACL統計情報をイネーブルおよび表示する例を示します。

cts role-based counters enable
show cts role-based counters sgt 10 dgt 20

RBACL policy counters enabled
sgt: 10 dgt: 20 [180]
rbacl test1:
deny tcp src eq 1111 dest eq 2222 [75]
deny tcp src eq 2222 dest eq 3333 [25]
rbacl test2:
deny udp src eq 1111 dest eq 2222 [30]
deny udp src eq 2222 dest eq 3333 [50]

SXP ピア接続の手動設定
次の図に、デフォルト VRFインスタンスでの SXPピア接続の例を示します。

図 7： SXP ピア接続の例

次に、SwitchAに SXPピア接続を設定する例を示します。

feature cts
cts role-based enforcement
cts sxp enable
cts sxp connection peer 10.20.2.2 password required A2BsxpPW mode listener
cts sxp connection peer 10.30.3.3 password required A2CsxpPW mode listener

次に、SwitchBに SXPピア接続を設定する例を示します。

feature cts
cts role-based enforcement
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cts sxp enable
cts sxp connection peer 10.10.1.1 password required A2BsxpPW mode speaker

次に、SwitchCに SXPピア接続を設定する例を示します。

feature cts
cts role-based enforcement
cts sxp enable
cts sxp connection peer 10.10.1.1 password required A2CsxpPW mode speaker

Cisco TrustSec に関する追加情報
ここでは、Cisco TrustSecの実装に関する追加情報について説明します。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco NX-OS Licensing Guide』Cisco NX-OSのライセンス

『CiscoNexus 7000 Series NX-OS Security Command
Reference』

コマンドリファレンス

Cisco TrustSec の機能の履歴
次の表に、この機能のリリースの履歴を示します。

表 2：Cisco TrustSec の機能の履歴

機能情報リリース機能名

F3シリーズモジュールに
対して SGTサポートが追
加されました。

6.2(10)Cisco TrustSec

VLANを SGTにマップす
る機能が追加されました。

6.2(2)Cisco TrustSec

SAP PMKを暗号化し、実
行コンフィギュレーション

に暗号化された形式で

PMKを表示する機能が追
加されました。

6.2(2)Cisco TrustSec
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機能情報リリース機能名

設定された PMKの 16進
値を表示するための show
cts sap pmkコマンドが追
加されました。

6.2(2)Cisco TrustSec

インターフェイスの Cisco
TrustSec機能を表示するた
めの show cts capability
interfaceコマンドが追加さ
れました。

6.2(2)Cisco TrustSec

10進値を受け入れるため
の、cts sgt、policy static
sgt、および clear cts policy
sqtコマンドがイネーブル
になりました。

6.2(2)Cisco TrustSec

ISEから sgnameテーブル
をダウンロードし、環境

データタイマーが切れる

と環境データを手動で更新

する機能が追加されまし

た。

6.2(2)Cisco TrustSec

特定のSXPピア、VLAN、
または VRFに対する SGT
マッピングまたは SGT
マップ設定のサマリーを表

示するためのオプションの

キーワードが show cts
role-based sgt-mapコマン
ドに追加されました。

6.2(2)Cisco TrustSec

すべての CTS対応イン
ターフェイスに関する概要

を表示するための brief
キーワードが show cts
interfaceコマンドに追加さ
れました。

6.2(2)Cisco TrustSec

F2eおよび F2シリーズモ
ジュールに対する SGTサ
ポートが追加されました。

6.2(2)Cisco TrustSec
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機能情報リリース機能名

Advanced Servicesライセン
スの要件を削除しました。

6.1(1)Cisco TrustSec

40Gおよび 100G M2シ
リーズモジュールの

MACsecのサポートが追加
されました。

6.1(1)Cisco TrustSec

F2シリーズモジュールが
更新されました。

6.0(1)Cisco TrustSec

インターフェイス上のポー

ズフレームの暗号化と復

号化をサポートします。

5.2(1)Cisco TrustSec

RBACLロギングのイネー
ブル化またはディセーブル

化をサポートします。

5.0(2)SGACLポリシー

RBACL統計情報のイネー
ブル化、ディセーブル化、

モニタリング、およびクリ

アをサポートします。

5.0(2)SGACLポリシー

リリース 4.1からの変更は
ありません。

4.2(1)Cisco TrustSec
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