
概要

Cisco NX-OSソフトウェアがサポートするセキュリティ機能を利用すると、ネットワークをパ
フォーマンスの劣化や障害から保護するだけでなく、故意に行われる攻撃や、善意のネットワー

クユーザの意図しない危険な間違いにより生ずるデータの紛失または毀損に対しても保護でき

ます。
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Authentication, Authorization, and Accounting（認証、許可、
およびアカウンティング）

認証、許可、アカウンティング（AAA）は、3つの独立したセキュリティ機能をまとめて一貫性
のあるモジュラ形式で設定するためのアーキテクチャフレームワークです。

認証

ログイン/パスワードダイアログ、チャレンジ/レスポンス、メッセージングサポート、およ
び暗号化（選択したセキュリティプロトコルに基づく）などによるユーザの識別方法を提

供します。認証は、ユーザに対してネットワークとネットワークサービスへのアクセスを

許可する前に、ユーザの識別を行う方法です。AAA認証を設定するには、まず認証方式の
名前付きリストを定義し、そのリストを各種インターフェイスに適用します。

許可

ワンタイム許可またはサービスごとの許可、ユーザ単位のアカウントリストとプロファイ

ル、ユーザグループサポート、および IP、IPX、ARA、Telnetのサポートなど、リモート
アクセスの制御方法を提供します。

RADIUSや TACACS+などのリモートセキュリティサーバは、適切なユーザで該当する権
利を定義した属性値（AV）のペアをアソシエートすることによって、ユーザに特定の権限
を付与します。AAA許可は、ユーザが何を実行する権限を与えられるかを表す一連の属性
を組み立てることで機能します。これらの属性とデータベースに格納されているユーザの情

報とが比較され、その結果が AAAに返されてユーザの実際の権限と制限事項が決定されま
す。

Accounting

ユーザ ID、開始時刻と終了時刻、実行コマンド（PPPなど）、パケット数、バイト数といっ
た、課金、監査、およびレポートに使用するセキュリティサーバ情報の収集と送信を行う

手段を提供します。アカウンティングを使用することで、ユーザがアクセスしているサービ

スや、ユーザが消費しているネットワークリソース量を追跡できます。

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

（注）
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関連トピック

AAAの設定

RADIUS および TACACS+ セキュリティプロトコル
AAAは、セキュリティ機能の管理にセキュリティプロトコルを使用します。ルータまたはアクセ
スサーバがネットワークアクセスサーバとして動作している場合は、ネットワークアクセス

サーバと RADIUSまたは TACACS+セキュリティサーバとの間の通信を確立する手段に、AAA
が使用されます。

このマニュアルでは、次のセキュリティサーバプロトコルを設定する手順を説明します。

RADIUS

不正アクセスからネットワークを保護する分散型クライアント/サーバシステムです。RADIUS
は AAAを使用して実装されます。シスコの実装では RADIUSクライアントは Ciscoルータ
上で稼働します。認証要求は、すべてのユーザ認証情報とネットワークサービスアクセス

情報が格納されている中央の RADIUSサーバに送信されます。

TACACS+

ルータまたはネットワークアクセスサーバにアクセスしようとするユーザの検証を集中的

に行うセキュリティアプリケーションです。TACACS+は AAAを使用して実装されます。
TACACS+サービスは、通常 UNIXまたはWindows NTワークステーション上で動作する
TACACS+デーモンのデータベースで管理されます。TACACS+では、独立したモジュラ型
の認証、許可、アカウンティング機能が提供されます。

関連トピック

RADIUSの設定
TACACS+の設定

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

関連トピック

LDAPの設定

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

Cisco NX-OSソフトウェアの SSHクライアントは、市販の一般的な SSHクライアントと相互運用
ができます。

Telnetプロトコルは、ホストとの TCP/IP接続を確立します。Telnetを使用すると、あるサイトの
ユーザが別のサイトのログインサーバとTCP接続を確立し、キーストロークをデバイス間でやり
取りできます。Telnetは、リモートデバイスアドレスとして IPアドレスまたはドメイン名のいず
れかを受け入れます。

