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はじめに
このマニュアルでは、スイッチ上でのセキュリティ管理に関する設定情報と例について説明しま
す。
• 対象読者, xxiii ページ
• 表記法, xxiii ページ
• 関連資料, xxiv ページ
• マニュアルの変更履歴, xxv ページ
• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート, xxv ページ

対象読者
このマニュアルは、Catalyst 3850 スイッチ（以降スイッチ モジュールと記載）を管理するネット
ワーキングの専門家を対象としています。 Cisco IOS ソフトウェアの使用経験があり、イーサネッ
トおよび LAN の概念や専門用語を十分理解していることが前提です。

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用して説明および情報を表示しています。
コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。
• コマンドおよびキーワードは、太字で示しています。
• ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。
• 角カッコ（[ ]）の中の要素は、省略可能です。
• 必ずどれか 1 つを選択しなければならない要素は、波カッコ（{ }）で囲み、縦棒（|）で区
切って示しています。
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xxiii

はじめに
関連資料

• 任意で選択する要素の中で、必ずどれか 1 つを選択しなければならない要素は、角カッコと
波カッコで囲み、縦棒で区切って（[{ | }]）示しています。
対話形式の例では、次の表記法を使用しています。
• 端末セッションおよびシステムの表示は、screen フォントで示しています。
• ユーザが入力する情報は、太字の screen フォントで示しています。
• パスワードやタブのように、出力されない文字は、山カッコ（< >）で囲んで示しています。
（注）、注意、および警告には、次の表記法および記号を使用しています。

（注）

「注釈」です。 役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

読者への警告の表記法
このマニュアルでは、読者への警告に次の表記法を使用しています。

（注）

「注釈」です。 役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。

注意

「要注意」の意味です。 機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述され
ています。

ワンポイント アドバイス

時間を節約する方法です。 ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。

警告

「警告」の意味です。 人身事故を予防するための注意事項が記述されています。

関連資料
（注）

controllerをインストールまたはアップグレードする前に、controllerのリリース ノートを参照し
てください。
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はじめに
マニュアルの変更履歴

• 次の URL にある のマニュアル：
• 次の URL にある Cisco Validated Design（CVD）のマニュアル：
http://www.cisco.com/go/designzone

マニュアルの変更履歴
この表に、初版後、このマニュアルに加えられた技術的な変更の履歴を示します。
表 1：マニュアルの変更履歴

リビジョン

日付

変更点

OL-xxxxx-01-J

2012 年 7 月

このマニュアルの初版

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎
月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リー
ダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ
ともできます。 RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポー
トしています。
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第

1

章

コマンドライン インターフェイスの使用
• コマンドライン インターフェイスの使用に関する情報, 1 ページ
• CLI を使用して機能を設定する方法, 8 ページ

コマンドライン インターフェイスの使用に関する情報
コマンド モード
Cisco IOS ユーザ インターフェイスは、いくつかのモードに分かれています。 使用できるコマン
ドの種類は、現在のモードによって異なります。 システム プロンプトに疑問符（?）を入力する
と、各コマンド モードで使用できるコマンドの一覧が表示されます。
CLI セッションはコンソール接続、Telnet、SSH、またはブラウザを使用することによって開始で
きます。
セッションを開始するときは、ユーザ モード（別名ユーザ EXEC モード）が有効です。 ユーザ
EXEC モードでは、限られた一部のコマンドしか使用できません。 たとえばユーザ EXEC コマン
ドの大部分は、show コマンド（現在のコンフィギュレーション ステータスを表示する）、clear
コマンド（カウンタまたはインターフェイスをクリアする）などのように、1 回限りのコマンド
です。 ユーザ EXEC コマンドは、controllerをリブートするときには保存されません。
すべてのコマンドにアクセスするには、特権 EXEC モードを開始する必要があります。 特権 EXEC
モードを開始するには、通常、パスワードが必要です。 このモードでは、任意の特権 EXEC コマ
ンドを入力でき、また、グローバルコンフィギュレーションモードを開始することもできます。
コンフィギュレーション モード（グローバル、インターフェイス、およびライン）を使用して、
実行コンフィギュレーションを変更できます。 設定を保存した場合はこれらのコマンドが保存さ
れ、controllerをリブートするときに使用されます。 各種のコンフィギュレーション モードにアク
セスするには、まずグローバル コンフィギュレーション モードを開始する必要があります。 グ
ローバル コンフィギュレーション モードから、インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドおよびライン コンフィギュレーション モードに移行できます。
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コマンド モード

次の表に、主要なコマンド モード、各モードへのアクセス方法、各モードで表示されるプロンプ
ト、およびモードの終了方法を示します。 表の例では、ホスト名として Switch を使用していま
す。
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コマンド モード

表 2：コマンド モードの概要

モード

アクセス方法

ユーザ EXEC

Telnet、SSH、ま
たはコンソールを
使用してセッショ
ンを開始します。

プロンプト
Controller>

終了方法

モードの用途

logout または このモードを使用
quit を入力し して次の作業を行
います。
ます。
• 端末の設定変
更
• 基本テストの
実行
• システム情報
の表示

特権 EXEC

ユーザ EXEC
モードで、enable
コマンドを入力し
ます。

Controller#

disable を入力 このモードを使用
して終了しま して、入力したコ
マンドを確認しま
す。
す。 パスワードを
使用して、この
モードへのアクセ
スを保護します。
このモードを使用
して、アクセス ポ
イントの特権
EXEC コマンドを
実行します。 これ
らのコマンドはコ
ントローラの実行
コンフィギュレー
ションの一部では
なく、アクセス ポ
イントの IOS コン
フィギュレーショ
ンに送信されま
す。

グローバル コン 特権 EXEC モー
フィギュレーショ ドで、configure
ン
コマンドを入力し
ます。

Controller(config)#
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コマンド モード

モード

VLAN コンフィ
ギュレーション

アクセス方法

グローバル コン
フィギュレーショ
ン モードで、
vlan vlan-id コマ
ンドを入力しま
す。

インターフェイス グローバル コン
コンフィギュレー フィギュレーショ
ション
ン モードで、
interface コマンド
を入力し、イン
ターフェイスを指
定します。

プロンプト

Controller(config-vlan)#

Controller(config-if)#

終了方法

モードの用途

終了して特権
EXEC モード
に戻るには、
exit または
end コマンド
を入力する
か、Ctrl+Z を
押します。

このモードは、
controller全体に適
用するパラメータ
を設定する場合に
使用します。
このモードを使用
して、コントロー
ラの実行コンフィ
ギュレーションの
一部であるアクセ
ス ポイント コマン
ドを設定します。

グローバル コ
ンフィギュ
レーション
モードに戻る
場合は、exit
コマンドを入
力します。

このモードを使用
して、VLAN（仮
想 LAN）パラメー
タを設定します。
VTP モードがトラ
ンスペアレントで
あるときは、拡張
範囲 VLAN
特権 EXEC
（VLAN ID が
モードに戻る
1006 以上）を作成
には、Ctrl+Z
してcontrollerのス
を押すか、
タートアップ コン
end を入力し
フィギュレーショ
ます。
ン ファイルに設定
を保存できます。
終了してグ
ローバル コン
フィギュレー
ション モード
に戻るには、
exit を入力し
ます。

このモードを使用
して、イーサネッ
ト ポートのパラ
メータを設定しま
す。

特権 EXEC
モードに戻る
には、Ctrl+Z
を押すか、
end を入力し
ます。
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ヘルプ システムの使用

モード

アクセス方法

ライン コンフィ
ギュレーション

グローバル コン
フィギュレーショ
ン モードで、
line vty または
line console コマ
ンドを使用して回
線を指定します。

プロンプト
Controller(config-line)#

終了方法

モードの用途

終了してグ
ローバル コン
フィギュレー
ション モード
に戻るには、
exit を入力し
ます。

このモードを使用
して、端末回線の
パラメータを設定
します。

特権 EXEC
モードに戻る
には、Ctrl+Z
を押すか、
end を入力し
ます。

ヘルプ システムの使用
システム プロンプトで疑問符（?）を入力すると、各コマンド モードに使用できるコマンドのリ
ストが表示されます。 また、任意のコマンドについて、関連するキーワードおよび引数の一覧を
表示することもできます。

手順の概要
1. help
2. abbreviated-command-entry ?
3. abbreviated-command-entry <Tab>
4. ?
5. command ?
6. command keyword ?

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

help

コマンド モードのヘルプ システムの簡単な説明
を表示します。

例：
Controller# help
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

abbreviated-command-entry ?

特定のストリングで始まるコマンドのリストを
表示します。

例：
Controller# di?
dir disable disconnect

ステップ 3

abbreviated-command-entry <Tab>

特定のコマンド名を補完します。

例：
Controller# sh conf<tab>
Controller# show configuration

ステップ 4

?

特定のコマンド モードで使用可能なすべてのコ
マンドをリストします。

例：
Controller> ?

ステップ 5

command ?

コマンドに関連するキーワードを一覧表示しま
す。

例：
Controller> show ?

ステップ 6

command keyword ?

キーワードに関連する引数を一覧表示します。

例：
Controller(config)# cdp holdtime ?
<10-255> Length of time (in sec) that
receiver must keep this packet

コマンドの省略形
controllerでコマンドが一意に認識される長さまでコマンドを入力します。
show configuration 特権 EXEC コマンドを省略形で入力する方法を次に示します。
Controller# show conf

コマンドの no 形式および default 形式
大部分のコンフィギュレーション コマンドに、no 形式があります。 no 形式は一般に、特定の機
能または動作をディセーブルにする場合、あるいはコマンドの動作を取り消す場合に使用します。
たとえば、no shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、イン
ターフェイスのシャットダウンが取り消されます。 no キーワードなしでコマンドを使用すると、
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ディセーブルにされた機能を再度イネーブルにしたり、デフォルトでディセーブルになっている
機能をイネーブルにすることができます。
コンフィギュレーション コマンドには、default 形式もあります。 コマンドの default 形式は、コ
マンドの設定値をデフォルトに戻します。 大部分のコマンドはデフォルトでディセーブルに設定
されているので、default 形式は no 形式と同じになります。 ただし、デフォルトでイネーブルに
設定されていて、なおかつ変数が特定のデフォルト値に設定されているコマンドもあります。 こ
れらのコマンドについては、default コマンドを使用すると、コマンドがイネーブルになり、変数
がデフォルト値に設定されます。

CLI のエラー メッセージ
次の表に、CLI を使用してcontrollerを設定するときに表示される可能性のあるエラー メッセージ
の一部を紹介します。
表 3：CLI の代表的なエラー メッセージ

エラー メッセージ

意味

ヘルプの表示方法

% Ambiguous command: "show
con"

controllerがコマンドとして認識 コマンドを再入力し、最後に疑
できるだけの文字数が入力され 問符（?）を入力します。コマ
ていません。
ンドと疑問符の間にはスペース
を入れません。
コマンドとともに使用できる
キーワードが表示されます。

% Incomplete command.

コマンドに必須のキーワードま コマンドを再入力し、最後に疑
たは値が、一部入力されていま 問符（?）を入力します。コマ
せん。
ンドと疑問符の間にはスペース
を 1 つ入れます。
コマンドとともに使用できる
キーワードが表示されます。

% Invalid input detected at
‘^’ marker.

コマンドの入力ミスです。 間
違っている箇所をキャレット
（^）記号で示しています。

疑問符（?）を入力すると、そ
のコマンド モードで利用でき
るすべてのコマンドが表示され
ます。
コマンドとともに使用できる
キーワードが表示されます。
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コンフィギュレーション ロギング

コンフィギュレーション ロギング
controllerの設定変更を記録して表示させることができます。 Configuration Change Logging and
Notification 機能を使用することで、セッションまたはユーザ ベースごとに変更内容をトラッキン
グできます。ログに記録されるのは、適用された各コンフィギュレーションコマンド、コマンド
を入力したユーザ、コマンドの入力時間、コマンドに対するパーサからのリターン コードです。
この機能には、登録しているアプリケーションの設定が変更されるときに通知される非同期通知
方式もあります。 Syslog へこの通知を送信することも選択できます。

（注）

CLI または HTTP の変更のみがログとして記録されます。

CLI を使用して機能を設定する方法
コマンド履歴の設定
入力したコマンドは、ソフトウェア側にコマンド履歴として残されます。 コマンド履歴機能は、
アクセスコントロールリストの設定時など、長い複雑なコマンドまたはエントリを何度も入力し
なければならない場合、特に便利です。 必要に応じて、この機能をカスタマイズできます。

コマンド履歴バッファ サイズの変更
デフォルトでは、controllerは履歴バッファにコマンド ライン 10 行を記録します。 現在の端末セッ
ションまたは特定回線のすべてのセッションで、この数を変更できます。 この手順は任意です。

手順の概要
1. terminal history [size number-of-lines]

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

terminal history [size number-of-lines]

特権 EXEC モードで現在のターミナル セッション中に
controllerが記録するコマンドラインの数を変更します。
サイズは 0 から 256 までの間で設定できます。

例：
Controller# terminal history size 200
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コマンド履歴の設定

コマンドの呼び出し
履歴バッファにあるコマンドを呼び出すには、次の表に示すいずれかの操作を行います。 これら
の操作は任意です。

（注）

矢印キーが使用できるのは、VT100 などの ANSI 互換端末に限られます。

手順の概要
1. Ctrl+P または上矢印キー
2. Ctrl+N または下矢印キー
3. show history

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Ctrl+P または上矢印キー

履歴バッファ内のコマンドを呼び出します。最後に実行したコマンド
が最初に呼び出されます。 キーを押すたびに、より古いコマンドが順
次表示されます。

ステップ 2

Ctrl+N または下矢印キー

Ctrl+P または上矢印キーでコマンドを呼び出した後で、履歴バッファ
内のより新しいコマンドに戻ります。 キーを押すたびに、より新しい
コマンドが順次表示されます。

ステップ 3

show history

特権 EXEC モードで、直前に入力したコマンドをいくつか表示しま
す。 表示されるコマンドの数は、terminal history グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドおよび history ライン コンフィギュレーショ
ン コマンドの設定値によって指定されます。

例：
Controller# show history

コマンド履歴機能のディセーブル化
コマンド履歴機能は、自動的にイネーブルになっています。 現在の端末セッションまたはコマン
ドラインでディセーブルにできます。 この手順は任意です。

手順の概要
1. terminal no history
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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

terminal no history

特権 EXEC モードで現在のターミナル セッション中
のこの機能をディセーブルにします。

例：
Controller# terminal no history

編集機能のイネーブル化およびディセーブル化
拡張編集モードは自動的にイネーブルに設定されますが、ディセーブルにしたり、再びイネーブ
ルにしたりできます。

手順の概要
1. terminal editing
2. terminal no editing

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

terminal editing

特権 EXEC モードで現在のターミナル セッションにおけ
る拡張編集モードを再びイネーブルにします。

例：
Controller# terminal editing

ステップ 2

terminal no editing

特権 EXEC モードで現在のターミナル セッションにおけ
る拡張編集モードをディセーブルにします。

例：
Controller# terminal no editing

キー入力によるコマンドの編集
キーストロークは、コマンドラインの編集に役立ちます。 これらのキーストロークは任意です。

（注）

矢印キーが使用できるのは、VT100 などの ANSI 互換端末に限られます。
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表 4：編集コマンド

編集コマンド

説明

Ctrl-B または左矢印キー

カーソルを 1 文字後退させます。

Ctrl-F または右矢印キー

カーソルを 1 文字前進させます。

Ctrl+A

コマンドラインの先頭にカーソルを移動しま
す。

Ctrl+E

カーソルをコマンド ラインの末尾に移動しま
す。

Esc B

カーソルを 1 単語後退させます。

Esc F

カーソルを 1 単語前進させます。

Ctrl+T

カーソルの左にある文字を、カーソル位置の文
字と置き換えます。

Delete キーまたは Backspace キー

カーソルの左にある文字を消去します。

Ctrl+D

カーソル位置にある文字を削除します。

Ctrl+K

カーソル位置からコマンド ラインの末尾までの
すべての文字を削除します。

Ctrl+U または Ctrl+X

カーソル位置からコマンド ラインの先頭までの
すべての文字を削除します。

Ctrl+W

カーソルの左にある単語を削除します。

Esc D

カーソルの位置から単語の末尾までを削除しま
す。

Esc C

カーソル位置のワードを大文字にします。

Esc L

カーソルの場所にある単語を小文字にします。

Esc U

カーソルの位置から単語の末尾までを大文字に
します。

Ctrl+V または Esc Q

特定のキーストロークを実行可能なコマンド
（通常はショートカット）として指定します。
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Return キー

1 行または 1 画面下へスクロールして、端末画
面に収まりきらない表示内容を表示させます。
（注）

show コマンドの出力など、端末画面
に一度に表示できない長い出力では、
More プロンプトが使用されます。
More プロンプトが表示された場合
は、Return キーおよび Space キーを使
用してスクロールできます。

Space バー

1 画面分下にスクロールします。

Ctrl+L または Ctrl+R

controllerから画面に突然メッセージが出力され
た場合に、現在のコマンドラインを再表示しま
す。

画面幅よりも長いコマンドラインの編集
画面上で 1 行分を超える長いコマンドラインについては、コマンドのラップアラウンド機能を使
用できます。 カーソルが右マージンに達すると、そのコマンドラインは 10 文字分だけ左へシフ
トされます。 コマンドラインの先頭から 10 文字までは見えなくなりますが、左へスクロールし
て、コマンドの先頭部分の構文をチェックできます。 これらのキー操作は任意です。
コマンドの先頭にスクロールして入力内容をチェックするには、Ctrl+B キーまたは←キーを繰り
返し押します。 コマンドラインの先頭に直接移動するには、Ctrl+A を押します。

（注）

矢印キーが使用できるのは、VT100 などの ANSI 互換端末に限られます。
次に、画面上で 1 行を超える長いコマンドラインを折り返す例を示します。

手順の概要
1. access-list
2. Ctrl+A
3. Return キー
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show および more コマンド出力の検索およびフィルタリング

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

access-list

1 行分を超えるグローバル コンフィギュレーション コマンド
入力を表示します。

例：
Controller(config)# access-list 101
permit tcp 10.15.22.25 255.255.255.0
10.15.22.35
Controller(config)# $ 101 permit tcp
10.15.22.25 255.255.255.0 10.15.22.35
255.25
Controller(config)# $t tcp 10.15.22.25
255.255.255.0 131.108.1.20
255.255.255.0 eq
Controller(config)# $15.22.25
255.255.255.0 10.15.22.35 255.255.255.0
eq 45

ステップ 2

Ctrl+A

完全な構文をチェックします。

例：

行末に表示されるドル記号（$）は、その行が右へスクロール
されたことを表します。

Controller(config)# access-list 101
permit tcp 10.15.22.25 255.255.255.0
10.15.2$

ステップ 3

最初にカーソルが行末に達すると、その行は 10 文字分だけ左
へシフトされ、再表示されます。 ドル記号（$）は、その行が
左へスクロールされたことを表します。 カーソルが行末に達
するたびに、その行は再び 10 文字分だけ左へシフトされま
す。

Return キー

コマンドを実行します。
ソフトウェアでは、端末画面は 80 カラム幅であると想定され
ています。 画面の幅が異なる場合は、terminal width 特権
EXEC コマンドを使用して端末の幅を設定します。
ラップアラウンド機能とコマンド履歴機能を併用すると、前
に入力した複雑なコマンド エントリを呼び出して変更できま
す。

show および more コマンド出力の検索およびフィルタリング
show および more コマンドの出力を検索およびフィルタリングできます。 この機能は、大量の出
力をソートする場合や、出力から不要な情報を除外する場合に役立ちます。 これらのコマンドの
使用は任意です。

手順の概要
1. {show | more} command | {begin | include | exclude} regular-expression
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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

{show | more} command | {begin | include | exclude}
regular-expression

出力を検索およびフィルタリングします。

例：
Controller# show interfaces | include protocol
Vlan1 is up, line protocol is up
Vlan10 is up, line protocol is down
GigabitEthernet1/0/1 is up, line protocol is down
GigabitEthernet1/0/2 is up, line protocol is up

文字列では、大文字と小文字が区別されます。 た
とえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は
表示されます。

CLI へのアクセス
CLI にはコンソール接続、Telnet、SSH、またはブラウザを使用することによってアクセスできま
す。

コンソール接続または Telnet 経由で CLI にアクセスする
CLI にアクセスするには、controllerのハードウェア インストレーション ガイドに記載されている
手順で、controllerのコンソール ポートに端末または PC を接続するか、または PC をイーサネット
管理ポートに接続して、controllerの電源をオンにする必要があります。
controllerがすでに設定されている場合は、ローカル コンソール接続またはリモート Telnet セッショ
ンによって CLI にアクセスできますが、このタイプのアクセスに対応できるように、先にcontroller
を設定しておく必要があります。
次のいずれかの方法で、controllerとの接続を確立できます。
• controller コンソール ポートに管理ステーションまたはダイヤルアップ モデムを接続するか、
またはイーサネット管理ポートに PC を接続します。 コンソール ポートまたはイーサネット
管理ポートへの接続については、controllerのハードウェア インストレーション ガイドを参照
してください。
• リモート管理ステーションから任意の Telnet TCP/IP または暗号化 Secure Shell（SSH; セキュ
ア シェル）パッケージを使用します。 controllerは Telnet または SSH クライアントとのネッ
トワーク接続が可能でなければなりません。また、controllerにイネーブル シークレット パス
ワードを設定しておくことも必要です。
• controllerは同時に最大 16 の Telnet セッションをサポートします。 1 人の Telnet ユーザ
によって行われた変更は、他のすべての Telnet セッションに反映されます。
• controllerは最大 5 つの安全な SSH セッションを同時にサポートします。
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コンソール ポート、イーサネット管理ポート、Telnet セッション、または SSH セッションを
通じて接続すると、管理ステーション上にユーザ EXEC プロンプトが表示されます。
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Web グラフィカル ユーザ インターフェイス
の使用
• Web GUI の使用に関する前提条件, 17 ページ
• Web GUI の使用に関する情報, 17 ページ
• Controller のコンソール ポートの接続, 19 ページ
• Web GUI へのログイン, 19 ページ
• Web モードおよびセキュア Web モードの有効化 , 20 ページ
• Controller Web GUI の設定, 21 ページ

Web GUI の使用に関する前提条件
• GUI を使用する PC では、Windows 7、Windows XP SP1 以降のリリースまたは Windows 2000
SP4 以降のリリースが稼働している必要があります。
• controllerGUI は、Microsoft Internet Explorer バージョン 10.x、Mozilla Firefox 20.x、または
Google Chrome 26.x. と互換性があります。

Web GUI の使用に関する情報
Web ブラウザ、つまり、グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）は、各controllerに組み込
まれています。
サービス ポート インターフェイスまたは管理インターフェイスを使用して GUI にアクセスでき
ますが、 サービス ポート インターフェイスの使用をお勧めします。 GUI のページ上部にある
[Help] をクリックすると、オンライン ヘルプが表示されます。 オンライン ヘルプを表示するに
は、ブラウザのポップアップ ブロッカを無効にする必要があります。
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Web GUI の機能
controllerWeb GUI は次の機能をサポートします。
構成ウィザード：IP アドレスおよびローカル ユーザ名/パスワードの初期設定、または認証サーバ
での認証（必須特権 15）の後、ウィザードは最初の無線設定を完了するための手順を提供しま
す。 [Configuration] > [Wizard] を起動し、次のことを設定するために、9 ステップの手順に従いま
す。
• 管理ユーザ
• SNMP システムの概要
• Management Port
• ワイヤレス管理
• RF Mobility と国番号
• モビリティ設定
• WLAN
• 802.11 設定
• Set Time
[Monitor] タブ:
• 概要のcontroller、クライアント、アクセス ポイントの詳細を表示します。
• すべての無線および AP 接続統計情報を表示します。
• アクセス ポイントの電波品質を表示します。
• すべてのインターフェイスおよび CDP トラフィック情報の Cisco Discovery Protocol (CDP) の
すべてのネイバーの一覧を表示します。
• 分類 Friendly、Malicious、Ad hoc、Classified、および Unclassified に基づいて、すべての不正
アクセス ポイントを表示します。
[Configuration] タブ:
• Web 設定ウィザードを使用して、すべての初期操作のためにcontrollerを設定できます。 ウィ
ザードでは、ユーザの詳細、管理インターフェイスなどを設定できます。
• システム、内部 DHCP サーバ、管理、およびモビリティ管理パラメータを設定できます。
• controller、WLAN、無線を設定できます。
• controllerで、セキュリティ ポリシーを設定できます。
• オペレーティング システム ソフトウェアの管理コマンドcontrollerにアクセスできます。
[Administration] タブで、システム ログを設定できます。
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Controller のコンソール ポートの接続
はじめる前に
基本的な動作ができるようにcontrollerを設定するには、VT-100 ターミナル エミュレーション プ
ログラム（HyperTerminal、ProComm、Minicom、Tip など）を実行する PC にコントローラを接続
する必要があります。

ステップ 1

ヌルモデム シリアル ケーブルの一端をcontrollerの RJ-45 コンソール ポートに接続し、もう一端を PC のシ
リアル ポートに接続します。

ステップ 2

AC 電源コードをcontrollerに接続し、アース付き 100 ～ 240 VAC、50/60 Hz の電源コンセントに差し込み
ます。 電源を入れます。 起動スクリプトによって、オペレーティング システム ソフトウェアの初期化
（コードのダウンロードおよび電源投入時自己診断テスト）および基本設定が表示されます。 controllerの
電源投入時自己診断テストに合格した場合は、起動スクリプトによって設定ウィザードが実行されます。
画面の指示に従って、基本設定を入力してください。

ステップ 3

yes と入力します。 CLI セットアップ ウィザードの基本的な初期設定パラメータに進みます。 gigabitethernet
0/0 インターフェイスであるサービス ポートの IP アドレスを指定します。
構成ウィザードの設定パラメータを入力すると、Web GUI にアクセスできます。 これで、controllerがサー
ビス ポートの IP アドレスにより設定されます。

Web GUI へのログイン
ステップ 1

ブラウザのアドレス バーに IP アドレスcontrollerを入力します。 接続をセキュリティで保護するには、
https://ip-address と入力します。 接続をセキュリティで保護しない場合は、http://ip-address と入力します。

ステップ 2

ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されたら、有効な値を入力して [OK] をクリックします。
（注）
設定ウィザードで作成されたユーザ名およびパスワードでは、大文字と小文字が区別されます。
デフォルトのユーザ名は admin、デフォルトのパスワードは admin です。
[Accessing] ページが表示されます。
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Web モードおよびセキュア Web モードの有効化
ステップ 1

[Configuration] > [Controller] > [Switch] > [Management] > [Protocol Management] > [HTTP-HTTPS]を選択しま
す。
[HTTP-HTTPS Configuration] ページが表示されます。

ステップ 2

Web モード（ユーザが「http://ip-address」を使用してcontroller GUI にアクセスできます）を有効にするに
は、[HTTP Access] ドロップダウン リストから [Enabled] を選択します。 有効にしない場合は、[Disabled]
を選択します。 Web モード（HTTP）の接続は、セキュリティで保護されません。

ステップ 3

セキュア Web モード（ユーザが「https://ip-address」を使用してcontroller GUI にアクセスできます）を有
効にするには、[HTTPS Access] ドロップダウン リストから [Enabled] を選択します。 有効にしない場合
は、[Disabled] を選択します。 セキュア Web モード（HTTPS）の接続は、セキュリティで保護されていま
す。

ステップ 4

[IP Device Tracking] チェックボックスで、デバイスを追跡することを選択します。

ステップ 5

[Enable] チェックボックスでトラスト ポイントをイネーブルにすることを選択します。

ステップ 6

[Trustpoints] ドロップダウン リストからトラストポイントを選択します。

ステップ 7

[HTTP Timeout-policy (1 to 600 sec)] テキスト ボックスに、非アクティブ化により Web セッションがタイム
アウトするまでの時間を秒単位で入力します。
有効な範囲は 1 ～ 600 秒です。

ステップ 8

[Server Life Time (1 to 86400 sec)] テキスト ボックスにサーバのライフタイムを入力します。
有効な範囲は 1 ～ 86400 秒です。

ステップ 9

[Maximum number of Requests (1 to 86400)] テキスト ボックスに、サーバが受け入れる最大接続要求数を入
力します。
指定できる接続数の範囲は、1 ～ 86400 です。

ステップ 10 [Apply] をクリックします。
ステップ 11 [Save Configuration] をクリックします。
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Controller Web GUI の設定
設定ウィザードでは、controller上での基本的な設定を行うことができます。 このウィザードは、
controllerを購入した直後やcontrollerを工場出荷時のデフォルトにリセットした後に実行します。
設定ウィザードは、GUI と CLI の両方の形式で使用できます。

ステップ 1

PC をサービス ポートに接続し、controllerと同じサブネットを使用するように IPv4 アドレスを設定しま
す。 controllerが IOS XE イメージとともにロードされ、サービス ポート インターフェイスが gigabitethernet
0/0 として設定されます。

ステップ 2

PC で Internet Explorer 10 以降、Firefox 2.0.0.11 以降、または Google Chrome を開始し、ブラウザ ウィンド
ウに管理インターフェイスの IP アドレスを入力します。 管理インターフェイスの IP アドレスは、
gigabitethernet 0/0（別名、サービス ポート インターフェイス）と同じです。 初めてログインするときに、
HTTP のユーザ名およびパスワードを入力する必要があります。 デフォルトでは、ユーザ名は admin、パ
スワードは cisco です。
サービス ポート インターフェイスを使用するときは、HTTP と HTTPS の両方を使用できます。 HTTPS
はデフォルトでイネーブルであり、HTTP をイネーブルにすることもできます。
初めてログインすると、[Accessing Cisco Switch[Accessing Cisco Controller <Model Number> <Hostname>]
ページが表示されます。

ステップ 3

[Accessing Cisco Switch][Accessing Cisco Controller] ページで、controller Web GUI の [Home] ページにアクセ
スするために、[Wireless Web GUI] リンクをクリックします。

ステップ 4

最初にcontrollerの設定に必要なすべての手順を実行するために、[Configuration] > [Wizard]を選択します。
[Admin Users] ページが表示されます。

ステップ 5

[Admin Users] ページで、このcontrollerに割り当てる管理者のユーザ名を [User Name] テキスト ボックスに
入力し、このcontrollerに割り当てる管理パスワードを [Password] テキスト ボックスおよび [Confirm Password]
テキスト ボックスに入力します。 [Next] をクリックします。
デフォルトのユーザ名は admin で、デフォルトのパスワードは cisco です。 またはcontrollerの新しい管理
者ユーザを作成できます。 ユーザ名とパスワードには、最大 24 文字の ASCII 文字を入力できます。
[SNMP System Summary] ページが表示されます。

ステップ 6

[SNMP System Summary] ページで、controllerの次の SNMP システム パラメータを入力し、[Next] をクリッ
クします。
• [Location] テキスト ボックスでユーザ定義可能なcontrollerの場所。
• [Contact] テキスト ボックスで名前や電話番号などのユーザ定義可能な連絡先の詳細。
• SNMP 通知をさまざまな SNMP トラップで送信するには、[SNMP Global Trap] ドロップダウン リス
トで [Enabled] を選択し、さまざまな SNMP トラップに対して SNMP 通知を送信しないようにするに
は [Disabled] を選択します。
• システム ログ メッセージを送信するには [SNMP Logging] ドロップダウン リストから [Enabled] を選
択し、システム ログ メッセージを送信しない場合は [Disabled] を選択します。
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SNMP トラップ サーバは、ディストリビューション ポートから到達可能であることが必要です
（gigabitethernet0/0 サービスまたは管理インターフェイスは経由しません）。
[Management Port] ページが表示されます。
（注）

ステップ 7

[Management Port] ページで、管理ポートのインターフェイス（gigabitethernet 0/0）の次のパラメータを入
力し、[Next] をクリックします。
• [IP Address] テキスト ボックスでサービス ポートに割り当てたインターフェイスの IP アドレス。
• [Netmask] テキスト ボックスで、管理ポートのインターフェイスのネットワーク マスクのアドレス。
• [IPv4 DHCP Server] テキスト ボックスで選択されたポートの IPv4 Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP) のアドレス。
[Wireless Management] ページが表示されます。

ステップ 8

[Wireless Management] ページでは、次のワイヤレス インターフェイス管理の詳細を入力し、[Next] をク
リックします。
• [Select Interface] ドロップダウン リストから、インターフェイスとして VLAN または 10 ギガビット
イーサネットを選択します。
• [VLAN ID] テキスト ボックスで VLAN タグの ID。VLAN タグがない場合は 0。
• [IP Address] テキスト ボックスで、アクセス ポイントが接続されたワイヤレス管理インターフェイス
の IP アドレス。
• [Netmask] テキスト ボックスで、ワイヤレス管理インターフェイスのネットワーク マスクのアドレ
ス。
• [IPv4 DHCP Server] テキスト ボックスで DHCP IPv4 IP アドレス。
インターフェイスとして VLAN を選択すると、[Switch Port Configuration] テキスト ボックスで指定された
リストから、ポートとしてトランク ポートまたはアクセス ポートを指定できます。
[RF Mobility and Country Code] ページが表示されます。

ステップ 9

[RF Mobility and Country Code] ページで、RF モビリティ ドメイン名を [RF Mobility] テキスト ボックスに
入力し、[Country Code] ドロップダウン リストから現在の国コードを選択して、[Next] をクリックします。
GUI からは、1 つの国番号のみを選択できます。
（注）
RF グループ化パラメータとモビリティ設定を設定する前に、必ず関連する概念のコンテンツを
参照してから、設定に進むようにしてください。
[Mobility Configuration] ページが開き、モビリティのグローバル コンフィギュレーション設定が表示され
ます。

ステップ 10 [Mobility Configuration] ページで、次のモビリティのグローバル コンフィギュレーション設定を参照およ
び入力し、[Next] をクリックします。
• [Mobility Role] テキスト ボックスにモビリティ コントローラが表示されます。
• [Mobility Protocol Port] テキスト ボックスにモビリティ プロトコルのポート番号が表示されます。
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• [Mobility Group Name] テキスト ボックスにモビリティ グループ名が表示されます。
• [DTLS Mode] テキスト ボックスで、DTLS がイネーブルであるかどうかが示されます。
DTLS は、標準化過程にある TLS に基づくインターネット技術特別調査委員会（IETF）プロトコル
です。
• [Mobility Domain ID for 802.11 radios] テキスト ボックスに、802.11 無線のモビリティ ドメイン ID が
表示されます。
• [Mobility Domain Member Count] テキスト ボックスで、controller上で設定されたメンバ数が表示され
ます。
• Mobility Oracle としてコントローラをイネーブルにするには、[Mobility Oracle Enabled] チェックボッ
クスをオンにします。
（注）
コントローラのみを Mobility Oracle として設定できます。 Mobility Oracle としてスイッチ
は設定できません。
Mobility Oracle はオプションであり、1 つの完全なモビリティ ドメインの下で、クライアント データ
ベースを保持します。
• [Mobility Keepalive Interval (1-30)sec] テキスト ボックスで、ピアcontrollerに送信する各 ping 要求の間
隔（秒単位）。
有効範囲は 1 ～ 30 秒で、デフォルト値は 10 秒です。
• [Mobility Keep Alive Count（3-20）] テキスト ボックスで、ピア controllerが到達不能と判断するまで
に ping 要求を送信する回数。
有効な範囲は 3 ～ 20 で、デフォルト値は 3 です。
• [Mobility Control Message DSCP Value (0-63)] テキスト ボックスで、モビリティ controllerに設定される
DSCP 値。
有効な範囲は 0 ～ 63 で、デフォルト値は 0 です。
[WLANs] ページが表示されます。
ステップ 11 [Mobility Configuration] ページで、次のモビリティのグローバル コンフィギュレーション設定を参照およ
び入力し、[Next] をクリックします。
• [Mobility Role] ドロップダウン リストから、[Mobility Controller] または [Mobility Agent] を選択しま
す。
• [Mobility Agent] を選択した場合は、[Mobility Controller IP Address] テキスト ボックスにモビリ
ティ コントローラの IP アドレス、[Mobility Controller Public IP Address] テキスト ボックスにモ
ビリティ コントローラの IP アドレスを入力します。
• [Mobility Controller] を選択すると、モビリティ コントローラの IP アドレスとモビリティ コント
ローラのパブリック IP アドレスがそれぞれのテキスト ボックスに表示されます。
• [Mobility Protocol Port] テキスト ボックスにモビリティ プロトコルのポート番号が表示されます。
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• [Mobility Switch Peer Group Name] テキスト ボックスにモビリティ スイッチのピア グループ名が表示
されます。
• [DTLS Mode] テキスト ボックスで、DTLS がイネーブルであるかどうかが示されます。
DTLS は、標準化過程にある TLS に基づくインターネット技術特別調査委員会（IETF）プロトコル
です。
• [Mobility Domain ID for 802.11 radios] テキスト ボックスに、802.11 無線のモビリティ ドメイン ID が
表示されます。
• [Mobility Keepalive Interval (1-30)sec] テキスト ボックスで、ピア controllerに送信する各 ping 要求の間
隔（秒単位）。
有効範囲は 1 ～ 30 秒で、デフォルト値は 10 秒です。
• [Mobility Keep Alive Count（3-20）] テキスト ボックスで、ピア controllerが到達不能と判断するまで
に ping 要求を送信する回数。
有効な範囲は 3 ～ 20 で、デフォルト値は 3 です。
• [Mobility Control Message DSCP Value (0-63)] テキスト ボックスで、モビリティ controllerに設定される
DSCP 値。
有効な範囲は 0 ～ 63 で、デフォルト値は 0 です。
• [Switch Peer Group Members Configured] テキスト ボックスで設定したモビリティ スイッチ ピア グルー
プ メンバーの数を表示します。
[WLANs] ページが表示されます。
ステップ 12 [WLANs] ページで、次の WLAN 設定パラメータを入力し、[Next] をクリックします。
• [WLAN ID] テキスト ボックスで WLAN 識別子。
• [SSID] テキスト ボックスで、クライアントに関連付けられている WLAN の SSID。
• [Profile Name] テキスト ボックスで、クライアントが使用する WLAN の名前。
[802.11 Configuration] ページが表示されます。
ステップ 13 [802.11 Configuration] ページで、[802.11a/n/ac] チェックボックスと [802.11b/g/n] チェックボックスのいず
れかまたは両方をオンにして 802.11 無線をイネーブルにし、[Next] をクリックします。
[Set Time] ページが表示されます。
ステップ 14 [Set Time] ページで、次のパラメータに基づいてcontrollerの日時を設定し、[Next] をクリックします。
• [Current Time] テキスト ボックスで、controllerの現在のタイムスタンプが表示されます。
• [Mode] ドロップダウン リストから [Manual] または [NTP] を選択します。
NTP サーバの使用時に、controllerに接続されているすべてのアクセス ポイントが、使用可能な NTP
サーバ設定に基づいて時間を同期します。
• [Year, Month, and Day] ドロップダウン リストからcontrollerの日付を選択します。
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• [Hours, Minutes, and Seconds] ドロップダウン リストから時間を選択します。
• 時間帯を [Zone] テキスト ボックスに入力し、controllerで設定された現在の時刻と比較した場合に必
要なオフセットを [Offset] ドロップダウン リストから選択します。
[Save Wizard] ページが表示されます。
ステップ 15 [Save Wizard] ページで、この手順を使用してcontrollerで行った設定を確認できます。設定値を変更する場
合は、[Previous] をクリックし、該当ページに移動します。
すべてのウィザードについて成功メッセージが表示された場合にのみ、ウィザードを使用して作成した
controller設定を保存できます。 [Save Wizard] ウィザード ページでエラーが表示された場合、controllerの
初期設定のためにウィザードを再実行する必要があります。
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不正アクセスの防止
• 機能情報の確認, 27 ページ
• 不正アクセスの防止, 27 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、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。 最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

不正アクセスの防止
不正ユーザによる、スイッチの再設定や設定情報の閲覧を防止できます。 一般的には、ネット
ワーク管理者からスイッチへのアクセスを許可する一方、非同期ポートを用いてネットワーク外
からダイヤルアップ接続するユーザや、シリアル ポートを通じてネットワーク外から接続する
ユーザ、またはローカル ネットワーク内の端末またはワークステーションから接続するユーザに
よるアクセスを制限します。
スイッチへの不正アクセスを防止するには、次のセキュリティ機能を 1 つまたは複数設定します。
• 最低限のセキュリティとして、各スイッチ ポートでパスワードおよび権限を設定します。
このパスワードは、スイッチにローカルに保存されます。 ユーザがポートまたは回線を通じ
てスイッチにアクセスしようとするとき、ポートまたは回線に指定されたパスワードを入力
してからでなければ、スイッチにアクセスできません。
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• 追加のセキュリティ レイヤとして、ユーザ名とパスワードをペアで設定できます。このペア
はスイッチでローカルに保存されます。 このペアは回線またはポートに割り当てられ、各
ユーザを認証します。ユーザは認証後、スイッチにアクセスできます。 権限レベルを定義し
ている場合は、ユーザ名とパスワードの各ペアに特定の権限レベルを、対応する権利および
権限とともに割り当てることもできます。
• ユーザ名とパスワードのペアを使用したいが、そのペアをローカルではなく中央のサーバに
保存したい場合は、セキュリティ サーバ上のデータベースに保存できます。 これにより、
複数のネットワーキング デバイスが同じデータベースを使用してユーザ認証情報を（必要に
応じて許可情報も）得ることができます。
• また、失敗したログイン試行をログに記録するログイン拡張機能もイネーブルにすることも
できます。 ログイン拡張は、設定した回数のログインが失敗したあとに、それ以降のログイ
ン試行をブロックするために設定することもできます。 詳細については、『Cisco IOS Login
Enhancements』マニュアルを参照してください。
関連トピック
ユーザ名とパスワードのペアの設定, （39 ページ）
TACACS+ およびスイッチ アクセス, （49 ページ）
端末回線に対する Telnet パスワードの設定, （37 ページ）
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• 機能情報の確認, 29 ページ
• パスワードおよび権限によるスイッチ アクセスの制御の制約事項, 29 ページ
• パスワードおよび権限レベルに関する情報, 30 ページ
• パスワードおよび権限レベルでスイッチ アクセスを制御する方法, 33 ページ
• スイッチ アクセスのモニタリング, 44 ページ
• パスワードおよび権限レベルの設定例, 44 ページ
• その他の関連資料, 46 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、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。 最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

パスワードおよび権限によるスイッチアクセスの制御の
制約事項
パスワードおよび権限によるスイッチ アクセスの制御の制約事項は、次のとおりです。
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• パスワード回復のディセーブル化は、boot manual グローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用して手動でブートするようにスイッチを設定している場合は無効です。 このコマ
ンドは、スイッチの電源の再投入後、ブートローダ プロンプト（switch:）を表示させます。
関連トピック
パスワード回復のディセーブル化, （36 ページ）
パスワード回復, （31 ページ）

パスワードおよび権限レベルに関する情報
デフォルトのパスワードおよび権限レベル設定
ネットワークで端末のアクセス コントロールを行う簡単な方法は、パスワードを使用して権限レ
ベルを割り当てることです。パスワード保護によって、ネットワークまたはネットワークデバイ
スへのアクセスが制限されます。 権限レベルによって、ネットワーク デバイスにログイン後、
ユーザがどのようなコマンドを使用できるかが定義されます。
次の表に、デフォルトのパスワードおよび権限レベル設定を示します。
表 5：デフォルトのパスワードおよび権限レベル設定

機能

デフォルト設定

イネーブル パスワードおよび権限レベル

パスワードは定義されていません。 デフォルト
はレベル 15 です（特権 EXEC レベル）。 パス
ワードは、コンフィギュレーション ファイル内
では暗号化されていない状態です。

イネーブル シークレット パスワードおよび権
限レベル

パスワードは定義されていません。 デフォルト
はレベル 15 です（特権 EXEC レベル）。 パス
ワードは、暗号化されてからコンフィギュレー
ション ファイルに書き込まれます。

回線パスワード

パスワードは定義されていません。

追加のパスワード セキュリティ
追加のセキュリティ レイヤを、特にネットワークを越えるパスワードや Trivial File Transfer Protocol
（TFTP）サーバに保存されているパスワードに対して設定する場合には、enable password または
enable secret グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用できます。 コマンドの作用はど
ちらも同じです。このコマンドにより、暗号化されたパスワードを設定できます。特権 EXEC モー
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ド（デフォルト設定）または特定の権限レベルにアクセスするユーザは、このパスワードを入力
する必要があります。
より高度な暗号化アルゴリズムが使用されるので、enable secret コマンドを使用することを推奨
します。
enable secret コマンドを設定した場合、このコマンドは enable password コマンドよりも優先され
ます。同時に 2 つのコマンドを有効にはできません。
パスワードの暗号化をイネーブルにすると、ユーザ名パスワード、認証キー パスワード、イネー
ブルコマンドパスワード、コンソールおよび仮想端末回線パスワードなど、すべてのパスワード
に適用されます。
関連トピック
暗号化によるイネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの保護, （34 ページ）
例：暗号化によるイネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの保護, （45 ペー
ジ）

パスワード回復
スイッチに物理的にアクセスできるエンド ユーザは、デフォルトで、スイッチの電源投入時に
ブート プロセスに割り込み、新しいパスワードを入力することによって、失われたパスワードを
回復できます。
パスワード回復ディセーブル化機能では、この機能の一部をディセーブルにすることによりスイッ
チのパスワードへのアクセスを保護できます。この機能がイネーブルの場合、エンドユーザは、
システムをデフォルト設定に戻すことに同意した場合に限り、ブート プロセスに割り込むことが
できます。パスワード回復をディセーブルにしても、ブートプロセスに割り込んでパスワードを
変更できますが、コンフィギュレーション ファイル（config.text）および VLAN データベース ファ
イル（vlan.dat）は削除されます。
パスワード回復をディセーブルにする場合は、エンドユーザがブートプロセスに割り込んでシス
テムをデフォルトの状態に戻すような場合に備え、セキュア サーバにコンフィギュレーション
ファイルのバックアップ コピーを保存しておくことを推奨します。 スイッチ上でコンフィギュ
レーション ファイルのバックアップ コピーを保存しないでください。 VTP（VLAN トランキング
プロトコル）トランスペアレント モードでスイッチが動作している場合は、VLAN データベース
ファイルのバックアップ コピーも同様にセキュア サーバに保存してください。 スイッチがシス
テムのデフォルト設定に戻ったときに、XMODEM プロトコルを使用して、保存したファイルを
スイッチにダウンロードできます。
パスワードの回復を再びイネーブルにするには、service password-recovery 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。
関連トピック
パスワード回復のディセーブル化, （36 ページ）
パスワードおよび権限によるスイッチ アクセスの制御の制約事項, （29 ページ）
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端末回線の Telnet 設定
初めてスイッチに電源を投入すると、自動セットアップ プログラムが起動して IP 情報を割り当
て、この後続けて使用できるようにデフォルト設定を作成します。さらに、セットアッププログ
ラムは、パスワードによる Telnet アクセス用にスイッチを設定することを要求します。 セット
アップ プログラムの実行中にこのパスワードを設定しなかった場合は、端末回線に対する Telnet
パスワードを設定するときに設定できます。 この操作の詳細については、関連項目を参照してく
ださい。
関連トピック
端末回線に対する Telnet パスワードの設定, （37 ページ）
例：端末回線に対する Telnet パスワードの設定, （45 ページ）

ユーザ名とパスワードのペア
ユーザ名とパスワードのペアを設定できます。このペアはスイッチ上でローカルに保存されます。
このペアは回線またはポートに割り当てられ、各ユーザを認証します。ユーザは認証後、スイッ
チにアクセスできます。 権限レベルを定義している場合は、ユーザ名とパスワードの各ペアに特
定の権限レベルを、対応する権利および権限とともに割り当てることもできます。
関連トピック
ユーザ名とパスワードのペアの設定, （39 ページ）

権限レベル
Cisco スイッチ（および他のデバイス）では、権限レベルを使用して、スイッチ動作の異なるレベ
ルに対してパスワード セキュリティを提供します。 デフォルトでは、Cisco IOS ソフトウェアは、
パスワード セキュリティの 2 つのモード（権限レベル）で動作します。ユーザ EXEC（レベル 1）
および特権 EXEC（レベル 15）です。 各モードに、最大 16 個の階層レベルからなるコマンドを
設定できます。複数のパスワードを設定することにより、ユーザグループ別に特定のコマンドへ
のアクセスを許可することができます。
回線の権限レベル
ユーザは、回線にログインし、別の権限レベルをイネーブルに設定することにより、privilege level
ライン コンフィギュレーション コマンドを使用して設定された権限レベルを上書きできます。
また、disable コマンドを使用することにより、権限レベルを引き下げることができます。 上位の
権限レベルのパスワードがわかっていれば、ユーザはそのパスワードを使用して上位の権限レベ
ルをイネーブルにできます。 回線の使用を制限するには、コンソール回線に高いレベルまたは権
限レベルを指定してください。
たとえば、多くのユーザに clear line コマンドへのアクセスを許可する場合、レベル 2 のセキュリ
ティを割り当て、レベル 2 のパスワードを広範囲のユーザに配布できます。 また、configure コマ
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ンドへのアクセス制限を強化する場合は、レベル 3 のセキュリティを割り当て、そのパスワード
を限られたユーザ グループに配布することもできます。
コマンド権限レベル
コマンドをある権限レベルに設定すると、構文がそのコマンドのサブセットであるコマンドはす
べて、そのレベルに設定されます。 たとえば、show ip traffic コマンドをレベル 15 に設定すると、
show コマンドおよび show ip コマンドは、それぞれ別のレベルに設定しない限り、自動的にレベ
ル 15 に設定されます。
関連トピック
コマンドの特権レベルの設定, （41 ページ）
例：コマンドの権限レベルの設定, （45 ページ）
回線のデフォルト特権レベルの変更, （42 ページ）
権限レベルへのログインおよび終了, （43 ページ）

パスワードおよび権限レベルでスイッチアクセスを制御
する方法
スタティック イネーブル パスワードの設定または変更
イネーブル パスワードは、特権 EXEC モードへのアクセスを制御します。 スタティック イネー
ブル パスワードを設定または変更するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. enable password password
3. end

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：
Controller# configure
terminal
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パスワードおよび権限レベルによるスイッチ アクセスの制御
暗号化によるイネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの保護

ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

enable password password

特権 EXEC モードにアクセスするための新しいパスワードを定義する
か、既存のパスワードを変更します。

例：

デフォルトでは、パスワードは定義されません。

Controller(config)# enable
password secret321

password には、1 ～ 25 文字の英数字のストリングを指定します。 スト
リングを数字で始めることはできません。大文字と小文字を区別し、ス
ペースを使用できますが、先行スペースは無視されます。 疑問符（?）
は、パスワードを作成する場合に、疑問符の前に Ctrl+v を入力すれば使
用できます。たとえば、パスワード abc?123 を作成するときは、次のよ
うにします。
abc を入力します。
Ctrl+v を入力します。
?123 を入力します。
システムからイネーブル パスワードを入力するように求められた場合、
疑問符の前に Ctrl+v を入力する必要はなく、パスワードのプロンプトに
そのまま abc?123 と入力できます。

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

関連トピック
例：スタティック イネーブル パスワードの設定または変更, （44 ページ）

暗号化によるイネーブルおよびイネーブル シークレット パスワード
の保護
特権 EXEC モードで、次の手順に従って、特権 EXEC モード（デフォルト）またはユーザが指定
した権限レベルにアクセスするためにユーザが入力する必要のある暗号化パスワードを設定しま
す。
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パスワードおよび権限レベルによるスイッチ アクセスの制御
暗号化によるイネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの保護

手順の概要
1. configure terminal
2. 次のいずれかを使用します。
• enable password [level level]
{password | encryption-type encrypted-password}
• enable secret [level level]
{password | encryption-type encrypted-password}
3. service password-encryption
4. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

次のいずれかを使用します。
• enable password [level level]
{password | encryption-type
encrypted-password}
• enable secret [level level]
{password | encryption-type
encrypted-password}

• 特権 EXEC モードにアクセスするための新しいパスワードを定
義するか、既存のパスワードを変更します。
• シークレット パスワードを定義します。これは非可逆的な暗号
化方式を使用して保存されます。
◦ （任意）level に指定できる範囲は 0 ～ 15 です。 レベル 1
が通常のユーザ EXEC モード権限です。 デフォルト レベ
ルは 15 です（特権 EXEC モード権限）。
◦ password には、1 ～ 25 文字の英数字のストリングを指定

例：
Controller(config)# enable
password example102

または
Controller(config)# enable secret
level 1 password secret123sample

します。 ストリングを数字で始めることはできません。
大文字と小文字を区別し、スペースを使用できますが、先
行スペースは無視されます。 デフォルトでは、パスワー
ドは定義されません。
◦ （任意）encryption-type には、シスコ独自の暗号化アルゴ
リズムであるタイプ 5 しか使用できません。 暗号化タイ
プを指定する場合は、暗号化されたパスワードを使用する
必要があります。この暗号化パスワードは、別のスイッチ
の設定からコピーします。
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パスワードおよび権限レベルによるスイッチ アクセスの制御
パスワード回復のディセーブル化

コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 3

service password-encryption
例：
Controller(config)# service
password-encryption

ステップ 4

暗号化タイプを指定してクリア テキスト パスワード
を入力した場合は、再び特権 EXEC モードを開始す
ることはできません。 暗号化されたパスワードが失
われた場合は、どのような方法でも回復することは
できません。

（任意）パスワードの定義時または設定の書き込み時に、パスワー
ドを暗号化します。
暗号化を行うと、コンフィギュレーション ファイル内でパスワード
が読み取り可能な形式になるのを防止できます。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

関連トピック
追加のパスワード セキュリティ, （30 ページ）
例：暗号化によるイネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの保護, （45 ペー
ジ）

パスワード回復のディセーブル化
パスワードの回復をディセーブルにしてスイッチのセキュリティを保護するには、特権 EXEC モー
ドで次の手順を実行します。

はじめる前に
パスワード回復をディセーブルにする場合は、エンドユーザがブートプロセスに割り込んでシス
テムをデフォルトの状態に戻すような場合に備え、セキュア サーバにコンフィギュレーション
ファイルのバックアップ コピーを保存しておくことを推奨します。 スイッチ上でコンフィギュ
レーション ファイルのバックアップ コピーを保存しないでください。 VTP（VLAN トランキング
プロトコル）トランスペアレント モードでスイッチが動作している場合は、VLAN データベース
ファイルのバックアップ コピーも同様にセキュア サーバに保存してください。 スイッチがシス
テムのデフォルト設定に戻ったときに、XMODEM プロトコルを使用して、保存したファイルを
スイッチにダウンロードできます。
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パスワードおよび権限レベルによるスイッチ アクセスの制御
端末回線に対する Telnet パスワードの設定

手順の概要
1. configure terminal
2. no service password-recovery
3. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

no service password-recovery
例：
Controller(config)# no service
password-recovery

ステップ 3

パスワード回復をディセーブルにします。
この設定は、フラッシュ メモリの中で、ブートローダおよ
び Cisco IOS イメージがアクセスできる領域に保存されま
すが、ファイル システムには含まれません。また、ユーザ
がアクセスすることはできません。
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

次の作業
パスワードの回復を再びイネーブルにするには、service password-recovery 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。
関連トピック
パスワード回復, （31 ページ）
パスワードおよび権限によるスイッチ アクセスの制御の制約事項, （29 ページ）

端末回線に対する Telnet パスワードの設定
接続された端末回線に対する Telnet パスワードを設定するには、ユーザ EXEC モードで次の手順
を実行します。
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パスワードおよび権限レベルによるスイッチ アクセスの制御
端末回線に対する Telnet パスワードの設定

はじめる前に
エミュレーション ソフトウェアを備えた PC またはワークステーションをスイッチ コンソール
ポートに接続するか、または PC をイーサネット管理ポートに接続します。
コンソール ポートのデフォルトのデータ特性は、9600 ボー、8 データ ビット、1 ストップ ビッ
ト、パリティなしです。 コマンドライン プロンプトが表示されるまで、Return キーを何回か押す
必要があります。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. line vty 0 15
4. password password
5. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

（注）

例：

パスワードが特権 EXEC モードへのアクセスに必要な
場合は、その入力が求められます。
特権 EXEC モードを開始します。

Controller> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Controller# configure terminal

ステップ 3

line vty 0 15
例：
Controller(config)# line vty 0
15

ステップ 4

password password
例：
Controller(config-line)#
password abcxyz543

Telnet セッション（回線）の数を設定し、ライン コンフィギュ
レーション モードを開始します。
コマンド対応スイッチでは、最大 16 のセッションが可能です。 0
および 15 を指定すると、使用できる 16 の Telnet セッションすべ
てを設定することになります。
1 つまたは複数の回線に対応する Telnet パスワードを設定します。
password には、1 ～ 25 文字の英数字のストリングを指定します。
ストリングを数字で始めることはできません。大文字と小文字を
区別し、スペースを使用できますが、先行スペースは無視されま
す。 デフォルトでは、パスワードは定義されません。
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パスワードおよび権限レベルによるスイッチ アクセスの制御
ユーザ名とパスワードのペアの設定

ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config-line)# end

関連トピック
パスワードおよび権限レベルに関する情報
不正アクセスの防止, （27 ページ）
端末回線の Telnet 設定, （32 ページ）
例：端末回線に対する Telnet パスワードの設定, （45 ページ）

ユーザ名とパスワードのペアの設定
ユーザ名とパスワードのペアを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. username name [privilege level] {password encryption-type password}
3. 次のいずれかを使用します。
• line console 0
• line vty 0 15
4. login local
5. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

username name [privilege level]
{password encryption-type password}

各ユーザのユーザ名、権限レベル、パスワードを設定します。
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パスワードおよび権限レベルによるスイッチ アクセスの制御
ユーザ名とパスワードのペアの設定

コマンドまたはアクション

目的
• name には、ユーザ ID を 1 つの単語または MAC アドレスと

例：
Controller(config)# username
adamsample privilege 1 password
secret456
Controller(config)# username
111111111111 mac attribute

して指定します。 スペースと引用符は使用できません。
• ユーザ名と MAC フィルタのそれぞれに対して最大 12000 個
のクライアントを設定することができます。
• （任意）level には、アクセス権を得たユーザに設定する権限
レベルを指定します。 指定できる範囲は 0 ～ 15 です。 レベ
ル 15 では特権 EXEC モードでのアクセスが可能です。 レベ
ル 1 では、ユーザ EXEC モードでのアクセスとなります。
• encryption-type には、暗号化されていないパスワードが後ろ
に続く場合は 0 を、 暗号化されたパスワードが後ろに続く場
合は 7 を指定します。
• password には、ユーザがスイッチにアクセスする場合に入力
する必要のあるパスワードを指定します。 パスワードは 1 ～
25 文字で、埋め込みスペースを使用でき、username コマン
ドの最後のオプションとして指定します。

ステップ 3

次のいずれかを使用します。
• line console 0

ライン コンフィギュレーション モードを開始し、コンソール ポー
ト（回線 0）または VTY 回線（回線 0 ～ 15）を設定します。

• line vty 0 15

例：
Controller(config)# line console 0

または
Controller(config)# line vty 15

ステップ 4

login local

ログイン時のローカル パスワード チェックをイネーブルにしま
す。 認証は、ステップ 2 で指定されたユーザ名に基づきます。

例：
Controller(config-line)# login
local

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end
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パスワードおよび権限レベルによるスイッチ アクセスの制御
コマンドの特権レベルの設定

関連トピック
パスワードおよび権限レベルに関する情報
不正アクセスの防止, （27 ページ）
ユーザ名とパスワードのペア, （32 ページ）

コマンドの特権レベルの設定
コマンドの権限レベルを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. privilege mode level level command
3. enable password level level password
4. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

privilege mode level level command コマンドの特権レベルを設定します。
• mode には、グローバル コンフィギュレーション モードの場合

例：
Controller(config)# privilege
exec level 14 configure

は configure を、EXEC モードの場合は exec を、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードの場合は interface を、ライン
コンフィギュレーション モードの場合は line をそれぞれ入力し
ます。
• level に指定できる範囲は 0 ～ 15 です。 レベル 1 が通常のユー
ザ EXEC モード権限です。 レベル 15 は、enable パスワードに
よって許可されるアクセス レベルです。
• command には、アクセスを制限したいコマンドを指定します。

ステップ 3

enable password level level
password

権限レベルをイネーブルにするためのパスワードを指定します。
• level に指定できる範囲は 0 ～ 15 です。 レベル 1 が通常のユー
ザ EXEC モード権限です。

例：
Controller(config)# enable
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パスワードおよび権限レベルによるスイッチ アクセスの制御
回線のデフォルト特権レベルの変更

コマンドまたはアクション

目的
• password には、1 ～ 25 文字の英数字のストリングを指定しま

password level 14 SecretPswd14

す。 ストリングを数字で始めることはできません。大文字と小
文字を区別し、スペースを使用できますが、先行スペースは無
視されます。 デフォルトでは、パスワードは定義されません。
ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

関連トピック
権限レベル, （32 ページ）
例：コマンドの権限レベルの設定, （45 ページ）

回線のデフォルト特権レベルの変更
指定した回線に対するデフォルトの権限レベルを変更するには、特権 EXEC モードで次の手順を
実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. line vty line
3. privilege level level
4. end

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：
Controller# configure terminal
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パスワードおよび権限レベルによるスイッチ アクセスの制御
権限レベルへのログインおよび終了

ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

line vty line

アクセスを制限する仮想端末回線を選択します。

例：
Controller(config)# line vty 10

ステップ 3

privilege level level
例：
Controller(config)# privilege level
15

ステップ 4

回線のデフォルト特権レベルを変更します。
level に指定できる範囲は 0 ～ 15 です。 レベル 1 が通常
のユーザ EXEC モード権限です。 レベル 15 は、enable
パスワードによって許可されるアクセス レベルです。
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

次の作業
ユーザは、回線にログインし、別の権限レベルをイネーブルに設定することにより、privilege level
ライン コンフィギュレーション コマンドを使用して設定された権限レベルを上書きできます。
また、disable コマンドを使用することにより、権限レベルを引き下げることができます。 上位の
権限レベルのパスワードがわかっていれば、ユーザはそのパスワードを使用して上位の権限レベ
ルをイネーブルにできます。 回線の使用を制限するには、コンソール回線に高いレベルまたは権
限レベルを指定してください。
関連トピック
権限レベル, （32 ページ）

権限レベルへのログインおよび終了
指定した権限レベルにログインする、または指定した権限レベルを終了するには、ユーザ EXEC
モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable level
2. disable level
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パスワードおよび権限レベルによるスイッチ アクセスの制御
スイッチ アクセスのモニタリング

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable level

指定された特権レベルにログインします。
この例で、レベル 15 は特権 EXEC モードです。

例：
Controller> enable 15

ステップ 2

disable level

level に指定できる範囲は 0 ～ 15 です。
指定した特権レベルを終了します。
この例で、レベル 1 はユーザ EXEC モードです。

例：
Controller# disable 1

level に指定できる範囲は 0 ～ 15 です。

関連トピック
権限レベル, （32 ページ）

スイッチ アクセスのモニタリング
表 6：DHCP 情報を表示するためのコマンド

show privilege

権限レベルの設定を表示します。

パスワードおよび権限レベルの設定例
例：スタティック イネーブル パスワードの設定または変更
次に、イネーブル パスワードをl1u2c3k4y5 に変更する例を示します。 パスワードは暗号化されて
おらず、レベル 15 のアクセスが与えられます（従来の特権 EXEC モード アクセス）。
Controller(config)# enable password l1u2c3k4y5

関連トピック
スタティック イネーブル パスワードの設定または変更, （33 ページ）
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例：暗号化によるイネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの保護

例：暗号化によるイネーブルおよびイネーブルシークレットパスワー
ドの保護
次に、権限レベル 2 に対して暗号化パスワード $1$FaD0$Xyti5Rkls3LoyxzS8 を設定する例を示しま
す。
Controller(config)# enable secret level 2 5 $1$FaD0$Xyti5Rkls3LoyxzS8

関連トピック
暗号化によるイネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの保護, （34 ページ）
追加のパスワード セキュリティ, （30 ページ）

例：端末回線に対する Telnet パスワードの設定
次に、Telnet パスワードを let45me67in89 に設定する例を示します。
Controller(config)# line vty 10
Controller(config-line)# password let45me67in89

関連トピック
端末回線に対する Telnet パスワードの設定, （37 ページ）
端末回線の Telnet 設定, （32 ページ）

例：コマンドの権限レベルの設定
configure コマンドを権限レベル 14 に設定し、レベル 14 のコマンドを使用する場合にユーザが入
力するパスワードとして SecretPswd14 を定義する例を示します。
Controller(config)# privilege exec level 14 configure
Controller(config)# enable password level 14 SecretPswd14

関連トピック
コマンドの特権レベルの設定, （41 ページ）
権限レベル, （32 ページ）

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリーズ）
OL-28525-02-J

45

パスワードおよび権限レベルによるスイッチ アクセスの制御
その他の関連資料

その他の関連資料
エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリー
ズ）
46

OL-28525-02-J

第

5

章

TACACS+ の設定
• 機能情報の確認, 47 ページ
• Terminal Access Controller Access Control System Plus（TACACS+）によるスイッチ アクセスの
制御の前提条件, 47 ページ
• TACACS+ について, 49 ページ
• TACACS+ を設定する方法, 54 ページ
• TACACS+ のモニタリング, 61 ページ
• その他の関連資料, 62 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、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。 最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

Terminal Access Controller Access Control System Plus
（TACACS+）によるスイッチ アクセスの制御の前提条件
Terminal Access Controller Access Control System Plus（TACACS+）によるスイッチ アクセスのセッ
トアップと設定の前提条件は、次のとおりです（示されている順序で実行する必要があります）。
1 スイッチに TACACS+ サーバ アドレスとスイッチを設定します。
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Terminal Access Controller Access Control System Plus（TACACS+）によるスイッチ アクセスの制御の前提条
件

2 認証キーを設定します。
3 TACACS+ サーバで手順 2 からキーを設定します。
4 AAA をイネーブルにします。
5 ログイン認証方式リストを作成します。
6 端末回線にリストを適用します。
7 認証およびアカウンティング方式のリストを作成します。
TACACS+ によるスイッチ アクセスの制御の前提条件は、次のとおりです。
• スイッチ上で TACACS+ 機能を設定するには、設定済みの TACACS+ サーバにアクセスする
必要があります。 また、通常 LINUX または Windows ワークステーション上で稼働する
TACACS+ デーモンのデータベースで管理されている TACACS+ サービスにもアクセスする
必要があります。
• スイッチ スタックと TACACS+ サーバとの間に冗長接続を設定することを推奨します。 こ
れによって、接続済みのスタック メンバの 1 つがスイッチ スタックから削除された場合で
も、TACACS+ サーバにアクセスできます。
• スイッチで TACACS+ を使用するには、TACACS+ デーモン ソフトウェアが稼働するシステ
ムが必要です。
• TACACS+ を使用するには、それをイネーブルにする必要があります。
• 許可は、使用するスイッチでイネーブルにする必要があります。
• ユーザは TACACS+ 許可に進む前に、まず TACACS+ 認証を正常に完了する必要がありま
す。
• この項または他の項で示す AAA コマンドを使用するには、まず aaa new-model コマンドを
使用して AAA をイネーブルにする必要があります。
• 最低限、TACACS+ デーモンを維持するホスト（1 つまたは複数）を特定し、TACACS+ 認証
の方式リストを定義する必要があります。 また、任意で TACACS+ 許可およびアカウンティ
ングの方式リストを定義できます。
• 方式リストは実行される認証のタイプと実行順序を定義します。このリストを特定のポート
に適用してから、定義済み認証方式を実行する必要があります。 唯一の例外はデフォルトの
方式リスト（偶然に default と名前が付けられている）です。 デフォルトの方式リストは、
名前付き方式リストを明示的に定義されたインターフェイスを除いて、自動的にすべての
ポートに適用されます。 定義済みの方式リストは、デフォルトの方式リストに優先します。
• TACACS+ を使用して認証を行った場合は、TACACS+ を使用して特権 EXEC アクセスを許
可します。
• 認証に TACACS+ を使用しなかった場合は、ローカル データベースを使用します。
関連トピック
TACACS+ の概要, （49 ページ）
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TACACS+ について

TACACS+ の動作, （51 ページ）
TACACS+ を設定する方法, （54 ページ）
方式リストの説明, （52 ページ）
TACACS+ ログイン認証の設定, （56 ページ）
TACACS+ ログイン認証, （53 ページ）
特権 EXEC アクセスおよびネットワーク サービス用の TACACS+ 許可の設定, （58 ページ）
特権 EXEC アクセスおよびネットワーク サービス用の TACACS+ 許可, （53 ページ）

TACACS+ について
TACACS+ およびスイッチ アクセス
ここでは、TACACS+ について説明します。 TACACS+ は詳細なアカウンティング情報を提供し、
認証と許可のプロセスを柔軟に管理します。TACACS+は、認証、許可、アカウンティング（AAA）
機能により拡張されており、TACACS+ をイネーブルにするには AAA コマンドを使用する必要が
あります。
Cisco IOS Release 12.2(58) SE 以降では、コントローラが IPv6 対応 TACACS+ をサポートします。
情報については、『Cisco IOS XE IPv6 Configuration Guide, Release 2』の「Implementing ADSL for
IPv6」の章の「TACACS+ Over an IPv6 Transport」の項を参照してください。
この機能の設定に関する詳細については、『Cisco IOS XE IPv6 Configuration Guide, Release 2』の
「Implementing ADSL for IPv6」の章の「Configuring TACACS+ over IPv6」の項を参照してくださ
い。

（注）

ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Security Command
Reference, Release 12.4』および『Cisco IOS IPv6 Command Reference』を参照してください。
関連トピック
パスワードおよび権限レベルに関する情報
不正アクセスの防止, （27 ページ）
スイッチのローカル認証および許可の設定, （111 ページ）
SSH サーバ、統合クライアント、およびサポートされているバージョン, （137 ページ）

TACACS+ の概要
TACACS+ は、スイッチ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。

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリーズ）
OL-28525-02-J

49

TACACS+ の設定
TACACS+ の概要

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。
TACACS+ では、単一のアクセス コントロール サーバ（TACACS+ デーモン）が各サービス（認
証、許可、およびアカウンティング）を別個に提供します。 各サービスを固有のデータベースに
結合し、デーモンの機能に応じてそのサーバまたはネットワークで使用できる他のサービスを使
用できます。
TACACS+ の目的は、1 つの管理サービスから複数のネットワーク アクセス ポイントを管理する
方式を提供することです。 スイッチは、他の Cisco ルータやアクセス サーバとともにネットワー
ク アクセス サーバにできます。
図 1：一般的な TACACS+ ネットワーク構成

TACACS+ は、AAA セキュリティ サービスによって管理され、次のようなサービスを提供しま
す。
• 認証：ログインおよびパスワード ダイアログ、チャレンジおよび応答、メッセージ サポー
トによって認証の完全制御を行います。
認証機能は、ユーザとの対話を実行できます（たとえば、ユーザ名とパスワードが入力され
た後、自宅の住所、母親の旧姓、サービス タイプ、社会保険番号などのいくつかの質問をす
ることによりユーザを試します）。 TACACS+ 認証サービスは、ユーザ画面にメッセージを
送信することもできます。 たとえば、会社のパスワード有効期間ポリシーに従い、パスワー
ドの変更の必要があることをユーザに通知することもできます。
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• 許可：autocommand、アクセス コントロール、セッション期間、プロトコル サポートの設定
といった、ユーザセッション時のユーザ機能についてきめ細かく制御します。また、TACACS+
許可機能によって、ユーザが実行できるコマンドを制限することもできます。
• アカウンティング：課金、監査、およびレポートに使用する情報を収集して TACACS+ デー
モンに送信します。 ネットワークの管理者は、アカウンティング機能を使用して、セキュリ
ティ監査のためにユーザの活動状況をトラッキングしたり、ユーザ課金用の情報を提供した
りできます。 アカウンティング レコードには、ユーザ ID、開始時刻および終了時刻、実行
されたコマンド（PPP など）、パケット数、およびバイト数が含まれます。
TACACS+ プロトコルは、スイッチと TACACS+ デーモン間の認証を行い、スイッチと TACACS+
デーモン間のプロトコル交換をすべて暗号化することによって機密保持を実現します。
関連トピック
Terminal Access Controller Access Control System Plus（TACACS+）によるスイッチ アクセスの
制御の前提条件, （47 ページ）

TACACS+ の動作
ユーザが、TACACS+ を使用しているスイッチに対して簡易 ASCII ログインを試行し、認証が必
要になると、次のプロセスが発生します。
1 接続が確立されると、スイッチは TACACS+ デーモンに接続してユーザ名プロンプトを取得
し、これをユーザに表示します。 ユーザがユーザ名を入力すると、スイッチは TACACS+ デー
モンに接続してパスワード プロンプトを取得します。 スイッチによってパスワード プロンプ
トが表示され、ユーザがパスワードを入力すると、そのパスワードが TACACS+ デーモンに送
信されます。
TACACS+ によって、デーモンとユーザとの間の対話が可能になり、デーモンはユーザを認証
できるだけの情報を取得できるようになります。 デーモンは、ユーザ名とパスワードの組み合
わせを入力するよう求めますが、ユーザの母親の旧姓など、その他の項目を含めることもでき
ます。
2 スイッチは、最終的に TACACS+ デーモンから次のいずれかの応答を得ます。
• ACCEPT：ユーザが認証され、サービスを開始できます。 許可を必要とするようにスイッ
チが設定されている場合は、この時点で許可処理が開始されます。
• REJECT：ユーザは認証されません。 TACACS+ デーモンに応じて、ユーザはアクセスを
拒否されるか、ログイン シーケンスを再試行するように求められます。
• ERROR：デーモンによる認証サービスのある時点で、またはデーモンとスイッチの間の
ネットワーク接続においてエラーが発生しました。 ERROR 応答が表示された場合は、ス
イッチは、通常別の方法でユーザを認証しようとします。
• CONTINUE：ユーザは、さらに認証情報の入力を求められます。
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認証後、スイッチで許可がイネーブルになっている場合、ユーザは追加の許可フェーズに入り
ます。 ユーザは TACACS+ 許可に進む前に、まず TACACS+ 認証を正常に完了する必要があり
ます。
3 TACACS+ 許可が必要な場合は、再び TACACS+ デーモンに接続し、デーモンが ACCEPT また
は REJECT の許可応答を返します。 ACCEPT 応答が返された場合は、その応答に、そのユー
ザおよびそのユーザがアクセスできるサービスの、EXEC または NETWORK セッション宛て
の属性の形式でデータが含まれています。
• Telnet、Secure Shell（SSH; セキュア シェル）、rlogin、または特権 EXEC サービス
• 接続パラメータ（ホストまたはクライアントの IP アドレス、アクセス リスト、および
ユーザ タイムアウトを含む）

関連トピック
Terminal Access Controller Access Control System Plus（TACACS+）によるスイッチ アクセスの
制御の前提条件, （47 ページ）

方式リストの説明
方式リストによって、ユーザの認証、許可、またはアカウント維持のための順序と方式を定義し
ます。 方式リストを使用して、使用するセキュリティ プロトコルを 1 つまたは複数指定できるの
で、最初の方式が失敗した場合のバックアップシステムが確保されます。ソフトウェアは、リス
ト内の最初の方式を使用してユーザの認証、許可、アカウントの維持を行います。その方式で応
答が得られなかった場合、ソフトウェアはそのリストから次の方式を選択します。 このプロセス
は、リスト内の方式による通信が成功するか、方式リストの方式をすべて試し終わるまで続きま
す。
関連トピック
TACACS+ を設定する方法, （54 ページ）
Terminal Access Controller Access Control System Plus（TACACS+）によるスイッチ アクセスの
制御の前提条件, （47 ページ）

TACACS+ 設定オプション
認証用に 1 つのサーバを使用することも、また、既存のサーバ ホストをグループ化するために
AAA サーバ グループを使用するように設定することもできます。 サーバをグループ化して設定
済みサーバホストのサブセットを選択し、特定のサービスにそのサーバを使用できます。サーバ
グループは、グローバル サーバ ホスト リストとともに使用され、選択されたサーバ ホストの IP
アドレスのリストが含まれています。
関連トピック
TACACS+ サーバ ホストの特定および認証キーの設定, （54 ページ）
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TACACS+ ログイン認証
方式リストは、ユーザ認証のためクエリ送信を行う手順と認証方式を記述したものです。 認証に
使用する 1 つまたは複数のセキュリティ プロトコルを指定できるので、最初の方式が失敗した場
合のバックアップシステムが確保されます。ソフトウェアは、リスト内の最初の方式を使用して
ユーザを認証します。その方式で応答が得られなかった場合、ソフトウェアはそのリストから次
の認証方式を選択します。 このプロセスは、リスト内の認証方式による通信が成功するか、定義
された方式をすべて試し終わるまで繰り返されます。 この処理のある時点で認証が失敗した場合
（つまり、セキュリティサーバまたはローカルのユーザ名データベースがユーザアクセスを拒否
すると応答した場合）、認証プロセスは停止し、それ以上認証方式が試行されることはありませ
ん。
関連トピック
TACACS+ ログイン認証の設定, （56 ページ）
Terminal Access Controller Access Control System Plus（TACACS+）によるスイッチ アクセスの
制御の前提条件, （47 ページ）

特権 EXEC アクセスおよびネットワーク サービス用の TACACS+ 許可
AAA 許可によってユーザが使用できるサービスが制限されます。 AAA 許可がイネーブルに設定
されていると、スイッチはユーザのプロファイルから取得した情報を使用します。このプロファ
イルは、ローカルのユーザデータベースまたはセキュリティサーバ上にあり、ユーザのセッショ
ンを設定します。ユーザは、ユーザプロファイル内の情報で認められている場合に限り、要求し
たサービスのアクセスが許可されます。
関連トピック
特権 EXEC アクセスおよびネットワーク サービス用の TACACS+ 許可の設定, （58 ページ）
Terminal Access Controller Access Control System Plus（TACACS+）によるスイッチ アクセスの
制御の前提条件, （47 ページ）

TACACS+ アカウンティング
AAA アカウンティング機能は、ユーザがアクセスしたサービスと、消費したネットワーク リソー
ス量をトラッキングします。 AAA アカウンティングをイネーブルにすると、スイッチはユーザの
活動状況をアカウンティング レコードの形式で TACACS+ セキュリティ サーバに報告します。
各アカウンティング レコードにはアカウンティングの Attribute-Value（AV）ペアが含まれ、レ
コードはセキュリティサーバに格納されます。このデータを、ネットワーク管理、クライアント
請求、または監査のために分析できます。
関連トピック
TACACS+ アカウンティングの起動, （60 ページ）
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TACACS+ のデフォルト設定
TACACS+ および AAA は、デフォルトではディセーブルに設定されています。
セキュリティの失効を防止するため、ネットワーク管理アプリケーションを使用して TACACS+
を設定することはできません。 TACACS+ をイネーブルに設定した場合、CLI を通じてスイッチ
にアクセスするユーザを認証できます。

（注）

TACACS+ の設定は CLI を使用して行いますが、TACACS+ サーバは権限レベル 15 に設定され
た HTTP 接続を許可します。

TACACS+ を設定する方法
ここでは、TACACS+ をサポートするようにスイッチを設定する方法について説明します。
関連トピック
方式リストの説明, （52 ページ）
Terminal Access Controller Access Control System Plus（TACACS+）によるスイッチ アクセスの
制御の前提条件, （47 ページ）

TACACS+ サーバ ホストの特定および認証キーの設定
TACACS+ サーバ ホストを指定し、認証キーを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実
行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. tacacs-server host hostname
3. aaa new-model
4. aaa group server tacacs+ group-name
5. server ip-address
6. end
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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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

tacacs-server host hostname
例：
Controller(config)# tacacs-server
host yourserver

ステップ 3

aaa new-model

TACACS+ サーバを維持する IP ホストを特定します。 この
コマンドを複数回入力して、優先ホストのリストを作成しま
す。 ソフトウェアは、指定された順序でホストを検索しま
す。
hostname には、ホストの名前または IP アドレスを指定しま
す。
AAA をイネーブルにします。

例：
Controller(config)# aaa new-model

ステップ 4

aaa group server tacacs+ group-name

（任意）グループ名で AAA サーバグループを定義します。

例：

このコマンドによって、スイッチはサーバ グループ サブコ
ンフィギュレーション モードになります。

Controller(config)# aaa group server
tacacs+ your_server_group

ステップ 5

server ip-address
例：

ステップ 6

（任意）特定の TACACS+ サーバを定義済みサーバ グルー
プに関連付けます。 AAA サーバ グループの TACACS+ サー
バごとに、このステップを繰り返します。

Controller(config)# server 10.1.2.3

グループの各サーバは、ステップ 2 で定義済みのものでなけ
ればなりません。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end

関連トピック
TACACS+ 設定オプション, （52 ページ）
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TACACS+ ログイン認証の設定
TACACS+ ログイン認証を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

はじめる前に
AAA 認証を設定するには、認証方式の名前付きリストを作成してから、各種ポートにそのリスト
を適用します。

（注）

AAA 方式を使用して HTTP アクセスに対しコントローラのセキュリティを確保するには、ip
http authentication aaa グローバル コンフィギュレーション コマンドでコントローラを設定す
る必要があります。 AAA 認証を設定しても、AAA 方式を使用した HTTP アクセスに対しコン
トローラのセキュリティは確保されません。
ip http authentication コマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference, Release
12.4』を参照してください。

手順の概要
1. configure terminal
2. aaa new-model
3. aaa authentication login {default | list-name} method1 [method2...]
4. line [console | tty | vty] line-number [ending-line-number]
5. login authentication {default | list-name}
6. end

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：
Controller# configure
terminal

ステップ 2

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Controller(config)# aaa
new-model
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

aaa authentication login
{default | list-name} method1
[method2...]

ログイン認証方式リストを作成します。
• login authentication コマンドに名前付きリストが指定されなかった場
合に使用されるデフォルトのリストを作成するには、defaultキーワー
ドの後ろにデフォルト状況で使用する方式を指定します。 デフォル
トの方式リストは、自動的にすべてのポートに適用されます。

例：
Controller(config)# aaa
authentication login default
tacacs+ local

• list-name には、作成するリストの名前として使用する文字列を指定
します。
• method1... には、認証アルゴリズムが試行する実際の方式を指定しま
す。 追加の認証方式は、その前の方式でエラーが返された場合に限
り使用されます。前の方式が失敗した場合は使用されません。
次のいずれかの方式を選択します。
• enable：イネーブル パスワードを認証に使用します。 この認証方式
を使用するには、あらかじめ enable password グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用してイネーブル パスワードを定義し
ておく必要があります。
• group tacacs+：TACACS+ 認証を使用します。 この認証方式を使用
するには、あらかじめ TACACS+ サーバを設定しておく必要があり
ます。 詳細については、TACACS+ サーバ ホストの特定および認証
キーの設定, （54 ページ）を参照してください。
• line：回線パスワードを認証に使用します。 この認証方式を使用する
には、あらかじめ回線パスワードを定義しておく必要があります。
password password ライン コンフィギュレーション コマンドを使用
します。
• local：ローカル ユーザ名データベースを認証に使用します。 データ
ベースにユーザ名情報を入力しておく必要があります。 username
password 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。
• local-case：大文字と小文字が区別されるローカル ユーザ名データ
ベースを認証に使用します。 username name password グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用して、ユーザ名情報をデータ
ベースに入力する必要があります。
• none：ログインに認証を使用しません。
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

line [console | tty | vty]
ライン コンフィギュレーション モードを開始し、認証リストを適用する
line-number [ending-line-number] 回線を設定します。
例：
Controller(config)# line 2 4

ステップ 5

login authentication {default |
list-name}

• default を指定する場合は、aaa authentication login コマンドで作成し
たデフォルトのリストを使用します。

例：
Controller(config-line)#
login authentication default

ステップ 6

1 つの回線または複数回線に認証リストを適用します。

• list-name には、aaa authentication login コマンドで作成したリストを
指定します。
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-line)# end

関連トピック
TACACS+ ログイン認証, （53 ページ）
Terminal Access Controller Access Control System Plus（TACACS+）によるスイッチ アクセスの
制御の前提条件, （47 ページ）

特権 EXEC アクセスおよびネットワーク サービス用の TACACS+ 許可の
設定
グローバル コンフィギュレーション コマンド aaa authorization と tacacs+ キーワードを使用する
と、ユーザのネットワーク アクセスを特権 EXEC モードに制限するパラメータを設定できます。
aaa authorization exec tacacs+ local コマンドは、次の許可パラメータを設定します。
• TACACS+ を使用して認証を行った場合は、TACACS+ を使用して特権 EXEC アクセスを許
可します。
• 認証に TACACS+ を使用しなかった場合は、ローカル データベースを使用します。
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（注）

許可が設定されていても、CLI を使用してログインし、認証されたユーザに対しては、許可は
省略されます。

手順の概要
1. configure terminal
2. aaa authorization network tacacs+
3. aaa authorization exec tacacs+
4. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

aaa authorization network tacacs+

ネットワーク関連のすべてのサービス要求に対してユー
ザ TACACS+ 許可を行うことを設定します。

例：
Controller(config)# aaa authorization
network tacacs+

ステップ 3

aaa authorization exec tacacs+
例：
Controller(config)# aaa authorization
exec tacacs+

ステップ 4

ユーザの特権 EXEC アクセスに対してユーザ TACACS+
許可を行うことを設定します。
exec キーワードを指定すると、ユーザ プロファイル情
報（autocommand 情報など）が返される場合がありま
す。
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

関連トピック
特権 EXEC アクセスおよびネットワーク サービス用の TACACS+ 許可, （53 ページ）
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Terminal Access Controller Access Control System Plus（TACACS+）によるスイッチ アクセスの
制御の前提条件, （47 ページ）

TACACS+ アカウンティングの起動
TACACS+ アカウンティングを起動するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. aaa accounting network start-stop tacacs+
3. aaa accounting exec start-stop tacacs+
4. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

aaa accounting network start-stop tacacs+

ネットワーク関連のすべてのサービス要求について、
TACACS+ アカウンティングをイネーブルにします。

例：
Controller(config)# aaa accounting network
start-stop tacacs+

ステップ 3

aaa accounting exec start-stop tacacs+
例：

TACACS+ アカウンティングをイネーブルにして、特
権 EXEC プロセスの最初に記録開始アカウンティン
グ通知、最後に記録停止通知を送信します。

Controller(config)# aaa accounting exec
start-stop tacacs+

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end
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次の作業
AAA サーバが到達不能の場合に、ルータとのセッションを確立するには、aaa accounting system
guarantee-first コマンドを使用します。 これは、最初のレコードとしてシステム アカウンティン
グを保証します（これがデフォルトの条件です） 場合によっては、システムがリロードされるま
でコンソールまたは端末接続でセッションを開始できない場合があります。システムのリロード
にかかる時間は 3 分を超えることがあります。
ルータのリロード時に AAA サーバが到達不能な場合、ルータとのコンソールまたは Telnet セッ
ションを確立するには、no aaa accounting system guarantee-first コマンドを使用します。
関連トピック
TACACS+ アカウンティング, （53 ページ）

AAA サーバが到達不能な場合のルータとのセッションの確立
AAA サーバが到達不能の場合に、ルータとのセッションを確立するには、aaa accounting system
guarantee-first コマンドを使用します。 これは、最初のレコードとしてシステム アカウンティン
グを保証します（これがデフォルトの条件です） 場合によっては、システムがリロードされるま
でコンソールまたは端末接続でセッションを開始できない場合があります。システムのリロード
にかかる時間は 3 分を超えることがあります。
ルータのリロード時に AAA サーバが到達不能な場合、ルータとのコンソールまたは Telnet セッ
ションを確立するには、no aaa accounting system guarantee-first コマンドを使用します。

TACACS+ のモニタリング
表 7：TACACS+ 情報を表示するためのコマンド

コマンド

目的

show tacacs

TACACS+ サーバの統計情報を表示します。
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その他の関連資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

セッション アウェアなネットワーキングに対す
るアイデンティティ コントロール ポリシーお
よびアイデンティティ サービス テンプレート
の設定。

Session Aware Networking Configuration Guide,
Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 スイッ
チ)

RADIUS、TACACS+、Secure Shell、802.1X お
よび AAA の設定。

Securing User Services Configuration Guide Library,
Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 スイッ
チ)

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/san/
configuration/xe-3se/3850/san-xe-3se-3850-book.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/
security/config_library/xe-3se/3850/
secuser-xe-3se-3850-library.html

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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テクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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• 機能情報の確認, 65 ページ
• RADIUS によるスイッチ アクセスの制御の前提条件, 65 ページ
• RADIUS によるスイッチ アクセスの制御の制約事項, 66 ページ
• RADIUS に関する情報, 67 ページ
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• RADIUS によるスイッチ アクセスの制御の設定例, 97 ページ
• その他の関連資料, 99 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、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。 最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

RADIUS によるスイッチ アクセスの制御の前提条件
ここでは、RADIUS による Catalyst スイッチ アクセスの制御の前提条件を示します。
General:
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• この章のいずれかのコンフィギュレーション コマンドを使用するには、RADIUS および AAA
をイネーブルにする必要があります。
• RADIUS は、AAA を介して実装され、AAA コマンドを使用してのみイネーブルにできます。
• 最低限、RADIUSサーバソフトウェアが稼働するホスト（1つまたは複数）を特定し、RADIUS
認証の方式リストを定義する必要があります。 また、任意で RADIUS 許可およびアカウン
ティングの方式リストを定義できます。
• スイッチ上で RADIUS 機能の設定を行う前に、RADIUS サーバにアクセスし、サーバを設定
する必要があります。
• RADIUS ホストは、通常、シスコ（Cisco Secure Access Control Server バージョン 3.0）、
Livingston、Merit、Microsoft、または他のソフトウェア プロバイダーの RADIUS サーバ ソフ
トウェアが稼働しているマルチユーザ システムです。 詳細については、RADIUS サーバのマ
ニュアルを参照してください。
• Change-of-Authorization（CoA）インターフェイスを使用するには、スイッチにセッションが
すでに存在している必要があります。 CoA を使用すると、セッションの識別と接続解除要求
を実行できます。 アップデートは、指定されたセッションにだけ作用します。
• スイッチ スタックと RADIUS サーバとの間に冗長接続を設定することを推奨します。 これ
によって、接続済みのスタック メンバの 1 つがスイッチ スタックから削除された場合でも、
RADIUS サーバにアクセスできます。
RADIUS 操作の場合：
• ユーザは RADIUS 許可に進む前に、まず RADIUS 認証を正常に完了する必要があります（イ
ネーブルに設定されている場合）。
関連トピック
RADIUS およびスイッチ アクセス, （67 ページ）
RADIUS の動作, （69 ページ）

RADIUS によるスイッチ アクセスの制御の制約事項
ここでは、RADIUS によるスイッチ アクセスの制御の制約事項について説明します。
全般：
• セキュリティの失効を防止するため、ネットワーク管理アプリケーションを使用してRADIUS
を設定することはできません。
RADIUS は次のネットワーク セキュリティ状況には適していません。
• マルチプロトコル アクセス環境。 RADIUS は、AppleTalk Remote Access（ARA）、NetBIOS
Frame Control Protocol（NBFCP）、NetWare Asynchronous Services Interface（NASI）、または
X.25 PAD 接続をサポートしません。
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• スイッチ間またはルータ間状態。 RADIUS は、双方向認証を行いません。 RADIUS は、他社
製のデバイスが認証を必要とする場合に、あるデバイスから他社製のデバイスへの認証に使
用できます。
• 各種のサービスを使用するネットワーク。 RADIUS は、一般に 1 人のユーザを 1 つのサービ
ス モデルにバインドします。
関連トピック
RADIUS の概要, （67 ページ）

RADIUS に関する情報
RADIUS およびスイッチ アクセス
この項では、RADIUS をイネーブルにし、設定する方法について説明します。 RADIUS を使用す
ると、アカウンティングの詳細を取得したり、認証および許可プロセスの柔軟な管理制御を実現
できます。
スイッチは、IPv6 対応の RADIUS をサポートしています。 情報については、『Cisco IOS XE IPv6
Configuration Guide, Release 2』の「Implementing ADSL for IPv6」の章の「RADIUS Over IPv6」の
項を参照してください。 この機能の設定に関する詳細については、『Cisco IOS XE IPv6 Configuration
Guide, Release 2』の「Implementing ADSL for IPv6」の章の「Configuring the NAS」の項を参照して
ください。

（注）

ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Security Command
Reference, Release 12.4』および『Cisco IOS IPv6 Command Reference』を参照してください。
関連トピック
RADIUS によるスイッチ アクセスの制御の前提条件, （65 ページ）
スイッチのローカル認証および許可の設定, （111 ページ）
SSH サーバ、統合クライアント、およびサポートされているバージョン, （137 ページ）