関連トピック

SSHおよび Telnetの設定

PKI
公開キーインフラストラクチャ（PKI）を使用すると、ネットワーク上で通信を安全に行うため
のデジタル証明書をデバイスが入手して使用できるようになり、デジタル証明書に対応した SSH
などのアプリケーションの管理性と拡張性も向上します。

関連トピック

PKIの設定

ユーザアカウントおよびユーザロール
ユーザアカウントの作成および管理を行い、Cisco NX-OSデバイス上で実行できる操作を制限す
るロールを割り当てることができます。ロールベースアクセスコントロール（RBAC）を使用す
ると、割り当てたロールにルールを定義して、ユーザが行える管理操作の権限を制限できます。

関連トピック

ユーザアカウントおよび RBACの設定

802.1X
802.1Xでは、クライアントサーバベースのアクセスコントロールと認証プロトコルを定義し、
許可されていないクライアントが公にアクセス可能なポートを経由してLANに接続するのを規制
します。認証サーバは、Cisco NX-OSデバイスのポートに接続されるクライアントを個々に認証
します。

802.1Xアクセスコントロールでは、クライアントが認証されるまで、そのクライアントが接続し
ているポート経由では Extensible Authentication Protocol over LAN（EAPOL）トラフィックしか許
可されません。認証に成功すると、通常のトラフィックはポートを通過できるようになります。
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関連トピック

802.1Xの設定

NAC
Network Admission Control（NAC）を使用すると、エンドポイント装置にネットワークアクセス
を許可する前に、エンドポイント装置のセキュリティ適合性と脆弱性をチェックできます。この

セキュリティ適合性のチェックのことを、ポスチャ検証といいます。ポスチャ検証により、ワー

ム、ウイルス、およびその他の不正アプリケーションがネットワーク全体に拡散することを防止

できます。

NACは、エンドポイント装置がネットワークの保護された領域にアクセス可能になる前に、エン
ドポイント装置のポスチャ（状態）がセキュリティポリシーに適合しているかどうかを検証しま

す。セキュリティポリシーに適合する場合は、ネットワークの保護されたサービスにアクセスす

ることが許可されます。セキュリティポリシーに適合しない場合は、修復専用のネットワークに

アクセスが制限されます。修復ネットワークではデバイスのポスチャが再度チェックされます。

関連トピック

NACの設定

Cisco TrustSec
The Cisco TrustSec security architecture builds secure networks by establishing clouds of trusted network
devices. Each device in the cloud is authenticated by its neighbors. Communication on the links between
devices in the cloud is securedwith a combination of encryption, message integrity checks, and replay protection
mechanisms. Cisco TrustSec also uses the device and user identification information acquired during
authentication for classifying, or coloring, the packets as they enter the network. This packet classification is
maintained by tagging packets on ingress to the Cisco TrustSec network so that they can be properly identified
for the purpose of applying security and other policy criteria along the data path. The tag, also called the
security group tag (SGT), allows the network to enforce the access control policy by enabling the endpoint
device to act upon the SGT to filter traffic. Cisco TrustSec uses ingress tagging and egress filtering to enforce
access control policy in as a conversation.

関連トピック

Cisco TrustSecの設定

IP ACL
IP ACLは、トラフィックをパケットのレイヤ 3ヘッダーの IPv4情報に基づいてフィルタリング
するために使用できるルールの順序セットです。各ルールには、パケットがルールに一致するた

めに満たさなければならない条件のセットが規定されています。Cisco NX-OSソフトウェアがパ
ケットに IPACLを適用することを判定するときは、すべてのルールの条件に照らしてパケットを
調べます。最初の一致によってパケットを許可するか拒否するか判定します。一致するものがな
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い場合は、Cisco NX-OSソフトウェアは適切なデフォルトルールを適用します。Cisco NX-OSソ
フトウェアは、許可されたパケットの処理を継続し、拒否されたパケットをドロップします。