RADIUS の概要
RADIUS は、不正なアクセスからネットワークのセキュリティを保護する分散クライアント/サー
バ システムです。 RADIUS クライアントは、サポート対象の Cisco ルータおよびスイッチ上で稼
働します。 クライアントは中央の RADIUS サーバに認証要求を送ります。中央の RADIUS サーバ
にはすべてのユーザ認証情報、ネットワーク サービス アクセス情報が登録されています。
RADIUS は、アクセスのセキュリティが必要な、次のネットワーク環境で使用します。
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• それぞれが RADIUS をサポートする、マルチベンダー アクセス サーバによるネットワーク。
たとえば、複数のベンダーのアクセス サーバが、1 つの RADIUS サーバベース セキュリティ
データベースを使用します。 複数ベンダーのアクセス サーバからなる IP ベースのネットワー
クでは、ダイヤルイン ユーザは RADIUS サーバを通じて認証されます。RADIUS サーバは、
Kerberos セキュリティ システムで動作するようにカスタマイズされています。
• アプリケーションが RADIUS プロトコルをサポートするターンキー ネットワーク セキュリ
ティ環境。たとえば、スマート カード アクセス コントロール システムを使用するアクセス
環境。 あるケースでは、RADIUS は Enigma のセキュリティ カードとともに使用してユーザ
を確認し、ネットワーク リソースのアクセスを許可します。
• すでに RADIUS を使用中のネットワーク。 RADIUS クライアント装備の Cisco スイッチを
ネットワークに追加できます。 これが TACACS+ サーバへの移行の最初のステップとなるこ
ともあります。 下の図 2「RADIUS サービスから TACACS+ サービスへの移行」を参照して
ください。
• ユーザが 1 つのサービスにしかアクセスできないネットワーク。 RADIUS を使用すると、
ユーザのアクセスを 1 つのホスト、Telnet などの 1 つのユーティリティ、または IEEE 802.1x
などのプロトコルを使用するネットワークに制御できます。 このプロトコルの詳細について
は、第 11 章「IEEE 802.1x ポートベース認証の設定」を参照してください。
• リソース アカウンティングが必要なネットワーク。 RADIUS 認証または許可とは別個に
RADIUS アカウンティングを使用できます。 RADIUS アカウンティング機能によって、サー
ビスの開始および終了時点でデータを送信し、このセッション中に使用されるリソース（時
間、パケット、バイトなど）の量を表示できます。 インターネット サービス プロバイダー
は、RADIUS アクセス コントロールおよびアカウンティング ソフトウェアのフリーウェア
バージョンを使用して、特殊なセキュリティおよび課金に対するニーズを満たすこともでき
ます。
図 2：RADIUS サービスから TACACS+ サービスへの移行
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関連トピック
RADIUS によるスイッチ アクセスの制御の制約事項, （66 ページ）

RADIUS の動作
RADIUS サーバによってアクセス コントロールされるスイッチに、ユーザがログインおよび認証
を試みると、次のイベントが発生します。
1 ユーザ名およびパスワードの入力を要求するプロンプトが表示されます。
2 ユーザ名および暗号化されたパスワードが、ネットワーク経由で RADIUS サーバに送信されま
す。
3 ユーザは、RADIUS サーバから次のいずれかの応答を受信します。
• ACCEPT：ユーザが認証されたことを表します。
• REJECT：ユーザの認証が失敗し、ユーザ名およびパスワードの再入力が要求されるか、
またはアクセスが拒否されます。
• CHALLENGE：ユーザに追加データを要求します。
• CHALLENGE PASSWORD：ユーザは新しいパスワードを選択するように要求されます。
ACCEPT または REJECT 応答には、特権 EXEC またはネットワーク許可に使用する追加データ
がバンドルされています。 ACCEPT または REJECT パケットには次の追加データが含まれま
す。
• Telnet、SSH、rlogin、または特権 EXEC サービス
• 接続パラメータ（ホストまたはクライアントの IP アドレス、アクセス リスト、およびユー
ザ タイムアウトを含む）
関連トピック
RADIUS によるスイッチ アクセスの制御の前提条件, （65 ページ）

RADIUS 許可の変更
ここでは、使用可能なプリミティブおよびそれらの Change of Authorization（CoA）での使用方法
を含む、RADIUS インターフェイスの概要について説明します。
• Change-of-Authorization 要求
• CoA 要求応答コード
• CoA 要求コマンド
• セッション再認証
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• セッション強制終了のスタック構成ガイドライン
標準 RADIUS インターフェイスは通常、ネットワークに接続しているデバイスから要求が送信さ
れ、クエリーが送信されたサーバが応答するプル モデルで使用されます。 Catalyst コントローラ
は、通常プッシュ モデルで使用される RFC 5176 で規定された RADIUS Change of Authorization
（CoA）拡張機能をサポートし、外部の認証、認可、アカウンティング（AAA）またはポリシー
サーバからのセッションの動的再設定を可能にします。
Cisco IOS Release 12.2(52)SE 以降では、コントローラがこれらのセッション単位の CoA 要求をサ
ポートします。
• セッション再認証
• セッション終了
• ポート シャットダウンでのセッション終了
• ポート バウンスでのセッション終了
この機能は、Cisco Identity Services Engine と Cisco Secure Access Control Server (ACS) 5.1 に統合さ
れています。
Catalyst スイッチで、RADIUS インターフェイスはデフォルトでイネーブルに設定されています。
ただし、次の属性については、一部の基本的な設定が必要になります。
• セキュリティおよびパスワード：このガイドの「スイッチへの不正アクセスの防止」を参照
してください。
• アカウンティング：このガイドの「スイッチ ベース認証の設定」の章の「RADIUS アカウン
ティングの起動」の項を参照してください。

Change-of-Authorization 要求
Change of Authorization（CoA）要求は、RFC 5176 に記載されているように、プッシュ モデルで使
用することによって、セッション識別、ホスト再認証、およびセッション終了を行うことができ
ます。 このモデルは、1 つの要求（CoA-Request）と 2 つの可能な応答コードで構成されていま
す。
• CoA acknowledgment（ACK）[CoA-ACK]
• CoA non-acknowledgment（NAK）[CoA-NAK]
要求は CoA クライアント（通常は RADIUS またはポリシー サーバ）から発信されて、リスナー
として動作するスイッチに送信されます。

RFC 5176 規定
Disconnect Request メッセージは Packet of Disconnect（POD）とも呼ばれますが、セッション終了
に対してスイッチでサポートされています。
次の表に、この機能でサポートされている IETF 属性を示します。

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリー
ズ）
70

OL-28525-02-J

RADIUS の設定
RADIUS 許可の変更

表 8：サポートされている IETF 属性

属性番号

属性名

24

State

31

Calling-Station-ID

44

Acct-Session-ID

80

Message-Authenticator

101

Error-Cause

次の表に、Error-Cause 属性で取ることができる値を示します。
表 9：Error-Cause の値

値

説明

201

削除された残留セッション コンテキスト

202

無効な EAP パケット（無視）

401

サポートされていない属性

402

見つからない属性

403

NAS 識別情報のミスマッチ

404

無効な要求

405

サポートされていないサービス

406

サポートされていない拡張機能

407

無効な属性値

501

管理上の禁止

502

ルート不可能な要求（プロキシ）

503

セッション コンテキストが検出されない

504

セッション コンテキストが削除できない

505

その他のプロキシ処理エラー
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値

説明

506

リソースが使用不可能

507

要求が発信された

508

マルチ セッションの選択がサポートされてない

CoA 要求応答コード
CoA 要求応答コードを使用すると、スイッチにコマンドを伝達できます。
関連トピック
CoA 要求コマンド, （73 ページ）

セッションの識別
特定のセッションに向けられた切断と CoA 要求については、スイッチは 1 つ以上の次の属性に基
づいて、セッションを検索します。
• Calling-Station-Id（ホスト MAC アドレスを含む IETF 属性 #31）
• Audit-Session-Id VSA（シスコの VSA）
• Acct-Session-Id（IETF 属性 #44）
CoA メッセージに含まれるすべてのセッション ID 属性がそのセッションと一致しない限り、ス
イッチは「Invalid Attribute Value」エラー コード属性を含む Disconnect-NAK または CoA-NAK を
返します。
メッセージに複数のセッション ID 属性が含まれる場合、すべての属性がセッションと一致する必
要があります。一致しない場合は、スイッチが「Invalid Attribute Value」エラー コードを含む
Disconnect-Negative Acknowledgment（NAK）または CoA-NAK を返します。
RFC 5176 で定義されている CoA 要求コードのパケットの形式は、コード、ID、長さ、オーセン
ティケータ、および Type Length Value（TLV; タイプ、長さ、値）形式の属性から構成されます。
0
1
2
3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|
Code
| Identifier
|
Length
|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|
|
|
Authenticator
|
|
|
|
|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Attributes ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

属性フィールドは、Cisco ベンダー固有属性（VSA）を送信するために使用します。
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関連トピック
CoA 接続解除要求, （75 ページ）
CoA 要求：ホスト ポートのディセーブル化, （75 ページ）
CoA 要求：バウンス ポート, （76 ページ）

CoA ACK 応答コード
許可ステートの変更に成功した場合は、肯定確認応答（ACK）が送信されます。 CoA ACK 内で
返される属性は CoA 要求によって異なり、個々の CoA コマンドで検討されます。

CoA NAK 応答コード
否定応答（NAK）は許可ステートの変更に失敗したことを示し、エラーの理由を示す属性を含め
ることができます。 CoA が成功したかを確認するには、show コマンドを使用します。

CoA 要求コマンド
Cisco IOS Release 12.2(52)SE 以降では、コントローラで、次の表に示すコマンドがサポートされま
す。
表 10：コントローラでサポートされる CoA コマンド

コマンド
1

1

シスコの VSA

Reauthenticate host

Cisco:Avpair="subscriber:command=reauthenticate"

Terminate session

これは、VSA を要求しない、標準の接続解除要
求です。

Bounce host port

Cisco:Avpair="subscriber:command=bounce-host-port"

Disable host port

Cisco:Avpair="subscriber:command=disable-host-port"

すべての CoA コマンドには、コントローラと CoA クライアント間のセッション識別情報が含まれている必要があります。

関連トピック
CoA 要求応答コード, （72 ページ）

セッション再認証
不明な ID またはポスチャを持つホストがネットワークに加入して、制限されたアクセス許可プロ
ファイル（たとえば、ゲスト VLAN）に関連付けられると、AAA サーバは通常、セッション再認
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証要求を生成します。 再認証要求は、クレデンシャルが不明である場合にホストが適切な認証グ
ループに配置されることを許可します。
セッション認証を開始するために、AAA サーバは Cisco:Avpair="subscriber:command=reauthenticate"
の形式で Cisco VSA と 1 つ以上のセッション ID 属性を含む標準 CoA 要求メッセージを送信しま
す。
現在のセッションステートは、メッセージに対するスイッチの応答を決定します。セッションが
現在、IEEE 802.1x によって認証されている場合、スイッチは EAPOL（LAN 経由の拡張認証プロ
トコル）RequestId メッセージをサーバに送信することで応答します。
現在、セッションが MAC 認証バイパス（MAB）で認証されている場合は、スイッチはサーバに
アクセス要求を送信し、初期正常認証で使用されるものと同じ ID 属性を渡します。
スイッチがコマンドを受信したときにセッション認証が実行中である場合は、スイッチはプロセ
スを終了し、認証シーケンスを再開し、最初に試行されるように設定された方式で開始します。
セッションがまだ認証されてない、あるいはゲスト VLAN、クリティカル VLAN、または同様の
ポリシーで認証されている場合は、再認証メッセージがアクセス コントロール方式を再開し、最
初に試行されるように設定された方式で開始します。 セッションの現在の許可は、再認証によっ
て異なる認証結果になるまで維持されます。

スイッチ スタックでのセッションの再認証
スイッチ スタックでセッション再認証メッセージを受信すると、次の動作が発生します。
• 確認応答（ACK）を戻す前に、再認証の必要性がチェックされます。
• 適切なセッションで再認証が開始されます。
• 認証が成功または失敗のいずれかで完了すると、再認証をトリガーする信号がスタック メン
バから削除されます。
• 認証の完了前にスタック マスターに障害が発生すると、（後で削除される）元のコマンドに
基づいたスタック マスターの切り替え後、再認証が開始されます。
• ACK の送信前にスタック マスターに障害が発生した場合、新たなスタック マスターでは、
再転送コマンドが新しいコマンドとして扱われます。

セッションの終了
セッションを終了させる 3 種類の CoA 要求があります。 CoA 接続解除要求は、ホスト ポートを
ディセーブルにせずにセッションを終了します。 このコマンドを使用すると、指定されたホスト
のオーセンティケータステートマシンが再初期化されますが、そのホストのネットワークへのア
クセスは制限されません。
ホストのネットワークへのアクセスを制限するには、
Cisco:Avpair="subscriber:command=disable-host-port" VSA の設定で CoA 要求を使用します。 このコ
マンドは、ネットワーク上で障害を引き起こしたと認識されているホストがある場合に便利であ
り、そのホストに対してネットワークアクセスをただちにブロックする必要があります。ポート
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へのネットワーク アクセスを復旧する場合は、非 RADIUS メカニズムを使用して再びイネーブル
にします。
プリンタなどのサプリカントを持たないデバイスが新しい IP アドレスを取得する必要がある場合
（たとえば、VLAN 変更後）は、ポート バウンスでホスト ポート上のセッションを終了します
（ポートを一時的にディセーブルした後、再びイネーブルにする）。

CoA 接続解除要求
このコマンドは標準の接続解除要求です。 このコマンドはセッション指向であるため、1 つ以上
のセッション ID 属性とともに使用する必要があります。 セッションが見つからない場合、スイッ
チは Disconnect-NAK メッセージと「Session Context Not Found」エラー コード属性を返します。
セッションがある場合は、スイッチはセッションを終了します。 セッションが完全に削除された
後、スイッチは接続解除 ACK を返します。
スイッチがクライアントに接続解除 ACK を返す前にスタンバイ スイッチにフェールオーバーす
る場合は、クライアントから要求が再送信されるときに、新しいアクティブ スイッチ上でそのプ
ロセスが繰り返されます。 再送信後もセッションが見つからない場合は、Disconnect-ACK と
「Session Context Not Found」エラー コード属性が送信されます。
関連トピック
セッションの識別, （72 ページ）

CoA 要求：ホスト ポートのディセーブル化
このコマンドは、次の新しい VSA が含まれている標準 CoA 要求メッセージで伝達されます。
Cisco:Avpair="subscriber:command=disable-host-port"
このコマンドはセッション指向であるため、1 つ以上のセッション ID 属性とともに使用する必要
があります。 セッションが見つからない場合、スイッチは CoA-NAK メッセージと「Session Context
Not Found」エラー コード属性を返します。 このセッションがある場合は、スイッチはホスト ポー
トをディセーブルにし、CoA-ACK メッセージを返します。
スイッチが CoA-ACK をクライアントに返す前にスイッチに障害が発生した場合は、クライアン
トから要求が再送信されるときに、新しいアクティブ スイッチ上でそのプロセスが繰り返されま
す。 スイッチが CoA-ACK メッセージをクライアントに返した後で、かつその動作が完了してい
ないときにスイッチに障害が発生した場合は、新しいアクティブ スイッチ上でその動作が再開さ
れます。

（注）

再送信コマンドの後に接続解除要求が失敗すると、（接続解除 ACK が送信されてない場合に）
チェンジオーバー前にセッションが正常終了し、または元のコマンドが実行されてスタンバイ
スイッチがアクティブになるまでの間に発生した他の方法（たとえば、リンク障害）により
セッションが終了することがあります。
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関連トピック
セッションの識別, （72 ページ）

CoA 要求：バウンス ポート
このコマンドは、次の VSA を含む標準の CoA-Request メッセージで伝達されます。
Cisco:Avpair="subscriber:command=bounce-host-port"
このコマンドはセッション指向であるため、1 つ以上のセッション ID 属性とともに使用する必要
があります。 セッションが見つからない場合、スイッチは CoA-NAK メッセージと「Session Context
Not Found」エラー コード属性を返します。 このセッションがある場合は、スイッチはホスト ポー
トを 10 秒間ディセーブルし、再びイネーブルにし（ポート バウンス）、CoA-ACK を返します。
スイッチが CoA-ACK をクライアントに返す前にスイッチに障害が発生した場合は、クライアン
トから要求が再送信されるときに、新しいアクティブ スイッチ上でそのプロセスが繰り返されま
す。 スイッチが CoA-ACK メッセージをクライアントに返した後で、かつその動作が完了してい
ないときにスイッチに障害が発生した場合は、新しいアクティブ スイッチ上でその動作が再開さ
れます。
関連トピック
セッションの識別, （72 ページ）

セッション強制終了のスタック構成ガイドライン
スイッチ スタックでは、CoA 接続解除要求メッセージに必要な特別な処理はありません。

CoA 要求バウンス ポートのスタック構成ガイドライン
bounce-port コマンドのターゲットはポートではなくセッションのため、セッションが見つからな
かった場合、コマンドは実行できません。
スタック マスターで Auth Manager コマンド ハンドラが有効な bounce-port コマンドを受信する
と、CoA-ACK メッセージを返す前に次の情報が確認されます。
• ポート バウンスの必要性
• ポート ID（ローカル セッション コンテキストで検出された場合）
スイッチで、ポート バウンスが開始されます（ポートが 10 秒間ディセーブルになり、再びイネー
ブルにされます）。
ポート バウンスが正常に実行された場合、ポート バウンスをトリガーした信号がスタンバイ ス
タック マスターから削除されます。
ポートバウンスの完了前にスタックマスターに障害が発生すると、（後で削除される）元のコマ
ンドに基づいたスタック マスターの切り替え後、ポート バウンスが開始されます。
CoA-ACK メッセージの送信前にスタック マスターに障害が発生した場合、新たなスタック マス
ターでは、再送信コマンドが新しいコマンドとして扱われます。
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CoA 要求ディセーブル ポートのスタック構成ガイドライン
disable-port コマンドのターゲットはポートではなくセッションのため、セッションが見つからな
かった場合、コマンドは実行できません。
スタック マスターにある Auth Manager コマンド ハンドラで、有効な disable-port コマンドを受信
した場合、CoA-ACK メッセージを返す前に次の情報が検証されます。
• ポート ディセーブルの必要性
• ポート ID（ローカル セッション コンテキストで検出された場合）
スイッチで、ポートをディセーブルする操作が試行されます。
ポートをディセーブルする操作が正常に実行された場合、ポートをディセーブルする操作をトリ
ガーした信号がスタンバイ スタック マスターから削除されます。
ポートをディセーブルする操作の完了前にスタック マスターに障害が発生すると、（後で削除さ
れる）元のコマンドに基づいたスタック マスターの切り替え後、ポートがディセーブルにされま
す。
CoA-ACK メッセージの送信前にスタック マスターに障害が発生した場合、新たなスタック マス
ターでは、再送信コマンドが新しいコマンドとして扱われます。

RADIUS のデフォルト設定
RADIUS および AAA は、デフォルトではディセーブルに設定されています。
セキュリティの失効を防止するため、ネットワーク管理アプリケーションを使用して RADIUS を
設定することはできません。 RADIUS をイネーブルに設定した場合、CLI を通じてスイッチにア
クセスするユーザを認証できます。

RADIUS サーバ ホスト
スイッチと RADIUS サーバ間の通信には、次の要素が関係します。
• ホスト名または IP アドレス
• 認証の宛先ポート
• アカウンティングの宛先ポート
• キー文字列
• タイムアウト時間
• 再送信回数
RADIUS セキュリティ サーバは、ホスト名または IP アドレス、ホスト名と特定の UDP ポート番
号、または IP アドレスと特定の UDP ポート番号によって特定します。 IP アドレスと UDP ポー
ト番号の組み合わせによって、一意の ID が作成され、特定の AAA サービスを提供する RADIUS
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ホストとして個々のポートを定義できます。 この一意の ID を使用することによって、同じ IP ア
ドレスにあるサーバ上の複数の UDP ポートに、RADIUS 要求を送信できます。
同じ RADIUS サーバ上の異なる 2 つのホスト エントリに同じサービス（たとえばアカウンティン
グ）を設定した場合、2 番めに設定したホスト エントリは、最初に設定したホスト エントリの
フェールオーバー バックアップとして動作します。 この例では、最初のホスト エントリがアカ
ウンティング サービスを提供できなかった場合、スイッチは「%RADIUS-4-RADIUS_DEAD」メッ
セージを表示し、その後、同じデバイス上で 2 番めに設定されたホスト エントリでアカウンティ
ング サービスを試みます （RADIUS ホスト エントリは、設定した順序に従って試行されます）。
RADIUS サーバとスイッチは、共有するシークレット テキスト ストリングを使用して、パスワー
ドの暗号化および応答の交換を行います。 RADIUS で AAA セキュリティ コマンドを使用するよ
うに設定するには、RADIUS サーバ デーモンが稼働するホストと、そのホストがスイッチと共有
するシークレット テキスト（キー）ストリングを指定する必要があります。
タイムアウト、再送信回数、および暗号キーの値は、すべての RADIUS サーバに対してグローバ
ルに設定することもできますし、サーバ単位で設定することもできます。また、グローバルな設
定とサーバ単位での設定を組み合わせることもできます。
関連トピック
RADIUS サーバ ホストの識別, （81 ページ）
AAA サーバ グループの定義, （85 ページ）
すべての RADIUS サーバの設定, （90 ページ）
RADIUS ログイン認証の設定, （83 ページ）

RADIUS ログイン認証
AAA 認証を設定するには、認証方式の名前付きリストを作成してから、各種ポートにそのリスト
を適用します。 方式リストは実行される認証のタイプと実行順序を定義します。このリストを特
定のポートに適用してから、定義済み認証方式を実行する必要があります。 唯一の例外は、デ
フォルトの方式リストです。 デフォルトの方式リストは、名前付き方式リストを明示的に定義さ
れたインターフェイスを除いて、自動的にすべてのポートに適用されます。
方式リストは、ユーザ認証のためクエリ送信を行う手順と認証方式を記述したものです。 認証に
使用する 1 つまたは複数のセキュリティ プロトコルを指定できるので、最初の方式が失敗した場
合のバックアップシステムが確保されます。ソフトウェアは、リスト内の最初の方式を使用して
ユーザを認証します。その方式で応答が得られなかった場合、ソフトウェアはそのリストから次
の認証方式を選択します。 このプロセスは、リスト内の認証方式による通信が成功するか、定義
された方式をすべて試し終わるまで繰り返されます。 この処理のある時点で認証が失敗した場合
（つまり、セキュリティサーバまたはローカルのユーザ名データベースがユーザアクセスを拒否
すると応答した場合）、認証プロセスは停止し、それ以上認証方式が試行されることはありませ
ん。
関連トピック
RADIUS ログイン認証の設定, （83 ページ）
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AAA サーバ グループ
既存のサーバ ホストを認証用にグループ化するため、AAA サーバ グループを使用するようにス
イッチを設定できます。設定済みのサーバホストのサブセットを選択して、それを特定のサービ
スに使用します。 サーバ グループは、選択されたサーバ ホストの IP アドレスのリストを含むグ
ローバルなサーバ ホスト リストとともに使用されます。
サーバグループには、同じサーバの複数のホストエントリを含めることもできますが、各エント
リが一意の ID（IP アドレスと UDP ポート番号の組み合わせ）を持っていることが条件です。こ
の場合、個々のポートをそれぞれ特定の AAA サービスを提供する RADIUS ホストとして定義で
きます。 同じ RADIUS サーバ上の異なる 2 つのホスト エントリに同じサービス（たとえばアカ
ウンティング）を設定した場合、2 番めに設定したホスト エントリは、最初に設定したホスト エ
ントリのフェールオーバー バックアップとして動作します。
関連トピック
AAA サーバ グループの定義, （85 ページ）

AAA 許可
AAA 許可によってユーザが使用できるサービスが制限されます。 AAA 許可をイネーブルにする
と、スイッチは（ローカル ユーザ データベースまたはセキュリティ サーバ上に存在する）ユー
ザのプロファイルから取得した情報を使用して、ユーザのセッションを設定します。 ユーザは、
ユーザ プロファイル内の情報で認められている場合に限り、要求したサービスのアクセスが許可
されます。
関連トピック
ユーザ イネーブル アクセスおよびネットワーク サービスに関する RADIUS 許可の設定, （88
ページ）

RADIUS アカウンティング
AAA アカウンティング機能は、ユーザが使用したサービスと、消費したネットワーク リソース量
を追跡します。 AAA アカウンティングをイネーブルにすると、スイッチはユーザの活動状況をア
カウンティング レコードの形式で RADIUS セキュリティ サーバに報告します。 各アカウンティ
ング レコードにはアカウンティングの Attribute-Value（AV）ペアが含まれ、レコードはセキュリ
ティサーバに格納されます。これらのデータは、ネットワーク管理、クライアントへの課金、ま
たは監査のために後で分析できます。
関連トピック
RADIUS アカウンティングの起動, （89 ページ）
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ベンダー固有の RADIUS 属性
Internet Engineering Task Force（IETF）ドラフト規格に、ベンダー固有の属性（属性 26）を使用し
て、スイッチと RADIUS サーバ間でベンダー固有の情報を通信するための方式が定められていま
す。 各ベンダーは、Vendor-Specific Attribute（VSA）を使用することによって、一般的な用途に
は適さない独自の拡張属性をサポートできます。 シスコが実装する RADIUS では、この仕様で推
奨されるフォーマットを使用して、ベンダー固有のオプションを 1 つサポートしています。 シス
コのベンダー ID は 9 であり、サポート対象のオプションはベンダー タイプ 1（名前は cisco-avpair）
です。 この値は、次のフォーマットのストリングです。
protocol : attribute sep value *

protocol は、特定の許可タイプに使用するシスコのプロトコル属性の値です。 attribute および value
は、シスコの TACACS+ 仕様で定義されている適切な属性値（AV）ペアです。sep は、必須の属
性の場合は =、任意指定の属性の場合は * です。 TACACS+ 許可で使用できるすべての機能は、
RADIUS でも使用できます。
他のベンダーにも、それぞれ独自のベンダー ID、オプション、および対応する VSA があります。
ベンダー ID および VSA の詳細については、RFC 2138『Remote Authentication Dial-In User Service
（RADIUS）』を参照してください。
RADIUS 属性の完全なリスト、またはベンダー固有の属性 26 の詳細については、『Cisco IOS
Security Configuration Guide』の付録「RADIUS Attributes」を参照してください。
関連トピック
ベンダー固有の RADIUS 属性を使用するスイッチ設定, （92 ページ）

ベンダー独自仕様の RADIUS サーバ通信
RADIUS に関する IETF ドラフト規格では、スイッチと RADIUS サーバ間でベンダー独自仕様の
情報を通信する方式について定められていますが、RADIUS 属性セットを独自に機能拡張してい
るベンダーもあります。 Cisco IOS ソフトウェアは、ベンダー独自仕様の RADIUS 属性のサブセッ
トをサポートしています。
前述したように、RADIUS（ベンダーの独自仕様によるものか、IETF ドラフトに準拠するものか
を問わず）を設定するには、RADIUS サーバ デーモンが稼働しているホストと、そのホストがス
イッチと共有するシークレット テキスト ストリングを指定する必要があります。 RADIUS ホス
トおよびシークレット テキスト ストリングを指定するには、radius-server 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。
関連トピック
ベンダー独自の RADIUS サーバとの通信に関するスイッチ設定, （93 ページ）
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RADIUS の設定方法
RADIUS サーバ ホストの識別
スイッチと通信するすべての RADIUS サーバに対して、これらの設定をグローバルに適用するに
は、radius-server timeout、radius-server retransmit、および radius-server key の 3 つの固有のグ
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。 これらの設定を特定の RADIUS サー
バに適用するには、radius-server host 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。
既存のサーバ ホストを認証用にグループ化するため、AAA サーバ グループを使用するようにス
イッチを設定できます。 詳細については、次の関連項目を参照してください。
RADIUS サーバ上でも、いくつかの値を設定する必要があります。 これらの設定値としては、ス
イッチの IP アドレス、およびサーバとスイッチの双方で共有するキー ストリングがあります。
詳細については、RADIUS サーバのマニュアルを参照してください。

はじめる前に
スイッチ上にグローバルな機能とサーバ単位での機能（タイムアウト、再送信回数、およびキー
コマンド）を設定した場合、サーバ単位で設定したタイムアウト、再送信回数、およびキーに関
するコマンドは、グローバルに設定したタイムアウト、再送信回数、およびキーに関するコマン
ドを上書きします。 すべての RADIUS サーバに対してこれらの値を設定する方法については、次
の関連項目を参照してください。

手順の概要
1. configure terminal
2. radius-server host {hostname | ip-address} [auth-port port-number] [acct-port port-number] [timeout
seconds] [retransmit retries] [key string]
3. end

手順の詳細
コマンドまたはアクション 目的
ステッ
プ1

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：
Controller# configure
terminal

ステッ
プ2

radius-server host {hostname リモート RADIUS サーバ ホストの IP アドレスまたはホスト名を指定します。
| ip-address} [auth-port
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コマンドまたはアクション 目的
port-number] [acct-port
port-number] [timeout seconds]
[retransmit retries] [key string]

• （任意）auth-port port-number には、認証要求の UDP 宛先ポートを指定
します。
• （任意）acct-port port-number には、アカウンティング要求の UDP 宛先
ポートを指定します。

例：
Controller(config)#
radius-server host
172.29.36.49 auth-port 1612
key rad1

• （任意）timeout seconds には、スイッチが RADIUS サーバの応答を待機
して再送信するまでの時間間隔を指定します。 指定できる範囲は 1 ～
1000 です。 この設定は、radius-server timeout グローバル コンフィギュ
レーション コマンドによる設定を上書きします。 radius-server host コマ
ンドでタイムアウトを設定しない場合は、radius-server timeout コマンド
の設定が使用されます。
• （任意）retransmit retries には、サーバが応答しない場合、または応答が
遅い場合に、RADIUS 要求をサーバに再送信する回数を指定します。 指
定できる範囲は 1 ～ 1000 です。 radius-server host コマンドで再送信回数
を指定しない場合、radius-server retransmit グローバル コンフィギュレー
ション コマンドの設定が使用されます。
• （任意）key string には、RADIUS サーバ上で動作する RADIUS デーモン
とスイッチの間で使用する認証および暗号キーを指定します。
キーは、RADIUS サーバで使用する暗号化キーに一致するテキスト
ストリングでなければなりません。 キーは常に radius-server host コ
マンドの最後のアイテムとして設定してください。 先頭のスペース
は無視されますが、キーの中間および末尾のスペースは使用されま
す。 キーにスペースを使用する場合は、引用符がキーの一部分であ
る場合を除き、引用符でキーを囲まないでください。
1 つの IP アドレスに対応する複数のホスト エントリをスイッチが認識するよ
うに設定するには、それぞれ異なる UDP ポート番号を使用して、このコマン
ドを必要な回数だけ入力します。 スイッチ ソフトウェアは、指定された順序
に従って、ホストを検索します。 各 RADIUS ホストで使用するタイムアウト、
再送信回数、および暗号キーの値をそれぞれ設定してください。
（注）

ステッ
プ3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

関連トピック
RADIUS サーバ ホスト, （77 ページ）
AAA サーバ グループの定義, （85 ページ）
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すべての RADIUS サーバの設定, （90 ページ）

RADIUS ログイン認証の設定
RADIUS ログイン認証を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

はじめる前に
AAA 方式を使用して HTTP アクセスに対しスイッチのセキュリティを確保するには、ip http
authentication aaa グローバル コンフィギュレーション コマンドでスイッチを設定する必要があり
ます。 AAA 認証を設定しても、AAA 方式を使用した HTTP アクセスに対しスイッチのセキュリ
ティは確保しません。
ip http authentication コマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference, Release
12.4』を参照してください。

手順の概要
1. configure terminal
2. aaa new-model
3. aaa authentication login {default | list-name} method1 [method2...]
4. line [console | tty | vty] line-number [ending-line-number]
5. login authentication {default | list-name}
6. end

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：
Controller# configure
terminal

ステップ 2

AAA をイネーブルにします。

aaa new-model
例：
Controller(config)# aaa
new-model

ステップ 3

aaa authentication login
{default | list-name} method1
[method2...]

ログイン認証方式リストを作成します。
• login authentication コマンドに名前付きリストが指定されなかった
場合に使用されるデフォルトのリストを作成するには、default キー
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コマンドまたはアクション
例：
Controller(config)# aaa
authentication login default
local

目的
ワードの後ろにデフォルト状況で使用する方式を指定します。 デ
フォルトの方式リストは、自動的にすべてのポートに適用されます。
• list-name には、作成するリストの名前として使用する文字列を指定
します。
• method1... には、認証アルゴリズムが試行する実際の方式を指定しま
す。 追加の認証方式は、その前の方式でエラーが返された場合に限
り使用されます。前の方式が失敗した場合は使用されません。
次のいずれかの方式を選択します。
◦ enable：イネーブル パスワードを認証に使用します。 この認証
方式を使用するには、あらかじめ enable password グローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用してイネーブル パス
ワードを定義しておく必要があります。
◦ group radius：RADIUS 認証を使用します。 この認証方式を使
用するには、あらかじめ RADIUS サーバを設定しておく必要が
あります。
◦ line：回線パスワードを認証に使用します。 この認証方式を使
用するには、あらかじめ回線パスワードを定義しておく必要が
あります。 password password ライン コンフィギュレーション
コマンドを使用します。
◦ local：ローカル ユーザ名データベースを認証に使用します。
データベースにユーザ名情報を入力しておく必要があります。
username name password 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。
◦ local-case：大文字と小文字が区別されるローカル ユーザ名デー
タベースを認証に使用します。 username password グローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用して、ユーザ名情報を
データベースに入力する必要があります。
◦ none：ログインに認証を使用しません。

ステップ 4

line [console | tty | vty]
ライン コンフィギュレーション モードを開始し、認証リストを適用する
line-number [ending-line-number] 回線を設定します。
例：
Controller(config)# line 1 4

ステップ 5

login authentication {default |
list-name}

1 つの回線または複数回線に認証リストを適用します。
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コマンドまたはアクション

目的
• default を指定する場合は、aaa authentication login コマンドで作成
したデフォルトのリストを使用します。

例：

• list-name には、aaa authentication login コマンドで作成したリストを

Controller(config)# login
authentication default

ステップ 6

指定します。
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

関連トピック
RADIUS ログイン認証, （78 ページ）
RADIUS サーバ ホスト, （77 ページ）

AAA サーバ グループの定義
定義したグループ サーバに特定のサーバを対応付けるには、server グループ サーバ コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。 サーバを IP アドレスで特定することもできますし、任意指
定の auth-port および acct-port キーワードを使用して複数のホスト インスタンスまたはエントリ
を特定することもできます。
AAA サーバ グループを定義するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. radius-server host {hostname | ip-address} [auth-port port-number] [acct-port port-number] [timeout
seconds] [retransmit retries] [key string]
3. aaa new-model
4. aaa group server radius group-name
5. server ip-address
6. end
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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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

radius-server host {hostname |
ip-address} [auth-port
port-number] [acct-port
port-number] [timeout seconds]
[retransmit retries] [key string]
例：
Controller(config)#
radius-server host
172.29.36.49 auth-port 1612
key rad1

リモート RADIUS サーバ ホストの IP アドレスまたはホスト名を指定し
ます。
• （任意）auth-port port-number には、認証要求の UDP 宛先ポートを
指定します。
• （任意）acct-port port-number には、アカウンティング要求の UDP
宛先ポートを指定します。
• （任意）timeout seconds には、スイッチが RADIUS サーバの応答を
待機して再送信するまでの時間間隔を指定します。 指定できる範囲
は 1 ～ 1000 です。 この設定は、radius-server timeout グローバル
コンフィギュレーション コマンドによる設定を上書きします。
radius-server host コマンドでタイムアウトを設定しない場合は、
radius-server timeout コマンドの設定が使用されます。
• （任意）retransmit retries には、サーバが応答しない場合、または
応答が遅い場合に、RADIUS 要求をサーバに再送信する回数を指定
します。 指定できる範囲は 1 ～ 1000 です。 radius-server host コマ
ンドで再送信回数を指定しない場合、radius-server retransmit グロー
バル コンフィギュレーション コマンドの設定が使用されます。
• （任意）key string には、RADIUS サーバ上で動作する RADIUS デー
モンとスイッチの間で使用する認証および暗号キーを指定します。
キーは、RADIUS サーバで使用する暗号化キーに一致するテキ
スト ストリングでなければなりません。 キーは常に
radius-server host コマンドの最後のアイテムとして設定してく
ださい。 先頭のスペースは無視されますが、キーの中間およ
び末尾のスペースは使用されます。 キーにスペースを使用す
る場合は、引用符がキーの一部分である場合を除き、引用符で
キーを囲まないでください。
1 つの IP アドレスに対応する複数のホスト エントリをスイッチが認識す
るように設定するには、それぞれ異なる UDP ポート番号を使用して、こ
のコマンドを必要な回数だけ入力します。スイッチソフトウェアは、指
定された順序に従って、ホストを検索します。 各 RADIUS ホストで使用
（注）
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コマンドまたはアクション

目的
するタイムアウト、再送信回数、および暗号キーの値をそれぞれ設定し
てください。

ステップ 3

AAA をイネーブルにします。

aaa new-model
例：
Controller(config)# aaa
new-model

ステップ 4

aaa group server radius
group-name
例：

グループ名を指定して AAA サーバ グループを定義します。
このコマンドを使用すると、スイッチはサーバ グループ コンフィギュ
レーション モードになります。

Controller(config)# aaa group
server radius group1

ステップ 5

ステップ 6

server ip-address
例：

特定の RADIUS サーバを定義済みのサーバ グループと関連付けます。
AAA サーバ グループの RADIUS サーバごとに、このステップを繰り返
します。

Controller(config-sg-radius)#
server 172.20.0.1 auth-port
1000 acct-port 1001

グループの各サーバは、ステップ 2 で定義済みのものでなければなりま
せん。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end

関連トピック
RADIUS サーバ ホストの識別, （81 ページ）
RADIUS サーバ ホスト, （77 ページ）
AAA サーバ グループ, （79 ページ）
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ユーザ イネーブル アクセスおよびネットワーク サービスに関する
RADIUS 許可の設定
（注）

許可が設定されていても、CLI を使用してログインし、認証されたユーザに対しては、許可は
省略されます。
ユーザ特権アクセスおよびネットワーク サービスに関する RADIUS 許可を設定するには、特権
EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. aaa authorization network radius
3. aaa authorization exec radius
4. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

aaa authorization network radius

ネットワーク関連のすべてのサービス要求に対するユー
ザ RADIUS 許可を、スイッチに設定します。

例：
Controller(config)# aaa authorization
network radius

ステップ 3

aaa authorization exec radius
例：
Controller(config)# aaa authorization
exec radius

ステップ 4

end

ユーザに特権 EXEC のアクセス権限がある場合、ユーザ
RADIUS 許可を、スイッチに設定します。
exec キーワードを指定すると、ユーザ プロファイル情
報（autocommand 情報など）が返される場合がありま
す。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end
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次の作業
グローバル コンフィギュレーション コマンド aaa authorization と radius キーワードを使用する
と、ユーザのネットワーク アクセスを特権 EXEC モードに制限するパラメータを設定できます。
aaa authorization exec radius local コマンドは、次の許可パラメータを設定します。
• RADIUS を使用して認証を行った場合は、RADIUS を使用して特権 EXEC アクセスを許可し
ます。
• 認証に RADIUS を使用しなかった場合は、ローカル データベースを使用します。
関連トピック
AAA 許可, （79 ページ）

RADIUS アカウンティングの起動
RADIUS アカウンティングを起動するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. aaa accounting network start-stop radius
3. aaa accounting exec start-stop radius
4. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

aaa accounting network start-stop radius

ネットワーク関連のあらゆるサービス要求に関して、
RADIUS アカウンティングをイネーブルにします。

例：
Controller(config)# aaa accounting network
start-stop radius
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

aaa accounting exec start-stop radius

RADIUS アカウンティングをイネーブルにして、特
権 EXEC プロセスの最初に記録開始アカウンティン
グ通知、最後に記録停止通知を送信します。

例：
Controller(config)# aaa accounting exec
start-stop radius

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

次の作業
AAA サーバが到達不能の場合に、ルータとのセッションを確立するには、aaa accounting system
guarantee-first コマンドを使用します。 このコマンドは、最初のレコードとしてシステム アカウ
ンティングを保証します（これがデフォルトの条件です） 場合によっては、システムがリロード
されるまでコンソールまたは端末接続でセッションを開始できない場合があります。システムの
リロードにかかる時間は 3 分を超えることがあります。
ルータのリロード時に AAA サーバが到達不能な場合、ルータとのコンソールまたは Telnet セッ
ションを確立するには、no aaa accounting system guarantee-first コマンドを使用します。
関連トピック
RADIUS アカウンティング, （79 ページ）

すべての RADIUS サーバの設定
すべての RADIUS サーバを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. radius-server key string
3. radius-server retransmit retries
4. radius-server timeout seconds
5. radius-server deadtime minutes
6. end
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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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

radius-server key string
例：

（注）

Controller(config)# radius-server
key your_server_key

ステップ 3

スイッチとすべての RADIUS サーバ間で共有されるシークレッ
ト テキスト ストリングを指定します。

radius-server retransmit retries

キーは、RADIUS サーバで使用する暗号化キーに一致
するテキスト ストリングでなければなりません。 先頭
のスペースは無視されますが、キーの中間および末尾
のスペースは使用されます。 キーにスペースを使用す
る場合は、引用符がキーの一部分である場合を除き、
引用符でキーを囲まないでください。

スイッチが RADIUS 要求をサーバに再送信する回数を指定しま
す。 デフォルトは 3 です。指定できる範囲は 1 ～ 1000 です。

例：
Controller(config)# radius-server
retransmit 5

ステップ 4

radius-server timeout seconds
例：

スイッチが RADIUS 要求に対する応答を待って、要求を再送信
するまでの時間（秒）を指定します。 デフォルトは 5 秒です。
指定できる範囲は 1 ～ 1000 です。

Controller(config)# radius-server
timeout 3

ステップ 5

radius-server deadtime minutes

Controller(config)# radius-server
deadtime 0

RADIUS サーバが認証要求に応答していない場合、このコマンド
はそのサーバに対する要求を停止する時刻を指定します。 これ
により、要求がタイムアウトするまで待たずとも、次に設定され
ているサーバを試行することができます。 デフォルトは 0 です。
指定できる範囲は 0 ～ 1440 分です。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：

ステップ 6

例：
Controller(config)# end
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関連トピック
RADIUS サーバ ホストの識別, （81 ページ）
RADIUS サーバ ホスト, （77 ページ）

ベンダー固有の RADIUS 属性を使用するスイッチ設定
ベンダー固有の RADIUS 属性を使用するようにスイッチを設定するには、特権 EXEC モードで次
の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. radius-server vsa send [accounting | authentication]
3. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

radius-server vsa send [accounting | スイッチが VSA（RADIUS IETF 属性 26 で定義）を認識して使用
authentication]
できるようにします。
例：
Controller(config)# radius-server
vsa send

• （任意）認識されるベンダー固有属性の集合をアカウンティ
ング属性だけに限定するには、accounting キーワードを使用
します。
• （任意）認識されるベンダー固有属性の集合を認証属性だ
けに限定するには、authentication キーワードを使用します。
キーワードを指定せずにこのコマンドを入力すると、アカウン
ティングおよび認証のベンダー固有属性の両方が使用されます。

ステップ 3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end
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関連トピック
ベンダー固有の RADIUS 属性, （80 ページ）

ベンダー独自の RADIUS サーバとの通信に関するスイッチ設定
ベンダー独自仕様の RADIUS サーバ通信を使用するようにスイッチを設定するには、特権 EXEC
モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. radius-server host {hostname | ip-address} non-standard
3. radius-server key string
4. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

radius-server host {hostname |
ip-address} non-standard

リモート RADIUS サーバ ホストの IP アドレスまたはホスト名を
指定し、RADIUS のベンダー独自仕様の実装を使用することを指
定します。

例：
Controller(config)# radius-server
host 172.20.30.15 nonstandard

ステップ 3

radius-server key string
例：
Controller(config)# radius-server
key rad124

スイッチとベンダー独自仕様の RADIUS サーバとの間で共有され
るシークレット テキスト ストリングを指定します。 スイッチお
よび RADIUS サーバは、このテキスト ストリングを使用して、
パスワードの暗号化および応答の交換を行います。
（注）

キーは、RADIUS サーバで使用する暗号化キーに一致
するテキスト ストリングでなければなりません。 先頭
のスペースは無視されますが、キーの中間および末尾
のスペースは使用されます。 キーにスペースを使用す
る場合は、引用符がキーの一部分である場合を除き、
引用符でキーを囲まないでください。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end

次の作業
この機能を使用すると、アクセス要求および認証要求を、サーバ グループ内のすべての RADIUS
サーバに対して均等に送信できます。 詳細については、『Cisco IOS Security Configuration Guide,
Release 12.4』の「RADIUS Server Load Balancing」の章を参照してください。
関連トピック
ベンダー独自仕様の RADIUS サーバ通信, （80 ページ）

スイッチ上での CoA の設定
スイッチ上で CoA を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。 この手順は必
須です。

手順の概要
1. configure terminal
2. aaa new-model
3. aaa server radius dynamic-author
4. client {ip-address | name} [vrf vrfname] [server-key string]
5. server-key [0 | 7] string
6. port port-number
7. auth-type {any | all | session-key}
8. ignore session-key
9. ignore server-key
10. authentication command bounce-port ignore
11. authentication command disable-port ignore
12. end
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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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Controller(config)# aaa new-model

ステップ 3

aaa server radius dynamic-author

スイッチを認証、許可、アカウンティング（AAA）サーバに
設定し、外部ポリシー サーバとの相互作用を実行します。

例：
Controller(config)# aaa server
radius dynamic-author

ステップ 4

client {ip-address | name} [vrf vrfname] ダイナミック許可ローカル サーバ コンフィギュレーション
[server-key string]
モードを開始し、デバイスが CoA を受け取り、要求を取り外
す RADIUS クライアントを指定します。

ステップ 5

server-key [0 | 7] string

RADIUS キーをデバイスと RADIUS クライアントとの間で共
有されるように設定します。

例：
Controller(config-sg-radius)#
server-key your_server_key

ステップ 6

port port-number

設定された RADIUS クライアントから RADIUS 要求をデバイ
スが受信するポートを指定します。

例：
Controller(config-sg-radius)# port
25

ステップ 7

auth-type {any | all | session-key}
例：
Controller(config-sg-radius)#
auth-type any

ステップ 8

ignore session-key

スイッチが RADIUS クライアントに使用する許可のタイプを
指定します。
クライアントは、許可用に設定されたすべての属性と一致し
ていなければなりません。
（任意）セッション キーを無視するようにスイッチを設定し
ます。
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コマンドまたはアクション

目的
ignore コマンドの詳細については、Cisco.com 上の『Cisco IOS
Intelligent Services Gateway Command Reference』を参照してく
ださい。

ステップ 9

ignore server-key
例：
Controller(config-sg-radius)# ignore
server-key

ステップ 10

authentication command bounce-port
ignore
例：
Controller(config-sg-radius)#
authentication command bounce-port
ignore

ステップ 11

ステップ 12

（任意）サーバキーを無視するようにスイッチを設定します。
ignore コマンドの詳細については、Cisco.com 上の『Cisco IOS
Intelligent Services Gateway Command Reference』を参照してく
ださい。
（任意）CoA 要求を無視して、セッションをホスティングす
るポートを一時的にディセーブルにするようにスイッチを設
定します。 ポートを一時的にディセーブルにする目的は、
VLAN の変更が発生しても、その変更を検出するサプリカン
トがエンドポイント上にない場合に、ホストから DHCP 再ネ
ゴシエーションを行わせることです。

例：

（任意）セッションをホスティングしているポートを管理上
のシャットダウン状態にすることを要求する非標準コマンド
を無視するようにスイッチを設定します。 ポートをシャット
ダウンすると、セッションが終了します。

Controller(config-sg-radius)#
authentication command disable-port
ignore

ポートを再びイネーブルにするには、標準の CLI または SNMP
コマンドを使用します。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

authentication command disable-port
ignore

例：
Controller(config-sg-radius)# end

CoA 機能のモニタリング
表 11：特権 EXEC 表示コマンド

コマンド

目的

show aaa attributes protocol radius

RADIUS コマンドの AAA 属性を表示します。
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表 12：グローバル トラブルシューティング コマンド

コマンド

目的

debug radius

RADIUS のトラブルシューティングを行うため
の情報を表示します。

debug aaa coa

CoA 処理のトラブルシューティングを行うため
の情報を表示します。

debug aaa pod

POD パケットのトラブルシューティングを行う
ための情報を表示します。

debug aaa subsys

POD パケットのトラブルシューティングを行う
ための情報を表示します。

debug cmdhd [detail | error | events]

コマンド ヘッダーのトラブルシューティングを
行うための情報を表示します。

出力フィールドの詳細については、このリリースに対応するコマンド リファレンスを参照してく
ださい。

RADIUS によるスイッチ アクセスの制御の設定例
例：RADIUS サーバ ホストの識別
次に、1 つの RADIUS サーバを認証用に、もう 1 つの RADIUS サーバをアカウンティング用に設
定する例を示します。
Controller(config)# radius-server host 172.29.36.49 auth-port 1612 key rad1
Controller(config)# radius-server host 172.20.36.50 acct-port 1618 key rad2

次に、host1 を RADIUS サーバとして設定し、認証およびアカウンティングの両方にデフォルトの
ポートを使用するように設定する例を示します。
Controller(config)# radius-server host host1

例：2 台の異なる RADIUS グループ サーバの使用
次の例では、2 つの異なる RADIUS グループ サーバ（group1 および group2）を認識するようにス
イッチを設定しています。 group1 では、同じ RADIUS サーバ上の異なる 2 つのホスト エントリ
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を、同じサービス用に設定しています。 2 番目のホスト エントリが、最初のエントリのフェール
オーバー バックアップとして動作します。
Controller(config)# radius-server host 172.20.0.1 auth-port 1000 acct-port 1001
Controller(config)# radius-server host 172.10.0.1 auth-port 1645 acct-port 1646
Controller(config)# aaa new-model
Controller(config)# aaa group server radius group1
Controller(config-sg-radius)# server 172.20.0.1 auth-port 1000 acct-port 1001
Controller(config-sg-radius)# exit
Controller(config)# aaa group server radius group2
Controller(config-sg-radius)# server 172.20.0.1 auth-port 2000 acct-port 2001
Controller(config-sg-radius)# exit

例：ベンダー固有の RADIUS 属性を使用するスイッチ設定
たとえば、次の AV ペアを指定すると、IP 許可時（PPP の IPCP アドレスの割り当て時）に、シス
コの複数の名前付き IP アドレス プール機能が有効になります。
cisco-avpair= ”ip:addr-pool=first“

次に、スイッチから特権 EXEC コマンドへの即時アクセスが可能となるユーザ ログインを提供す
る例を示します。
cisco-avpair= ”shell:priv-lvl=15“

次に、RADIUS サーバ データベース内の許可 VLAN を指定する例を示します。
cisco-avpair= ”tunnel-type(#64)=VLAN(13)”
cisco-avpair= ”tunnel-medium-type(#65)=802 media(6)”
cisco-avpair= ”tunnel-private-group-id(#81)=vlanid”

次に、この接続中に ASCII 形式の入力 ACL をインターフェイスに適用する例を示します。
cisco-avpair= “ip:inacl#1=deny ip 10.10.10.10 0.0.255.255 20.20.20.20 255.255.0.0”
cisco-avpair= “ip:inacl#2=deny ip 10.10.10.10 0.0.255.255 any”
cisco-avpair= “mac:inacl#3=deny any any decnet-iv”

次に、この接続中に ASCII 形式の出力 ACL をインターフェイスに適用する例を示します。
cisco-avpair= “ip:outacl#2=deny ip 10.10.10.10 0.0.255.255 any”

例：ベンダー独自仕様の RADIUS サーバとの通信に関するスイッチ設
定
次に、ベンダー独自仕様の RADIUS ホストを指定し、スイッチとサーバの間で rad124 という秘密
キーを使用する例を示します。
Controller(config)# radius-server host 172.20.30.15 nonstandard
Controller(config)# radius-server key rad124
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その他の関連資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

セッション アウェアなネットワーキングに対す
るアイデンティティ コントロール ポリシーお
よびアイデンティティ サービス テンプレート
の設定。

Session Aware Networking Configuration Guide,
Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 スイッ
チ)

RADIUS、TACACS+、Secure Shell、802.1X お
よび AAA の設定。

Securing User Services Configuration Guide Library,
Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 スイッ
チ)

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/san/
configuration/xe-3se/3850/san-xe-3se-3850-book.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/
security/config_library/xe-3se/3850/
secuser-xe-3se-3850-library.html

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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テクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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• 機能情報の確認, 101 ページ
• Kerberos によるスイッチ アクセスの制御の前提条件, 101 ページ
• Kerberos に関する情報, 102 ページ
• Kerberos を設定する方法, 107 ページ
• Kerberos 設定のモニタリング, 107 ページ
• その他の関連資料, 108 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、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。 最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

Kerberos によるスイッチ アクセスの制御の前提条件
Kerberos によるスイッチ アクセスの制御の前提条件は、次のとおりです。
• リモート ユーザがネットワーク サービスに対して認証を得るには、Kerberos レルム内のホス
トと KDC を設定し、ユーザとネットワーク サービスの両方に通信を行い、相互に認証させ
る必要があります。 これを実現するには、互いの識別が必要です。 KDC 上の Kerberos デー
タベースにホストのエントリを追加し、Kerberos レルム内のすべてのホストに KDC が生成
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した KEYTAB ファイルを追加します。 また、KDC データベースにユーザ用のエントリも作
成します。
• Kerberos サーバには、ネットワーク セキュリティ サーバとして設定されていて、Kerberos プ
ロトコルを用いてユーザを認証できるスイッチを使用できます。
ホストおよびユーザのエントリを追加または作成する場合の注意事項は次のとおりです。
• Kerberos プリンシパル名はすべて小文字でなければなりません。
• Kerberos インスタンス名はすべて小文字でなければなりません。
• Kerberos レルム名はすべて大文字でなければなりません。

Kerberos に関する情報
ここでは、Kerberos の情報を提供します。

Kerberos とスイッチ アクセス
ここでは、Kerberos セキュリティ システムをイネーブルにして設定する方法について説明します。
Kerberos セキュリティ システムは、信頼できるサードパーティを使用してネットワーク リソース
に対する要求を認証します。
Kerberos の設定例については、『Cisco IOS Security Configuration Guide, Release 12.4』の「Security
Server Protocols」の章にある「Kerberos Configuration Examples」を参照してください。
ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Security Command
Reference, Release 12.4』の「Security Server Protocols」の章にある「Kerberos Commands」を参照し
てください。

（注）

Kerberos の設定例と『Cisco IOS Security Command Reference, Release 12.4』では、信頼できる
サード パーティが Catalyst 3750-E または 3560-E スイッチである場合があります。これらは
Kerberos をサポートし、ネットワーク セキュリティ サーバとして設定され、Kerberos プロト
コルを使用してユーザを認証できます。

Kerberos の概要
Kerberos はマサチューセッツ工科大学（MIT）が開発した秘密キーによるネットワーク認証プロ
トコルです。 データ暗号規格（DES）という暗号化アルゴリズムを暗号化と認証に使用し、ネッ
トワーク リソースに対する要求を認証します。 Kerberos は、信頼できるサードパーティという概
念を使ってユーザとサービスに対してセキュリティの検証を実行します。 この信頼できるサード
パーティをキー発行局（KDC）と呼びます。
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Kerberos は、ユーザが誰であるか、そのユーザが使用しているネットワーク サービスは何である
かを検証します。 これを実行するために、KDC（つまり信頼できる Kerberos サーバ）がユーザに
チケットを発行します。これらのチケットには有効期限があり、ユーザクレデンシャルのキャッ
シュに保存されます。 Kerberos サーバは、ユーザ名やパスワードの代わりにチケットを使ってユー
ザとネットワーク サービスを認証します。

（注）

Kerberos サーバには、ネットワーク セキュリティ サーバとして設定され、Kerberos プロトコ
ルを使用してユーザを認証できる Catalyst 3750-E または 3560-E Catalyst 3750-X または 3560-X
スイッチを使用できます。
Kerberos のクレデンシャル発行スキームでは、single logon という手順を使用します。 この手順で
は、ユーザを 1 回認証すると、ユーザ クレデンシャルが有効な間は（他のパスワードの暗号化を
行わずに）セキュア認証が可能になります。
このソフトウェア リリースは Kerberos 5 に対応しています。Kerberos 5 では、すでに Kerberos 5
を使用している組織が、（UNIX サーバや PC などの）他のネットワーク ホストが使用している
KDC 上の Kerberos 認証データベースを使用できます。
このソフトウェア リリースでは、Kerberos は次のネットワーク サービスをサポートしています。
• Telnet
• rlogin
• rsh
次の表に、一般的な Kerberos 関連用語とその定義を示します。
表 13：Kerberos の用語

用語

定義

認証

ユーザやサービスが他のサービスに対して自分
自身の身元を証明する手順。 たとえば、クライ
アントはスイッチに対して認証を得て、スイッ
チは他のスイッチに対して認証を得ます。

許可

ユーザがネットワークやスイッチにおいてどの
ような権限を有しており、またどのような動作
を実行できるかを、スイッチが識別する手段
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用語

定義

クレデンシャル

認証チケット（TGT など）を表す総称2 および
サービス クレデンシャル。 Kerberos クレデン
シャルで、ユーザまたはサービスの ID を検証
します。 ネットワーク サービスがチケットを
発行した Kerberos サーバを信頼することにした
場合、ユーザ名やパスワードを再入力する代わ
りにこれを使用できます。 証明書の有効期限
は、8 時間がデフォルトの設定です。

インスタンス

Kerberos プリンシパルの承認レベル ラベル。
ほとんどの Kerberos プリンシパルは、
user@REALM という形式です（たとえば、
smith@EXAMPLE.COM）。 Kerberos インスタ
ンスのある Kerberos プリンシパルは、
user/instance@REALM という形式です（たとえ
ば、smith/admin@EXAMPLE.COM）。 Kerberos
インスタンスは、認証が成功した場合のユーザ
の承認レベルを指定するために使用できます。
各ネットワーク サービスのサーバは、Kerberos
インスタンスの許可マッピングを適用し実行で
きますが、必須ではありません。
（注）

（注）

Kerberos プリンシパル名およびインス
タンス名はすべて小文字でなければ
なりません。
Kerberos レルム名はすべて大文字でな
ければなりません。

KDC3

ネットワーク ホストで稼働する Kerberos サー
バおよびデータベース プログラムで構成される
キー発行局

Kerberos 対応

Kerberos クレデンシャルのインフラストラク
チャをサポートするために変更されたアプリ
ケーションやサービスのことを指す用語

Kerberos レルム

Kerberos サーバに登録されたユーザ、ホスト、
およびネットワーク サービスで構成されるドメ
イン。 Kerberos サーバを信頼して、ユーザまた
はネットワーク サービスに対する別のユーザま
たはネットワークサービスのIDを検証します。
（注）

Kerberos レルム名はすべて大文字でな
ければなりません。
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用語

定義

Kerberos サーバ

ネットワーク ホストで稼働しているデーモン。
ユーザおよびネットワーク サービスはそれぞれ
Kerberos サーバに ID を登録します。 ネットワー
ク サービスは Kerberos サーバにクエリーを送
信して、他のネットワーク サービスの認証を得
ます。

KEYTAB4

ネットワーク サービスが KDC と共有するパス
ワード。 Kerberos 5 以降のバージョンでは、
ネットワーク サービスは KEYTAB を使って暗
号化されたサービス クレデンシャルを暗号解除
して認証します。 KEYTAB は Kerberos 5 より
も前のバージョンでは、SRVTAB と呼ばれてい
ます5。

プリンシパル

Kerberos ID とも呼ばれ、Kerberos サーバに基づ
き、ユーザが誰であるか、サービスが何である
かを表します。
（注）

Kerberos プリンシパル名はすべて小文
字でなければなりません。

サービス クレデンシャル

ネットワークサービスのクレデンシャル。KDC
からクレデンシャルが発行されると、ネット
ワーク サービスと KDC が共有するパスワード
で暗号化されます。 ユーザ TGT ともパスワー
ドを共有します。

SRVTAB

ネットワーク サービスが KDC と共有するパス
ワード。 SRVTAB は、Kerberos 5 以降のバー
ジョンでは KEYTAB と呼ばれています。

TGT

身分証明書のことで、KDC が認証済みユーザに
発行するクレデンシャル。 TGT を受け取った
ユーザは、KDC が示した Kerberos レルム内の
ネットワーク サービスに対して認証を得ること
ができます。

2
Ticket Granting Ticket（チケット認可チケット）
3
キー発行局
4
キー テーブル
5
サーバ テーブル
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Kerberos の動作
Kerberos サーバには、ネットワーク セキュリティ サーバとして設定され、Kerberos プロトコルを
使用してリモート ユーザを認証できる Catalyst 3750-E または 3560-ECatalyst 3750-X または 3560-X
controllerを使用できます。 Kerberos をカスタマイズする方法はいくつかありますが、ネットワー
ク サービスにアクセスしようとするリモート ユーザは、3 つのセキュリティ レイヤを通過しない
とネットワーク サービスにアクセスできません。
Catalyst 3750-E または 3560-ECatalyst 3750-X または 3560-X controllerを Kerberos サーバとして使用
してネットワークサービスを認証するには、リモートユーザが次の手順を実行する必要がありま
す。
1 境界スイッチに対する認証の取得, （106 ページ）
2 KDC からの TGT の取得, （107 ページ）
3 ネットワーク サービスに対する認証の取得, （107 ページ）

境界スイッチに対する認証の取得
ここでは、リモートユーザが通過しなければならない最初のセキュリティレイヤについて説明し
ます。 ユーザは、まず境界スイッチに対して認証を得なければなりません。 リモート ユーザが
境界スイッチに対して認証を得る場合、次のプロセスが発生します。
1 ユーザが境界スイッチに対して、Kerberos 未対応の Telnet 接続を開始します。
2 ユーザ名とパスワードの入力を求めるプロンプトをスイッチが表示します。
3 スイッチが、このユーザの TGT を KDC に要求します。
4 KDC がユーザ ID を含む暗号化された TGT をスイッチに送信します。
5 スイッチは、ユーザが入力したパスワードを使って TGT の暗号解除を試行します。
• 暗号解除に成功した場合は、ユーザはスイッチに対して認証を得ます。
• 暗号解除に成功しない場合は、ユーザ名とパスワードを再入力（Caps Lock または Num
Lock のオン/オフに注意）するか、別のユーザ名とパスワードを入力してステップ 2 の手
順を繰り返します。
Kerberos 未対応の Telnet セッションを開始し、境界スイッチの認証を得ているリモート ユーザは
ファイアウォールの内側にいますが、ネットワーク サービスにアクセスするには、KDC から直接
認証を得る必要があります。 ユーザが KDC から認証を得なければならないのは、KDC が発行す
る TGT はスイッチに保存されており、ユーザがこのスイッチにログオンしないかぎり、追加の認
証に使用できないからです。
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KDC からの TGT の取得
ここでは、リモート ユーザが通過しなければならない 2 番めのセキュリティ レイヤについて説明
します。 ユーザは、ネットワーク サービスにアクセスするために、このレイヤで KDC の認証を
得て、KDC から TGT を取得しなければなりません。
KDC に対して認証を得る方法については、『Cisco IOS Security Configuration Guide, Release 12.4』
の「Security Server Protocols」の章にある「Obtaining a TGT from a KDC」を参照してください。

ネットワーク サービスに対する認証の取得
ここでは、リモート ユーザが通過しなければならない 3 番めのセキュリティ レイヤについて説明
します。 TGT を取得したユーザは、このレイヤで Kerberos レルム内のネットワーク サービスに
対して認証を得なければなりません。
ネットワーク サービスに対して認証を得る方法については、『Cisco IOS Security Configuration
Guide, Release 12.4』の「Security Server Protocols」の章の「Authenticating to Network Services」を参
照してください。

Kerberos を設定する方法
Kerberos 認証済みサーバ/クライアント システムを設定する手順は、次のとおりです。
• Kerberos コマンドを使用して KDC を設定します。
• Kerberos プロトコルを使用するようにスイッチを設定します。
設定については、『Cisco IOS Security Configuration Guide, Release 12.4』の「Security Server Protocols」
の章にある「Kerberos Configuration Task List」を参照してください。

Kerberos 設定のモニタリング
Kerberos の設定を表示するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを使用します。
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その他の関連資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

セッション アウェアなネットワーキングに対す
るアイデンティティ コントロール ポリシーお
よびアイデンティティ サービス テンプレート
の設定。

Session Aware Networking Configuration Guide,
Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 スイッ
チ)

RADIUS、TACACS+、Secure Shell、802.1X お
よび AAA の設定。

Securing User Services Configuration Guide Library,
Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 スイッ
チ)

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/san/
configuration/xe-3se/3850/san-xe-3se-3850-book.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/
security/config_library/xe-3se/3850/
secuser-xe-3se-3850-library.html

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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ローカル認証および許可の設定
• 機能情報の確認, 111 ページ
• ローカル認証および許可の設定方法, 111 ページ
• ローカル認証および許可のモニタリング, 114 ページ
• その他の関連資料, 114 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、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。 最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

ローカル認証および許可の設定方法
スイッチのローカル認証および許可の設定
ローカル モードで AAA を実装するようにスイッチを設定すると、サーバがなくても動作するよ
うに AAA を設定できます。 この場合、スイッチは認証および許可の処理を行います。 この設定
ではアカウンティング機能は使用できません。
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AAA 方式を使用して HTTP アクセスに対しスイッチのセキュリティを確保するには、ip http
authentication aaa グローバル コンフィギュレーション コマンドでスイッチを設定する必要が
あります。 AAA 認証を設定しても、AAA 方式を使用した HTTP アクセスに対しスイッチのセ
キュリティは確保しません。

（注）

ローカル モードで AAA を実装するようにスイッチを設定して、サーバがなくても動作するよう
に AAA を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. aaa new-model
3. aaa authentication login default local
4. aaa authorization exec local
5. aaa authorization network local
6. username name [privilege level] {password encryption-type password}
7. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Controller(config)# aaa new-model

ステップ 3

aaa authentication login default local
例：

ローカル ユーザ名データベースを使用するログイン認証を設定
します。 default キーワードにより、ローカル ユーザ データベー
ス認証がすべてのポートに適用されます。

Controller(config)# aaa
authentication login default local

ステップ 4

aaa authorization exec local

ユーザの AAA 許可を設定し、ローカル データベースを確認し
て、そのユーザに EXEC シェルの実行を許可します。

例：
Controller(config)# aaa
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コマンドまたはアクション

目的

authorization exec local

ステップ 5

aaa authorization network local

ネットワーク関連のすべてのサービス要求に対してユーザ AAA
許可を設定します。

例：
Controller(config)# aaa
authorization network local

ステップ 6

username name [privilege level]
{password encryption-type password}

ローカル データベースを入力し、ユーザ名ベースの認証システ
ムを設定します。
ユーザごとにコマンドを繰り返し入力します。

例：
Controller(config)# username
your_user_name privilege 1 password
7 secret567

• name には、ユーザ ID を 1 ワードで指定します。 スペース
と引用符は使用できません。
• （任意）level には、アクセス権を得たユーザに設定する権
限レベルを指定します。 指定できる範囲は 0 ～ 15 です。
レベル 15 では特権 EXEC モードでのアクセスが可能です。
レベル 0 では、ユーザ EXEC モードでのアクセスとなりま
す。
• encryption-type には、暗号化されていないパスワードが後
ろに続く場合は 0 を、 暗号化されたパスワードが後ろに続
く場合は 7 を指定します。
• password には、ユーザがスイッチにアクセスする場合に入
力する必要のあるパスワードを指定します。 パスワードは
1 ～ 25 文字で、埋め込みスペースを使用でき、username
コマンドの最後のオプションとして指定します。

ステップ 7

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

関連トピック
スイッチで SSH を実行するためのセットアップ, （139 ページ）
SSH 設定時の注意事項, （138 ページ）
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ローカル認証および許可のモニタリング
ローカル認証および許可の設定を表示するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを使用
します。

その他の関連資料
エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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ローカル認証の設定
• ローカル Web 認証について, 117 ページ
• ローカル Web 認証の制限, 118 ページ
• ローカル Web 認証の設定, 119 ページ
• ローカル Web 認証のモニタリング, 131 ページ
• 例：ローカル Web 認証の設定, 132 ページ
• ローカル Web 認証の設定に関する追加情報, 133 ページ
• ローカル Web 認証の設定の実行に関する機能履歴, 134 ページ

ローカル Web 認証について
Web 認証は、レイヤ 3 セキュリティ機能です。これにより、コントローラが、有効なユーザ名と
パスワードを提示しないクライアントからの IP トラフィック（DHCP パケットと DNS 関連パケッ
トを除く）を許可することを防ぎます。これはサプリカントやクライアントユーティリティを必
要としないシンプルな認証方式です。 ゲスト アクセス ネットワークの展開を計画しているお客
様の多くが Web 認証を利用します。 代表的な展開として、T-Mobile や Starbucks などのホット ス
ポットの場所があります。
Web 認証はデータ暗号化を提供しません。 そのため、接続性以外は問題にされないホット スポッ
トやキャンパス環境向けのシンプルなゲスト アクセスとして使用されるのが一般的です。
Web 認証は以下を使用して実現できます。
• コントローラのデフォルト ログイン ウィンドウ。
• コントローラのデフォルト ログイン ウィンドウの修正バージョン。
• ユーザが外部 Web サーバ上で設定したカスタマイズされたログイン ウィンドウ（外部 Web
認証）。
• コントローラにダウンロードしたカスタマイズされたログイン ウィンドウ。
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Web 認証プロセス
ユーザが Web 認証用に設定された WLAN に接続するときに実行されるプロセスを以下に示しま
す。
• ユーザが Web ブラウザを開いて、http://www.cisco.com などの URL を入力します。 クライア
ントが、この URL に対する DNS 要求を送出して、宛先の IP アドレスを取得します。 コン
トローラが DNS サーバに DNS 要求をバイパスし、DNS サーバが宛先 http://www.cisco.com
の IP アドレスを含む DNS 応答を返します。 この応答はワイヤレス クライアントに転送され
ます。
• クライアントが、宛先 IP アドレスを使用して TCP 接続を開こうとします。 その後で、
http://www.cisco.com の IP アドレス宛ての TCP SYN パケットを送出します。
• コントローラは、クライアントに設定されたルールを認識しているため、http://www.cisco.com
のプロキシとして機能することができます。 コントローラが、http://www.cisco.com の IP ア
ドレスとしての送信元とともにクライアントに TCP SYN-ACK パケットを返送します。 クラ
イアントが TCP ACK パケットを返送してスリーウェイ TCP ハンドシェイクを完了させるこ
とにより、TCP 接続が完全に確立されます。
• クライアントが、http://www.cisco.com 宛ての HTTP GET パケットを送信します。 コントロー
ラが、このパケットをインターセプトして、リダイレクト処理用に送信します。 HTTP アプ
リケーション ゲートウェイが、クライアントから要求された HTTP GET への応答として、
HTML 本文を作成して送信します。 この HTML によって、クライアントがコントローラの
デフォルト Web ページ URL（http://<Virtual-Server-IP>/login.html など）に誘導されます。
• クライアントが、IP アドレス（http://www.cisco.com など）との TCP 接続を閉じます。
• ここでのクライアントの目的は http://1.1.1.1/login.html に移動することです。 そこで、クライ
アントはコントローラの仮想 IP アドレスとの TCP 接続を開こうとします。 そして、1.1.1.1
の TCP SYN パケットをコントローラに送信します。
• コントローラが TCP SYN-ACK で応答を返し、クライアントがハンドシェイクを完了するた
めに TCP ACK を WLC に返送します。
• クライアントが、ログイン ページを要求するために、1.1.1.1 宛ての /login.html の HTTP GET
を送信します。
• この要求がコントローラに設定された Web サーバに基づいて許可され、サーバがデフォルト
ログイン ページで応答を返します。 クライアントが、ブラウザ ウィンドウでユーザがログ
イン可能なログイン ページを受信します。

ローカル Web 認証の制限
• クライアントは、IP 学習状態で切断される場合があります。 クライアントが切断されないよ
うにするには、IP DHCP スヌーピングをグローバルで、かつクライアント VLAN に対してイ
ネーブルにする必要があります。
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• デバイス（Ipads など）によっては、IP HTTP セキュア サーバが使用されている場合に、ロ
グイン ページにリダイレクトされないことがあります。
• ip http secure-server コマンドを使用してセキュア サーバをイネーブルにしてから、そのコマ
ンドの no 形式を使用してディセーブルにした場合は、コントローラをリブートしてセキュ
ア サーバを非アクティブにする必要があります。

ローカル Web 認証の設定
AAA を使用したローカル ネット ユーザのローカル Web 認証の設定
（CLI）
手順の概要
1. configure terminal
2. aaa authentication login local_webauth local
3. aaa authorization network local_webauth local
4. aaa authorization network default local
5. aaa authorization credential-download default local

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

aaa authentication login local_webauth local

認証方式リストの local_webauth をグループ タ
イプの local に設定します。

例：
Controller(config)# aaa authentication login
local_webauth local

ステップ 3

aaa authorization network local_webauth local

認可方式リストの local_webauth をグループ タ
イプの local に設定します。

例：
Controller(config)# aaa authorization network
local_webauth local

ステップ 4

aaa authorization network default local

ローカル ユーザの認可方式リストを設定しま
す。

例：
Controller(config)# aaa authorization network
default local

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリーズ）
OL-28525-02-J

119

ローカル認証の設定
RADIUS サーバを使用したローカル Web 認証の設定（CLI）

ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

aaa authorization credential-download default local

ローカル クレデンシャルを使用するために認
可方式リストを設定します。

例：
Controller(config)# aaa authorization
credential-download default local

RADIUS サーバを使用したローカル Web 認証の設定（CLI）
手順の概要
1. configure terminal
2. aaa authentication login authentication-list-name group radius-server-group
3. aaa authorization network authentication-list-name group radius-server-group
4. aaa group server radius radius-server-group
5. radius server server-name
6. address ipv4 ipv4-address auth-port auth-port-numberacct-port acct-port-number
7. key ww-wireless

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

aaa authentication login authentication-list-name group
radius-server-group

認証方式リストを RADIUS サーバ グルー
プに設定します。

例：
Controller(config)# aaa authentication login
webauth_radius group ISE_group

ステップ 3

aaa authorization network authentication-list-name group 認可方式リストを RADIUS サーバ グルー
radius-server-group
プに設定します。
例：
Controller(config)# aaa authorization network
webauth_radius group ISE_group
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

aaa group server radius radius-server-group

RADIUS サーバ グループを設定します。

例：
Controller(config)# aaa group server radius ISE_Group

ステップ 5

radius server server-name

RADIUS サーバを設定します。

例：
Controller(config)# radius server ISE

ステップ 6

address ipv4 ipv4-address auth-port
auth-port-numberacct-port acct-port-number

RADIUS サーバを設定します。

例：
Controller(config-radius-server)# address ipv4
192.168.154.119 auth-port 1812 acct-port 1813

ステップ 7

key ww-wireless

RADIUS サーバの暗号キーを設定しま
す。

例：
Controller(config-radius-server)# key ww-wireless

RADIUS サーバを使用したローカル Web 認証の設定（GUI）
ステップ 1

[Configuration] > [Security] > [AAA] > [Method Lists] > [Authentication] の順に選択して、[Authentication] ペー
ジを開きます。

ステップ 2

[New] をクリックして、[Authentication > New] ページを開きます。

ステップ 3

[Method List name] テキスト ボックスに、RADIUS サーバ用の新しい方式リストの名前（webauth_radius な
ど）を入力します。

ステップ 4

[Type] フィールドで、[login] を選択します。

ステップ 5

[Group Type] フィールドで、[group] を選択します。

ステップ 6

[Available Server Groups] フィールドから、RADIUS サーバ グループを選択します。

ステップ 7

[Apply] をクリックして、設定を保存します
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認証方式リストが [Authentication] 概要ページに表示されます。
ステップ 8

[Configuration] > [Security] > [AAA] > [Method Lists] > [Authorization] の順に選択して、[Authorization] ページ
を開きます。

ステップ 9

[New] をクリックして、[Authorization > New] ページを開きます。

ステップ 10 [Method List name] テキスト ボックスに、RADIUS サーバ用の新しい方式リストの名前（webauth_radius な
ど）を入力します。
ステップ 11 [Type] フィールドで、[network] を選択します。
ステップ 12 [Group Type] フィールドで、[group] を選択します。
ステップ 13 [Available Server Groups] フィールドから、RADIUS サーバ グループを選択します。
ステップ 14 [Apply] をクリックして、設定を保存します
認可方式リストが [Authorization] 概要ページに表示されます。

ローカル Web 認証のゲスト ユーザの設定（CLI）
手順の概要
1. configure terminal
2. username name { creation-time time | privilege level | password encryption-type password

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1 configure terminal

目的
グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Controller# configure terminal

ステップ 2 username name { creation-time time ローカル データベースを入力し、ユーザ名ベースの認証システムを設
| privilege level | password
定します。 ユーザごとにコマンドを繰り返し入力します。
encryption-type password
• name には、ユーザ ID を 1 ワードで指定します。 スペースと引用
符は使用できません。
例：
Controller(config)# user-name
viten_webauth creation-time
1368715259 privilege 15 password
0 test12345

• （任意）level には、アクセス権を得たユーザに設定する権限レベ
ルを指定します。 指定できる範囲は 0 ～ 15 です。 レベル 15 で
は特権 EXEC モードでのアクセスが可能です。 レベル 0 では、
ユーザ EXEC モードでのアクセスとなります。 encryption-type に
は、暗号化されていないパスワードが後ろに続く場合は 0 を、 暗
号化されたパスワードが後ろに続く場合は 7 を指定します。
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コマンドまたはアクション

目的
• password には、ユーザがスイッチにアクセスする場合に入力する
必要のあるパスワードを指定します。 パスワードは 1 ～ 25 文字
で、埋め込みスペースを使用でき、username コマンドの最後のオ
プションとして指定します。

ローカル Web 認証のゲスト ユーザの設定（GUI）
ステップ 1

[Configuration] > [Security] > [RADIUS] > [Users] の順に選択して [AAA Users] ページを開きます。

ステップ 2

[User Name] テキスト ボックスに、ユーザ名を入力します。
name には、ユーザ ID を 1 ワードで指定します。 スペースと引用符は使用できません。

ステップ 3

[Privilege] ドロップダウン リストで、ユーザがアクセスを許可された後に付与される権限レベルを選択し
ます。
指定できる範囲は 0 ～ 15 です。 レベル 15 では特権 EXEC モードでのアクセスが可能です。 レベル 0 で
は、ユーザ EXEC モードでのアクセスとなります。 encryption-type には、暗号化されていないパスワード
が後ろに続く場合は 0 を、 暗号化されたパスワードが後ろに続く場合は 7 を指定します。

ステップ 4

[Password] テキスト ボックスに、ユーザがコントローラに対するアクセスを取得するために入力する必要
のあるパスワードを入力します。
パスワードは 1 ～ 25 文字で、埋め込みスペースを使用でき、username コマンドの最後のオプションとし
て指定します。

ステップ 5

[Confirm Password] テキスト ボックスに、もう一度パスワードを入力します。

ステップ 6

[Type] ドロップダウン リストで、ユーザのタイプ（[network-user] など）を選択します。

ステップ 7

[Guest User] チェックボックスを選択します。

ステップ 8

[Set Validity] チェックボックスを選択します（任意）。

ステップ 9

[Lifetime] ドロップダウン リストから、ユーザの有効期間を選択します（任意）。

ステップ 10 [Apply] をクリックして、設定を保存します
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ローカル Web 認証のパラメータ マップの設定（CLI）
手順の概要
1. configure terminal
2. parameter-map type webauth global
3. banner {file | text}
4. custom-page
5. max-http-conns
6. intercept-https-enable
7. ratelimit
8. redirect
9. timeout
10. watch-list
11. virtual-ip ipv4 virtual -IP-address
12. exit
13. no
14. parameter-map type webauth name type webauth test
15. banner bannet-text
16. consent email
17. custom-page
18. max-http-conns
19. redirect
20. timeout
21. type
22. exit
23. no

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

parameter-map type webauth global
例：
Controller(config)# parameter-map type
webauth global

パラメータ マップを作成し、parameter-map webauth コ
ンフィギュレーション モードを開始します。 global
キーワードを使用して定義された、グローバル パラ
メータ マップ用にサポートされている特定のコンフィ
ギュレーション コマンドは、parameter-map-name 引数
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コマンドまたはアクション

目的
を使用して定義された、名前付きパラメータ マップ用
にサポートされているコマンドとは異なります。

ステップ 3

banner {file | text}

ローカル Web 認証ログイン Web ページにバナーを表
示します。

例：
Controller(config-params-parameter-map)#
banner

ステップ 4

custom-page

ログイン、期限切れ、成功、失敗などのカスタム ペー
ジを指定します。

例：
Controller(config-params-parameter-map)#
custom-page

ステップ 5

max-http-conns

クライアントあたりの HTTP 接続数の最大値を指定し
ます。

例：
Controller(config-params-parameter-map)#
max-http-conns

ステップ 6

intercept-https-enable

HTTPS トラフィックの代行受信を有効にするように指
定します。

例：
Controller(config-params-parameter-map)#
intercept-https-enable

ステップ 7

ratelimit

Web 認証セッション数の制限を順守するように指定し
ます。

例：
Controller(config-params-parameter-map)#
ratelimit

ステップ 8

URL をリダイレクトするように指定します。

redirect
例：
Controller(config-params-parameter-map)#
redirect

ステップ 9

Web 認証の初期状態のタイムアウトを指定します。

timeout
例：
Controller(config-params-parameter-map)#
timeout

ステップ 10

watch-list

Web 認証クライアントのウォッチ リストを指定しま
す。

例：
Controller(config-params-parameter-map)#
watch-list
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

virtual-ip ipv4 virtual -IP-address

（任意）Web ベース認証クライアントの仮想 IP アド
レスを指定します。 このコマンドは、グローバル パ
ラメータ マップでのみサポートされます。

例：
Controller(config-params-parameter-map)#
virtual-ip ipv4 172.16.16.16

ステップ 12

exit

parameter-map params コンフィギュレーション モー
ドを終了するように指定します。

例：
Controller(config-params-parameter-map)#
exit

ステップ 13

no

コマンドを無効にする、または、デフォルトを設定す
るように指定します。

例：
Controller(config-params-parameter-map)#
no

ステップ 14

parameter-map type webauth name type
webauth test
例：

ローカル Web ベース認証クライアントのパラメータ
マップ ユーザ定義名を指定します。 このコマンドは、
グローバル パラメータ マップでのみサポートされま
す。

Controller(config)# parameter-map type
webauth user1 type webauth test

ステップ 15

banner bannet-text

（任意）ローカル Web 認証ログイン Web ページにバ
ナーを表示します。

例：
Controller(config-params-parameter-map)#
banner

ステップ 16

consent email
例：
Controller(config-params-parameter-map)#
consent email

ステップ 17

custom-page

（任意）ローカル Web 認証ログイン Web ページ上の
ユーザの電子メール アドレスを要求します。 このコ
マンドは、名前付きパラメータ マップでのみサポート
されます。
ログイン、期限切れ、成功、失敗などのカスタム ペー
ジを指定します。

例：
Controller(config-params-parameter-map)#
custom-page

ステップ 18

max-http-conns

クライアントあたりの HTTP 接続数の最大値を指定し
ます。

例：
Controller(config-params-parameter-map)#
max-http-conns

ステップ 19

redirect

URL をリダイレクトするように指定します。

例：
Controller(config-params-parameter-map)#
redirect
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ステップ 20

コマンドまたはアクション

目的

timeout

Web 認証の初期状態のタイムアウトを指定します。

例：
Controller(config-params-parameter-map)#
timeout

ステップ 21

（任意）web authentication や consent などのパラメータ
タイプを指定します。

type
例：
Controller(config-params-parameter-map)#
virtual-ip ipv4 172.16.16.16

ステップ 22

parameter-map params コンフィギュレーション モー
ドを終了するように指定します。

exit
例：
Controller(config-params-parameter-map)#
exit

ステップ 23

コマンドを無効にする、または、デフォルトを設定す
るように指定します。

no
例：
Controller(config-params-parameter-map)#
no

ローカルWeb認証のパラメータマップおよび方式リストの設定（GUI）
ステップ 1

グローバル パラメータ マップを作成する
a) [Configuration] > [Security] > [Web Auth] > [Webauth Parameter Map] の順に選択して、[Webauth Parameter
Map] ページを開きます。
b) [global] パラメータ マップをクリックします。
c) [Virtual IPv4 Address] テキスト ボックスに、仮想 IPv4 アドレスを入力します。
d) [Apply] をクリックして、設定を保存します

ステップ 2

新しいパラメータ マップを作成する
a) [Configuration] > [Security] > [Web Auth] > [Webauth Parameter Map] の順に選択して、[Webauth Parameter
Map] ページを開きます。
b) [New] をクリックして、[Webauth Parameter Map] ページを開きます。
c) [Parameter-map name] に、パラメータ マップの名前を入力します。
d) [Type - web-auth, consent or both] から、[webauth] を選択します。
e) [Apply] をクリックして、設定を保存します

ステップ 3

ローカル認証のローカル ユーザの認証方式リストを作成する
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a) [Configuration] > [Security] > [AAA] > [Method Lists] > [Authentication] の順に選択して、[Authentication]
ページを開きます。
b) [New] をクリックして、[Authentication > New] ページを開きます。
c) [Method List name] テキスト ボックスに、AAA サーバ用の新しい方式リストの名前（local_webauth な
ど）を入力します。
d) [Type] フィールドで、[network] を選択します。
e) [Group Type] フィールドで、[local] を選択します。
f) [Apply] をクリックして、設定を保存します
ステップ 4

RADIUS 認証の認証方式リストを作成する
a) [Configuration] > [Security] > [AAA] > [Method Lists] > [Authentication] の順に選択して、[Authentication]
ページを開きます。
b) [New] をクリックして、[Authentication > New] ページを開きます。
c) [Method List name] テキスト ボックスに、RADIUS 認証用の新しい方式リストの名前（webauth_radius
など）を入力します。
d) [Type] フィールドで、[login] を選択します。
e) [Group Type] フィールドで、[group] を選択します。
f) [Groups In This Method] セクションで、RADIUS サーバ グループを選択して、それを [Available Server
Groups] 領域から [Assigned Server Groups] 領域に移動します。
g) [Apply] をクリックして、設定を保存します

ステップ 5

ローカル ユーザの認可方式リストを作成する
a) [Configuration] > [Security] > [AAA] > [Method Lists] > [Authorization] の順に選択して、[Authorization] ペー
ジを開きます。
b) [New] をクリックして、[Authoriztion > New] ページを開きます。
c) [Method List name] テキスト ボックスに、新しい方式リストの名前（local_webauth など）を入力しま
す。
d) [Type] フィールドで、[network] を選択します。
e) [Group Type] フィールドで、[local] を選択します。
f) [Apply] をクリックして、設定を保存します

ステップ 6

ローカル認証の別の認可方式リストを作成する
a) [Configuration] > [Security] > [AAA] > [Method Lists] > [Authorization] の順に選択して、[Authorization] ペー
ジを開きます。
b) [New] をクリックして、[Authoriztion > New] ページを開きます。
c) [Method List name] テキスト ボックスに、「default」と入力します。
d) [Type] フィールドで、[credential-download] を選択します。
e) [Group Type] フィールドで、[local] を選択します。
f) [Apply] をクリックして、設定を保存します
g) [Authorization] ページに、デフォルト方式リストとローカル Web 認可方式リストを含む方式リストが一
覧表示されます。

ステップ 7

RADIUS 認証の認可方式リストを作成する
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a) [Configuration] > [Security] > [AAA] > [Method Lists] > [Authorization] の順に選択して、[Authorization] ペー
ジを開きます。
b) [New] をクリックして、[Authentication > New] ページを開きます。
c) [Method List name] テキスト ボックスに、RADIUS 認証用の新しい方式リストの名前（webauth_radius
など）を入力します。
d) [Type] フィールドで、[network] を選択します。
e) [Group Type] フィールドで、[group] を選択します。
f) [Groups In This Method] セクションで、RADIUS サーバ グループを選択して、それを [Available Server
Groups] 領域から [Assigned Server Groups] 領域に移動します。
g) [Apply] をクリックして、設定を保存します

WLAN 上でのローカル Web 認証の設定（CLI）
手順の概要
1. configure terminal
2. wlan wlan-name wlan-id ssid/network-name
3. client vlan vlan-name vlan-id/vlan-name
4. no security wpa
5. no security wpa akm dot1x
6. no security wpa wpa2
7. no security wpa wpa2 ciphers aes
8. security web-auth
9. security web-auth authentication-list authentication-list-name
10. security web-auth parameter-map parameter-map name
11. session-timeout seconds

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

wlan wlan-name wlan-id ssid/network-name

WLAN ネットワークを設定します。

例：
Controller(config)# wlan user_webauth 7
user_webauth
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

client vlan vlan-name vlan-id/vlan-name

VLAN コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Controller(config-wlan)# client vlan user1

ステップ 4

WLAN 用の WPA または WPA2 サポートを無
効にします。

no security wpa
例：
Controller(config-wlan)# no security wpa

ステップ 5

WLAN 用の WPA または WPA2 認証キー管理
802.1x サポートを無効にします。

no security wpa akm dot1x
例：
Controller(config-wlan)# no security wpa akm dot1x

ステップ 6

WLAN 用の WPA2 サポートを無効にします。

no security wpa wpa2
例：
Controller(config-wlan)# no security wpa wpa2

ステップ 7

no security wpa wpa2 ciphers aes

WLAN 用の WPA2 暗号化を無効にします。

例：
Controller(config-wlan)# no security wpa wpa2
ciphers aes

ステップ 8

SSID をセキュリティ Web 認証に設定します。

security web-auth
例：
Controller(config-wlan)#

ステップ 9

security web-auth

security web-auth authentication-list
authentication-list-name

WLAN 内の AAA サーバまたは RADIUS サー
バからの認証リスト名のマップを可能にしま
す。

例：
Local web Auth using AAA Server:
Controller(config-wlan)# security web-auth
authentication-list local_webauth
Local web Auth using RADIUS Server:
Controller(config-wlan)# security web-auth
authentication-list webauth_radius

ステップ 10

security web-auth parameter-map parameter-map name パラメータ マップ名と Web 認証 WLAN の
マップを可能にします。
例：
Using Parameter map from AAA server:
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コマンドまたはアクション

目的

Controller(config-wlan)# security web-auth
parameter-map vit_web
Using Parameter map from RADIUS server:
Controller(config-wlan)# security web-auth
parameter-map webauth_radius

ステップ 11

session-timeout seconds

WLAN にアソシエートされたクライアントの
セッション タイムアウトを設定します。 値
0 はタイムアウトなしに相当します。 範囲は
300 ～ 86400 です。

例：
Controller(config-wlan)# session-timeout 1800

WLAN 上でのローカル Web 認証の設定（GUI）
ステップ 1

[Configuration] > [WLANs] > [New] の順に選択して、[WLAN > New] ページを開きます。

ステップ 2

[WLAN > Edit] ページで、[Security] > [Layer 3] の順に選択します。

ステップ 3

[Web Policy] チェックボックスを選択します。

ステップ 4

[Webauth Profile] テキスト ボックスに、Web 認証プロファイルの名前（local_webauth や webauth_radius な
ど）を入力します。

ステップ 5

[Webauth Parameter Map] ドロップダウン リストから、作成した Web 認証パラメータ（[test_web] など）を
選択します。

ステップ 6

[Apply] をクリックして、設定を保存します
（注）
AAA サーバを設定しないでくださ
い。

ステップ 7

[Monitor] > [Clients] の順に選択して、[Clients > Detail] ページを開き、認証されたユーザのクライアント詳
細を表示します。

ローカル Web 認証のモニタリング
controller上で設定されたローカル Web 認証をモニタするには、以下のコマンドを使用します。
表 14：ローカル Web 認証のモニタリング コマンド

コマンド

目的
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show running-config aaa

実行コンフィギュレーションの AAA 設定を表
示します。

show run | section parameter

実行コンフィギュレーションのセクション パラ
メータの詳細を表示します。

show wireless client mac-address mac-address
detail

MAC アドレスに基づくワイヤレス クライアン
トの詳細情報を表示します。

例：ローカル Web 認証の設定
次の例は、AAA を使用してローカル ネット ユーザのローカル Web 認証を設定する方法を示して
います。
Controller# config terminal
Controller(config)# aaa authentication login local_webauth local
Controller(config)# aaa authorization network local_webauth local
Controller(config)# aaa authorization credential-download default local
Controller(config)# end
Controller# show run aaa

次の例は、RADIUS サーバを使用してローカル ネット ユーザのローカル Web 認証を設定する方
法を示しています。
Controller# config terminal
Controller(config)# aaa authentication login webauth_radius group ISE_group
Controller(config)# aaa authorization network webauth_radius group ISE_group
Controller(config)# aaa group server radius ISE_Group
Controller(config)# radius server ISE
Controller(config-radius-server)# address ipv4 192.168.154.119 auth-port 1812 acct-port
1813
Controller(config-radius-server)# key ww-wireless
Controller(config-radius-server)# end
Controller# show run aaa

次の例は、ローカル Web 認証のゲスト ユーザを設定する例を示しています。
Controller# config terminal
Controller(config)# user-name viten_webauth creation-time 1368715259 privilege 15 password
0 test12345
Controller(config)# end

次の例は、AAA を使用してローカル Web 認証のパラメータ マップを設定する例を示しています。
Controller# config terminal
Controller(config)# parameter-map type webauth global
Controller(config-params-parameter-map)# virtual-ip ipv4 172.16.16.16
Controller(config-params-parameter-map)# parameter-map type webauth user1 type webauth test
Controller(config-params-parameter-map)# banner
Controller(config-params-parameter-map)# end
Controller# show run aaa