関連トピック

IP ACLの設定

MAC ACL
MAC ACLは各パケットのレイヤ 2ヘッダーの情報を使用してトラフィックをフィルタリングす
るACLです。各ルールには、パケットがルールに一致するために満たさなければならない条件の
セットが規定されています。Cisco NX-OSソフトウェアがパケットにMAC ACLを適用すること
を判定するときは、すべてのルールの条件に照らしてパケットを調べます。最初の一致によって

パケットを許可するか拒否するか判定します。一致するものがない場合は、NX-OSソフトウェア
は適切なデフォルトルールを適用します。Cisco NX-OSソフトウェアは、許可されたパケットの
処理を継続し、拒否されたパケットをドロップします。

関連トピック

MAC ACLの設定

VACL
VLANACL（VACL）は、IP ACLまたはMACACLの適用例の 1つです。VACLを設定し、VLAN
との間でルーティングされるかまたはVLAN内でブリッジングされるすべてのパケットに適用で
きます。VACLは、セキュリティパケットフィルタリングおよび特定の物理インターフェイスへ
のトラフィックのリダイレクトだけを目的としたものです。VACLは方向（入力または出力）で
定義されることはありません。

関連トピック

VLAN ACLの設定

ポートセキュリティ
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インバウンドトラ
フィックだけを許可するようなレイヤ 2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。

関連トピック

ポートセキュリティの設定
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DHCP スヌーピング
DHCPスヌーピングは、信頼できないホストと信頼できる DHCPサーバとの間でファイアウォー
ルのような機能を果たします。DHCPスヌーピングでは次のアクティビティを実行します。

•信頼できない送信元からのDHCPメッセージを検証し、無効なメッセージをフィルタ処理し
て除外します。

• DHCPスヌーピングバインディングデータベースを構築し、管理します。このデータベース
には、リース IPアドレスがある信頼できないホストに関する情報が保存されています。

• DHCPスヌーピングバインディングデータベースを使用して、信頼できないホストからの以
降の要求を検証します。

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

関連トピック

DHCPの設定

ダイナミック ARP インスペクション
ダイナミックARPインスペクション（DAI）を使用することで、有効なARP要求と応答だけが中
継されることを保証できます。DAIがイネーブルになり適切に設定されている場合、CiscoNX-OS
デバイスは次のアクティビティを実行します。

•信頼できないポートを経由したすべての ARP要求および ARP応答を代行受信します。

•代行受信した各パケットが、IPアドレスとMACアドレスの有効なバインディングを持つこ
とを確認してから、ローカルARPキャッシュを更新するか、または適切な宛先にパケットを
転送します。

•無効な ARPパケットはドロップします。

DAIはDHCPスヌーピングバインディングデータベースに保存された有効な IPアドレスとMAC
アドレスのバインディングに基づき、ARPパケットの有効性を判断できます。このデータベース
は、VLANとデバイス上で DHCPスヌーピングがイネーブルにされている場合に、DHCPスヌー
ピングによって構築されます。ARPパケットを信頼できるインターフェイス上で受信した場合は、
デバイスはこのパケットを検査せずに転送します。信頼できないインターフェイス上では、デバ

イスは有効性を確認できたパケットだけを転送します。

関連トピック

ダイナミック ARPインスペクションの設定
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IP ソースガード
IPソースガードは、インターフェイス単位のトラフィックフィルタです。各パケットの IPアド
レスとMACアドレスが、IPとMACのアドレスバインディングのうち、次に示す 2つの送信元
のどちらかと一致する場合だけ、IPトラフィックを許可します。

• DHCPスヌーピングバインディングテーブル内のエントリ

•設定したスタティック IPソースエントリ

信頼できる IPとMACアドレスバインディングに基づいてフィルタリングするので、有効なホス
トの IPアドレスのスプーフィングを使用した攻撃の防止に役立ちます。IPソースガードを妨ぐ
ためには、攻撃者は有効なホストの IPアドレスとMACアドレスを両方スプーフィングする必要
があります。