次の例は、AAA を使用して WLAN 上でローカル Web 認証を設定する例を示しています。
Controller# config terminal
Controller(config)# wlan user_webauth 7 user_webauth
Controller(config-wlan)# client vlan user1
Controller(config-wlan)# no security wpa
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Controller(config-wlan)#
Controller(config-wlan)#
Controller(config-wlan)#
Controller(config-wlan)#
Controller(config-wlan)#
Controller(config-wlan)#
Controller(config-wlan)#
Controller(config-wlan)#
Controller# show run aaa

no security wpa akm dot1x
no security wpa wpa2
no security wpa wpa2 ciphers aes
security web-auth
security web-auth authentication-list local_webauth
security web-auth parameter-map vit_web
session-timeout 1800
end

次の例は、RADIUS サーバを使用して WLAN 上でローカル Web 認証を設定する例を示していま
す。
Controller# config terminal
Controller(config)# wlan user_webauth 7 user_webauth
Controller(config-wlan)# client vlan user1
Controller(config-wlan)# no security wpa
Controller(config-wlan)# no security wpa akm dot1x
Controller(config-wlan)# no security wpa wpa2
Controller(config-wlan)# no security wpa wpa2 ciphers aes
Controller(config-wlan)# security web-auth
Controller(config-wlan)# security web-auth authentication-list webauth_radius
Controller(config-wlan)# security web-auth parameter-map webauth_radius
Controller(config-wlan)# session-timeout 1800
Controller(config-wlan)# end
Controller# show run aaa

ローカル Web 認証の設定に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

セキュリティ コマンド

Security Command Reference Guide, Cisco IOS XE
Release 3SE (Cisco WLC 5700 Series)（セキュリ
ティ コマンド リファレンス ガイド、Cisco IOS
XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリーズ））

ローカル Web 認証の設定例

ローカル認証を使用した WLC 5760/3850 カスタ
ム Web 認証の設定例

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

テクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

ローカル Web 認証の設定の実行に関する機能履歴
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.3SE

この機能が導入されました。
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セキュア シェル（SSH）の設定
• 機能情報の確認, 135 ページ
• セキュア シェル（SSH）およびセキュア コピー プロトコル（SCP）用にスイッチを設定する
ための前提条件, 135 ページ
• SSH 用にスイッチを設定するための制約事項, 136 ページ
• SSH に関する情報, 137 ページ
• SSH の設定方法, 139 ページ
• SSH の設定およびステータスのモニタリング, 143 ページ
• その他の関連資料, 144 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、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。 最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

セキュアシェル（SSH）およびセキュア コピープロトコ
ル（SCP）用にスイッチを設定するための前提条件
セキュア シェル（SSH）用にスイッチを設定するための前提条件は、次のとおりです。
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• SSH を動作させるには、スイッチに RSA の公開キーと秘密キーのペアが必要です。 これは
SSH が必要なセキュア コピー プロトコル（SCP）も同様で、セキュアな転送を実現させるに
は、これらのキーのペアが必要です。
• SCP をイネーブルにする前に、スイッチの SSH、認証、許可、およびアカウンティングを適
切に設定してください。
• SCP は SSH を使用してセキュアな転送を実行するため、ルータには RSA キーのペアが必要
です。
• SCP はセキュリティについて SSH に依存します。
• SCP の設定には認証、許可、アカウンティング（AAA）の許可も必要なため、ルータはユー
ザが正しい権限レベルを保有しているか確認する必要があります。
• ユーザが SCP を使用するには適切な許可が必要です。
• 適切な許可を得ているユーザは、SCP を使用して Cisco IOS File System（IFS）のファイルを
スイッチに（またはスイッチから）自由にコピーできます。コピーには copy コマンドを使
用します。 また、許可されている管理者もこの作業をワークステーションから実行できま
す。
関連トピック
セキュア コピー プロトコルの概念, （139 ページ）

SSH 用にスイッチを設定するための制約事項
セキュア シェル用にスイッチを設定するための制約事項は、次のとおりです。
• スイッチは、Rivest, Shamir, and Adelman（RSA）認証をサポートします。
• SSH は、実行シェル アプリケーションだけをサポートします。
• SSH サーバおよび SSH クライアントは、DES（56 ビット）および 3DES（168 ビット）デー
タ暗号化ソフトウェアでのみサポートされます。
• スイッチは、128 ビット キー、192 ビット キー、または 256 ビット キーの Advanced Encryption
Standard（AES）暗号化アルゴリズムをサポートします。 ただし、キーを暗号化する対称暗
号化 AES はサポートされません。
• このソフトウェア リリースは、IP Security（IPSec）をサポートしていません。
• SCP を使用する場合、copy コマンドにパスワードを入力することはできません。 プロンプト
が表示されたときに、入力する必要があります。
関連トピック
セキュア コピー プロトコルの概念, （139 ページ）
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SSH に関する情報
セキュアシェル（SSH）は、デバイスに対する安全なリモート接続を可能にするプロトコルです。
SSH は、デバイスの認証時に強力な暗号化を行うことで、リモート接続について Telnet 以上のセ
キュリティを実現します。 このソフトウェア リリースは、SSH バージョン 1（SSHv1）および
SSH バージョン 2（SSHv2）をサポートしています。

SSH およびスイッチ アクセス
SSH の設定例については、『Cisco IOS Security Configuration Guide, Cisco IOS Release 12.4』の「Other
Security Features」の章の「Configuring Secure Shell」にある「SSH Configuration Examples」を参照
してください。
IPv6 の SSH 機能は IPv4 における機能と同じです。 IPv6 の場合、SSH は IPv6 アドレスをサポー
トし、IPv6 トランスポート上において、リモート IPv6 ノードとのセキュリティ保護および暗号化
された接続を有効化します。

（注）

ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースに対応したコ
マンド リファレンスおよび『Cisco IOS Security Command Reference, Release 12.4』と『Cisco IOS
IPv6 Command Reference』の「Other Security Features」の章の「Secure Shell Commands」を参照
してください。

SSH サーバ、統合クライアント、およびサポートされているバージョ
ン
SSH 機能には SSH サーバおよび SSH 統合クライアントがあり、これらはスイッチ上で実行され
るアプリケーションです。 SSH クライアントを使用すると、SSH サーバが稼働するスイッチに接
続できます。 SSH サーバは、このリリースでサポートされている SSH クライアントおよび、他社
製の SSH クライアントと使用します。 また、SSH クライアントは、このリリースでサポートされ
ている SSH サーバおよび他社製の SSH サーバと使用します。
スイッチは、SSHv1 または SSHv2 サーバをサポートします。
スイッチは、SSHv1 クライアントをサポートしています。
SSH は、データ暗号規格（DES）暗号化アルゴリズム、Triple DES（3DES）暗号化アルゴリズム、
およびパスワードベースの認証をサポートしています。
SSH は次のユーザ認証方式をサポートしています。
• TACACS+
• RADIUS
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• ローカル認証および許可
関連トピック
スイッチのローカル認証および許可の設定, （111 ページ）
TACACS+ およびスイッチ アクセス, （49 ページ）
RADIUS およびスイッチ アクセス, （67 ページ）

SSH 設定時の注意事項
スイッチを SSH サーバまたは SSH クライアントとして設定する場合は、次の注意事項に従ってく
ださい。
• SSHv2 サーバは、SSHv1 サーバで生成される RSA キーのペアを使用できます（逆の場合も
同様です）。
• スタック マスターで SSH サーバが実行されている場合で、スタック マスターに障害が発生
した場合、新しいスタック マスターでは、前のスタック マスターによって生成された RSA
キー ペアが使用されます。
• crypto key generate rsa グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力した後、CLI エ
ラー メッセージが表示される場合、RSA キーペアは生成されていません。 ホスト名および
ドメインを再設定してから、crypto key generate rsa コマンドを入力してください。 詳細に
ついては、次の関連項目を参照してください。
• RSA キーのペアを生成する場合に、メッセージ「No host name specified」が表示されること
があります。 このメッセージが表示された場合は、hostname グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用してホスト名を設定する必要があります。
• RSA キーのペアを生成する場合に、メッセージ「No domain specified」が表示されることが
あります。 このメッセージが表示された場合は、ip domain-name グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用して IP ドメイン名を設定する必要があります。
• ローカル認証および許可の方法を設定する場合に、コンソール上で AAA がディセーブルに
されていることを確認してください。
関連トピック
スイッチで SSH を実行するためのセットアップ, （139 ページ）
スイッチのローカル認証および許可の設定, （111 ページ）

セキュア コピー プロトコルの概要
Secure Copy Protocol（SCP）機能は、スイッチの設定やイメージ ファイルのコピーにセキュアな
認証方式を提供します。 SCP には、Berkeley r-tool に代わるセキュリティの高いアプリケーション
およびプロトコルであるセキュア シェル（SSH）が必要です。
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SSH を動作させるには、スイッチに RSA の公開キーと秘密キーのペアが必要です。 これは SSH
が必要な SCP も同様で、セキュアな転送を実現させるには、これらのキーのペアが必要です。
また、SSH には AAA 認証が必要のため、適切に設定するには、SCP にも AAA 認証が必要になり
ます。
• SCP をイネーブルにする前に、スイッチの SSH、認証、許可、およびアカウンティングを適
切に設定してください。
• SCP は SSH を使用してセキュアな転送を実行するため、ルータには RSA キーのペアが必要
です。

（注）

SCP を使用する場合、copy コマンドにパスワードを入力することはできません。 プロンプト
が表示されたときに、入力する必要があります。

セキュア コピー プロトコルの概念
Secure Copy Protocol（SCP）機能は、スイッチの設定やイメージ ファイルのコピーにセキュアな
認証方式を提供します。 SCP には、Berkeley r-tool に代わるセキュリティの高いアプリケーション
およびプロトコルであるセキュア シェル（SSH）が必要です。
Secure Copy 機能を設定するには、SCP の概念を理解する必要があります。
SCP は一連の Berkeley の r-tools に基づいて設計されているため、その動作内容は、SCP が SSH の
セキュリティに対応している点を除けば、Remote Copy Protocol（RCP）と類似しています。 ま
た、SCP の設定には認証、許可、アカウンティング（AAA）の許可も必要なため、ルータはユー
ザが正しい権限レベルを保有しているか確認する必要があります。
SCP の設定および検証方法の詳細については、『Cisco IOS Security Configuration Guide: Securing
User Services, Release 12.4』の「Secure Copy Protocol」を参照してください。
関連トピック
セキュア シェル（SSH）およびセキュア コピー プロトコル（SCP）用にスイッチを設定する
ための前提条件, （135 ページ）
SSH 用にスイッチを設定するための制約事項, （136 ページ）

SSH の設定方法
スイッチで SSH を実行するためのセットアップ
SSH を実行するようにスイッチを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
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はじめる前に
ローカル アクセスまたはリモート アクセス用にユーザ認証を設定します。 この手順は必須です。
詳細については、次の関連項目を参照してください。

手順の概要
1. configure terminal
2. hostname hostname
3. ip domain-name domain_name
4. crypto key generate rsa
5. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

hostname hostname
例：

スイッチのホスト名および IP ドメイン名を設定します。
（注）

この手順を実行するのは、スイッチを SSH サーバと
して設定する場合だけです。

Controller(config)# hostname
your_hostname

ステップ 3

ip domain-name domain_name

スイッチのホスト ドメインを設定します。

例：
Controller(config)# ip domain-name
your_domain

ステップ 4

crypto key generate rsa
例：
Controller(config)# crypto key
generate rsa

スイッチ上でローカルおよびリモート認証用に SSH サーバをイ
ネーブルにし、RSA キー ペアを生成します。 スイッチの RSA
キー ペアを生成すると、SSH が自動的にイネーブルになりま
す。
最小モジュラス サイズは、1024 ビットにすることを推奨しま
す。
RSA キーのペアを生成する場合に、モジュラスの長さの入力を
求められます。 モジュラスが長くなるほど安全ですが、生成と
使用に時間がかかります。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 5

この手順を実行するのは、スイッチを SSH サーバと
して設定する場合だけです。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

関連トピック
SSH 設定時の注意事項, （138 ページ）
スイッチのローカル認証および許可の設定, （111 ページ）

SSH サーバの設定
SSH サーバを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

（注）

この手順を実行するのは、スイッチを SSH サーバとして設定する場合だけです。

手順の概要
1. configure terminal
2. ip ssh version [1 | 2]
3. ip ssh {timeout seconds | authentication-retries number}
4. 次のいずれかまたは両方を使用します。
• line vtyline_number[ ending_line_number ]
• transport input ssh
5. end
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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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

ip ssh version [1 | 2]
例：
Controller(config)# ip ssh
version 1

（任意）SSHv1 または SSHv2 を実行するようにスイッチを設定しま
す。
• 1：SSHv1 を実行するようにスイッチを設定します。
• 2：SSHv2 を実行するようにスイッチを設定します。
このコマンドを入力しない場合、またはキーワードを指定しない場
合、SSH サーバは、SSH クライアントでサポートされている最新バー
ジョンの SSH を選択します。 たとえば、SSH クライアントが SSHv1
および SSHv2 をサポートする場合、SSH サーバは SSHv2 を選択しま
す。

ステップ 3

ip ssh {timeout seconds |
authentication-retries number}
例：
Controller(config)# ip ssh
timeout 90 authentication-retries
2

SSH 制御パラメータを設定します。
• タイムアウト値は秒単位で指定します（デフォルト値は 120
秒）。 指定できる範囲は 0 ～ 120 秒です。 このパラメータは、
SSH ネゴシエーション フェーズに適用されます。 接続が確立さ
れると、スイッチは CLI ベース セッションのデフォルトのタイ
ムアウト値を使用します。
デフォルトでは、ネットワーク上の複数の CLI ベース セッショ
ン（セッション 0 ～ 4）に対して、最大 5 つの暗号化同時 SSH
接続を使用できます。 実行シェルが起動すると、CLI ベース
セッションのタイムアウト値はデフォルトの 10 分に戻ります。
• クライアントをサーバへ再認証できる回数を指定します。 デ
フォルトは 3 です。指定できる範囲は 0 ～ 5 です。
両方のパラメータを設定する場合はこの手順を繰り返します。

ステップ 4

次のいずれかまたは両方を使用し （任意）仮想端末回線設定を設定します。
ます。
• ライン コンフィギュレーション モードを開始して、仮想端末回
• line
線設定を設定します。 line_number および ending_line_number に
vtyline_number[ending_line_number]
対して、1 回線ペアを指定します。 指定できる範囲は 0 ～ 15 で
す。
• transport input ssh
• スイッチで非 SSH Telnet 接続を回避するように設定します。 こ
れにより、ルータは SSH 接続に限定されます。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Controller(config)# line vty 1 10

または
Controller(config-line)#
transport input ssh

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-line)# end

SSH の設定およびステータスのモニタリング
次の表に、SSH サーバの設定およびステータスを示します。
表 15：SSH サーバの設定およびステータスを表示するコマンド

コマンド

目的

show ip ssh

SSH サーバのバージョンおよび設定情報を表示
します。

show ssh

SSH サーバのステータスを表示します。

これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』の「Other Security
Features」の章の「Secure Shell Commands」を参照してください。
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その他の関連資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

セッション アウェアなネットワーキングに対す
るアイデンティティ コントロール ポリシーお
よびアイデンティティ サービス テンプレート
の設定。

Session Aware Networking Configuration Guide,
Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 スイッ
チ)

RADIUS、TACACS+、Secure Shell、802.1X お
よび AAA の設定。

Securing User Services Configuration Guide Library,
Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 スイッ
チ)

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/san/
configuration/xe-3se/3850/san-xe-3se-3850-book.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/
security/config_library/xe-3se/3850/
secuser-xe-3se-3850-library.html

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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テクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリーズ）
OL-28525-02-J

145

セキュア シェル（SSH）の設定
その他の関連資料

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリー
ズ）
146

OL-28525-02-J

第

11

章

Secure Socket Layer HTTP の設定
• 機能情報の確認, 147 ページ
• Secure Sockets Layer（SSL）HTTP に関する情報, 147 ページ
• セキュア HTTP サーバおよびクライアントの設定方法, 151 ページ
• セキュア HTTP サーバおよびクライアントのステータスのモニタリング, 158 ページ
• その他の関連資料, 158 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、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。 最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

Secure Sockets Layer（SSL）HTTP に関する情報
セキュア HTTP サーバおよびクライアントの概要
セキュア HTTP 接続の場合、HTTP サーバが送受信するデータは暗号化されてインターネットに
送信されます。 SSL 暗号化を伴う HTTP は、Web ブラウザからスイッチを設定するような機能
に、セキュアな接続を提供します。 シスコが実装するセキュア HTTP サーバおよび HTTP クライ
アントでは、アプリケーション層の暗号化に SSL バージョン 3.0 を使用します。 HTTP over SSL
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は、HTTPS と省略されます（セキュアな接続の場合、URL が http://の代わりに https://で始まりま
す）。

（注）

SSL は 1999 年に Transport Layer Security（TLS）に発展しましたが、このような特定のコンテ
キストでまだ使用されています。
セキュア HTTP サーバ（スイッチ）の主な役割は、指定のポート（デフォルトの HTTPS ポートは
443）で HTTPS 要求を待ち受けて、HTTP 1.1 Web サーバへその要求を渡すことです。 HTTP 1.1
サーバはその要求を処理して、セキュア HTTP サーバへ応答（呼び出す）します。セキュア HTTP
サーバは HTTP 1.1 サーバの代わりに、元の要求に応えます。
セキュア HTTP クライアント（Web ブラウザ）の主な役割は、Cisco IOS アプリケーション要求に
応答して、そのアプリケーションが要求した HTTPS User Agent サービスを実行し、応答を（その
アプリケーションに）返すことです。

CA のトラストポイント
Certificate Authority（CA; 認証局）は、要求を認可して参加するネットワーク デバイスに証明書を
発行します。これらのサービスは、参加するデバイスに対する中央集中的なセキュリティキーお
よび証明書の管理を提供します。 特定の CA サーバはトラストポイントと呼ばれます。
接続が実行されると、HTTPS サーバは、トラストポイントとなる特定の CA から得た X.509v3 の
証明書を発行することで、セキュアな接続をクライアントに提供します。 クライアント（通常、
Web ブラウザ）は、その証明書の認証に必要な公開キーを保有しています。
セキュア HTTP 接続には、CA のトラストポイントを設定することを強く推奨します。 HTTPS サー
バを実行しているデバイスに CA のトラストポイントが設定されていないと、サーバは自身を認
証して必要な RSA のキーのペアを生成します。 自身で認証した（自己署名）証明書は適切なセ
キュリティではないので、接続するクライアントはその証明書が自己証明書であることを通知し、
ユーザに接続の選択（確立または拒否）をさせる必要があります。 この選択肢は内部ネットワー
ク トポロジ（テスト用など）に役立ちます。
CA のトラストポイントを設定していないと、セキュア HTTP 接続を有効にした場合、そのセキュ
ア HTTP サーバ（またはクライアント）に対する一時的または永続的な自己署名証明書が自動的
に生成されます。
• スイッチにホスト名とドメイン名が設定されてない場合、生成される自己署名証明書は一時
的なものです。 スイッチを再起動すると、この一時的な自己署名証明書は失われ、新たに自
己署名証明書（一時的に）が割り当てられます。
• スイッチにホスト名とドメイン名が設定されている場合、生成される自己署名証明書は永続
的なものです。 この証明書は、スイッチを再起動しても、セキュア HTTP サーバを無効にし
ても有効のままです。そのため、再度セキュア HTTP 接続を有効にしたときに使用できま
す。
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（注）

認証局およびトラストポイントは、個々のデバイスで設定する必要があります。 他のデバイ
スからコピーすると、それらはスイッチ上で無効になります。
自己署名証明書が生成された場合、その情報は show running-config 特権 EXEC コマンドで出力で
きます。 自己署名証明書を表示するコマンドの出力（show running-config コマンド）を例として
一部示します。
Controller# show running-config
Building configuration...
<output truncated>
crypto pki trustpoint TP-self-signed-3080755072
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-3080755072
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-3080755072
!
!
crypto ca certificate chain TP-self-signed-3080755072
certificate self-signed 01
3082029F 30820208 A0030201 02020101 300D0609 2A864886
59312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967
69666963 6174652D 33303830 37353530 37323126 30240609
02161743 45322D33 3535302D 31332E73 756D6D30 342D3335
30333031 30303030 35395A17 0D323030 31303130 30303030

F70D0101
6E65642D
2A864886
3530301E
305A3059

04050030
43657274
F70D0109
170D3933
312F302D

<output truncated>

自己署名証明書は、セキュア HTTP サーバを無効にして、no crypto pki trustpoint
TP-self-signed-30890755072 グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力することで削除で
きます。 その後、セキュア HTTP サーバを再度有効にすると、自己署名証明書が新たに生成され
ます。

（注）

TP self-signed の後ろに表示されている値は、デバイスのシリアル番号によって異なります。
オプションのコマンド（ip http secure-client-auth）を使用すると、HTTPS サーバがクライアント
からの X.509v3 証明書を要求します。 クライアントの認証は、サーバ自身の認証よりも高いセ
キュリティを提供します。
認証局の詳細については、『Cisco IOS Security Configuration Guide, Release 12.4』の「Configuring
Certification Authority Interoperability」の章を参照してください。

CipherSuite
CipherSuite は暗号化アルゴリズムおよびダイジェスト アルゴリズムを指定して、SSL 接続に使用
します。 HTTPS サーバに接続すると、クライアントの Web ブラウザは、サポート対象の CipherSuite
のリストを提供します。その後クライアントとサーバは、両方でサポートされている暗号化アル
ゴリズムで最適なものをリストから選択してネゴシエートします。たとえば、NetscapeCommunicator
4.76 は、米国の セキュリティ（RSA 公開キー暗号 MD2、MD5、RC2-CBC、RC4、DES-CBC、お
よび DES-EDE3-CBC）をサポートしています。
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最適な暗号化には、128 ビット暗号化をサポートするクライアント ブラウザ（Microsoft Internet
Explorer バージョン 5.5 以降または Netscape Communicator バージョン 4.76 以降など）が必要です。
SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA CipherSuite は、128 ビット暗号化を提供しないため、他の
CipherSuite よりもセキュリティが低くなります。
CipherSuite は、よりセキュリティが高く、複雑になればなるほど、わずかですが処理時間が必要
になります。 次に、スイッチでサポートされる CipherSuite およびルータの処理負荷（速さ）によ
る CipherSuite のランク（速い順）を定義します。
1 SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA：メッセージの暗号化に DES-CBC、およびメッセージ ダイ
ジェストに SHA を使用した RSA のキー交換（RSA 公開キー暗号化）
2 SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5：RC4 128 ビット暗号化、およびメッセージ ダイジェストに
MD5 を使用した RSA のキー交換
3 SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA：RC4 128 ビット暗号化、およびメッセージ ダイジェストに
SHA を使用した RSA のキー交換
4 SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA：メッセージの暗号化に 3DES と DES-EDE3-CBC、お
よびメッセージ ダイジェストに SHA を使用した RSA のキー交換（RSA 公開キー暗号化）
（暗号化およびダイジェスト アルゴリズムをそれぞれ指定して組み合わせた）RSA は、SSL 接続
においてキーの生成および認証の両方に使用されます。 これは、CA のトラストポイントが設定
されているかどうかにかかわりません。

SSL のデフォルト設定
標準の HTTP サーバはイネーブルに設定されています。
SSL はイネーブルに設定されています。
CA のトラストポイントは設定されていません。
自己署名証明書は生成されていません。

SSL の設定時の注意事項
SSL をスイッチ クラスタで使用すると、SSL セッションがクラスタ コマンダで終了します。 クラ
スタ メンバのスイッチは標準の HTTP で動作させる必要があります。
CA のトラストポイントを設定する前に、システム クロックが設定されていることを確認してく
ださい。 クロックが設定されていないと、不正な日付により証明書が拒否されます。
スイッチ スタック内のスタック マスターで、SSL セッションが強制終了されます。
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セキュア HTTP サーバおよびクライアントの設定方法
CA のトラストポイントの設定
セキュア HTTP 接続には、CA のトラストポイントを正式に設定することを推奨します。 CA のト
ラストポイントは、自己署名証明書より高いセキュリティがあります。
CA のトラストポイントを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. hostname hostname
3. ip domain-name domain-name
4. crypto key generate rsa
5. crypto ca trustpoint name
6. enrollment url url
7. enrollment http-proxy host-name port-number
8. crl query url
9. primary name
10. exit
11. crypto ca authentication name
12. crypto ca enroll name
13. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

hostname hostname
例：

スイッチのホスト名を指定します（以前ホスト名を設定し
ていない場合のみ必須）。 ホスト名はセキュリティ キーと
証明書に必要です。

Controller(config)# hostname
your_hostname
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ip domain-name domain-name

スイッチの IP ドメイン名を指定します（以前 IP ドメイン名
を設定していない場合のみ必須）。 IP ドメイン名はセキュ
リティ キーと証明書に必要です。

例：
Controller(config)# ip domain-name
your_domain

ステップ 4

crypto key generate rsa
例：
Controller(config)# crypto key
generate rsa

ステップ 5

crypto ca trustpoint name
例：

（任意）RSA キー ペアを生成します。 RSA キーのペアは、
スイッチの証明書を入手する前に必要です。 RSA キーのペ
アは自動的に生成されます。 必要であれば、このコマンド
を使用してキーを再生成できます。

CA のトラストポイントにローカルの設定名を指定して、
CA トラストポイント コンフィギュレーション モードを開
始します。

Controller(config)# crypto ca
trustpoint your_trustpoint

ステップ 6

enrollment url url

スイッチによる証明書要求の送信先の URL を指定します。

例：
Controller(ca-trustpoint)# enrollment
url http://your_server:80

ステップ 7

enrollment http-proxy host-name
port-number

（任意）HTTP プロキシ サーバを経由して CA から証明書
を入手するようにスイッチを設定します。

例：

• host-name には、CA を取得するために使用するプロキ

Controller(ca-trustpoint)# enrollment
http-proxy your_host 49

• port-number には、CA にアクセスするために使用する

シ サーバを指定します。
ポート番号を指定します。

ステップ 8

crl query url
例：

ピアの証明書が取り消されていないかを確認するために、
証明書失効リスト（CRL）を要求するようにスイッチを設
定します。

Controller(ca-trustpoint)# crl query
ldap://your_host:49

ステップ 9

primary name
例：
Controller(ca-trustpoint)# primary
your_trustpoint

（任意）トラストポイントが CA 要求に対してプライマリ
（デフォルト）トラストポイントとして使用されるように
指定します。
• name には、設定したトラストポイントを指定します。
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

exit

CA トラストポイント コンフィギュレーションモードを終
了し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

例：
Controller(ca-trustpoint)# exit

ステップ 11

crypto ca authentication name

CA の公開キーを取得して CA を認証します。 ステップ 5 で
使用した名前と同じものを使用します。

例：
Controller(config)# crypto ca
authentication your_trustpoint

ステップ 12

crypto ca enroll name
例：

指定した CA トラストポイントから証明書を取得します。
このコマンドは、各 RSA キーのペアに対して 1 つの署名入
りの証明書を要求します。

Controller(config)# crypto ca enroll
your_trustpoint

ステップ 13

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

セキュア HTTP サーバの設定
セキュア HTTP サーバを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

はじめる前に
証明に証明書の認証を使用する場合、前の手順を使用してスイッチの CA トラストポイントを設
定してから、HTTP サーバを有効にする必要があります。 CA のトラストポイントを設定していな
い場合、セキュア HTTP サーバを最初に有効にした時点で、自己署名証明書が生成されます。
サーバを設定した後、標準およびセキュア HTTP サーバ両方に適用するオプション（パス、適用
するアクセス リスト、最大接続数、またはタイムアウト ポリシー）を設定できます。
Web ブラウザを使用してセキュア HTTP 接続を確認するには、https://URL を入力します（URL は
IP アドレス、またはサーバ スイッチのホスト名）。 デフォルト ポート以外のポートを設定して
いる場合、URL の後ろにポート番号も指定する必要があります。 次に例を示します。
https://209.165.129:1026
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または
https://host.domain.com:1026

手順の概要
1. show ip http server status
2. configure terminal
3. ip http secure-server
4. ip http secure-port port-number
5. ip http secure-ciphersuite {[3des-ede-cbc-sha] [rc4-128-md5] [rc4-128-sha] [des-cbc-sha]}
6. ip http secure-client-auth
7. ip http secure-trustpoint name
8. ip http path path-name
9. ip http access-class access-list-number
10. ip http max-connections value
11. ip http timeout-policy idle seconds life seconds requests value
12. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show ip http server status

（任意）HTTP サーバのステータスを表示して、セキュア HTTP
サーバの機能がソフトウェアでサポートされているかどうかを
判断します。 出力で、次のラインのどちらかを確認してくださ
い。

例：
Controller# show ip http server
status

HTTP secure server capability: Present

または
HTTP secure server capability: Not present

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Controller# configure terminal

ステップ 3

ip http secure-server
例：

HTTPS サーバがディセーブルの場合、イネーブルにします。
HTTPS サーバは、デフォルトでイネーブルに設定されていま
す。

Controller(config)# ip http
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コマンドまたはアクション

目的

secure-server

ステップ 4

ip http secure-port port-number
例：

（任意）HTTPS サーバに使用するポート番号を指定します。
デフォルトのポート番号は 443 です。 443 または 1025 ～ 65535
の範囲で指定できます。

Controller(config)# ip http
secure-port 443

ステップ 5

ip http secure-ciphersuite
{[3des-ede-cbc-sha] [rc4-128-md5]
[rc4-128-sha] [des-cbc-sha]}
例：

（任意）HTTPS 接続の暗号化に使用する CipherSuite（暗号化ア
ルゴリズム）を指定します。 特定の CipherSuite を指定する理
由がなければ、サーバとクライアントが、両方がサポートする
CipherSuite でネゴシエートするように設定します。 これはデ
フォルトです。

Controller(config)# ip http
secure-ciphersuite rc4-128-md5

ステップ 6

ip http secure-client-auth
例：
Controller(config)# ip http
secure-client-auth

ステップ 7

ip http secure-trustpoint name
例：

ip http path path-name
例：
Controller(config)# ip http path
/your_server:80

ステップ 9

X.509v3 セキュリティ証明書の取得およびクライアントの証明
書接続の認証に使用するCAのトラストポイントを指定します。
（注）

Controller(config)# ip http
secure-trustpoint your_trustpoint

ステップ 8

（任意）HTTP サーバを設定して、接続処理の間、認証のため
に、クライアントからの X.509v3 証明書を要求します。 デフォ
ルトでは、クライアントがサーバからの証明書を要求する設定
になっていますが、サーバはクライアントを認証しないように
なっています。

ip http access-class access-list-number

このコマンドの使用は、前の手順に従って CA のトラ
ストポイントをすでに設定しているという前提を踏ま
えて説明しています。

（任意）HTML ファイルのベースとなる HTTP パスを設定しま
す。 パスは、ローカル システムにある HTTP サーバ ファイル
の場所を指定します（通常、システムのフラッシュ メモリを指
定します）。

（任意）HTTP サーバへのアクセスの許可に使用するアクセス
リストを指定します。

例：
Controller(config)# ip http
access-class 2
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

ip http max-connections value

（任意）HTTP サーバへの同時最大接続数を指定します。 指定
できる範囲は 1 ～ 16 です。デフォルトは 5 です。

例：
Controller(config)# ip http
max-connections 4

ステップ 11

ip http timeout-policy idle seconds life （任意）指定の状況下における、HTTP サーバへの接続最大時
seconds requests value
間を指定します。
例：
Controller(config)# ip http
timeout-policy idle 120 life 240
requests 1

• idle：データの受信がないか、応答データが送信できない
場合の最大時間。 指定できる範囲は 1 ～ 600 秒です。 デ
フォルト値は 180 秒（3 分）です。
• life：接続を確立している最大時間。 指定できる範囲は 1
～ 86400 秒（24 時間）です。 デフォルト値は 180 秒です。
• requests：永続的な接続で処理される要求の最大数。 最大
値は 86400 です。 デフォルトは 1 です。

ステップ 12

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

セキュア HTTP クライアントの設定
セキュア HTTP クライアントを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

はじめる前に
標準の HTTP クライアントおよびセキュア HTTP クライアントは常にイネーブルです。 証明書の
認証にはセキュア HTTP クライアントの証明書が必要です。 次の手順では、前の手順で CA のト
ラストポイントをスイッチに設定していることを前提にしています。 CA のトラストポイントが
設定されておらず、リモートの HTTPS サーバがクライアントの認証を要求した場合、セキュア
HTTP クライアントへの接続は失敗します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. ip http client secure-trustpoint name
3. ip http client secure-ciphersuite {[3des-ede-cbc-sha] [rc4-128-md5] [rc4-128-sha] [des-cbc-sha]}
4. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

ip http client secure-trustpoint name
例：
Controller(config)# ip http client
secure-trustpoint your_trustpoint

ステップ 3

ip http client secure-ciphersuite
{[3des-ede-cbc-sha] [rc4-128-md5]
[rc4-128-sha] [des-cbc-sha]}
例：

（任意）リモートの HTTP サーバがクライアント認証を要求
した場合に使用する、CA のトラストポイントを指定します。
このコマンドの使用は、前の手順を使用して CA のトラスト
ポイントをすでに設定しているという前提を踏まえて説明し
ています。 クライアント認証が必要ない場合、またはプライ
マリのトラストポイントがすでに設定されている場合は、こ
のコマンドは任意です。
（任意）HTTPS 接続の暗号化に使用する CipherSuite（暗号化
アルゴリズム）を指定します。 特定の CipherSuite を指定する
理由がなければ、サーバとクライアントが、両方がサポート
する CipherSuite でネゴシエートするように設定します。 これ
はデフォルトです。

Controller(config)# ip http client
secure-ciphersuite rc4-128-md5

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end
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セキュア HTTP サーバおよびクライアントのステータス
のモニタリング
SSL セキュア サーバおよびクライアントのステータスをモニタするには、次の表の特権 EXEC コ
マンドを使用します。
表 16：SSL セキュア サーバおよびクライアントのステータスを表示するコマンド

コマンド

目的

show ip http client secure status

セキュア HTTP クライアントの設定を表示しま
す。

show ip http server secure status

セキュア HTTP サーバの設定を表示します。

show running-config

セキュア HTTP 接続に対して生成された自己署
名証明書を表示します。

その他の関連資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

セッション アウェアなネットワーキングに対す
るアイデンティティ コントロール ポリシーお
よびアイデンティティ サービス テンプレート
の設定。

Session Aware Networking Configuration Guide,
Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 スイッ
チ)

RADIUS、TACACS+、Secure Shell、802.1X お
よび AAA の設定。

Securing User Services Configuration Guide Library,
Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 スイッ
チ)

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/san/
configuration/xe-3se/3850/san-xe-3se-3850-book.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/
security/config_library/xe-3se/3850/
secuser-xe-3se-3850-library.html
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エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

テクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、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。 最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

ACL によるネットワーク セキュリティの設定の前提条件
ここでは、アクセス コントロール リスト（ACL）によるネットワーク セキュリティの設定の前
提条件を示します。
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• LAN ベース フィーチャ セットが実行しているスイッチでは、VLAN マップはサポートされ
ません。

ACL によるネットワーク セキュリティの設定の制約事項
一般的なネットワーク セキュリティ
次は、ACL によるネットワーク セキュリティの設定の制約事項です。
• ルータ ACL と VLAN マップは、LAN ベース フィーチャ セットを実行しているスイッチで
はサポートされません。
• レイヤ 3 インターフェイスには、名前付き MAC 拡張 ACL を適用できません。
• 番号付き ACL で使用できるすべてのコマンドが名前付き ACL でも使用できるわけではあり
ません。 インターフェイスのパケット フィルタおよびルート フィルタ用の ACL では、名前
を使用できます。 また、VLAN マップでも名前を指定できます。
• 標準 ACL と拡張 ACL に同じ名前は使用できません。
• appletalk は、コマンドラインのヘルプ ストリングに表示されますが、deny および permit
MAC アクセス リスト コンフィギュレーション モード コマンドの一致条件としてサポート
されていません。
ACL フィルタリング
次は ACL フィルタリングの制約事項です。
• インターフェイスで IEEE 802.1Q トンネリングを設定している場合、トンネル ポートで受信
した IEEE 802.1Q カプセル化 IP パケットは、MAC ACL によってフィルタリングされます
が、IP ACL ではフィルタリングされません。 これは、スイッチが IEEE 802.1Q ヘッダー内
部のプロトコルを認識しないためです。 ルータ ACL、ポート ACL、および VLAN マップ
に、この制限が適用されます。
IPv4 ACL ネットワーク インターフェイス
次の制限事項が、ネットワーク インターフェイスへの IPv4 ACL に適用されます。
• ACL は着信レイヤ 2 インターフェイスにだけ適用してください。 レイヤ 3 インターフェイ
スの場合は、ACL を着信または発信のいずれかの方向に適用します。
• LAN ベース フィーチャ セットが稼働しているスイッチでは、ルータ（レイヤ 3）ACL は SVI
だけでサポートされ、物理インターフェイスまたはレイヤ 3 の EtherChannel ではサポートさ
れません。
• インターフェイスへのアクセスを制御する場合、名前付き ACL または番号付き ACL を使用
できます。
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• VLAN に属しているレイヤ 2 インターフェイスに ACL を適用した場合、レイヤ 2（ポート）
ACL は VLAN インターフェイスに適用された入力方向のレイヤ 3 ACL、または VLAN に適
用された VLAN マップよりも優先します。 レイヤ 2 ポートで受信する着信パケットは、常
にポート ACL でフィルタリングされます。
• レイヤ 3 インターフェイスに ACL が適用され、スイッチ上でルーティングがイネーブルに
なっていない場合は、SNMP、Telnet、Web トラフィックなど、CPU で処理されるパケット
だけがフィルタリングされます。
• レイヤ 2 インターフェイスに ACL を適用する場合、ルーティングをイネーブルにする必要
はありません。
• プライベート VLAN が設定されている場合、プライマリ VLAN SVI にだけルータ ACL を適
用できます。 ACL はプライマリおよびセカンダリ VLAN のレイヤ 3 トラフィックに適用さ
れます。
• 特定の DSCP 値を持つトラフィックを許可するように出力 ACL を設定した場合は、書き換
えられた値ではなく、元の DSCP 値を使用する必要があります。

（注）

パケットがレイヤ 3 インターフェイスのアクセス グループによって拒否された場合、デフォ
ルトでは、ルータは ICMP 到達不能メッセージを送信します。 アクセスグループによって拒否
されたこれらのパケットはハードウェアでドロップされず、スイッチの CPU にブリッジング
されて、ICMP 到達不能メッセージを生成します。 ポート ACL は ICMP 到達不能メッセージ
を生成しません。 ICMP 到達不能メッセージは、ルータ ACL で no ip unreachables インター
フェイス コマンドを使用してディセーブルにできます。

レイヤ 2 インターフェイスの MAC ACL
MAC ACL を作成し、それをレイヤ 2 インターフェイスに適用すると、そのインターフェイスに
着信する非 IP トラフィックをフィルタリングできます。 MAC ACL を適用するときには、次の注
意事項に留意してください。
• 同じレイヤ 2 インターフェイスには、IP アクセス リストと MAC アクセス リストを 1 つずつ
しか適用できません。 IP アクセス リストは IP パケットだけをフィルタリングし、MAC ア
クセス リストは非 IP パケットをフィルタリングします。
• 1 つのレイヤ 2 インターフェイスに適用できる MAC アドレス リストは 1 つだけです。 すで
に MAC ACL が設定されているレイヤ 2 インターフェイスに MAC アクセス リストを適用す
ると、設定済みの ACL が新しい ACL に置き換えられます。

（注）

mac access-group インターフェイス コンフィギュレーション コマンドは、物理レイヤ 2 イン
ターフェイスに適用される場合のみ有効です。 このコマンドは、EtherChannel ポート チャネ
ルでは使用できません。
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関連トピック
インターフェイスへの IPv4 ACL の適用, （195 ページ）
IPv4 ACL のインターフェイスに関する注意事項, （180 ページ）
名前付き MAC 拡張 ACL の作成, （196 ページ）
レイヤ 2 インターフェイスへの MAC ACL の適用, （198 ページ）

ACL によるネットワーク セキュリティに関する情報
この章では、アクセス コントロール リスト（ACL）を使用して、スイッチのネットワーク セキュ
リティを設定する方法について説明します。コマンドや表では、ACLをアクセス リストと呼ぶこ
ともあります。

ACL の概要
パケットフィルタリングは、ネットワークトラフィックを限定し、特定のユーザまたはデバイス
によるネットワークの使用を制限するうえで役立ちます。 ACLはルータまたはスイッチを通過す
るトラフィックをフィルタリングし、特定のインターフェイスまたは VLAN（仮想 LAN）でパ
ケットを許可、または拒否します。 ACLは、パケットに適用される許可条件および拒否条件の順
序付けられた集まりです。 パケットがインターフェイスに着信すると、スイッチはパケット内の
フィールドを適用される ACL と比較し、アクセス リストに指定された基準に基づいて、パケッ
トが転送に必要な権限を持っているかどうかを確認します。 アクセス リスト内の条件を 1 つずつ
調べ、パケットをテストします。 最初に一致した条件によって、スイッチがパケットを受け入れ
るか拒否するかが決定されます。 スイッチは最初に一致した時点でテストを中止するので、リス
トに条件を指定する順序が重要です。 一致する条件がない場合、スイッチはパケットを拒否しま
す。 スイッチは、制限条件がない場合はパケットを転送し、制限条件がある場合はパケットをド
ロップします。 スイッチは、VLAN 内でブリッジングされるパケットを含めて、転送されるすべ
てのパケットに ACL を使用します。
ネットワークに基本的なセキュリティを導入する場合は、ルータまたはレイヤ 3 スイッチにアク
セス リストを設定します。 ACL を設定しなければ、スイッチを通過するすべてのパケットがネッ
トワークのあらゆる部分で許可される可能性があります。 ACLを使用すると、ネットワークの場
所ごとにアクセス可能なホストを制御したり、ルータ インターフェイスで転送またはブロックさ
れるトラフィックの種類を決定したりできます。たとえば、電子メールトラフィックの転送を許
可し、Telnet トラフィックの転送を拒否することもできます。 ACL を着信トラフィック、発信ト
ラフィック、またはその両方をブロックするように設定することもできます。

アクセス コントロール エントリ
ACL には、アクセス コントロール エントリ（ACE）の順序付けられたリストが含まれています。
各 ACE には、permit または deny と、パケットが ACE と一致するために満たす必要のある一連の
条件を指定します。 permit または deny の意味は、ACL が使用されるコンテキストによって変わ
ります。
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ACL でサポートされるタイプ
スイッチは、IP ACL とイーサネット（MAC）ACL をサポートしています。
• IP ACL は、TCP、ユーザ データグラム プロトコル（UDP）、インターネット グループ管理
プロトコル（IGMP）、およびインターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）などの
IPv4 トラフィックをフィルタリングします。
• イーサネット ACL は非 IP トラフィックをフィルタリングします。
このスイッチは、Quality of Service（QoS）分類 ACL もサポートしています。

サポートされる ACL
スイッチでは、トラフィックをフィルタリングするために、次に示す 3 種類の ACL がサポートさ
れています。

（注）

LAN ベース フィーチャ セットが稼働しているスイッチで、ルータ ACL は、SVI だけでサポー
トされ、VLAN マップはサポートされません。
• ポート ACL は、レイヤ 2 インターフェイスに入るトラフィックをアクセス コントロールし
ます。 1 つのレイヤ 2 インターフェイスに適用できるのは、IP アクセス リスト 1 つと MAC
アクセス リスト 1 つだけです。
• ルータ ACL は、VLAN 間でルーティングされたトラフィックのアクセスを制御し、レイヤ
3 インターフェイスで特定の方向（着信または発信）に適用されます。
• VLAN ACL または VLAN マップは、すべてのパケット（ブリッジド パケットおよびルーテッ
ド パケット）のアクセスを制御します。 VLAN マップを使用すると、同じ VLAN 内のデバ
イス間で転送されるトラフィックをフィルタリングできます。 VLAN マップは、IPv4 のレイ
ヤ 3 アドレスに基づいてアクセス コントロールするように設定されています。 イーサネッ
ト ACE を使用すると MAC アドレスにより、サポートされていないプロトコルがアクセス
コントロールされます。 VLAN マップを VLAN に適用すると、VLAN に入るすべてのパケッ
ト（ルーテッド パケットまたはブリッジド パケット）が VLAN マップと照合されます。 パ
ケットは、スイッチ ポートを介して、または、ルーティングされたパケットの場合、ルー
テッド ポートを介して、VLAN に入ることができます。

ACL 優先順位
VLAN マップ、ポート ACL、およびルータ ACL が同じスイッチ上で設定されている場合は、フィ
ルタの優先順位は高いほうから、ポート ACL、ルータ ACL、VLAN マップの順になります。 次
の例で、簡単な使用例を説明します。
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• 入力ポート ACL と VLAN マップが両方とも適用されている場合に、ポート ACL が適用され
たポートにパケットが着信すると、このパケットはポート ACL によってフィルタリングさ
れます。 その他のパケットは、VLAN マップによってフィルタリングされます。
• スイッチ仮想インターフェイス（SVI）に入力ルータ ACL および入力ポート ACL が設定さ
れている場合に、ポート ACL が適用されているポートにパケットが着信すると、このパケッ
トはポート ACL によってフィルタリングされます。 他のポートで受信した着信のルーティ
ング IP パケットには、ルータ ACL のフィルタが適用されます。 他のパケットはフィルタリ
ングされません。
• SVI に出力ルータ ACL および入力ポート ACL が設定されている場合に、ポート ACL が適用
されているポートにパケットが着信すると、このパケットはポート ACL によってフィルタ
リングされます。 発信するルーティング IP パケットには、ルータ ACL のフィルタが適用さ
れます。 他のパケットはフィルタリングされません。
• SVI に VLAN マップ、入力ルータ ACL、および入力ポート ACL が設定されている場合に、
ポート ACL が適用されているポートにパケットが着信すると、このパケットはポート ACL
だけによってフィルタリングされます。 他のポートで受信した着信のルーティング IP パケッ
トには、VLAN マップおよびルータ ACL のフィルタが適用されます。 他のパケットには、
VLAN マップのフィルタだけが適用されます。
• SVI に VLAN マップ、出力ルータ ACL、および入力ポート ACL が設定されている場合に、
ポート ACL が適用されているポートにパケットが着信すると、このパケットはポート ACL
だけによってフィルタリングされます。 発信するルーティング IP パケットには、VLAN マッ
プおよびルータ ACL のフィルタが適用されます。 他のパケットには、VLAN マップのフィ
ルタだけが適用されます。
関連トピック
ACL によるネットワーク セキュリティの設定の制約事項, （162 ページ）

ポート ACL
ポート ACL は、スイッチのレイヤ 2 インターフェイスに適用される ACL です。 ポート ACL を
使用できるのは、物理インターフェイスだけです。EtherChannel インターフェイスでは使用でき
ません。 ポート ACL は、発信インターフェイスと着信インターフェイスにのみ適用できます。
次のアクセス リストがサポートされています。
• 送信元アドレスを使用する IP アクセス リスト
• 送信元および宛先のアドレスと任意でプロトコル タイプ情報を使用できる拡張 IP アクセス
リスト
• 送信元および宛先の MAC アドレスと任意でプロトコル タイプ情報を使用できる MAC 拡張
アクセス リスト
スイッチは、インターフェイス上の ACL を調べ、パケットが ACL 内のエントリとどのように一
致するかに基づいてパケットの転送を許可または拒否します。 このように、ACLがネットワーク
またはネットワークの部分へのアクセスを制御します。

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリー
ズ）
166

OL-28525-02-J

IPv4 ACL の設定
サポートされる ACL

次に、すべてのワークステーションが同じ VLAN にある場合にポート ACL を使用してネットワー
クへのアクセスを制御する例を示します。 レイヤ 2 の着信方向に適用された ACL は、ホスト A
がヒューマン リソース ネットワークにアクセスすることを許可しますが、ホスト B が同一のネッ
トワークにアクセスすることは拒否します。 ポート ACL は、着信方向のレイヤ 2 インターフェ
イスだけに適用できます。
図 3：ACL によるネットワーク内のトラフィックの制御

ポート ACL をトランク ポートに適用すると、ACL はそのトランク ポート上のすべての VLAN で
トラフィックをフィルタリングします。 ポート ACL を音声 VLAN ポートに適用すると、ACL は
データ VLAN と音声 VLAN の両方でトラフィックをフィルタリングします。
ポート ACL では、IP アクセス リストを使用して IP トラフィックをフィルタリングでき、MAC
アドレスを使用して非 IP トラフィックをフィルタリングできます。 同じレイヤ 2 インターフェイ
ス上で IP トラフィックと非 IP トラフィックの両方をフィルタリングするには、そのインターフェ
イスに IP アクセス リストと MAC アクセス リストの両方を適用します。

（注）

レイヤ 2 インターフェイスに適用できるのは、IP アクセス リスト 1 つと MAC アクセス リス
ト 1 つだけです。 すでに IP アクセス リストまたは MAC アクセス リストが設定されているレ
イヤ 2 インターフェイスに新しい IP アクセス リストまたは MAC アクセス リストを適用する
と、設定済みの ACL が新しい ACL に置き換えられます。

ルータ ACL
VLAN へのレイヤ 3 インターフェイスであるスイッチ仮想インターフェイス（SVI）、物理層 3 イ
ンターフェイス、およびレイヤ 3 EtherChannel インターフェイスに、ルータ ACL を適用できま
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す。 ルータ ACL はインターフェイスの特定の方向（着信または発信）に対して適用されます。
1 つのインターフェイスの方向ごとに、ルータ ACL を 1 つ適用できます。
スイッチは、IPv4 トラフィックの次のアクセス リストをサポートしています。
• 標準 IP アクセス リストでは、照合操作に送信元アドレスを使用します。
• 拡張 IP アクセス リストは、送信元アドレス、宛先アドレス、およびオプションのプロトコ
ル タイプ情報を使用して一致処理を行います。
ポート ACLの場合と同様、スイッチはインターフェイスに設定されている機能に関連付けられて
いる ACL が照合されます。 パケットがスイッチのインターフェイスに着信すると、そのインター
フェイスに設定されているすべての着信機能に対応する ACL が照合されます。 パケットがルー
ティングされてからネクスト ホップに転送されるまでの間に、出力インターフェイスに設定され
た発信機能に対応するすべての ACL が照合されます。
ACL は ACL 内のエントリとパケットの一致結果に応じて、パケット転送を許可するか、拒否す
るかを決めます。ACL を使用すると、ネットワーク全体またはネットワークの一部に対するアク
セス コントロールが行えます。

VLAN マップ
VLAN ACL または VLAN マップを使用して、すべてのトラフィックをアクセス コントロールで
きます。 VLAN との間でルーティングされる、またはスイッチまたはスイッチ スタックの VLAN
内でブリッジングされるすべてのパケットに、VLAN マップを適用します。
VLAN マップはセキュリティ パケット フィルタリングに使用してください。 VLAN マップで方
向（着信または発信）は定義されません。
VLAN マップを設定して、IPv4 トラフィックのレイヤ 3 アドレスを照合できます。
すべての非 IP プロトコルは、MAC VLAN マップを使用して、MAC アドレスおよび Ethertype に
よってアクセス コントロールされます （IP トラフィックには、MAC VLAN マップによるアクセ
ス コントロールができません）。VLAN マップはスイッチを通過するパケットにだけ適用できま
す。ハブ上またはこのスイッチに接続された別のスイッチ上のホスト間のトラフィックには、
VLAN マップを適用させることができません。
VLAN マップを使用すると、マップに指定されたアクションに基づいてパケットの転送が許可ま
たは拒否されます。
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次に、VLAN マップを適用して、特定のトラフィック タイプを VLAN 10 のホスト A から転送で
きないように設定する例を示します。 各 VLAN には、VLAN マップを 1 つだけ適用できます。
図 4：VLAN マップによるトラフィックの制御

ACE およびフラグメント化されるトラフィックとフラグメント化され
ていないトラフィック
IP パケットは、ネットワークを通過するときにフラグメント化されることがあります。 その場
合、TCP または UDP ポート番号や ICMP タイプおよびコードなどのレイヤ 4 情報は、パケットの
最初の部分があるフラグメントだけに含まれます。 他のフラグメントには、この情報はありませ
ん。
アクセス コントロール エントリ（ACE）には、レイヤ 4 情報をチェックしないため、すべてのパ
ケット フラグメントに適用されるものがあります。 レイヤ 4 情報を調べる ACE は、フラグメン
ト化された IP パケットのほとんどのフラグメントに標準的な方法では適用できません。 フラグメ
ントにレイヤ 4 情報が含まれておらず、ACE が一部のレイヤ 4 情報をチェックする場合、一致
ルールは次のように変更されます。
• フラグメント内のレイヤ 3 情報（TCP や UDP などのプロトコル タイプを含む）をチェック
する許可 ACE は、含まれていないレイヤ 4 情報の種類にかかわらず、フラグメントと一致
すると見なされます。
• レイヤ 4 情報をチェックする拒否 ACE は、フラグメントにレイヤ 4 情報が含まれていない
限り、フラグメントと一致しません。

例：ACE およびフラグメント化されたトラフィックとフラグメント化されていない
トラフィック
次のコマンドで構成され、フラグメント化された 3 つのパケットに適用されるアクセス リスト
102 を例に取って説明します。
Controller(config)#
Controller(config)#
Controller(config)#
Controller(config)#

access-list
access-list
access-list
access-list

102
102
102
102

permit tcp any host 10.1.1.1 eq smtp
deny tcp any host 10.1.1.2 eq telnet
permit tcp any host 10.1.1.2
deny tcp any any
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（注）

最初の 2 つの ACE には宛先アドレスの後に eq キーワードがありますが、これは既知の TCP
宛先ポート番号がそれぞれシンプル メール転送プロトコル（SMTP）および Telnet と一致する
かどうかをチェックすることを意味します。
• パケット A は、ホスト 10.2.2.2 のポート 65000 からホスト 10.1.1.1 の SMTP ポートに送信さ
れる TCP パケットです。 このパケットがフラグメント化された場合、レイヤ 4 情報がすべ
て揃っているため、完全なパケットである場合と同じように最初のフラグメントが最初の
ACE（permit）と一致します。 残りのフラグメントも最初の ACE と一致します。これは、そ
れらのフラグメントに SMTP ポート情報が含まれていなくても、最初の ACE が適用された
ときにレイヤ 3 情報だけをチェックするからです。 この例の情報は、パケットが TCP であ
ることと、宛先が 10.1.1.1 であることです。
• パケット B は、ホスト 10.2.2.2 のポート 65001 からホスト 10.1.1.2 の Telnet ポートに送信さ
れます。 このパケットがフラグメント化された場合、レイヤ 3 情報とレイヤ 4 情報がすべて
揃っているため、最初のフラグメントが 2 つめの ACE（deny）と一致します。 残りのフラグ
メントは、レイヤ 4 情報が含まれていないため、2 つめの ACE と一致しません。 残りのフ
ラグメントは 3 つめの ACE（permit）と一致します。
最初のフラグメントが拒否されたため、ホスト 10.1.1.2 は完全なパケットを再構成できず、
その結果、パケット B は拒否されます。 ただし、以降の許可されたフラグメントがネット
ワークの帯域幅を使用し、ホスト 10.1.1.2 がパケットを再構成しようとするときにホストの
リソースが消費されます。
• フラグメント化されたパケット C は、ホスト 10.2.2.2 のポート 65001 からホスト 10.1.1.3 の
ポート ftp に送信されます。 このパケットがフラグメント化された場合、最初のフラグメン
トが 4 つめの ACE（deny）と一致します。 ACE はレイヤ 4 情報をチェックせず、すべての
フラグメントのレイヤ 3 情報に宛先がホスト 10.1.1.3 であることが示され、前の permit ACE
は異なるホストをチェックしていたため、他のフラグメントもすべて 4 つめの ACE と一致
します。

ACL とスイッチ スタック
スイッチ スタックの ACL サポートは、スタンドアロン スイッチと同じです。 ACL の構成情報
は、スタック内のすべてのスイッチに送信されます。アクティブスイッチを含むスタック内のす
べてのスイッチでは、情報が処理され、ハードウェアがプログラムされます

アクティブ スイッチおよび ACL の機能
アクティブ スイッチにより、次の ACL 機能が実行されます。
• ACL 構成情報が処理され、情報がすべてのスタック メンバに送信されます。
• ACL 情報は、スタックに加入しているすべてのスイッチに配信されます。
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• （たとえば、十分なハードウェア リソースがないなど）何らかの理由で、ソフトウェアに
よってパケットが送信される必要がある場合、ACL をパケットに適用後にのみ、アクティブ
スイッチによってパケットが転送されます。
• そのハードウェアは、処理する ACL 情報でプログラムされます。

スタック メンバおよび ACL の機能
スタック メンバにより、次の ACL 機能が実行されます。
• スタック メンバでは、アクティブ スイッチから ACL 情報を受信し、ハードウェアがプログ
ラムされます。
• スタンバイ スイッチとして設定されたスタック メンバがアクティブ スイッチが失敗したイ
ベント内のアクティブ スイッチ機能を実行します。

アクティブ スイッチの障害および ACL
アクティブとスタンバイの両方のスイッチに ACL 情報があります。 アクティブ スイッチに障害
が発生すると、スタンバイが役割を引き継ぎます。新しいアクティブスイッチにより、すべての
スタック メンバーに ACL 情報が配信されます。

標準 IPv4 ACL および拡張 IPv4 ACL
ここでは、IP ACL について説明します。
ACL は、許可条件と拒否条件の順序付けられた集まりです。 スイッチは、アクセス リスト内の
条件を 1 つずつ調べ、パケットをテストします。 最初に一致した条件によって、スイッチがパ
ケットを受け入れるか拒否するかが決定されます。 スイッチは一致する最初の条件が見つかった
時点でパケットのテストを停止するため、条件の順序が重要な意味を持ちます。 一致する条件が
ない場合、スイッチはパケットを拒否します。
このソフトウェアは、IPv4 について次の ACL（アクセス リスト）をサポートします。
• 標準 IP アクセス リストでは、照合操作に送信元アドレスを使用します。
• 拡張 IP アクセス リストでは、照合操作に送信元アドレスと宛先アドレスを使用し、任意で
プロトコル タイプ情報を使用して制御のきめ細かさを高めることもできます。

IPv4 ACL スイッチでサポートされていない機能
このスイッチで IP v4ACL を設定する手順は、他の Cisco スイッチやルータで IP v4ACL を設定す
る手順と同じです。
このスイッチは、Cisco IOS ルータの ACL に関連する次の機能をサポートしていません。
• 非 IP プロトコル ACL またはブリッジ グループ ACL
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• IP アカウンティング
• 着信および発信レート制限（QoS ACL によるレート制限を除く）
• 再帰 ACL およびダイナミック ACL はサポートされていません。 （スイッチのクラスタリン
グ機能で使用される特別なダイナミック ACL を除く）
• ポート ACL および VLAN マップに関する ACL ロギング

アクセス リスト番号
ACL を識別するために使用する番号は、作成するアクセス リストのタイプを表します。
次の一覧に、アクセス リスト番号と対応するアクセス リスト タイプを挙げ、このスイッチでサ
ポートされているかどうかを示します。 このスイッチは、IPv4 標準アクセス リストおよび拡張ア
クセス リスト（1 ～ 199 および 1300 ～ 2699）をサポートします。
表 17：アクセス リスト番号

アクセス リスト番号

Type

サポートあり

1 ～ 99

IP 標準アクセス リスト

Yes

100 ～ 199

IP 拡張アクセス リスト

Yes

200 ～ 299

プロトコル タイプコード アクセス リスト

No

300 ～ 399

DECnet アクセス リスト

No

400 ～ 499

XNS 標準アクセス リスト

No

500 ～ 599

XNS 拡張アクセス リスト

No

600 ～ 699

AppleTalk アクセス リスト

No

700 ～ 799

48 ビット MAC アドレス アクセス リスト

No

800 ～ 899

IPX 標準アクセス リスト

No

900 ～ 999

IPX 拡張アクセス リスト

No

1000 ～ 1099

IPX SAP アクセス リスト

No

1100 ～ 1199

拡張 48 ビット MAC サマリー アドレス アクセス リ No
スト

1200 ～ 1299

IPX サマリー アドレス アクセス リスト

No
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アクセス リスト番号

Type

サポートあり

1300 ～ 1999

IP 標準アクセス リスト（拡張範囲）

Yes

2000 ～ 2699

IP 拡張アクセス リスト（拡張範囲）

Yes

番号付き標準 ACL および番号付き拡張 ACL に加え、サポートされる番号を使用して名前付き標
準 ACL および名前付き拡張 ACL も作成できます。 標準 IP ACL の名前は 1 ～ 99 で、拡張 IP ACL
の名前は 100 ～ 199 です。 番号付きリストの代わりに名前付き ACL を使用することには、エン
トリを個別に削除できるという利点があります。

番号付き標準 IPv4 ACL
ACL を作成するときには、ACL の末尾にデフォルトで暗黙的な deny ステートメントが追加され、
ACL の終わりに到達するまで一致する条件が見つからなかったすべてのパケットに適用されるこ
とに注意してください。 標準アクセス リストでは、関連付けられた IP ホスト アドレス ACL の指
定からマスクを省略すると、0.0.0.0 がマスクと見なされます。
スイッチは、host 一致条件があるエントリと don't care マスク 0.0.0.0 を含む一致条件があるエン
トリがリストの先頭に移動し、0 以外の don't care マスクを含むエントリよりも前に位置するよう
に、標準アクセス リストの順序を書き換えます。 そのため、show コマンドの出力やコンフィギュ
レーション ファイルでは、ACE が必ずしも入力されたとおりの順序で配置されません。
作成した番号付き標準 IPv4 ACL を端末回線、インターフェイス、または VLAN に適用できます。

番号付き拡張 IPv4 ACL
標準 ACL では照合に送信元アドレスだけを使用しますが、拡張 ACL では、照合操作に送信元ア
ドレスと宛先アドレスを使用でき、任意でプロトコル タイプ情報を使用して制御のきめ細かさを
高めることができます。 番号付き拡張アクセス リストの ACE を作成するときには、作成した
ACE がリストの末尾に追加されることに注意してください。 番号付きリストでは、ACE の順序
を変更したり、リスト内の特定の場所に対して ACE を追加または削除したりできません。
このスイッチは、ダイナミックまたはリフレクシブ アクセス リストをサポートしていません。
また、タイプ オブ サービス（ToS）の minimize-monetary-cost ビットに基づくフィルタリングもサ
ポートしていません。
一部のプロトコルには、特定のパラメータやキーワードも適用されます。
拡張 TCP、UDP、ICMP、IGMP、またはその他の IP ACL を定義できます。 また、このスイッチ
はこれらの IP プロトコルをサポートします。

（注）

ICMP エコー応答はフィルタリングできません。 他の ICMP コードまたはタイプは、すべて
フィルタリングできます。
これらの IP プロトコルがサポートされます。
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• 認証ヘッダー プロトコル（ahp）
• 暗号ペイロード（esp）
• Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（eigrp）
• 総称ルーティング カプセル化（gre）
• インターネット制御メッセージ プロトコル（icmp）
• インターネット グループ管理プロトコル（igmp）
• すべての内部プロトコル（ip）
• IP in IP トンネリング（ipinip）
• KA9Q NOS 互換 IP over IP トンネリング（nos）
• Open Shortest Path First ルーティング（ospf）
• ペイロード圧縮プロトコル（pcp）
• プロトコル独立型マルチキャスト（pim）
• 伝送制御プロトコル（tcp）
• ユーザ データグラム プロトコル（udp）

名前付き IPv4 ACL
IPv4 ACL を識別する手段として、番号ではなく英数字のストリング（名前）を使用できます。 名
前付き ACL を使用すると、ルータ上で番号付きアクセス リストの場合より多くの IPv4 アクセス
リストを設定できます。アクセスリストの識別手段として名前を使用する場合のモードとコマン
ド構文は、番号を使用する場合とは多少異なります。 ただし、IP アクセス リストを使用するすべ
てのコマンドを名前付きアクセス リストで使用できるわけではありません。

（注）

標準 ACL または拡張 ACL に指定する名前は、アクセス リスト番号のサポートされる範囲内
の番号にすることもできます。 標準 IP ACL の名前は 1 ～ 99 で、拡張 IP ACL の名前は 100 ～
199 です。 番号付きリストの代わりに名前付き ACL を使用することには、エントリを個別に
削除できるという利点があります。
名前付き ACL を設定するには、次のガイドラインを考慮してください。
• また、番号付き ACL も使用できます。
• VLAN マップには、標準 ACL または拡張 ACL（名前付きまたは番号付き）を使用できます。
• IPv4 の QoS ACL を使用する場合、class-map {match-all | match-any} class-map-name グローバ
ル コンフィギュレーション コマンドを入力する場合に、次の match コマンドを使用できま
す。
◦ match access-group acl-name
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（注）

ACL は、名前付き拡張 ACL にする必要があります。

◦ match input-interface interface-id-list
◦ match ip dscp dscp-list
◦ match ip precedence ip-precedence-list
match access-group acl-index コマンドは入力できません。

ACL ロギング
標準 IP アクセス リストによって許可または拒否されたパケットに関するログ メッセージが、ス
イッチのソフトウェアによって表示されます。 つまり、ACL と一致するパケットがあった場合
は、そのパケットに関するログ通知メッセージがコンソールに送信されます。 コンソールに表示
されるメッセージのレベルは、Syslog メッセージを制御するロギング コンソール コマンドで制御
されます。

（注）

ルーティングはハードウェアで、ロギングはソフトウェアで実行されます。したがって、log
キーワードを含む許可（permit）または拒否（deny）ACE と一致するパケットが多数存在する
場合、ソフトウェアはハードウェアの処理速度に追いつくことができないため、一部のパケッ
トはロギングされない場合があります。
ACLを起動した最初のパケットについては、ログ メッセージがすぐに表示されますが、それ以降
のパケットについては、5 分間の収集時間が経過してから表示またはロギングされます。 ログ
メッセージにはアクセス リスト番号、パケットの許可または拒否に関する状況、パケットの送信
元 IP アドレス、および直前の 5 分間に許可または拒否された送信元からのパケット数が示されま
す。

ハードウェアおよびソフトウェアによる IP ACL の処理
ACL 処理はハードウェアで実行されます。 ハードウェアで ACL の設定を保存する領域が不足す
ると、そのインターフェイス上のすべてのパケットがドロップします。

（注）

スイッチまたはスタック メンバーのリソース不足が原因でハードウェアに ACL を設定できな
い場合、影響を受けるのは、スイッチに着信した該当 VLAN 内のトラフィックだけです。 パ
ケットのソフトウェア転送が発生すると、消費される CPU サイクル数に応じて、スイッチま
たはスイッチ スタックのパフォーマンスが低下することがあります。
ルータ ACL の場合は、次の場合にパケットが CPU に送信されることがあります。
• log キーワードを使用する。
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• ICMP 到達不能メッセージを生成する。
トラフィック フローのロギングと転送の両方を行う場合、転送はハードウェアで処理されます
が、ロギングはソフトウェアで処理する必要があります。 ハードウェアとソフトウェアではパ
ケット処理能力が異なるため、ロギング中であるすべてのフロー（許可フローと拒否フロー）の
合計帯域幅が非常に大きい場合は、転送されたパケットの一部をロギングできません。
ルータ ACL の設定をハードウェアに適用できない場合、VLAN に着信したルーティング対象パ
ケットはソフトウェアでルーティングされますが、ブリッジングはハードウェアで行われます。
ACL により多数のパケットが CPU に送信されると、スイッチのパフォーマンスが低下する可能性
があります。
show ip access-lists 特権 EXEC コマンドを入力した場合、表示される一致カウントには、ハード
ウェアでアクセスが制御されるパケットは含まれません。 スイッチド パケットとルーテッド パ
ケットに関する基本ハードウェア ACL 統計情報を取得するには、show access-lists hardware counters
show platform acl counters hardware 特権 EXEC コマンドを使用します。
ルータ ACL の機能は、次のとおりです。
• 標準 ACL および拡張 ACL（入力および出力）の許可アクションや拒否アクションをハード
ウェアで制御し、アクセス コントロールのセキュリティを強化します。
• ip unreachables がディセーブルの場合、log を指定しないと、セキュリティ ACL の拒否ス
テートメントと一致するフローがハードウェアによってドロップされます。 許可ステートメ
ントと一致するフローは、ハードウェアでスイッチングされます。
• ルータ ACL の ACE に log キーワードを追加すると、パケットのコピーが CPU に送信され、
ロギングだけが行われます。 ACE が許可ステートメントの場合も、パケットはハードウェ
アでスイッチングおよびルーティングされます。

VLAN マップの設定時の注意事項
VLAN マップは、VLAN 内でフィルタリングを制御する唯一の方法です。 VLAN マップには方向
の指定がありません。 VLAN マップを使用して、特定の方向のトラフィックをフィルタリングす
るには、特定の送信元または宛先アドレスが指定された ACL を追加する必要があります。 VLAN
マップ内に該当パケット タイプ（IP または MAC）に対する match 句がある場合、デフォルトで
は、マップ内のどのエントリにも一致しないパケットはドロップされます。該当パケットタイプ
に対する match コマンドがない場合、デフォルトでは、パケットが転送されます。
次は、VLAN マップ設定の注意事項です。
• インターフェイスでトラフィックを拒否するように設定された ACL がなく、VLAN マップ
が設定されていない場合、すべてのトラフィックが許可されます。
• 各 VLAN マップは一連のエントリで構成されます。 VLAN マップのエントリの順序は重要
です。 スイッチに着信したパケットは、VLAN マップの最初のエントリに対してテストされ
ます。 一致した場合は、VLAN マップのその部分に指定されたアクションが実行されます。
一致しなかった場合、パケットはマップ内の次のエントリに対してテストされます。
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• 該当パケット タイプ（IP または MAC）に対する match 句が VLAN マップに 1 つまたは複数
ある場合でも、パケットがそれらの match 句に一致しない場合、デフォルトではパケットが
ドロップされます。 該当パケット タイプに対する match 句が VLAN マップ内にない場合、
デフォルトではパケットが転送されます。
• 多数の ACL が設定されている場合は、システムの起動に時間がかかることがあります。
• VLAN マップのロギングはサポートされていません。
• レイヤ 2 インターフェイスに適用された IP アクセス リストまた MAC アクセス リストがス
イッチにあって、ポートが属する VLAN に VLAN マップを適用する場合、ポート ACL が
VLAN マップに優先します。
• ハードウェアに VLAN マップの設定を適用できない場合は、その VLAN 内のすべてのパケッ
トがドロップします。
• プライマリ VLAN およびセカンダリ VLAN で VLAN マップを設定できます ただし、プライ
ベート VLAN のプライマリおよびセカンダリ VLAN に同じ VLAN マップを設定することを
推奨します。
• フレームがプライベート VLAN 内で転送されるレイヤ 2 の場合、同じ VLAN マップが入力
側と出力側の両方に適用されます。 フレームがプライベート VLAN の内側から外部ポート
にルーティングされる場合、プライベート VLAN マップが入力側に適用されます。
◦ フレームがホスト ポートから無差別ポートにアップストリームで送信される場合は、セ
カンダリ VLAN で設定された VLAN マップが適用されます。
◦ フレームが無差別ポートからホスト ポートにダウンストリームで送信される場合は、プ
ライマリ VLAN で設定された VLAN マップが適用されます。
プライベート VLAN の特定 IP トラフィックをフィルタリングするには、プライマリ
VLAN およびセカンダリ VLAN の両方に VLAN マップを適用する必要があります。

VLAN マップとルータ ACL
ブリッジングされたトラフィックおよびルーティングされたトラフィックの両方に対してアクセ
ス コントロールを行うには、VLAN マップを単独で使用するか、またはルータ ACL と VLAN マッ
プを組み合わせて使用します。 入力と出力両方のルーテッド VLAN インターフェイスでルータ
ACL を定義したり、ブリッジングされたトラフィックのアクセスをコントロールする VLAN マッ
プを定義したりできます。
パケット フローが ACL 内 VLAN マップの deny ステートメントと一致した場合、ルータ ACL の
設定に関係なく、パケット フローは拒否されます。

（注）

ルータ ACL を VLAN マップと組み合わせて使用し、ルータ ACL でのロギングを必要とする
パケットが VLAN マップで拒否された場合、これらのパケットはロギングされません。
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該当パケット タイプ（IP または MAC）に対する match 句が VLAN マップにある場合でも、パケッ
トがそのタイプに一致しない場合、デフォルトではパケットがドロップされます。 VLAN マップ
内に match 句がなく、アクションが指定されていない場合、どの VLAN マップ エントリとも一致
しないパケットは転送されます。

VLAN マップとルータ ACL の設定時の注意事項
ここに記載された注意事項は、ルータ ACL および VLAN マップを同じ VLAN 上で使用する必要
がある設定に適用されます。 ルータ ACL および VLAN マップを異なる VLAN に割り当てる設定
には、これらの注意事項は適用されません。
スイッチ ハードウェアは、方向（入力および出力）ごとにセキュリティ ACL を 1 回検索します。
したがって、ルータ ACL および VLAN マップを同じ VLAN に設定する場合は、これらを統合す
る必要があります。 ルータ ACL と VLAN マップを統合すると、ACE の数が膨大になる場合があ
ります。
ルータ ACL および VLAN マップを同じ VLAN に設定する必要がある場合は、ルータ ACL と VLAN
マップの両方の設定に関し、ここで説明する注意事項に従ってください。
• VLAN インターフェイス上の各方向（入力および出力）に VLAN マップおよびルータの ACL
を 1 つずつに限り設定できます。
• 可能な限り、すべてのエントリのアクションが同一で、末尾のデフォルト アクションだけが
反対のタイプとなるように ACL を記述します。 次のいずれかの形式を使用して、ACL を記
述します。
permit... permit... permit... deny ip any any
または
deny... deny... deny... permit ip any any
• ACL 内で複数のアクション（許可、拒否）を定義する場合は、それぞれのアクション タイ
プをまとめて、エントリ数を削減します。
• ACL 内にレイヤ 4 情報を指定しないでください。レイヤ 4 情報を追加すると、統合プロセス
が複雑になります。 ACL のフィルタリングが、full-flow（送信元 IP アドレス、宛先 IP アド
レス、プロトコル、およびプロトコル ポート）でなく、IP アドレス（送信元および宛先）に
基づいて行われる場合に、最適な統合結果が得られます。 可能な限り、IP アドレスには don’t
care ビットを使用してください。
IP ACE とレイヤ 4 情報を含む TCP/UDP/ICMP ACE が両方とも ACL 内に存在し、full-flow
モードを指定する必要があるときは、レイヤ 4 ACE をリストの末尾に配置します。 この結
果、IP アドレスに基づくトラフィックのフィルタリングが優先されます。

VACL ロギング
VACL ロギングを設定する場合は、次の状況で拒否された IP パケットに対して Syslog メッセージ
が生成されます。

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリー
ズ）
178

OL-28525-02-J

IPv4 ACL の設定
ACL の時間範囲

• 一致する最初のパケットを受信した場合
• 最後の 5 分間に一致するパケットを受信した場合
• 5 分経過する前にしきい値に達している場合
ログ メッセージはフロー単位で生成されます。 フローは、同じ IP アドレスおよびレイヤ 4（UDP
または TCP）ポート番号を持つパケットとして定義されます。 フローで 5 分間パケットを受信し
ない場合、そのフローはキャッシュから削除されます。 Syslog メッセージが生成されると、タイ
マーおよびパケット カウンタがリセットされます。
VACL ロギングの制限事項は次のとおりです。
• 拒否された IP パケットだけが記録されます。
• 発信ポート ACL でロギングが必要なパケットは、VACL で拒否された場合、ロギングされま
せん。

ACL の時間範囲
time-range グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用することによって、時刻および曜
日に基づいて拡張 ACL を選択的に適用できます。 まず、時間範囲の名前を定義し、その時間範
囲内の時刻および日付または曜日を設定します。 次に、ACL を適用してアクセス リストに制限
を設定するときに時間範囲を入力します。 時間範囲を使用すると、ACLの許可ステートメントま
たは拒否ステートメントの有効期間（指定期間内や指定曜日など）を定義できます。 time-range
キーワードおよび引数については、名前付きおよび番号付き拡張 ACLタスクの表を参照してくだ
さい。
時間範囲を使用するいくつかの利点を次に示します。
• アプリケーションなどのリソース（IPアドレスとマスクのペア、およびポート番号で識別）
へのユーザ アクセスをより厳密に許可または拒否できます。
• ログ メッセージを制御できます。 ACL エントリを使用して特定の時刻に関してのみトラ
フィックをロギングできるため、 ピーク時間に生成される多数のログを分析しなくても、簡
単にアクセスを拒否できます。
時間ベースのアクセス リストを使用すると、CPU に負荷が生じます。これは、アクセス リストの
新規設定を他の機能や、ハードウェア メモリにロードされた結合済みの設定とマージする必要が
あるためです。そのため、複数のアクセスリストが短期間に連続して（互いに数分以内に）有効
となるような設定とならないように注意する必要があります。

（注）

時間範囲は、スイッチのシステム クロックに基づきます。したがって、信頼できるクロック
ソースが必要です。 ネットワーク タイム プロトコル（NTP）を使用してスイッチ クロックを
同期させることを推奨します。
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関連トピック
ACL の時間範囲の設定, （191 ページ）

IPv4 ACL のインターフェイスに関する注意事項
ip access-group インターフェイス コンフィギュレーション コマンドをレイヤ 3 インターフェイス
（SVI、レイヤ 3 EtherChannel、またはルーテッド ポート）に適用するには、そのインターフェイ
スに IP アドレスが設定されている必要があります。 レイヤ 3 アクセス グループは、CPU のレイ
ヤ 3 プロセスによってルーティングまたは受信されるパケットをフィルタリングします。 このグ
ループは、VLAN 内でブリッジングされるパケットに影響を与えません。
着信 ACL の場合、スイッチはパケットの受信後に ACL とパケットを照合します。 ACL がパケッ
トを許可する場合、スイッチはパケットの処理を継続します。 ACLがパケットを拒否する場合、
スイッチはパケットを廃棄します。
発信 ACLの場合、パケットを受信し制御対象インターフェイスにルーティングしたあと、スイッ
チはパケットを ACL と照合します。 ACL がパケットを許可した場合は、スイッチはパケットを
送信します。 ACL がパケットを拒否する場合、スイッチはパケットを廃棄します。
デフォルトでは、パケットが廃棄された場合は、その原因が入力インターフェイスの ACLまたは
発信インターフェイスの ACL のいずれであっても、常に入力インターフェイスから ICMP 到達不
能メッセージが送信されます。 ICMP 到達不能メッセージは通常、入力インターフェイス 1 つに
つき、0.5 秒ごとに 1 つだけ生成されます。ただし、この設定は ip icmp rate-limit unreachable グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して変更できます。
未定義の ACL をインターフェイスに適用すると、スイッチは ACL がインターフェイスに適用さ
れていないと判断し、すべてのパケットを許可します。ネットワークセキュリティのために未定
義の ACL を使用する場合は、このような結果が生じることに注意してください。
関連トピック
インターフェイスへの IPv4 ACL の適用, （195 ページ）
ACL によるネットワーク セキュリティの設定の制約事項, （162 ページ）

ACL の設定方法
IPv4 ACL の設定
このスイッチで IP ACL を使用する手順は次のとおりです。
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手順の概要
1. アクセス リストの番号または名前とアクセス条件を指定して、ACL を作成します。
2. その ACL をインターフェイスまたは端末回線に適用します。 標準および拡張 IP ACL を VLAN
マップに適用することもできます。

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

アクセス リストの番号または名前とアクセス条件を指定して、ACL を作成しま
す。

ステップ 2

その ACL をインターフェイスまたは端末回線に適用します。 標準および拡張 IP
ACL を VLAN マップに適用することもできます。

目的

番号制標準 ACL の作成
番号付き標準 ACL を作成するには、次の手順に従ってください。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. access-list access-list-number {deny | permit} source source-wildcard [log | smartlog]
4. end
5. show running-config
6. 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

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。 パスワードを入力します
（要求された場合）。

例：
Controller> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Controller# configure terminal

ステップ 3

access-list access-list-number {deny 送信元アドレスとワイルドカードを使用して標準 IPv4 アクセス リス
| permit} source source-wildcard
トを定義します。
[log | smartlog]
access-list-number 値は、1 ～ 99 または 1300 ～ 1999 の範囲の 10 進数
値です。
例：
Controller(config)# access-list
2 deny your_host

条件が一致した場合にアクセスを拒否する場合は deny、許可する場
合は permit を指定します。
source には、パケットの送信元となるネットワークまたはホストの
アドレスを次の形式で指定します。
• ドット付き 10 進表記による 32 ビット長の値。
• キーワード any は 0.0.0.0 255.255.255.255 という source および
source-wildcard の省略形です。 source-wildcard を入力する必要
はありません。
• キーワード host は送信元および source 0.0.0.0 の source-wildcard
の省略形です。
（任意）source-wildcard は、ワイルドカード ビットを送信元アドレ
スに適用します。
（任意）log を入力すると、エントリと一致するパケットの詳細を示
すロギング メッセージがコンソールに送信されます。
（任意）smartlog を指定すると、拒否または許可されたパケットの
コピーが NetFlow 収集装置に送信されます。
（注）

ステップ 4

end

ロギングは、レイヤ 3 インターフェイスに割り当てられた
ACL でだけサポートされます。 スマート ロギングは、レ
イヤ 2 インターフェイスに割り当てられた ACL でだけサ
ポートされます。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Controller# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
例：
Controller# copy running-config
startup-config

関連トピック
VLAN マップの設定, （200 ページ）

番号付き拡張 ACL の作成
番号付き拡張 ACL を作成するには、次の手順に従ってください。

手順の概要
1. configure terminal
2. access-list access-list-number {deny | permit} protocol source source-wildcard destination
destination-wildcard [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [log [log-input] | [smartlog ]
[time-range time-range-name] [dscp dscp]
3. access-list access-list-number {deny | permit} tcp source source-wildcard [operator port] destination
destination-wildcard [operator port] [established] [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [log
[log-input] | [smartlog ] [time-range time-range-name] [dscp dscp] [flag]
4. access-list access-list-number {deny | permit} udp source source-wildcard [operator port] destination
destination-wildcard [operator port] [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [log [log-input] |
[smartlog ] [time-range time-range-name] [dscp dscp]
5. access-list access-list-number {deny | permit} icmp source source-wildcard destination
destination-wildcard [icmp-type | [[icmp-type icmp-code] | [icmp-message]] [precedence precedence]
[tos tos] [fragments] [log [log-input] | [smartlog ] [time-range time-range-name] [dscp dscp]
6. access-list access-list-number {deny | permit} igmp source source-wildcard destination
destination-wildcard [igmp-type] [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [log [log-input] |
[smartlog ] [time-range time-range-name] [dscp dscp]
7. end
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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：
Controller# configure terminal

ステッ
プ2

access-list access-list-number {deny |
permit} protocol source source-wildcard
destination destination-wildcard
[precedence precedence] [tos tos]
[fragments] [log [log-input] | [smartlog
] [time-range time-range-name] [dscp
dscp]
例：
Controller(config)# access-list
101 permit ip host 10.1.1.2 any
precedence 0 tos 0 log

拡張 IPv4 アクセス リストおよびアクセス条件を定義します。
access-list-number には、100 ～ 199 または 2000 ～ 2699 の 10 進数を指定
します。
条件が一致した場合にパケットを拒否する場合は deny、許可する場合
は permit を指定します。
protocol には、IP プロトコルの名前または番号を入力します。指定には
ahp、eigrp、esp、gre、icmp、igmp、igrp、ip、ipinip、nos、ospf、pcp、
pim、tcp、udp、または IP プロトコル番号を表す 0 ～ 255 の整数を使用
できます。 一致条件としてインターネット プロトコル（ICMP、TCP、
UDP など）を指定するには、キーワード ip を使用します。
この手順には、ほとんどの IP プロトコルのオプションが含ま
れています。 TCP、UDP、ICMP、および IGMP の追加のパラ
メータについては、次のステップを参照してください。
source には、パラメータの送信元であるネットワークまたはホストの番
号を指定します。
（注）

source-wildcard は、ワイルドカード ビットを送信元アドレスに適用しま
す。
destination には、パラメータの宛先であるネットワークまたはホストの
番号を指定します。
destination-wildcard は、ワイルドカード ビットを宛先アドレスに適用し
ます。
source、source-wildcard、destination、および destination-wildcard の値は、
次の形式で指定します。
• ドット付き 10 進表記による 32 ビット長の値。
• 0.0.0.0 255.255.255.255（任意のホスト）を表すキーワード any。
• 単一のホスト 0.0.0.0 を表すキーワード host。
その他のキーワードはオプションであり、次の意味を持ちます。
• precedence：パケットを 0 ～ 7 の番号または名前で指定する優先度
と一致させる場合に入力します。指定できる値は、routine（0）、
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priority（1）、immediate（2）、flash（3）、flash-override（4）、
critical（5）、internet（6）、network（7）です。
• fragments：2 つめ以降のフラグメントをチェックする場合に入力
します。
• tos：パケットを 0 ～ 15 の番号または名前で指定するサービス タ
イプ レベルと一致させる場合に入力します。指定できる値は、
normal（0）、max-reliability（2）、max-throughput（4）、
min-delay（8）です。
• log：エントリと一致するパケットに関するログ通知メッセージを
作成し、コンソールに送信します。log-input を指定すると、ログ
エントリに入力インターフェイスが追加されます。
• smartlog：拒否または許可されたパケットのコピーを NetFlow 収集
装置に送信するためにスマート ロギングがグローバルでイネーブ
ルな場合に指定します。
• time-range：時間範囲名を指定します。
• dscp：0 ～ 63 の番号で指定された DSCP 値を使用してパケットを
照合します。疑問符（?）を使用すると、使用可能な値のリストが
表示されます。
（注）

ステッ
プ3

access-list access-list-number {deny |
permit} tcp source source-wildcard
[operator port] destination
destination-wildcard [operator port]
[established] [precedence precedence]
[tos tos] [fragments] [log [log-input] |
[smartlog ] [time-range
time-range-name] [dscp dscp] [flag]
例：
Controller(config)# access-list
101 permit tcp any any eq 500

dscp 値を入力した場合、tos または precedence は入力できま
せん。 dscp を入力しない場合は、tos と precedence 値の両方
を入力できます。

拡張 TCP アクセス リストおよびアクセス条件を定義します。
次に示す例外を除き、拡張 IPv4 ACL に対して説明するパラメータと同
じパラメータを使用します。
（任意）operator および port を入力すると、送信元ポート（source
source-wildcard の後に入力した場合）または宛先ポート（destination
destination-wildcard の後に入力した場合）が比較されます。 使用可能な
演算子は、eq（等しい）、gt（より大きい）、lt（より小さい）、neq
（等しくない）、range（包含範囲）などです。 演算子にはポート番号
を指定する必要があります（range の場合は 2 つのポート番号をスペー
スで区切って指定する必要があります）。
port には、10 進数（0 ～ 65535）のポート番号または TCP ポート名を入
力します。 TCP をフィルタリングするときには、TCP ポートの番号ま
たは名前だけを使用します。
他のオプションのキーワードの意味は次のとおりです。
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• established：確立された接続と照合する場合に入力します。 この
キーワードは、ack または rst フラグでの照合と同じ機能を果たし
ます。
• flag：指定された TCP ヘッダー ビットを基準にして照合します。
入力できるフラグは、ack（確認応答）、fin（終了）、psh（プッ
シュ）、rst（リセット）、syn（同期）、またはurg（緊急）です。

ステッ
プ4

access-list access-list-number {deny |
permit} udp source source-wildcard
[operator port] destination
destination-wildcard [operator port]
[precedence precedence] [tos tos]
[fragments] [log [log-input] | [smartlog
] [time-range time-range-name] [dscp
dscp]

（任意）拡張 UDP アクセス リストおよびアクセス条件を定義します。
UDP パラメータは TCP の説明にあるパラメータと同じです。ただし、
[operator [port]] ポート番号またはポート名は、UDP ポートの番号または
名前でなければなりません。また、UDP では、flag および established
キーワードは無効です。

例：
Controller(config)# access-list
101 permit udp any any eq 100

ステッ
プ5

access-list access-list-number {deny |
permit} icmp source source-wildcard
destination destination-wildcard
[icmp-type | [[icmp-type icmp-code] |
[icmp-message]] [precedence
precedence] [tos tos] [fragments] [log
[log-input] | [smartlog ] [time-range
time-range-name] [dscp dscp]

拡張 ICMP アクセス リストおよびアクセス条件を定義します。
ICMP パラメータは拡張 IPv4 ACL の IP プロトコルの説明にあるパラ
メータとほとんど同じですが、ICMP メッセージ タイプおよびコード
パラメータが追加されています。 オプションのキーワードの意味は次
のとおりです。
• icmp-type：ICMP メッセージ タイプでフィルタリングする場合に
入力します。指定できる値の範囲は、0 ～ 255 です。

例：
Controller(config)# access-list
101 permit icmp any any 200

• icmp-code：ICMP パケットを ICMP メッセージ コード タイプでフィ
ルタリングする場合に入力します。指定できる値の範囲は、0 ～
255 です。
• icmp-message：ICMP パケットを ICMP メッセージ タイプ名または
ICMP メッセージ タイプとコード名でフィルタリングする場合に
入力します。

ステッ
プ6

access-list access-list-number {deny |
permit} igmp source source-wildcard
destination destination-wildcard
[igmp-type] [precedence precedence]
[tos tos] [fragments] [log [log-input] |
[smartlog ] [time-range
time-range-name] [dscp dscp]

（任意）拡張 IGMP アクセス リストおよびアクセス条件を定義します。
IGMP パラメータは拡張 IPv4 ACL の IP プロトコルの説明にあるパラ
メータとほとんど同じですが、次に示すオプションのパラメータが追加
されています。
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例：

igmp-type：IGMP メッセージ タイプと照合するには、0 ～ 15 の番号を
入力するか、またはメッセージ名である dvmrp、host-query、
host-report、pim、または trace を入力します。

Controller(config)# access-list
101 permit igmp any any 14

ステッ
プ7

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

関連トピック
VLAN マップの設定, （200 ページ）

名前付き標準 ACL の作成
名前を使用して標準 ACL を作成するには、次の手順に従ってください。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ip access-list standard name
4. 次のいずれかを使用します。
• deny {source [source-wildcard] | host source | any} [log | smartlog]
• permit {source [source-wildcard] | host source | any} [log | smartlog]
5. end
6. show running-config
7. 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

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。 パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Controller> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し
ます。

例：
Controller# configure terminal

ステップ 3

ip access-list standard name
例：
Controller(config)# ip access-list standard
20

ステップ 4

名前を使用して標準 IPv4 アクセス リストを定義し、
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。
名前には、1 ～ 99 の番号を使用できます。

次のいずれかを使用します。

アクセス リスト コンフィギュレーション モードで、
パケットを転送するのかドロップするのかを決定す
• deny {source [source-wildcard] | host source
る1つ以上の拒否条件または許可条件を指定します。
| any} [log | smartlog]
• permit {source [source-wildcard] | host
source | any} [log | smartlog]

例：

• host source：source 0.0.0.0 の送信元および送信
元ワイルドカード。
• any：source および source wildcard の値 0.0.0.0
255.255.255.255

Controller(config-std-nacl)# deny
192.168.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0
0.0.255.255

または
Controller(config-std-nacl)# permit
10.108.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 0.0.0.0

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config-std-nacl)# end
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Controller# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Controller# copy running-config
startup-config

名前付き拡張 ACL の作成
名前を使用して拡張 ACL を作成するには、次の手順に従ってください。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ip access-list extended name
4. {deny | permit} protocol {source [source-wildcard] | host source | any} {destination [destination-wildcard]
| host destination | any} [precedence precedence] [tos tos] [established] [log | smartlog] [time-range
time-range-name]
5. end
6. show running-config
7. 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

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。 パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Controller> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Controller# configure terminal

ステップ 3

ip access-list extended name
例：

ステップ 4

名前を使用して拡張 IPv4 アクセス リストを定義し、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。

Controller(config)# ip access-list
extended 150

名前には、100 ～ 199 の番号を使用できます。

{deny | permit} protocol {source
[source-wildcard] | host source | any}
{destination [destination-wildcard] | host
destination | any} [precedence precedence] [tos
tos] [established] [log | smartlog] [time-range
time-range-name]

アクセス リスト コンフィギュレーション モードで、許
可条件または拒否条件を指定します。 log キーワードを
使用して、違反を含む、アクセス リスト ロギング メッ
セージを取得します。
• host source：source 0.0.0.0 の送信元および送信元ワ
イルドカード。

例：
Controller(config-ext-nacl)# permit 0 any
any

• host destintation：destination 0.0.0.0 の宛先および宛
先ワイルドカード
• any：source および source wildcard の値または
destination および destination wildcard の値である
0.0.0.0 255.255.255.255