関連トピック

IPソースガードの設定

パスワード暗号化
高度暗号化規格（AES）パスワード暗号化機能では、サポートするアプリケーション（現在は
RADIUSおよび TACACS+）のすべての既存および新規に作成されたクリアテキストパスワード
を、堅牢でリバーシブルのタイプ 6暗号化形式で保存します。マスター暗号キーは、パスワード
を暗号化および復号化するために使用されます。また、この機能を使用して、暗号化が脆弱な既

存のすべてのパスワードをタイプ 6暗号化パスワードに変換することもできます。

関連トピック

パスワード暗号化の設定

キーチェーン管理
キーチェーン管理を使用すると、キーチェーンの作成と管理を行えます。キーチェーンはキーの

シーケンスを意味します（共有秘密ともいいます）。キーチェーンは、他のデバイスとの通信を

キーベース認証を使用して保護する機能と合わせて使用できます。デバイスでは複数のキーチェー

ンを設定できます。

キーベース認証をサポートするルーティングプロトコルの中には、キーチェーンを使用してヒッ

トレスキーロールオーバーによる認証を実装できるものがあります。

関連トピック

キーチェーン管理の設定
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Unicast RPF
ユニキャスト Reverse Path Forwarding（RPF）機能を使用すると、ネットワークに変形または偽造
（スプーフィング）された IPソースアドレスが注入されて引き起こされる問題を、裏付けのない
IPソースアドレスを廃棄する方法により緩和します。たとえば、Smurfや Tribal Flood Network
（TFN）など、いくつかの一般的なサービス拒絶（DoS）攻撃では、偽造の送信元 IPアドレスや
すぐに変更される送信元 IPアドレスを利用して、攻撃を突き止めたりフィルタリングしたりする
手段を防ぎます。ユニキャスト RPFでは、送信元アドレスが有効で IPルーティングテーブルと
一致するパケットだけを転送することにより、攻撃を回避します。

関連トピック

ユニキャスト RPFの設定

トラフィックストーム制御
トラフィックストーム制御（トラフィック抑制ともいいます）を使用すると、着信トラフィック

のレベルを 1秒より大きなインターバルでモニタできます。この間、トラフィックレベル（ポー
トの使用可能合計帯域幅に対するパーセンテージ）が、設定したトラフィックストーム制御レベ

ルと比較されます。入力トラフィックが、ポートに設定したトラフィックストーム制御レベルに

到達すると、トラフィックストーム制御機能によってそのインターバルが終了するまでトラフィッ

クがドロップされます。

関連トピック

トラフィックストーム制御の設定

コントロールプレーンポリシング
Cisco NX-OSデバイスは、サービス拒絶（DoS）攻撃によるパフォーマンスへの影響を防ぐため
に、コントロールプレーンポリシングを備えています。Cisco NX-OSデバイスのスーパーバイザ
モジュールには、マネージメントプレーンとコントロールプレーンの両方が搭載され、ネット

ワークの運用にクリティカルなモジュールです。スーパーバイザモジュールの動作が途絶するよ

うな場合には、重大なネットワークの停止につながります。スーパーバイザに過剰なトラフィッ

クが加わると、スーパーバイザモジュールが過負荷になり、CiscoNX-OSデバイス全体のパフォー
マンスが低下する可能性があります。スーパーバイザモジュールへの攻撃には、DoS攻撃のよう
にコントロールプレーンを流れる IPトラフィックストリームが非常に高いレートで発生するも
のなど、さまざまな種類があります。攻撃によってコントロールプレーンはこれらのパケットの

処理に大量の時間を費やしてしまい、本来のトラフィック処理が不可能になります。

関連トピック

コントロールプレーンポリシングの設定
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レート制限
レート制限を行うことで、出力例外のリダイレクトパケットにより Cisco NX-OSデバイス上の
スーパーバイザモジュールに過剰な負荷がかかるのを回避できます。

関連トピック

レート制限の設定
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