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config-ext-nacl)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Controller# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Controller# copy running-config
startup-config
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拡張 ACL を作成するときには、ACL の末尾にデフォルトで暗黙的な deny ステートメントが追加
され、ACL の終わりに到達するまで一致する条件が見つからなかったすべてのパケットに適用さ
れることに注意してください。 標準 ACL では、関連付けられた IP ホスト アドレス アクセス リ
ストの指定からマスクを省略すると、0.0.0.0 がマスクと見なされます。
ACL の作成後に追加したエントリは、リストの末尾に追加されます。 ACL エントリを特定の ACL
に選択的に追加できません。 ただし、no permit および no deny アクセス リスト コンフィギュレー
ション モード コマンドを使用すると、名前付き ACL からエントリを削除できます。
番号付き ACL ではなく名前付き ACL を使用する理由の 1 つとして、名前付き ACL では行を選択
して削除できることがあります。

次の作業
作成した名前付き ACL は、インターフェイスまたは VLAN に適用できます。

ACL の時間範囲の設定
ACL の時間範囲パラメータを設定するには、次の手順に従ってください。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. time-range time-range-name
4. 次のいずれかを使用します。
• absolute [start time date] [end time date]
• periodic day-of-the-week hh:mm to [day-of-the-week] hh:mm
• periodic {weekdays | weekend | daily} hh:mm to hh:mm
5. end
6. show running-config
7. 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

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。 パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Controller(config)# enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Controller# configure terminal

ステップ 3

time-range time-range-name
例：
Controller(config)# time-range workhours

ステップ 4

次のいずれかを使用します。
• absolute [start time date] [end time date]
• periodic day-of-the-week hh:mm to
[day-of-the-week] hh:mm
• periodic {weekdays | weekend | daily}
hh:mm to hh:mm

作成する時間範囲には意味のある名前（workhours な
ど）を割り当て、時間範囲コンフィギュレーションモー
ドを開始します。 名前にスペースや疑問符を含めるこ
とはできません。また、文字から始める必要がありま
す。
適用対象の機能がいつ動作可能になるかを指定します。
• 時間範囲には、absolute ステートメントを 1 つだ
け使用できます。 複数の absolute ステートメント
を設定した場合は、最後に設定したステートメン
トだけが実行されます。
• 複数の periodic ステートメントを入力できます。
たとえば、平日と週末に異なる時間を設定できま
す。

例：
Controller(config-time-range)# absolute
start 00:00 1 Jan 2006 end 23:59 1 Jan
2006

設定例を参照してください。

または
Controller(config-time-range)# periodic
weekdays 8:00 to 12:00

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Controller# show running-config
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Controller# copy running-config
startup-config

次の作業
複数の項目をそれぞれ異なる時間に有効にする場合は、上記の手順を繰り返してください。
関連トピック
ACL の時間範囲, （179 ページ）

端末回線への IPv4 ACL の適用
番号付き ACL を使用して、1 つまたは複数の端末回線へのアクセスを制御できます。 端末回線に
は名前付き ACL を適用できません。 すべての仮想端末回線にユーザが接続する可能性があるた
め、すべてに同じ制限を設定する必要があります。
仮想端末回線と ACL内のアドレス間の着信接続と発信接続を制限するには、次の手順を実行しま
す。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. line [console | vty] line-number
4. access-class access-list-number {in | out}
5. end
6. show running-config
7. 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

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。 パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Controller(config)# enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Controller# configure terminal

ステップ 3

line [console | vty] line-number
例：
Controller(config)# line console 0

設定する回線を指定し、インラインコンフィギュレーショ
ン モードを開始します。
• console：コンソール端末回線を指定します。 コン
ソール ポートは DCE です。
• vty：リモート コンソール アクセス用の仮想端末を
指定します。
line-number は、回線タイプを指定する場合に、設定する
連続グループ内で最初の回線番号です。 範囲は 0 ～ 16 で
す。

ステップ 4

access-class access-list-number {in | out}
例：

（デバイスへの）特定の仮想端末回線とアクセス リスト
に指定されたアドレス間の着信接続および発信接続を制
限します。

Controller(config-line)# access-class
10 in

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config-line)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Controller# show running-config
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Controller# copy running-config
startup-config

インターフェイスへの IPv4 ACL の適用
ここでは、IPv4 ACL をネットワーク インターフェイスへ適用する方法について説明します。
インターフェイスへのアクセスを制御するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. ip access-group {access-list-number | name} {in | out}
4. end
5. show running-config
6. 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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

設定する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。
インターフェイスには、レイヤ 2 インターフェイス
（ポート ACL）またはレイヤ 3 インターフェイス（ルー
タ ACL）を指定できます。
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コマンドまたはアクション
ステップ 3

目的

ip access-group {access-list-number | name} 指定されたインターフェイスへのアクセスを制御しま
{in | out}
す。
out キーワードはレイヤ 2 インターフェイス（ポート
ACL）ではサポートされません。

例：
Controller(config-if)# ip access-group
2 in

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-if)# end

ステップ 5

show running-config

アクセス リストの設定を表示します。

例：
Controller# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Controller# copy running-config
startup-config

関連トピック
IPv4 ACL のインターフェイスに関する注意事項, （180 ページ）
ACL によるネットワーク セキュリティの設定の制約事項, （162 ページ）

名前付き MAC 拡張 ACL の作成
VLAN またはレイヤ 2 インターフェイスで非 IPv4 トラフィックをフィルタリングするには、MAC
アドレスおよび名前付き MAC 拡張 ACL を使用します。 その手順は、他の名前付き拡張 ACL を
設定する場合と同様です。
名前付き MAC 拡張 ACL を作成するには、次の手順に従ってください。
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手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. mac access-list extended name
4. {deny | permit} {any | host source MAC address | source MAC address mask} {any | host destination
MAC address | destination MAC address mask} [type mask | lsap lsap mask | aarp | amber | dec-spanning
| decnet-iv | diagnostic | dsm | etype-6000 | etype-8042 | lat | lavc-sca | mop-console | mop-dump |
msdos | mumps | netbios | vines-echo | vines-ip | xns-idp | 0-65535] [cos cos]
5. end
6. show running-config
7. 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

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。 パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Controller> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Controller# configure terminal

ステップ 3

mac access-list extended name

名前を使用して MAC 拡張アクセス リストを定義します。

例：
Controller(config)# mac access-list
extended mac1

ステップ 4

{deny | permit} {any | host source MAC
address | source MAC address mask} {any |
host destination MAC address | destination
MAC address mask} [type mask | lsap lsap mask
| aarp | amber | dec-spanning | decnet-iv |
diagnostic | dsm | etype-6000 | etype-8042 |
lat | lavc-sca | mop-console | mop-dump |
msdos | mumps | netbios | vines-echo | vines-ip
| xns-idp | 0-65535] [cos cos]

拡張 MAC アクセス リスト コンフィギュレーション モード
では、すべての（any）送信元 MAC アドレス、マスク付き
送信元 MAC アドレス、または特定のホスト（host）送信元
MAC アドレス、およびすべての（any）宛先 MAC アドレ
ス、マスク付き宛先 MAC アドレス、または特定の宛先 MAC
アドレスに、permit または deny を指定します。
（任意）次のオプションを入力することもできます。
• type mask：Ethernet II または SNAP でカプセル化された

例：
Controller(config-ext-macl)# deny any

パケットの任意の EtherType 番号。10 進数、16 進数、
または 8 進数で表記できます。一致検査の前に、任意
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コマンドまたはアクション

目的
で指定できる don’t care ビットのマスクが EtherType に
適用されます。

any decnet-iv

または

• lsap lsap mask：IEEE 802.2 でカプセル化されたパケッ
Controller(config-ext-macl)# permit any
any

トの LSAP 番号。10 進数、16 進数、または 8 進数で表
記できます。任意で don’t care ビットのマスクを指定で
きます。
• aarp | amber | dec-spanning | decnet-iv | diagnostic | dsm
| etype-6000 | etype-8042 | lat | lavc-sca | mop-console |
mop-dump | msdos | mumps | netbios | vines-echo | vines-ip
| xns-idp—A non-IP protocol.
• cos cos：プライオリティを設定する 0 ～ 7 の IEEE
802.1Q CoS 番号。

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-ext-macl)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Controller# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Controller# copy running-config
startup-config

関連トピック
ACL によるネットワーク セキュリティの設定の制約事項, （162 ページ）
VLAN マップの設定, （200 ページ）

レイヤ 2 インターフェイスへの MAC ACL の適用
レイヤ 2 インターフェイスへのアクセスを制御するために MAC アクセス リストを適用するには、
次の手順を実行します。
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手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface interface-id
4. mac access-group {name} {in | out }
5. end
6. show mac access-group [interface interface-id]
7. show running-config
8. 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

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。 パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Controller> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Controller# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 4

mac access-group {name} {in | out }
例：
Controller(config-if)# mac access-group
mac1 in

ステップ 5

特定の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。 指定す
るインターフェイスは物理レイヤ 2 インターフェイス
（ポート ACL）でなければなりません。

MAC アクセス リストを使用して、指定されたインター
フェイスへのアクセスを制御します。
ポート ACL は発信方向と着信方向でのみサポートされ
ます。
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-if)# end
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

show mac access-group [interface
interface-id]

そのインターフェイスまたはすべてのレイヤ 2 インター
フェイスに適用されている MAC アクセス リストを表
示します。

例：
Controller# show mac access-group
interface gigabitethernet1/0/2

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Controller# show running-config

ステップ 8

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Controller# copy running-config
startup-config

スイッチは、パケットを受信すると、着信 ACL とパケットを照合します。 ACL がパケットを許
可する場合、スイッチはパケットの処理を継続します。 ACLがパケットを拒否する場合、スイッ
チはパケットを廃棄します。 未定義の ACL をインターフェイスに適用すると、スイッチは ACL
がインターフェイスに適用されていないと判断し、すべてのパケットを許可します。 ネットワー
ク セキュリティのために未定義の ACL を使用する場合は、このような結果が生じることに注意
してください。
関連トピック
ACL によるネットワーク セキュリティの設定の制約事項, （162 ページ）

VLAN マップの設定
VLAN マップを作成して、1 つまたは複数の VLAN に適用するには、次のステップを実行します。

はじめる前に
VLAN に適用する標準 IPv4 ACL または拡張 IP ACL、または名前付き MAC 拡張 ACL を作成しま
す。
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手順の概要
1. vlan access-map name [number]
2. match {ip | mac} address {name | number} [name | number]
3. IP パケットまたは非 IP パケットを（既知の 1 MAC アドレスのみを使って）指定し、1 つ以上
の ACL（標準または拡張）とそのパケットを照合するには、次のコマンドのいずれかを入力し
ます。
• action { forward}
Controller(config-access-map)# action forward

• action { drop}
Controller(config-access-map)# action drop

4. vlan filter mapname vlan-list list

手順の詳細

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

vlan access-map name [number]

VLAN マップを作成し、名前と、任意で番号を付けます。 番号は、
マップ内のエントリのシーケンス番号です。

例：
Controller(config)# vlan access-map
map_1 20

同じ名前の VLAN マップを作成すると、10 ずつ増加する番号が順に
割り当てられます。 マップを変更または削除するときは、該当する
マップ エントリの番号を入力できます。
VLAN マップでは、特定の permit または deny キーワードを使用し
ません。 VLAN マップを使用してパケットを拒否するには、パケッ
トを照合する ACL を作成して、アクションをドロップに設定しま
す。 ACL 内の permit は、一致するという意味です。 ACL 内の deny
は、一致しないという意味です。
このコマンドを入力すると、アクセス マップ コンフィギュレーショ
ン モードに変わります。

ステッ
プ2

match {ip | mac} address {name |
number} [name | number]
例：
Controller(config-access-map)# match
ip address ip2

1 つまたは複数の標準または拡張アクセス リストに対してパケット
を照合します（IP または MAC アドレスを使用）。 パケットの照合
は、対応するプロトコル タイプのアクセス リストに対してだけ行わ
れます。 IP パケットは、標準または拡張 IP アクセス リストに対し
て照合されます。 非 IP パケットは、名前付き MAC 拡張アクセス
リストに対してだけ照合されます。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステッ
プ3

パケット タイプ（IP または MAC）に対する match 句が
VLAN マップに設定されている場合で、そのマップ アク
ションがドロップの場合は、そのタイプに一致するすべて
のパケットがドロップされます。 match 句が VLAN マッ
プになく、設定されているアクションがドロップの場合
は、すべての IP およびレイヤ 2 パケットがドロップされ
ます。

IP パケットまたは非 IP パケットを
マップ エントリに対するアクションを設定します。
（既知の 1 MAC アドレスのみを使っ
て）指定し、1 つ以上の ACL（標準ま
たは拡張）とそのパケットを照合する
には、次のコマンドのいずれかを入力
します。
• action { forward}
Controller(config-access-map)#
action forward

• action { drop}
Controller(config-access-map)#
action drop

ステッ
プ4

vlan filter mapname vlan-list list
例：
Controller(config)# vlan filter map
1 vlan-list 20-22

VLAN マップを 1 つまたは複数の VLAN に適用します。
list には単一の VLAN ID（22）、連続した範囲（10 ～ 22）、または
VLAN ID のストリング（12、22、30）を指定できます。 カンマや
ハイフンの前後にスペースを挿入することもできます。

関連トピック
番号制標準 ACL の作成, （181 ページ）
番号付き拡張 ACL の作成, （183 ページ）
名前付き MAC 拡張 ACL の作成, （196 ページ）
VLAN マップの作成, （203 ページ）
VLAN への VLAN マップの適用, （204 ページ）
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VLAN マップの作成
各 VLAN マップは順番に並べられた一連のエントリで構成されます。 VLAN マップ エントリを
作成、追加、または削除するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. vlan access-map name [number]
3. match {ip | mac} address {name | number} [name | number]
4. action {drop | forward}
5. end
6. show running-config
7. 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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

vlan access-map name [number]
例：
Controller(config)# vlan
access-map map_1 20

VLAN マップを作成し、名前と、任意で番号を付けます。 番号
は、マップ内のエントリのシーケンス番号です。
同じ名前の VLAN マップを作成すると、10 ずつ増加する番号が
順に割り当てられます。 マップを変更または削除するときは、該
当するマップ エントリの番号を入力できます。
VLAN マップでは、特定の permit または deny キーワードを使用
しません。 VLAN マップを使用してパケットを拒否するには、パ
ケットを照合する ACL を作成して、アクションをドロップに設
定します。 ACL 内の permit は、一致するという意味です。 ACL
内の deny は、一致しないという意味です。
このコマンドを入力すると、アクセス マップ コンフィギュレー
ション モードに変わります。

ステップ 3

match {ip | mac} address {name |
number} [name | number]
例：
Controller(config-access-map)#

1 つまたは複数の標準または拡張アクセス リストに対してパケッ
トを照合します（IP または MAC アドレスを使用）。 パケットの
照合は、対応するプロトコル タイプのアクセス リストに対して
だけ行われます。 IP パケットは、標準または拡張 IP アクセス リ
ストに対して照合されます。 非 IP パケットは、名前付き MAC
拡張アクセス リストに対してだけ照合されます。
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コマンドまたはアクション

目的

match ip address ip2

ステップ 4

action {drop | forward}

（任意）マップ エントリに対するアクションを設定します。 デ
フォルトは転送（forward）です。

例：
Controller(config-access-map)#
action forward

ステップ 5

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-access-map)# end

ステップ 6

show running-config

アクセス リストの設定を表示します。

例：
Controller# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

例：
Controller# copy running-config
startup-config

関連トピック
VLAN マップの設定, （200 ページ）

VLAN への VLAN マップの適用
1 つの VLAN マップを 1 つまたは複数の VLAN に適用するには、特権 EXEC モードで次の手順を
実行します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. vlan filter mapname vlan-list list
3. end
4. show running-config
5. copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

vlan filter mapname vlan-list list
例：

ステップ 3

VLAN マップを 1 つまたは複数の VLAN に適用しま
す。

Controller(config)# vlan filter map 1
vlan-list 20-22

list には単一の VLAN ID（22）、連続した範囲（10 ～
22）、または VLAN ID のストリング（12、22、30）
を指定できます。 カンマやハイフンの前後にスペース
を挿入することもできます。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end

ステップ 4

show running-config

アクセス リストの設定を表示します。

例：
Controller# show running-config

ステップ 5

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Controller# copy running-config
startup-config
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関連トピック
VLAN マップの設定, （200 ページ）

IPv4 ACL のモニタリング
スイッチに設定されている ACL、およびインターフェイスと VLAN に適用された ACL を表示し
て IPv4 ACL をモニタできます。
ip access-group インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、レイヤ 2 または
レイヤ 3 インターフェイスに ACL を適用した場合は、そのインターフェイスのアクセス グルー
プを表示できます。 また、レイヤ 2 インターフェイスに適用された MAC ACL も表示できます。
この情報を表示するには、次の表に記載された特権 EXEC コマンドを使用します。
表 18：アクセス リストおよびアクセス グループを表示するコマンド

コマンド

目的

show access-lists [number | name]

最新の IP および MAC アドレス アクセス リストの全体や
その一部、または特定のアクセス リスト（番号付きまた
は名前付き）の内容を表示します。

show ip access-lists [number | name]

最新の IP アクセス リスト全体、または特定の IP アクセ
ス リスト（番号付きまたは名前付き）を表示します。

show ip interface interface-id

インターフェイスの詳細設定およびステータスを表示し
ます。 IP がイネーブルになっているインターフェイス
に、ip access-group インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用して ACL を適用した場合は、ア
クセス グループも表示されます。

show running-config [interface
interface-id]

スイッチまたは指定されたインターフェイスのコンフィ
ギュレーション ファイルの内容（設定されたすべての
MAC および IP アクセス リストや、どのアクセス グルー
プがインターフェイスに適用されたかなど）を表示しま
す。

show mac access-group [interface
interface-id]

すべてのレイヤ 2 インターフェイスまたは指定されたレ
イヤ 2 インターフェイスに適用されている MAC アクセ
ス リスト
を表示します。
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また、VLAN アクセス マップまたは VLAN フィルタに関する情報を表示して、VLAN マップをモ
ニタできます。 VLAN マップ情報を表示するには、次の表に記載された特権 EXEC コマンドを使
用します。
表 19：VLAN マップ情報を表示するコマンド

コマンド

目的

show vlan access-map [mapname]

すべての VLAN アクセス マップまたは指定され
たアクセス マップに関する情報を表示します。

show vlan filter [access-map name | vlan vlan-id]

VLAN フィルタすべてに関する情報、または特
定の VLAN または VLAN アクセス マップに関
する情報を表示します。

ACL の設定例
例：ACL での時間範囲を使用
次の例に、workhours（営業時間）の時間範囲および会社の休日（2006 年 1 月 1 日）を設定し、設
定を確認する例を示します。
Controller# show time-range
time-range entry: new_year_day_2003 (inactive)
absolute start 00:00 01 January 2006 end 23:59 01 January 2006
time-range entry: workhours (inactive)
periodic weekdays 8:00 to 12:00
periodic weekdays 13:00 to 17:00

時間範囲を適用するには、時間範囲を実装できる拡張 ACL 内に時間範囲名を入力します。 次に、
拡張アクセス リスト 188 を作成して確認する例を示します。このアクセス リストでは、定義され
た休業時間中はすべての送信元からすべての宛先への TCP トラフィックを拒否し、営業時間中は
すべての TCP トラフィックを許可します。
Controller(config)# access-list 188 deny tcp any any time-range new_year_day_2006
Controller(config)# access-list 188 permit tcp any any time-range workhours
Controller(config)# end
Controller# show access-lists
Extended IP access list 188
10 deny tcp any any time-range new_year_day_2006 (inactive)
20 permit tcp any any time-range workhours (inactive)

次に、名前付き ACL を使用して同じトラフィックを許可および拒否する例を示します。
Controller(config)# ip access-list extended deny_access
Controller(config-ext-nacl)# deny tcp any any time-range new_year_day_2006
Controller(config-ext-nacl)# exit
Controller(config)# ip access-list extended may_access
Controller(config-ext-nacl)# permit tcp any any time-range workhours
Controller(config-ext-nacl)# end
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Controller# show ip access-lists
Extended IP access list lpip_default
10 permit ip any any
Extended IP access list deny_access
10 deny tcp any any time-range new_year_day_2006 (inactive)
Extended IP access list may_access
10 permit tcp any any time-range workhours (inactive)

例：ACL へのコメントの挿入
remark キーワードを使用すると、任意の IP 標準または拡張 ACL にエントリに関するコメント
（注釈）を追加できます。 コメントを使用すると、ACL の理解とスキャンが容易になります。 1
つのコメント行の最大長は 100 文字です。
コメントは、permit ステートメントまたは deny ステートメントの前後どちらにでも配置できま
す。 コメントがどの permit ステートメントまたは deny ステートメントの説明であるのかが明確
になるように、コメントの位置に関して一貫性を保つ必要があります。 たとえば、あるコメント
は対応する permit または deny ステートメントの前にあり、他のコメントは対応するステートメン
トの後ろにあると、混乱を招きます。
番号付き IP 標準または拡張 ACL にコメントを挿入するには、access-list access-list number remark
remark 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。 コメントを削除するには、
このコマンドの no 形式を使用します。
次の例では、Jones のワークステーションにはアクセスを許可し、Smith のワークステーションに
はアクセスを許可しません。
Controller(config)#
Controller(config)#
Controller(config)#
Controller(config)#

access-list
access-list
access-list
access-list

1
1
1
1

remark Permit only Jones workstation through
permit 171.69.2.88
remark Do not allow Smith through
deny 171.69.3.13

名前付き IP ACL のエントリには、remark アクセス リスト コンフィギュレーション コマンドを
使用します。 コメントを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
次の例では、Jones のサブネットには発信 Telnet の使用が許可されません。
Controller(config)# ip access-list extended telnetting
Controller(config-ext-nacl)# remark Do not allow Jones subnet to telnet out
Controller(config-ext-nacl)# deny tcp host 171.69.2.88 any eq telnet

IPv4 ACL の設定例
ここでは、IPv4 ACL を設定および適用する例を示します。 ACL のコンパイルに関する詳細につ
いては、『Cisco IOS Security Configuration Guide, Release 12.4』および『Cisco IOS IP Configuration
Guide, Release 12.4』の「IP Adderssing and Services」の章にある「Configuring IP Services」の項を
参照してください。

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリー
ズ）
208

OL-28525-02-J

IPv4 ACL の設定
IPv4 ACL の設定例

小規模ネットワークが構築されたオフィス用の ACL
次に、小規模ネットワークが構築されたオフィス環境を示します。ルーテッド ポート 2 に接続さ
れたサーバ A には、すべての従業員がアクセスできる収益などの情報が格納されています。ルー
テッド ポート 1 に接続されたサーバ B には、機密扱いの給与支払いデータが格納されています。
サーバ A にはすべてのユーザがアクセスできますが、サーバ B にアクセスできるユーザは制限さ
れています。
図 5：ルータ ACL によるトラフィックの制御

ルータ ACL を使用して上記のように設定するには、次のいずれかの方法を使用します。
• 標準 ACL を作成し、ポート 1 からサーバに着信するトラフィックをフィルタリングします。
• 拡張 ACL を作成し、サーバからポート 1 に着信するトラフィックをフィルタリングします。

例：小規模ネットワークが構築されたオフィスの ACL
次に、標準 ACL を使用してポートからサーバ B に着信するトラフィックをフィルタリングし、経
理部の送信元アドレス 172.20.128.64 ～ 172.20.128.95 から送信されるトラフィックだけを許可する
例を示します。 この ACL は、指定された送信元アドレスを持つルーテッド ポート 1 から送信さ
れるトラフィックに適用されます。
Controller(config)# access-list 6 permit 172.20.128.64 0.0.0.31
Controller(config)# end
Controller# how access-lists
Standard IP access list 6
10 permit 172.20.128.64, wildcard bits 0.0.0.31
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Controller(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Controller(config-if)# ip access-group 6 out

次に、拡張 ACL を使用してサーバ B からポートに着信するトラフィックをフィルタリングし、任
意の送信元アドレス（この場合はサーバ B）から経理部の宛先アドレス 172.20.128.64 ～ 172.20.128.95
に送信されるトラフィックだけを許可する例を示します。 この ACL は、ルーテッド ポート 1 に
着信するトラフィックに適用され、指定の宛先アドレスに送信されるトラフィックだけを許可し
ます。 拡張 ACL を使用する場合は、送信元および宛先情報の前に、プロトコル（IP）を入力する
必要があります。
Controller(config)# access-list 106 permit ip any 172.20.128.64 0.0.0.31
Controller(config)# end
Controller# show access-lists
Extended IP access list 106
10 permit ip any 172.20.128.64 0.0.0.31
Controller(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Controller(config-if)# ip access-group 106 in

例：番号付き ACL
次の例のネットワーク 36.0.0.0 は、2 番めのオクテットがサブネットを指定するクラス A ネット
ワークです。つまり、サブネット マスクは 255.255.0.0 です。 ネットワーク アドレス 36.0.0.0 の
3 番めおよび 4 番めのオクテットは、特定のホストを指定します。 アクセス リスト 2 を使用し
て、サブネット 48 のアドレスを 1 つ許可し、同じサブネットの他のアドレスはすべて拒否しま
す。 このアクセス リストの最終行は、ネットワーク 36.0.0.0 の他のすべてのサブネット上のアド
レスが許可されることを示します。 この ACL は、ポートに着信するパケットに適用されます。
Controller(config)# access-list 2 permit 36.48.0.3
Controller(config)# access-list 2 deny 36.48.0.0 0.0.255.255
Controller(config)# access-list 2 permit 36.0.0.0 0.255.255.255
Controller(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Controller(config-if)# ip access-group 2 in

例：拡張 ACL
次の例の先頭行は、1023 よりも大きい宛先ポートへの着信 TCP 接続を許可します。 2 番めの行
は、ホスト 128.88.1.2 の SMTP ポートへの着信 TCP 接続を許可します。 3 番めの行は、エラー
フィードバック用の着信 ICMP メッセージを許可します。
Controller(config)# access-list 102 permit tcp any 128.88.0.0 0.0.255.255 gt 1023
Controller(config)# access-list 102 permit tcp any host 128.88.1.2 eq 25
Controller(config)# access-list 102 permit icmp any any
Controller(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Controller(config-if)# ip access-group 102 in

次の例では、インターネットに接続されたネットワークがあり、そのネットワーク上の任意のホ
ストがインターネット上の任意のホストと TCP 接続を確立できるようにする場合を想定していま
す。 ただし、IP ホストからは、専用メール ホストのメール（SMTP）ポートを除き、ネットワー
ク上のホストと TCP 接続を確立できないようにします。
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SMTP は、接続の一端では TCP ポート 25、もう一端ではランダムなポート番号を使用します。 接
続している間は、同じポート番号が使用されます。インターネットから着信するメールパケット
の宛先ポートは 25 です。 発信パケットのポート番号は予約されています。 安全なネットワーク
システムでは常にポート25でのメール接続が使用されているため、着信サービスと発信サービス
を個別に制御できます。 ACL は発信インターフェイスの入力 ACL および着信インターフェイス
の出力 ACL として設定される必要があります。
Controller(config)# access-list 102 permit tcp any 128.88.0.0 0.0.255.255 eq 23
Controller(config)# access-list 102 permit tcp any 128.88.0.0 0.0.255.255 eq 25
Controller(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Controller(config-if)# ip access-group 102 in

次の例では、ネットワークはアドレスが 128.88.0.0 のクラス B ネットワークで、メール ホストの
アドレスは 128.88.1.2 です。 established キーワードは、確立された接続を表示する TCP 専用の
キーワードです。 TCP データグラムに ACK または RST ビットが設定され、パケットが既存の接
続に属していることが判明すると、一致と見なされます。 スタック メンバー 1 のギガビット イー
サネット インターフェイス 1 は、ルータをインターネットに接続するインターフェイスです。
Controller(config)# access-list 102 permit tcp any 128.88.0.0 0.0.255.255 established
Controller(config)# access-list 102 permit tcp any host 128.88.1.2 eq 25
Controller(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Controller(config-if)# ip access-group 102 in

例：名前付き ACL
名前付き標準 ACL および名前付き拡張 ACL の作成
次に、Internet_filter という名前の標準 ACL および marketing_group という名前の拡張 ACL を作成
する例を示します。 Internet_filter ACL は、送信元アドレス 1.2.3.4 から送信されるすべてのトラ
フィックを許可します。
Controller(config)# ip access-list standard Internet_filter
Controller(config-ext-nacl)# permit 1.2.3.4
Controller(config-ext-nacl)# exit

marketing_group ACL は、宛先アドレスとワイルドカードの値 171.69.0.0 0.0.255.255 への任意の
TCP Telnet トラフィックを許可し、その他の TCP トラフィックを拒否します。 ICMP トラフィッ
クを許可し、任意の送信元から、宛先ポートが 1024 より小さい 171.69.0.0 ～ 179.69.255.255 の宛
先アドレスへ送信される UDP トラフィックを拒否します。それ以外のすべての IP トラフィック
を拒否して、結果を示すログが表示されます。
Controller(config)# ip access-list extended marketing_group
Controller(config-ext-nacl)# permit tcp any 171.69.0.0 0.0.255.255 eq telnet
Controller(config-ext-nacl)# deny tcp any any
Controller(config-ext-nacl)# permit icmp any any
Controller(config-ext-nacl)# deny udp any 171.69.0.0 0.0.255.255 lt 1024
Controller(config-ext-nacl)# deny ip any any log
Controller(config-ext-nacl)# exit
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Internet_filter ACL は発信トラフィックに適用され、marketing_group ACL はレイヤ 3 ポートの着信
トラフィックに適用されます。
Controller(config)# interface gigabitethernet3/0/2
Controller(config-if)# no switchport
Controller(config-if)# ip address 2.0.5.1 255.255.255.0
Controller(config-if)# ip access-group Internet_filter out
Controller(config-if)# ip access-group marketing_group in

名前付き ACL からの個別の ACE の削除
次に、名前付きアクセス リスト border-list から ACE を個別に削除する例を示します。
Controller(config)# ip access-list extended border-list
Controller(config-ext-nacl)# no permit ip host 10.1.1.3 any

例：IP ACL に適用される時間範囲
次に、月曜日から金曜日の午前 8 時～午後 6 時（18 時）の間に IP の HTTP トラフィックを拒否す
る例を示します。 UDP トラフィックは、土曜日および日曜日の正午～午後 8 時（20 時）の間だ
け許可されます。 ★セグメント分割★
Controller(config)# time-range no-http
Controller(config)# periodic weekdays 8:00 to 18:00
!
Controller(config)# time-range udp-yes
Controller(config)# periodic weekend 12:00 to 20:00
!
Controller(config)# ip access-list extended strict
Controller(config-ext-nacl)# deny tcp any any eq www time-range no-http
Controller(config-ext-nacl)# permit udp any any time-range udp-yes
!
Controller(config-ext-nacl)# exit
Controller(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Controller(config-if)# ip access-group strict in

例：コメント付き IP ACL エントリ
次に示す番号付き ACL の例では、Jones が所有するワークステーションにはアクセスを許可し、
Smith が所有するワークステーションにはアクセスを許可しません。
Controller(config)#
Controller(config)#
Controller(config)#
Controller(config)#

access-list
access-list
access-list
access-list

1
1
1
1

remark Permit only Jones workstation through
permit 171.69.2.88
remark Do not allow Smith workstation through
deny 171.69.3.13

次に示す番号付き ACL の例では、Winter および Smith のワークステーションに Web 閲覧を許可
しません。
Controller(config)#
Controller(config)#
Controller(config)#
Controller(config)#

access-list
access-list
access-list
access-list

100
100
100
100

remark Do
deny host
remark Do
deny host

not allow Winter to browse the web
171.69.3.85 any eq www
not allow Smith to browse the web
171.69.3.13 any eq www
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次に示す名前付き ACL の例では、Jones のサブネットにアクセスを許可しません。
Controller(config)# ip access-list standard prevention
Controller(config-std-nacl)# remark Do not allow Jones subnet through
Controller(config-std-nacl)# deny 171.69.0.0 0.0.255.255

次に示す名前付き ACL の例では、Jones のサブネットに発信 Telnet の使用を許可しません。
Controller(config)# ip access-list extended telnetting
Controller(config-ext-nacl)# remark Do not allow Jones subnet to telnet out
Controller(config-ext-nacl)# deny tcp 171.69.0.0 0.0.255.255 any eq telnet

例：ACL ロギング
ルータ ACL では、2 種類のロギングがサポートされています。 log キーワードを指定すると、エ
ントリと一致するパケットに関するログ通知メッセージがコンソールに送信されます。log-input
キーワードを指定すると、ログ エントリに入力インターフェイスが追加されます。
次の例では、名前付き標準アクセス リスト stan1 は 10.1.1.0 0.0.0.255 からのトラフィックを拒否
し、その他のすべての送信元からのトラフィックを許可します。log キーワードも指定されていま
す。
Controller(config)# ip access-list standard stan1
Controller(config-std-nacl)# deny 10.1.1.0 0.0.0.255 log
Controller(config-std-nacl)# permit any log
Controller(config-std-nacl)# exit
Controller(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Controller(config-if)# ip access-group stan1 in
Controller(config-if)# end
Controller# show logging
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)
Console logging: level debugging, 37 messages logged
Monitor logging: level debugging, 0 messages logged
Buffer logging: level debugging, 37 messages logged
File logging: disabled
Trap logging: level debugging, 39 message lines logged
Log Buffer (4096 bytes):
00:00:48: NTP: authentication delay calculation problems
<output truncated>
00:09:34:%SEC-6-IPACCESSLOGS:list stan1 permitted 0.0.0.0 1 packet
00:09:59:%SEC-6-IPACCESSLOGS:list stan1 denied 10.1.1.15 1 packet
00:10:11:%SEC-6-IPACCESSLOGS:list stan1 permitted 0.0.0.0 1 packet

次に、名前付き拡張アクセス リスト ext1 によって、任意の送信元から 10.1.1.0 0.0.0.255 への ICMP
パケットを許可し、すべての UDP パケットを拒否する例を示します。
Controller(config)# ip access-list extended ext1
Controller(config-ext-nacl)# permit icmp any 10.1.1.0 0.0.0.255 log
Controller(config-ext-nacl)# deny udp any any log
Controller(config-std-nacl)# exit
Controller(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Controller(config-if)# ip access-group ext1 in
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次に、拡張 ACL のログの例を示します。
01:24:23:%SEC-6-IPACCESSLOGDP:list ext1 permitted icmp 10.1.1.15 -> 10.1.1.61 (0/0), 1
packet
01:25:14:%SEC-6-IPACCESSLOGDP:list ext1 permitted icmp 10.1.1.15 -> 10.1.1.61 (0/0), 7
packets
01:26:12:%SEC-6-IPACCESSLOGP:list ext1 denied udp 0.0.0.0(0) -> 255.255.255.255(0), 1 packet
01:31:33:%SEC-6-IPACCESSLOGP:list ext1 denied udp 0.0.0.0(0) -> 255.255.255.255(0), 8 packets

IP ACL のすべてのロギング エントリは %SEC-6-IPACCESSLOG で開始します。エントリの形式
は、一致した ACL やアクセス エントリの種類に応じて若干異なります。
次に、log-input キーワードを指定した場合の出力メッセージの例を示します。
00:04:21:%SEC-6-IPACCESSLOGDP:list inputlog permitted icmp 10.1.1.10 (Vlan1 0001.42ef.a400)
->
10.1.1.61 (0/0), 1 packet

log キーワードを指定した場合、同様のパケットに関するログ メッセージには入力インターフェ
イス情報が含まれません。
00:05:47:%SEC-6-IPACCESSLOGDP:list inputlog permitted icmp 10.1.1.10 -> 10.1.1.61 (0/0), 1
packet

ACL および VLAN マップの設定例
例：パケットを拒否する ACL および VLAN マップの作成
ここでは、パケットを拒否する ACL および VLAN マップを作成する例を示します。 最初のマッ
プでは、ip1 ACL（TCP パケット）に一致するすべてのパケットがドロップされます。 最初に、
すべての TCP パケットを許可し、それ以外のパケットをすべて拒否する ip1 ACL を作成します。
VLAN マップには IP パケットに対する match 句が存在するため、デフォルトのアクションでは、
どの match 句とも一致しない IP パケットがすべてドロップされます。
Controller(config)# ip access-list extended ip1
Controller(config-ext-nacl)# permit tcp any any
Controller(config-ext-nacl)# exit
Controller(config)# vlan access-map map_1 10
Controller(config-access-map)# match ip address ip1
Controller(config-access-map)# action drop

例：パケットを許可する ACL および VLAN マップの作成
次に、パケットを許可する VLAN マップを作成する例を示します。 ACL ip2 は UDP パケットを
許可し、ip2 ACL と一致するすべてのパケットが転送されます。 このマップでは、これ以前のど
の ACL とも一致しないすべての IP パケット（TCP でも UDP でもないパケット）がドロップされ
ます。
Controller(config)# ip access-list extended ip2
Controller(config-ext-nacl)# permit udp any any
Controller(config-ext-nacl)# exit
Controller(config)# vlan access-map map_1 20
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Controller(config-access-map)# match ip address ip2
Controller(config-access-map)# action forward

例：IP パケットのドロップおよび MAC パケットの転送のデフォルト アクション
次の例の VLAN マップでは、デフォルトで IP パケットがドロップされ、MAC パケットが転送さ
れます。 標準の ACL 101 および名前付き拡張アクセス リスト igmp-match および tcp-match をこ
のマップと組み合わせて使用すると、次のようになります。
• すべての UDP パケットが転送されます。
• すべての IGMP パケットがドロップされます。
• すべての TCP パケットが転送されます。
• その他のすべての IP パケットがドロップされます。
• すべての非 IP パケットが転送されます。
Controller(config)# access-list 101 permit udp any any
Controller(config)# ip access-list extended igmp-match
Controller(config-ext-nacl)# permit igmp any any
Controller(config)# ip access-list extended tcp-match
Controller(config)# action forward
Controller(config-ext-nacl)# permit tcp any any
Controller(config-ext-nacl)# exit
Controller(config)# vlan access-map drop-ip-default 10
Controller(config-access-map)# match ip address 101
Controller(config-access-map)# action forward
Controller(config-access-map)# exit
Controller(config)# vlan access-map drop-ip-default 20
Controller(config-access-map)# match ip address igmp-match
Controller(config-access-map)# action drop
Controller(config-access-map)# exit
Controller(config)# vlan access-map drop-ip-default 30
Controller(config-access-map)# match ip address tcp-match
Controller(config-access-map)# action forward

例：MAC パケットのドロップおよび IP パケットの転送のデフォルト アクション
次の例の VLAN マップでは、デフォルトで MAC パケットがドロップされ、IP パケットが転送さ
れます。 MAC 拡張アクセス リスト good-hosts および good-protocols をこのマップと組み合わせ
て使用すると、次のようになります。
• ホスト 0000.0c00.0111 および 0000.0c00.0211 からの MAC パケットが転送されます。
• decnet-iv または vines-ip プロトコルを使用する MAC パケットが転送されます。
• その他のすべての非 IP パケットがドロップされます。
• すべての IP パケットが転送されます。
Controller(config)# mac access-list extended good-hosts
Controller(config-ext-macl)# permit host 000.0c00.0111 any
Controller(config-ext-macl)# permit host 000.0c00.0211 any
Controller(config-ext-nacl)# exit
Controller(config)# action forward
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Controller(config-ext-macl)# mac access-list extended good-protocols
Controller(config-ext-macl)# permit any any vines-ip
Controller(config-ext-nacl)# exit
Controller(config)# vlan access-map drop-mac-default 10
Controller(config-access-map)# match mac address good-hosts
Controller(config-access-map)# action forward
Controller(config-access-map)# exit
Controller(config)# vlan access-map drop-mac-default 20
Controller(config-access-map)# match mac address good-protocols
Controller(config-access-map)# action forward
Controller(config)# mac access-list extended good-hosts
Controller(config-ext-macl)# permit host 000.0c00.0111 any
Controller(config-ext-macl)# permit host 000.0c00.0211 any
Controller(config-ext-nacl)# exit
Controller(config)# mac access-list extended good-protocols
Controller(config-ext-macl)# permit any any decnet-ip
Controller(config-ext-macl)# permit any any vines-ip
Controller(config-ext-nacl)# exit
Controller(config)# vlan access-map drop-mac-default 10
Controller(config-access-map)# match mac address good-hosts
Controller(config-access-map)# action forward
Controller(config-access-map)# exit
Controller(config)# vlan access-map drop-mac-default 20
Controller(config-access-map)# match mac address good-protocols
Controller(config-access-map)# action forward

例：すべてのパケットをドロップするデフォルト アクション
次の例の VLAN マップでは、デフォルトですべてのパケット（IP および非 IP）がドロップされま
す。 例 2 および例 3 のアクセス リスト tcp-match および good-hosts をこのマップと組み合わせて
使用すると、次のようになります。
• すべての TCP パケットが転送されます。
• ホスト 0000.0c00.0111 および 0000.0c00.0211 からの MAC パケットが転送されます。
• その他のすべての IP パケットがドロップされます。
• その他のすべての MAC パケットがドロップされます。
Controller(config)# vlan access-map drop-all-default 10
Controller(config-access-map)# match ip address tcp-match
Controller(config-access-map)# action forward
Controller(config-access-map)# exit
Controller(config)# vlan access-map drop-all-default 20
Controller(config-access-map)# match mac address good-hosts
Controller(config-access-map)# action forward

ネットワークでの VLAN マップの使用方法の設定例
例：ワイヤリング クローゼットの設定
ワイヤリング クローゼット構成では、ルーティングがスイッチ上でイネーブルにされていない場
合があります。 ただし、この設定でも VLAN マップおよび QoS 分類 ACL はサポートされていま
す。 ホスト X およびホスト Y は異なる VLAN 内にあり、ワイヤリング クローゼット スイッチ A
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およびスイッチ C に接続されていると想定します。 ホスト X からホスト Y へのトラフィックは、
ルーティングがイネーブルに設定されたレイヤ 3 スイッチであるスイッチ B によって最終的にルー
ティングされます。 ホスト X からホスト Y へのトラフィックは、トラフィックのエントリ ポイ
ントであるスイッチ A でアクセス コントロールできます。
図 6：ワイヤリング クローゼットの設定

HTTP トラフィックをホスト X からホスト Y へスイッチングしない場合は、ホスト X（IP アドレ
ス 10.1.1.32）からホスト Y（IP アドレス 10.1.1.34）に向かうすべての HTTP トラフィックがスイッ
チ A でドロップされ、スイッチ B にブリッジングされないように、スイッチ A の VLAN マップ
を設定できます。
最初に、HTTP ポート上ですべての TCP トラフィックを許可（一致）する IP アクセス リスト http
を定義します。
Controller(config)# ip access-list extended http
Controller(config-ext-nacl)# permit tcp host 10.1.1.32 host 10.1.1.34 eq www
Controller(config-ext-nacl)# exit

次に、http アクセス リストと一致するトラフィックがドロップされ、その他のすべての IP トラ
フィックが転送されるように、VLAN アクセス マップ map2 を作成します。
Controller(config)# vlan access-map map2 10
Controller(config-access-map)# match ip address http
Controller(config-access-map)# action drop
Controller(config-access-map)# exit
Controller(config)# ip access-list extended match_all
Controller(config-ext-nacl)# permit ip any any
Controller(config-ext-nacl)# exit
Controller(config)# vlan access-map map2 20
Controller(config-access-map)# match ip address match_all
Controller(config-access-map)# action forward
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次に、VLAN アクセス マップ map2 を VLAN 1 に適用します。
Controller(config)# vlan filter map2 vlan 1

例：別の VLAN にあるサーバへのアクセスの制限
別の VLAN にあるサーバへのアクセスを制限できます。 たとえば、VLAN 10 内のサーバ 10.1.1.100
では、次のホストへのアクセスを拒否する必要があります。
• VLAN 20 内のサブネット 10.1.2.0/8 にあるホストのアクセスを禁止します。
• VLAN 10 内のホスト 10.1.1.4 および 10.1.1.8 のアクセスを禁止します。
図 7：別の VLAN 上のサーバへのアクセスの制限

例：別の VLAN にあるサーバへのアクセスの拒否
次に、サブネット 10.1.2.0.8 内のホスト、ホスト 10.1.1.4、およびホスト 10.1.1.8 のアクセスを拒
否し、その他の IP トラフィックを許可する VLAN マップ SERVER1-ACL を作成して、別の VLAN
内のサーバへのアクセスを拒否する例を示します。 最後のステップでは、マップ SERVER1 を
VLAN 10 に適用します。
正しいパケットと一致する IP ACL を定義します。
Controller(config)# ip access-list extended SERVER1_ACL
Controller(config-ext-nacl))# permit ip 10.1.2.0 0.0.0.255 host 10.1.1.100
Controller(config-ext-nacl))# permit ip host 10.1.1.4 host 10.1.1.100
Controller(config-ext-nacl))# permit ip host 10.1.1.8 host 10.1.1.100
Controller(config-ext-nacl))# exit

SERVER1_ACL と一致する IP パケットをドロップして、この ACL と一致しない IP パケットを転
送する ACL を使用して、VLAN マップを定義します。
Controller(config)# vlan access-map SERVER1_MAP
Controller(config-access-map)# match ip address SERVER1_ACL
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Controller(config-access-map)# action drop
Controller(config)# vlan access-map SERVER1_MAP 20
Controller(config-access-map)# action forward
Controller(config-access-map)# exit

VLAN 10 に VLAN マップを適用します。
Controller(config)# vlan filter SERVER1_MAP vlan-list 10

VLAN に適用されるルータ ACL と VLAN マップの設定例
ここでは、ルータ ACL および VLAN マップを VLAN に適用し、スイッチド パケット、ブリッジ
ド パケット、ルーテッド パケット、およびマルチキャスト パケットを処理する例を示します。
次の図ではそれぞれの宛先に転送されるパケットを示します。パケットのパスが VLAN マップや
ACL を示す線と交差するポイントで、パケットを転送せずにドロップする可能性もあります。

例：ACL およびスイッチド パケット
次の例に、VLAN 内でスイッチングされるパケットに ACL を適用する方法を示します。 フォー
ルバック ブリッジングによってルーティングまたは転送されず、VLAN 内でスイッチングされる
パケットには、入力 VLAN の VLAN マップだけが適用されます。
図 8：スイッチド パケットへの ACL の適用
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例：ACL およびブリッジド パケット
次の例に、フォールバック ブリッジド パケットに ACL を適用する方法を示します。 ブリッジド
パケットの場合は、入力 VLAN にレイヤ 2 ACL だけが適用されます。 また、非 IP および非 ARP
パケットだけがフォールバック ブリッジド パケットとなります。
図 9：ブリッジド パケットへの ACL の適用

例：ACL およびルーテッド パケット
次の例に、ルーテッド パケットに ACL を適用する方法を示します。 ACL は次の順番で適用され
ます。
1 入力 VLAN の VLAN マップ
2 入力ルータ ACL
3 出力ルータ ACL
4 出力 VLAN の VLAN マップ
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図 10：ルーテッド パケットへの ACL の適用

例：ACL およびマルチキャスト パケット
次の例に、IP マルチキャスト用に複製されたパケットに ACL を適用する方法を示します。 ルー
ティングされるマルチキャスト パケットには、2 つの異なるフィルタが適用されます。1 つは、
宛先が入力 VLAN 内の他のポートである場合に使用され、もう 1 つは、宛先がパケットのルー
ティング先である別の VLAN 内にある場合に使用されます。 パケットは複数の出力 VLAN にルー
ティングされる場合がありますが、この場合は宛先 VLAN ごとに異なるルータ出力 ACL および
VLAN マップが適用されます。 最終的に、パケットは一部の出力 VLAN 内で許可され、それ以外
の VLAN で拒否されます。 パケットのコピーが、許可された宛先に転送されます。 ただし、入
力 VLAN マップによってパケットがドロップされる場合、パケットのコピーは宛先に送信されま
せん。
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図 11：マルチキャスト パケットへの ACL の適用

その他の関連資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IPv4 アクセス コントロール リストのトピック Securing the Data Plane Configuration Guide Library,
Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 スイッ
チ)
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/
security/config_library/xe-3se/3850/
secdata-xe-3se-3850-library.html

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

テクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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DHCP の設定
• 機能情報の確認, 225 ページ
• DHCP に関する情報, 225 ページ
• DHCP 機能の設定方法, 233 ページ
• DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当ての設定, 244 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、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。 最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

DHCP に関する情報
DHCP Server
DHCP サーバは、スイッチまたはルータ上の指定されたアドレス プールから DHCP クライアント
に IP アドレスを割り当て、それらのアドレスを管理します。 DHCP サーバがそのデータベースか
ら要求された設定パラメータを取得して DHCP クライアントに渡すことができない場合は、ネッ
トワーク管理者が定義した 1 つまたは複数のセカンダリ DHCP サーバに要求を転送します。
スイッチは、DHCP サーバとして機能できます。
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DHCP リレー エージェント
DHCP リレー エージェントは、クライアントとサーバの間で DHCP パケットを転送するレイヤ 3
デバイスです。リレーエージェントは、同じ物理サブネット上にないクライアントとサーバの間
で要求および応答を転送します。 リレー エージェントによる転送は、IP データグラムをネット
ワーク間で透過的に交換するレイヤ 2 での通常の転送とは異なります。 リレー エージェントは、
DHCP メッセージを受け取ると、新しい DHCP メッセージを生成して、出力インターフェイス上
で送信します。

DHCP スヌーピング
DHCP スヌーピングは、信頼できない DHCP メッセージのフィルタリングと DHCP スヌーピング
バインディング データベース（DHCP スヌーピング バインディング テーブルとも呼ばれる）の作
成および管理によってネットワーク セキュリティを確保する DHCP セキュリティ機能です。
DHCP スヌーピングは、信頼できないホストと DHCP サーバの間でファイアウォールに似た役割
を果たします。 DHCP スヌーピングを使用することにより、エンド ユーザに接続された信頼でき
ないインターフェイスと DHCP サーバまたは別のスイッチに接続された信頼できるインターフェ
イスを区別できます。

（注）

DHCP スヌーピングを正しく機能させるためには、すべての DHCP サーバを信頼できるイン
ターフェイス経由でスイッチに接続する必要があります。
信頼できない DHCP メッセージとは、信頼できないインターフェイス経由で送信されたメッセー
ジのことです。 デフォルトでは、スイッチはすべてのインターフェイスを信頼できないものと見
なします。 そのため、スイッチはいくつかのインターフェイスを信頼して DHCP スヌーピングを
使用するように設定する必要があります。 サービス プロバイダー環境で DHCP スヌーピングを使
用する場合は、カスタマーのスイッチなど、サービスプロバイダーネットワーク内には存在しな
いデバイスから送信されたメッセージが信頼できないメッセージとなります。 不明なデバイスか
ら送信されたメッセージは、トラフィック攻撃の原因になりうるため、信頼できません。
DHCP スヌーピング バインディング データベースには、MAC アドレス、IP アドレス、リース期
間、バインディングの種類、VLAN 番号、およびスイッチの信頼できないローカル インターフェ
イスのインターフェイス情報が含まれています。 このデータベースには、信頼できるインター
フェイスに接続されたホストの情報はありません。
サービスプロバイダーネットワークでは、信頼できるインターフェイスとして設定できるものの
例として、同じネットワーク内のデバイスのポートに接続されたインターフェイスがあります。
信頼できないインターフェイスには、ネットワーク内の信頼できないインターフェイスまたはネッ
トワークに属さないデバイスのインターフェイスに接続されたインターフェイスがあります。
スイッチが信頼できないインターフェイスでパケットを受信し、そのインターフェイスが属して
いる VLAN で DHCP スヌーピングがイネーブルに設定されている場合、スイッチは送信元 MAC
アドレスと DHCP クライアントのハードウェア アドレスを比較します。 アドレスが一致した場合
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（デフォルト）、スイッチはパケットを転送します。 アドレスが一致しない場合、スイッチはパ
ケットをドロップします。
スイッチは、次のいずれかの状況が発生した場合に DHCP パケットをドロップします。
• DHCPOFFER パケット、DHCPACK パケット、DHCPNAK パケット、DHCPLEASEQUERY
パケットなど、DHCP サーバからのパケットがネットワークまたはファイアウォールの外側
から着信した。
• パケットが信頼できないインターフェイスに着信し、送信元 MAC アドレスと DHCP クライ
アントのハードウェア アドレスが一致しない。
• スイッチが DHCPRELEASE または DHCPDECLINE ブロードキャスト メッセージを受信し、
その MAC アドレスは DHCP スヌーピング バインディング データベースに含まれているが、
バインディング データベース内のインターフェイス情報がメッセージを受信したインター
フェイスと一致しない。
• DHCP リレー エージェントが 0.0.0.0 以外のリレー エージェント IP アドレスを含む DHCP パ
ケットを転送し、Option 82 情報が含まれないパケットを信頼できないポートに転送する。
DHCP スヌーピングをサポートする集約スイッチであり、DHCP Option 82 情報を挿入するエッジ
スイッチに接続されているスイッチは、Option 82 情報を含むパケットが信頼できないインター
フェイスに着信した場合、それらのパケットをドロップします。 DHCP スヌーピングがイネーブ
ルに設定されている場合に、パケットが信頼できるポートに着信しても、集約スイッチは接続さ
れたデバイスの DHCP スヌーピング バインディングを認識せず、完全な DHCP スヌーピング バ
インディング データベースを作成できません。
集約スイッチを信頼できないインターフェイス経由でエッジ スイッチに接続できる場合、ip dhcp
snooping information option allow-untrusted グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力
すると、集約スイッチはエッジ スイッチによって挿入された Option 82 情報を含むパケットを受
け入れます。集約スイッチは、信頼できないスイッチインターフェイスを介して接続されたホス
トのバインディングを認識します。 集約スイッチで、ダイナミック ARP インスペクションや IP
ソース ガードなど、DHCP セキュリティ機能をイネーブルに設定することもできますが、その場
合でもスイッチは Option 82 情報を含むパケットをホストが接続されている信頼できない入力イン
ターフェイスで受信します。集約スイッチ上のエッジスイッチとの接続ポートは、信頼できるイ
ンターフェイスとして設定する必要があります。
通常、ワイヤレスクライアントへのパケットのブロードキャストは推奨されません。そのため、
DHCP スヌーピングでは、宛先ブロードキャスト MAC アドレス（ffff.ffff.ffff）が、サーバからワ
イヤレス クライアントに送信される DHCP パケットのユニキャスト MAC アドレスで置き換えら
れます。 ユニキャスト MAC アドレスは DHCP ペイロード内の CHADDR フィールドから取得さ
れます。 この処理は、DHCP OFFER、DHCP ACK、DHCP NACK メッセージなどのサーバからク
ライアントへのパケットに適用されます。 ip dhcp snooping wireless bootp-broadcast enable を使用
すれば、この動作を取り消すことができます。 ワイヤレス BOOTP ブロードキャストがイネーブ
ルになっている場合は、サーバからのブロードキャスト DHCP パケットが宛先 MAC アドレスを
変更せずにワイヤレス クライアントに転送されます。
関連トピック
DHCP スヌーピングおよび Option 82 を設定するための前提条件, （238 ページ）
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Option 82 データ挿入
住宅地域にあるメトロポリタン イーサネット アクセス環境では、DHCP は多数の加入者に対し、
IP アドレスの割り当てを一元的に管理できます。 スイッチで DHCP スヌーピングの Option 82 機
能をイネーブルにすると、加入者装置は MAC アドレスだけでなく、その装置をネットワークに
接続するスイッチ ポートによっても識別されます。 サブスクライバ LAN 上の複数のホストをア
クセス スイッチの同じポートに接続できます。これらのホストは一意に識別されます。

（注）

DHCP Option 82 機能は、DHCP スヌーピングがグローバルにイネーブルであり、Option 82 を
使用する加入者装置が割り当てられた VLAN でイネーブルである場合に限りサポートされま
す。
次の図に、一元的な DHCP サーバがアクセス レイヤのスイッチに接続された加入者に IP アドレ
スを割り当てるメトロポリタン イーサネット ネットワークを示します。 DHCP クライアントとそ
れらに関連付けられた DHCP サーバは同じ IP ネットワークまたはサブネット内に存在しないた
め、DHCP リレー エージェント（Catalyst スイッチ）にヘルパー アドレスを設定することにより、
ブロードキャスト転送をイネーブルにし、クライアントとサーバ間で DHCP メッセージを転送し
ます。
図 12：メトロポリタン イーサネット ネットワークにおける DHCP リレー エージェント

スイッチで DHCP スヌーピング情報 Option 82 をイネーブルにすると、次のイベントがこの順序で
発生します。
• ホスト（DHCP クライアント）は DHCP 要求を生成し、これをネットワーク上にブロード
キャストします。
• スイッチは、この DHCP 要求を受信すると、パケットに Option 82 情報を追加します。 デフォ
ルトでは、リモート ID サブオプションがスイッチの MAC アドレスで、回線 ID サブオプショ
ンはパケットを受信するポート ID（vlan-mod-port）です。リモート ID および回線 ID は設
定できます。サブオプションの設定の詳細については、を参照してください。
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• リレー エージェントの IP アドレスが設定されている場合、スイッチはこの IP アドレスを
DHCP パケットに追加します。
• スイッチは、オプション 82 フィールドを含む DHCP 要求を DHCP サーバに転送します。
• DHCP サーバはこのパケットを受信します。 Option 82 に対応しているサーバであれば、リ
モート ID と回線 ID のいずれか一方または両方を使用して、IP アドレスを割り当てたり、1
つのリモート ID または回線 ID に割り当てることができる IP アドレスの数を制限するよう
なポリシーを実装したりできます。 次に DHCP サーバは、DHCP 応答内にオプション 82
フィールドをエコーします。
• スイッチによって要求がサーバにリレーされた場合、DHCP サーバは応答をスイッチにユニ
キャストします。 スイッチは、リモート ID フィールドと、場合によっては回線 ID フィール
ドを調べ、Option 82 データが挿入済みであることを確認します。 スイッチは Option 82 フィー
ルドを削除してから、DHCP 要求を送信した DHCP クライアントに接続するスイッチ ポート
にパケットを転送します。
デフォルトのサブオプション設定では、前述のイベントのシーケンスが発生すると、次のフィー
ルドの値は変化しません（図「サブオプションのパケット形式」を参照）。
• 回線 ID サブオプション フィールド
◦ サブオプション タイプ
◦ サブオプション タイプの長さ
◦ 回線 ID タイプ
◦ 回線 ID タイプの長さ
• リモート ID サブオプション フィールド
◦ サブオプション タイプ
◦ サブオプション タイプの長さ
◦ リモート ID タイプ
◦ リモート ID タイプの長さ
回線 ID サブオプションのポート フィールドでは、ポート番号が 3 から始まります。 たとえば、
24 個の 10/100/1000 ポートおよび 4 つの Small Form-Factor Pluggable（SFP）モジュール スロット
を搭載するスイッチでは、ポート 3 がギガビット イーサネット 1/0/1 ポート、ポート 4 がギガビッ
ト イーサネット 1/0/2 ポートとなり、以降同様に続きます。 ポート 27 は SFP モジュール スロッ
トのギガビット イーサネット 1/0/25 となり、以降同様に続きます。
図「サブオプションのパケット形式」 に、デフォルトのサブオプション設定が使用されている場
合のリモート ID サブオプションおよび回線 ID サブオプションのパケット形式を示します。 回線
ID サブオプションでは、モジュール番号は、スタックにあるスイッチ番号に対応します。 スイッ
チがこれらのパケット形式を使用するのは、DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにし、

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリーズ）
OL-28525-02-J

229

DHCP の設定
Option 82 データ挿入

ip dhcp snooping information option グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力した場合で
す。
図 13：サブオプションのパケット形式

図「ユーザ設定のサブオプションのパケット形式」は、ユーザ設定のリモート ID サブオプショ
ン、および回線 ID サブオプションのパケット形式を示しています。スイッチでは、DHCP スヌー
ピングをグローバルにイネーブルにし、ip dhcp snooping information option format remote-id グ
ローバル コンフィギュレーション コマンド、および ip dhcp snooping vlan information option
format-type circuit-id string インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力した場合
に、これらのパケット形式が使用されます。
パケットでは、リモート ID および回線 ID サブオプションを次のように設定した場合、これらの
フィールドの値がデフォルト値から変更されます。
• 回線 ID サブオプション フィールド
◦ 回線 ID タイプが 1 である。
◦ 設定した文字列の長さに応じて、長さの値が変化する。
• リモート ID サブオプション フィールド
◦ リモート ID タイプが 1 である。
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◦ 設定した文字列の長さに応じて、長さの値が変化する。

図 14： ユーザ設定のサブオプションのパケット形式

Cisco IOS DHCP サーバ データベース
DHCP ベースの自動設定プロセスの間、指定 DHCP サーバは Cisco IOS DHCP サーバ データベー
スを使用します。 これには IP アドレス、アドレス バインディング、およびブート ファイルなど
の設定パラメータが含まれます。
アドレス バインディングは、Cisco IOS DHCP サーバ データベース内のホストの IP アドレスおよ
び MAC アドレス間のマッピングです。 クライアント IP アドレスを手動で割り当てること、また
は、DHCP サーバが DHCP アドレス プールから IP アドレスを割り当てることが可能です。 手動
および自動アドレス バインディングの詳細については、『Cisco IOS IP Configuration Guide, Release
12.4』の「Configuring DHCP」の章を参照してください。
Cisco IOS DHCP サーバ データベースをイネーブルにして設定する手順については、『Cisco IOS
IP Configuration Guide, Release 12.4』の「Configuring DHCP」の章にある「DHCP Configuration Task
List」の項を参照してください。

DHCP スヌーピング バインディング データベース
DHCP スヌーピングをイネーブルにすると、スイッチは信頼できないインターフェイスに関する
情報を DHCP スヌーピング バインディング データベースに保存します。 データベースには、
64,000 のバインディングを含めることができます。
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各データベース エントリ（バインディング）は、IP アドレス、それに関連付けられた MAC アド
レス、リース期間（16 進形式）、バインディングが適用されるインターフェイス、およびイン
ターフェイスが属する VLAN で構成されます。 データベース エージェントは、設定された場所
のファイルにバインディングを保存します。 各エントリの末尾にあるチェックサムは、ファイル
の先頭のバイトを含め、エントリに関連付けられたすべてのバイトを対象として計算されます。
各エントリは、まず 72 バイトのデータがあり、その後に 1 つのスペースとチェックサム値が続き
ます。
スイッチのリロード後もバインディングを保持するには、DHCP スヌーピング データベース エー
ジェントを使用する必要があります。 エージェントがディセーブルで、ダイナミック ARP インス
ペクションまたは IP ソース ガードがイネーブルにされ、DHCP スヌーピング バインディング デー
タベースがダイナミックバインディングされている場合、スイッチは接続を切断されます。 この
エージェントがディセーブルで、DHCP スヌーピングだけがイネーブルである場合、スイッチの
接続は切断されませんが、DHCP スヌーピングは DHCP スプーフィング攻撃を防止できないこと
があります。
リロードすると、スイッチはバインディング ファイルを読み込み、DHCP スヌーピング バイン
ディングデータベースを作成します。スイッチは、データベースに変更が加えられたときにはバ
インディング ファイルを更新します。
スイッチは、新しいバインディングを認識するか、バインディングを失うと、ただちにデータベー
ス内のエントリを更新します。スイッチはバインディングファイル内のエントリも更新します。
バインディング ファイルの更新頻度は設定可能な遅延時間によって決まり、更新はバッチ処理さ
れます。 ファイルが指定された時間内（書き込み遅延および中断タイムアウトの値によって設定
される）に更新されない場合、更新は停止します。
バインディングが含まれるファイルの形式は次のとおりです。
<initial-checksum>
TYPE DHCP-SNOOPING
VERSION 1
BEGIN
<entry-1> <checksum-1>
<entry-2> <checksum-1-2>
...
...
<entry-n> <checksum-1-2-..-n>
END

このファイルの各エントリにはチェックサム値を示すタグが付けられます。スイッチは、ファイ
ルを読み取るときに、このチェックサムを使用してエントリを検証します。 最初の行の
initial-checksum エントリは、最新のファイル更新に関連するエントリを以前のファイル更新に関
連するエントリと区別します。
次に、バインディング ファイルの例を示します。
2bb4c2a1
TYPE DHCP-SNOOPING
VERSION 1
BEGIN
192.1.168.1 3 0003.47d8.c91f 2BB6488E Gi1/0/4 21ae5fbb
192.1.168.3 3 0003.44d6.c52f 2BB648EB Gi1/0/4 1bdb223f
192.1.168.2 3 0003.47d9.c8f1 2BB648AB Gi1/0/4 584a38f0
END
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スイッチが起動し、計算されたチェックサム値が保存されているチェックサム値と一致した場合、
スイッチはバインディング ファイルのエントリを読み取り、バインディングを DHCP スヌーピン
グ バインディング データベースに追加します。 次のいずれかの状況が発生した場合、スイッチ
はエントリを無視します。
• スイッチがエントリを読み取り、計算されたチェックサム値が保存されているチェックサム
値と一致しない。 この場合、そのエントリとそれ以降のエントリは無視されます。
• エントリに含まれているリース期間が終了している（スイッチはリース期間の終了時にバイ
ンディング エントリを削除しないことがある）。
• エントリに含まれるインターフェイスが現在はシステムに存在しない。
• インターフェイスがルーテッド インターフェイスまたは DHCP スヌーピングにおける信頼で
きるインターフェイスである。

DHCP スヌーピングとスイッチ スタック
DHCP スヌーピングは、スタック マスターで管理されます。 新しいスイッチがスタックに加入す
ると、スイッチでは、スタック マスターから DHCP スヌーピング設定を受信します。 メンバがス
タックから除外されると、スイッチに関連付けられているすべての DHCP スヌーピング アドレス
バインディングがエージング アウトします。
すべてのスヌーピング統計情報は、スタック マスター上で生成されます。 新しいスタック マス
ターが選出された場合、統計カウンタはリセットされます。
スタックのマージが発生し、スタックマスターではなくなった場合、スタックマスターにあった
すべての DHCP スヌーピング バインディングが失われます。 スタック パーティションでは、既
存のスタック マスターに変更はなく、パーティション化スイッチに属しているバインディング
は、エージング アウトします。 パーティション化スイッチの新しいマスターでは、新たな着信
DHCP パケットの処理が開始されます。

DHCP 機能の設定方法
DHCP スヌーピングのデフォルト設定
表 20：DHCP のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

DHCP サーバ

Cisco IOS ソフトウェアではイネーブル、設定が
必要。6

DHCP リレー エージェント

イネーブル7
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機能

デフォルト設定

DHCP パケット転送アドレス

未設定

リレー エージェント情報の確認

イネーブル（無効なメッセージは廃棄）。

DHCP リレー エージェント転送ポリシー

既存のリレー エージェント情報を置換。

DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブル ディセーブル
DHCP スヌーピング情報オプション

イネーブル

パケットを信頼できない入力インターフェイス ディセーブル
で受け取る DHCP スヌーピング オプション8
DHCP スヌーピング レート制限

未設定

DHCP スヌーピング信頼状態

信頼できない

DHCP スヌーピング VLAN

ディセーブル

DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証

イネーブル

Cisco IOS DHCP サーバ バインディング データ Cisco IOS ソフトウェアではイネーブル、設定が
ベース
必要。
（注）

スイッチは、DHCP サーバとして設定
されているデバイスからだけ、ネット
ワーク アドレスおよび設定パラメー
タを取得します。

DHCP スヌーピング バインディング データベー Cisco IOS ソフトウェアではイネーブル、設定が
ス エージェント
必要。この機能は宛先が設定されている場合に
限り有効。

6
スイッチは、DHCP サーバとして設定されている場合に限り DHCP 要求に応答します。
7
スイッチは、DHCP サーバの IP アドレスが DHCP クライアントの SVI に設定されている場合に限り DHCP パケットをリレーします。
8
この機能は、スイッチがエッジ スイッチによって Option 82 が挿入されたパケットを受信する集約スイッチである場合に使用します。

DHCP スヌーピング設定時の注意事項
• DHCP スヌーピングは、VLAN で DHCP スヌーピングがイネーブルになるまでアクティブに
なりません。
• スイッチ上で文字数の多いサーキット ID を設定する場合、Nonvolatile Random-Access Memory
(NVRAM; 不揮発性 RAM)またはフラッシュ メモリに長い文字列が与える影響を考慮してく
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ださい。 サーキット ID 設定がその他のデータと組み合わされた場合、NVRAM またはフラッ
シュ メモリの容量を超えてしまい、エラー メッセージが表示されます。
• DHCP リレー エージェントがイネーブルで、DHCP スヌーピングがディセーブルである場
合、DHCP Option 82 データ挿入機能はサポートされません。
• スイッチ ポートが DHCP サーバに接続されている場合は、ip dhcp snooping trust インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを入力して、ポートを信頼できるポートとして
設定してください。
• スイッチ ポートが DHCP クライアントに接続されている場合は、no ip dhcp snooping trust
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力して、ポートを信頼できないポー
トとして設定してください。
• Cisco IOS Release 12.2(37)SE 以降では、show ip dhcp snooping statistics ユーザ EXEC コマン
ドを入力することによって DHCP スヌーピングの統計情報を表示したり、clear ip dhcp snooping
statistics 特権 EXEC コマンドを入力することによってスヌーピング統計情報カウンタをクリ
アしたりできます。

DHCP サーバの設定
スイッチは、DHCP サーバとして機能できます。
スイッチを DHCP サーバとして設定するときの手順については、『Cisco IOS IP Configuration Guide,
Release 12.4』の「IP Addressing and Services」の「Configuring DHCP」を参照してください。

DHCP サーバとスイッチ スタック
DHCP バインディング データベースは、スタック マスターで管理されます。 新しいスタック マ
スターが割り当てられると、新しいマスターでは、TFTP サーバから保存されているバインディン
グ データベースがダウンロードされます。 スタック マスターに障害が発生した場合、未保存の
すべてのバインディングが失われます。 失われたバインディングに関連付けられていた IP アドレ
スは、解放されます。 自動バックアップは、ip dhcp database url [timeout seconds | write-delay
seconds] グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して設定する必要があります。
スタックのマージが発生すると、スタック メンバになるスタック マスターでは、すべての DHCP
リース バインディングが失われます。 スタック パーティションでは、パーティションにある新
しいマスターが、既存の DHCP リース バインディングなしで、新しい DHCP サーバとして動作し
ます。

DHCP リレー エージェントの設定
スイッチ上で DHCP リレー エージェントをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順
を実行します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. service dhcp
3. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

service dhcp
例：

スイッチ上で DHCP サーバおよび DHCP リレー エー
ジェントをイネーブルにします。 デフォルトでは、こ
の機能はイネーブルです。

Controller(config)# service dhcp

ステップ 3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end

次の作業
これらの手順については、『Cisco IOS IP Configuration Guide, Release 12.4』の「IP Addressing and
Services」の項の「Configuring DHCP」の項を参照してください。
• リレー エージェント情報のチェック（検証）
• リレー エージェント転送ポリシーの設定

パケット転送アドレスの指定
DHCP サーバおよび DHCP クライアントが異なるネットワークまたはサブネットにある場合、ス
イッチを ip helper-address address インターフェイス コンフィギュレーション コマンドで設定す
る必要があります。 一般的なルールは、クライアントに最も近いレイヤ 3 インターフェイス上に
コマンドを設定することです。 ip helper-address コマンドで使用されているアドレスは、特定の
DHCP サーバ IP アドレスか、または他の DHCP サーバが宛先ネットワーク セグメントにある場
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合はネットワーク アドレスにすることができます。 ネットワーク アドレスを使用することで、
どの DHCP サーバも要求に応答できるようになります。
パケット転送アドレスを指定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface vlan vlan-id
3. ip address ip-address subnet-mask
4. ip helper-address address
5. end
6. interface range port-range または、interface interface-id
7. switchport mode access
8. switchport access vlan vlan-id
9. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface vlan vlan-id
例：

VLAN ID を入力してスイッチ仮想インターフェイスを作成
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。

Controller(config)# interface vlan 1

ステップ 3

ip address ip-address subnet-mask

インターフェイスに IP アドレスおよび IP サブネットを設
定します。

例：
Controller(config-if)# ip address
192.108.1.27 255.255.255.0

ステップ 4

ip helper-address address
例：
Controller(config-if)# ip
helper-address 172.16.1.2

DHCP パケット転送アドレスを指定します。
ヘルパー アドレスは特定の DHCP サーバ アドレスにする
か、他の DHCP サーバが宛先ネットワーク セグメントにあ
る場合は、ネットワーク アドレスにすることができます。
ネットワーク アドレスを使用することで、他のサーバも
DHCP 要求に応答できるようになります。
複数のサーバがある場合、各サーバに 1 つのヘルパー アド
レスを設定できます。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

end

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例：
Controller(config-if)# end

ステップ 6

interface range port-range または、
interface interface-id
例：

ステップ 7

DHCP クライアントに接続されている複数の物理ポートを
設定し、インターフェイス範囲コンフィギュレーション
モードを開始します。
または

Controller(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

DHCP クライアントに接続されている単一の物理ポートを
設定し、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。

switchport mode access

ポートの VLAN メンバーシップ モードを定義します。

例：
Controller(config-if)# switchport
mode access

ステップ 8

switchport access vlan vlan-id

ステップ 2 で設定したのと同じ VLAN をポートに割り当て
ます。

例：
Controller(config-if)# switchport
access vlan 1

ステップ 9

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-if)# end

DHCP スヌーピングおよび Option 82 を設定するための前提条件
DHCP スヌーピングおよび Option 82 の前提条件は次のとおりです。
• スイッチで DHCP スヌーピング情報オプションを設定する前に、DHCP サーバとして機能す
るデバイスを設定してください。 DHCP サーバが割り当てたり除外したりできる IP アドレ
スを指定するか、またはそれらのデバイスの DHCP オプションを設定する必要があります。
• DHCP スヌーピングを正しく機能させるためには、すべての DHCP サーバを信頼できるイン
ターフェイス経由でスイッチに接続する必要があります。
• スイッチで DHCP リレー エージェントを設定する前に、DHCP サーバとして機能するデバイ
スを設定してください。 DHCP サーバが割り当てたり除外したりできる IP アドレスを指定
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するか、デバイスの DHCP オプションを設定するか、または DHCP データベース エージェ
ントをセットアップする必要があります。
• 次の前提条件が DHCP スヌーピング バインディング データベースの設定に適用されます。
◦ NVRAM とフラッシュ メモリは、いずれも記憶容量が限られているため、バインディン
グ ファイルを TFTP サーバに保存することを推奨します。
◦ ネットワーク ベースの URL（TFTP や FTP など）については、スイッチがバインディ
ングをその URL のバインディング ファイルに初めて書き込む前に、設定された URL に
空のファイルを作成する必要があります。 空のファイルをサーバ上に作成する必要があ
るかどうかについては、TFTP サーバのマニュアルを参照してください。TFTP サーバに
よっては、そのように設定できないことがあります。
◦ データベースに正しいリース期間が記録されるように、ネットワーク タイム プロトコ
ル（NTP）をイネーブルにし、設定することを推奨します。
◦ NTP が設定されている場合、スイッチのシステム クロックが NTP と同期化されたとき
にだけ、スイッチがバインディングの変更内容をバインディング ファイルに書き込みま
す。
• スイッチを DHCP 要求に応答するようにする場合は、DHCP サーバとして設定する必要があ
ります。
• スイッチが DHCP パケットをリレーするようにする場合は、DHCP サーバの IP アドレスは
DHCP クライアントのスイッチ仮想インターフェイス（SVI）に設定する必要があります。
• 信頼できない入力でパケットを受け入れる DHCP スヌーピング オプションを使用するには、
スイッチがエッジ スイッチから Option 82 情報を含むパケットを受信する集約スイッチであ
る必要があります。
• DHCP スヌーピングで Cisco IOS DHCP サーバ バインディング データベースを使用するには、
Cisco IOS DHCP サーバ バインディング データベースを使用するようにスイッチを設定する
必要があります。
• DHCP スヌーピング用にスイッチを使用するには、DHCP スヌーピング バインディング デー
タベースで宛先を設定する必要があります。
• DHCP スヌーピングを正しく機能させるためには、すべての DHCP サーバを信頼できるイン
ターフェイス経由でスイッチに接続する必要があります。 サービス プロバイダー ネットワー
クでは、同じネットワーク内のデバイスのポートに接続されたインターフェイスが信頼でき
るインターフェイスとなります。
• DHCP スヌーピングは、スイッチ上でグローバルにイネーブルにする必要があります。
• スイッチ上で DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにする前に、DHCP サーバや
DHCP リレー エージェントとして機能するデバイスが設定され、イネーブルになっているこ
とを確認してください。
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•
（注）

RSPAN VLAN では、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）スヌーピン
グをイネーブルにしないでください。 RSPAN VLAN で DHCP スヌーピングを
イネーブルにすると、DHCP パケットが RSPAN 宛先ポートに届かない可能性
があります。

関連トピック
DHCP スヌーピング, （226 ページ）

DHCP スヌーピングおよび Option 82 のイネーブル化
スイッチ上で DHCP スヌーピングをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行
します。

手順の概要
1. configure terminal
2. ip dhcp snooping
3. ip dhcp snooping vlan vlan-range [smartlog]
4. ip dhcp snooping information option
5. ip dhcp snooping information option format remote-id [string ASCII-string | hostname]
6. ip dhcp snooping information option allow-untrusted
7. ip dhcp snooping wireless bootp-broadcast enable（任意）
8. interface interface-id
9. ip dhcp snooping vlan vlan information option format-type circuit-id [override] string ASCII-string
10. ip dhcp snooping trust
11. ip dhcp snooping limit rate rate
12. exit
13. ip dhcp snooping verify mac-address
14. end

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：
Controller# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

ip dhcp snooping

DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブル化します。

例：
Controller(config)# ip dhcp
snooping

ステップ 3

ip dhcp snooping vlan vlan-range
[smartlog]

VLAN または VLAN 範囲で DHCP スヌーピングをイネーブルに
します。 指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
• VLAN ID 番号によって特定される単一の VLAN ID、それぞ

例：
Controller(config)# ip dhcp
snooping vlan 10

れをカンマで区切った一連の VLAN ID、ハイフンを間に挿
入した VLAN ID の範囲、または先頭および末尾の VLAN ID
で区切られた VLAN ID の範囲を入力することができます。
これらはスペースで区切ります。
• （任意）ドロップされたパケットの内容を NetFlow 収集装置
に送信するようにスイッチを設定するには、smartlog を入力
します。

ステップ 4

ip dhcp snooping information option
例：
Controller(config)# ip dhcp
snooping information option

ステップ 5

スイッチが、転送された DHCP 要求メッセージにある DHCP リ
レー情報（オプション 82 フィールド）を DHCP サーバに挿入し
たり削除したりできるようにイネーブルにします。 これがデフォ
ルト設定です。

ip dhcp snooping information option （任意）リモート ID サブオプションを設定します。
format remote-id [string ASCII-string |
リモート ID は次のように設定できます。
hostname]
• 63 文字までの ASCII 文字列（スペースなし）
例：

• スイッチに設定されたホスト名

Controller(config)# ip dhcp
snooping information option format
remote-id string acsiistring2

（注）

ホスト名が 64 文字以上の場合、リモート ID 設定
で 63 文字に切り捨てられます。

デフォルトのリモート ID はスイッチ MAC アドレスです。
ステップ 6

ip dhcp snooping information option
allow-untrusted
例：
Controller(config)# ip dhcp
snooping information option
allow-untrusted

（任意）スイッチが、エッジ スイッチに接続された集約スイッチ
である場合、エッジ スイッチからのオプション 82 情報付き着信
DHCP スヌーピング パケットを受け入れるようにこのコマンドに
よってスイッチをイネーブルにします。
デフォルト設定では無効になっています。
（注）

このコマンドは、信頼できるデバイスに接続された集
約スイッチだけで入力してください。
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

ip dhcp snooping wireless
bootp-broadcast enable（任意）

DHCP パケットをワイヤレス クライアントに転送するときに、
サーバから送信されるブロードキャスト アドレスを保持できるよ
うにスイッチをイネーブルにします。

例：
Controller(config)# ip dhcp
snooping wireless bootp-broadcast
enable

ステップ 8

interface interface-id

設定する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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 9

ip dhcp snooping vlan vlan information （任意）指定したインターフェイスの回線 ID サブオプションを
option format-type circuit-id [override] 設定します。
string ASCII-string
1 ～ 4094 の範囲の VLAN ID を使用して、VLAN およびポート ID
を指定します。 デフォルトの回線 ID はポート ID で、フォーマッ
例：
トは vlan-mod-port です。
Controller(config-if)# ip dhcp
snooping vlan 1 information option
format-type curcuit-id override
string ovrride2

回線 ID は 3 ～ 63 の ASCII 文字列（スペースなし）を設定できま
す。
（任意）override キーワードは、加入者情報を定義するための
TLV 形式に回線 ID サブオプションを挿入したくない場合に使用
します。

ステップ 10

ip dhcp snooping trust
例：
Controller(config-if)# ip dhcp
snooping trust

ステップ 11

ip dhcp snooping limit rate rate
例：
Controller(config-if)# ip dhcp
snooping limit rate 100

（任意）インターフェイスの信頼性を trusted または untrusted に
設定します。 信頼できないクライアントからのメッセージを受信
するようにインターフェイスを設定するには、no キーワードを使
用します。 デフォルト設定は untrusted です。
（任意）インターフェイスが受信できる 1 秒あたりの DHCP パ
ケット数を設定します。 指定できる範囲は 1 ～ 2048 です。 デ
フォルトでは、レート制限は設定されません。
（注）

信頼できないインターフェイスのレート制限を 1 秒あ
たり 100 パケット以下に設定することを推奨します。
信頼できるインターフェイスのレート制限を設定する
場合、DHCP スヌーピングを使った複数の VLAN に割
り当てられたトランク ポートでは、レート制限の値を
大きくすることが必要になることがあります。
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ステップ 12

コマンドまたはアクション

目的

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例：
Controller(config-if)# exit

ステップ 13

Controller(config)# ip dhcp
snooping verify mac-address

（任意）信頼できないポートに着信した DHCP パケットの送信元
MAC アドレスがパケットのクライアント ハードウェア アドレス
と一致することを確認するようにスイッチを設定します。 デフォ
ルトでは、送信元 MAC アドレスがパケットのクライアント ハー
ドウェア アドレスと一致することを確認します。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

ip dhcp snooping verify mac-address
例：

ステップ 14

例：
Controller(config)# end

プライベート VLAN での DHCP スヌーピングのイネーブル化
DHCP スヌーピングはプライベート VLAN 上でイネーブルにできます。 DHCP スヌーピングがイ
ネーブルの場合、設定はプライマリ VLAN および関連付けられているセカンダリ VLAN の両方に
伝播します。 DHCP スヌーピングがプライマリ VLAN でイネーブルの場合、セカンダリ VLAN
でもイネーブルに設定されています。
DHCP スヌーピングがすでにプライマリ VLAN に設定されていて DHCP スヌーピングをセカンダ
リ VLAN とは異なるように設定した場合、セカンダリ VLAN の設定は有効になりません。 プラ
イマリ VLAN に DHCP スヌーピングを設定する必要があります。 プライマリ VLAN に DHCP ス
ヌーピングが設定されていない場合は、VLAN 200 などのセカンダリ VLAN に DHCP スヌーピン
グを設定するときに、次のメッセージが表示されます。
show ip dhcp snooping 特権 EXEC コマンド出力では、DHCP スヌーピングがイネーブルであるプ
ライマリおよびセカンダリ プライベート VLAN を含む、すべての VLAN を表示します。

Cisco IOS DHCP サーバ データベースのイネーブル化
Cisco IOS DHCP サーバ データベースをイネーブルにして設定する手順については、『Cisco IOS
IP Configuration Guide, Release 12.4』の「Configuring DHCP」の章にある「DHCP Configuration Task
List」の項を参照してください。
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DHCP スヌーピング情報のモニタリング
表 21：DHCP 情報を表示するためのコマンド

show ip dhcp snooping

スイッチの DHCP スヌーピング設定を表示します。

show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディング データベース内の動的に設
定されたバインディングだけを表示します。このようなバイン
ディングは、バインディング テーブルとも呼ばれます。

（注）

show ip dhcp snooping
database

DHCP スヌーピング バインディング データベースのステータス
および統計情報を表示します。

show ip dhcp snooping
statistics

DHCP スヌーピングの統計情報を要約または詳細形式で表示しま
す。

show ip source binding

動的および静的に設定されたバインディングを表示します。

DHCP スヌーピングがイネーブルでインターフェイスがダウン ステートに変更された場合、静
的に設定されたバインディングは削除されません。

DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当ての設定
DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当て設定に関する情報
DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当ては、接続されたデバイス クライアントの ID また
はクライアント ハードウェア アドレスに関係なく、DHCP がイーサネット スイッチ ポートで同
じ IP アドレスを維持できるようにする機能です。
ネットワークに導入されたイーサネット スイッチは、直接接続されたデバイスに接続を提供しま
す。 工場の作業場など、一部の環境では、あるデバイスで不具合が発生した場合は、それと同時
に、そのネットワークで代わりのデバイスが動作を開始しなければなりません。 現在の DHCP 実
装では、この代わりのデバイスに、DHCP が同じ IP アドレスを提供する保証はありません。 コン
トロールやモニタリングなどを行うソフトウェアは、各デバイスに関連付けられた IP アドレスが
一定であることを期待しています。 デバイスを交換した場合、DHCP クライアントが変更された
場合でも、アドレスの割り当ては一定のままでなければなりません。
DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当て機能が設定されている場合、この機能により、あ
る接続ポートで受信された DHCP メッセージでクライアント ID やクライアント ハードウェア ア
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ドレスが変更されたとしても、同じ接続ポートには常に同じ IP アドレスが提供されることが保証
されます。 DHCP プロトコルは、DHCP パケットのクライアント ID オプションにより、DHCP ク
ライアントを識別します。 クライアント ID オプションを含まないクライアントは、クライアン
ト ハードウェア アドレスにより識別されます。 この機能を設定すると、インターフェイスのポー
ト名が、クライアント ID またはハードウェア アドレスよりも優先され、実際の接続ポイントで
あるスイッチ ポートがクライアント ID になります。
すべてのケースで、同じポートにイーサネット ケーブルを接続することにより、接続されたデバ
イスに、DHCP 経由で同じ IP アドレスが割り当てられます。
DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当て機能がサポートされているのは、Cisco IOS DHCP
サーバだけです。サードパーティ製のサーバではサポートされていません。

ポートベースのアドレス テーブルのデフォルト設定
デフォルトでは、DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当てはディセーブルにされています。

ポートベースのアドレス割り当て設定時の注意事項
• デフォルトでは、DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当てはディセーブルにされてい
ます。
• 1 つのポートに付き割り当てることができる IP アドレスは 1 つだけです。
• 専用アドレス（事前に設定されたアドレス）は、clear ip dhcp binding グローバル コンフィギュ
レーション コマンドではクリアできません。
• 事前に設定されたアドレスは、通常の動的な IP アドレス割り当てからは自動的に除外されま
す。 ホスト プールでは、事前に設定されたアドレスは使用できませんが、1 つの DHCP アド
レス プールに対して複数のアドレスを事前に設定することはできます。
• DHCP プールから事前に設定された予約への割り当てを制限する（予約されていないアドレ
スはクライアントに提供されず、その他のクライアントはプールによるサービスを受けな
い）ために、reserved-only DHCP プール コンフィギュレーション コマンドを入力すること
ができます。

DHCP スヌーピング バインディング データベース エージェントのイ
ネーブル化
スイッチ上で DHCP スヌーピング バインディング データベース エージェントをイネーブルにし、
設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. ip dhcp snooping database {flash[number]:/filename | ftp://user:password@host/filename |
http://[[username:password]@]{hostname | host-ip}[/directory] /image-name.tar |
rcp://user@host/filename}| tftp://host/filename
3. ip dhcp snooping database timeout seconds
4. ip dhcp snooping database write-delay seconds
5. end
6. ip dhcp snooping binding mac-address vlan vlan-id ip-address interface interface-id expiry seconds

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

ip dhcp snooping database
次のいずれかの形式を使用して、データベース エージェン
{flash[number]:/filename |
トまたはバインディング ファイルの URL を指定します。
ftp://user:password@host/filename |
• flash[number]:/filename
http://[[username:password]@]{hostname |
host-ip}[/directory] /image-name.tar |
（任意）スタック マスターのスタック メンバ番号を指
rcp://user@host/filename}| tftp://host/filename
定するには、number パラメータを使用します。 number
の指定できる範囲は 1 ～ 9 です。
例：

• ftp://user:password@host/filename
Controller(config)# ip dhcp snooping
database tftp://10.90.90.90/snooping-rp2

• http://[[username:password]@]{hostname |
host-ip}[/directory] /image-name.tar
• rcp://user@host/filename
• tftp://host/filename

ステップ 3

ip dhcp snooping database timeout seconds
例：
Controller(config)# ip dhcp snooping
database timeout 300

データベース転送プロセスが完了するのを待ち、それまで
に完了しない場合はプロセスを停止する時間（秒数）を指
定します。
デフォルトは 300 秒です。 指定できる範囲は 0 ～ 86400 で
す 無期限の期間を定義するには、0 を使用します。これは
転送を無期限に試行することを意味します。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

ip dhcp snooping database write-delay
seconds

バインディング データベースが変更されてから転送を開始
するまでの遅延時間を指定します。 指定できる範囲は 15 ～
86400 秒です。 デフォルトは 300 秒（5 分）です。

例：
Controller(config)# ip dhcp snooping
database write-delay 15

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

ステップ 6

ip dhcp snooping binding mac-address vlan （任意）DHCP スヌーピング バインディング データベース
vlan-id ip-address interface interface-id expiry にバインディング エントリを追加します。 vlan-id に指定で
seconds
きる範囲は 1 ～ 4904 です。 seconds の範囲は 1 ～ 4294967295
です。
例：

このコマンドは、追加するエントリごとに入力します。

Controller# ip dhcp snooping binding
0001.1234.1234 vlan 1 172.20.50.5
interface gi1/1 expiry 1000

このコマンドは、スイッチをテストまたはデバッグすると
きに使用します。

DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当てのイネーブル化
ポートベースのアドレス割り当てをグローバルにイネーブル化し、インターフェイス上で加入者
ID を自動的に生成するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. ip dhcp use subscriber-id client-id
3. ip dhcp subscriber-id interface-name
4. interface interface-id
5. ip dhcp server use subscriber-id client-id
6. end
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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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

ip dhcp use subscriber-id client-id
例：

すべての着信 DHCP メッセージで、加入者 ID がクライ
アント ID としてグローバルに使用されるように DHCP
サーバを設定します。

Controller(config)# ip dhcp use
subscriber-id client-id

ステップ 3

ip dhcp subscriber-id interface-name
例：
Controller(config)# ip dhcp subscriber-id
interface-name

ステップ 4

interface interface-id

インターフェイスの短い名前に基づいて、加入者 ID を
自動的に生成します。
特定のインターフェイスで設定された加入者 ID は、こ
のコマンドで優先されます。
設定する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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 5

ip dhcp server use subscriber-id client-id
例：

インターフェイス上ですべての着信 DHCP メッセージ
で、加入者 ID がクライアント ID として使用されるよ
うに DHCP サーバを設定します。

Controller(config-if)# ip dhcp server
use subscriber-id client-id

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end
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DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当てのモニタリング
表 22：DHCP ポートベースのアドレス割り当て情報を表示するためのコマンド

コマンド

目的

show interface interface id

特定のインターフェイスのステータスおよび設定を表示します。

show ip dhcp pool

DHCP アドレス プールを表示します。

show ip dhcp binding

Cisco IOS DHCP サーバのアドレス バインディングを表示します。

その他の関連資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

DHCP 設定情報および手順

『IP Addressing: DHCP Configuration Guide, Cisco
IOS XE Release 3S』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/
ipaddr_dhcp/configuration/xe-3s/
dhcp-xe-3s-book.html

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

テクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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章

IP ソース ガードの設定
IP ソース ガード（IPSG）は、ルーティングされないレイヤ 2 インターフェイス上の IP トラフィッ
クを制限するセキュリティ機能で、DHCP スヌーピング バインディング データベースと手動で
設定された IP ソース バインディングに基づいてトラフィックをフィルタリングすることで実現
されます。
この章は、次の内容で構成されています。
• 機能情報の確認, 251 ページ
• IP ソース ガードの概要, 252 ページ
• IP ソース ガードの設定方法, 255 ページ
• IP ソース ガードのモニタリング, 261 ページ
• その他の関連資料, 261 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、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。 最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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IP ソース ガードの概要
IPSG
ネイバーの IP アドレスを使用する場合に、トラフィック攻撃を防ぐために IP ソース ガードを使
用でき、そして信頼できないインターフェイスで DHCP スヌーピングがイネーブルの場合に、IP
アドレスを使用しようとすると、IP ソース ガードをイネーブルにできます。
インターフェイス上で IPSG をイネーブルにすると、スイッチは、DHCP スヌーピングにより許可
された DHCP パケットを除き、このインターフェイスで受信したすべての IP トラフィックをブ
ロックします。
スイッチは IP アドレスをポートにバインドするためにハードウェアの発信元 IP 検索テーブルを
使用します。 IP および MAC のフィルタリングでは、送信元 IP 検索および送信元 MAC 検索が組
み合わせが使用されます。 送信元 IP アドレスを使用する IP トラフィックでは、バインディング
テーブルが許可され、他のすべてのトラフィックは拒否されます。
IP ソース バインディング テーブルには、DHCP スヌーピングで学習されたバインディング、また
は手動で設定されたバインディング（スタティック IP 送信元バインディング）があります。 この
テーブルのエントリには IP アドレスと、関連 MAC アドレス、および関連 VLAN 番号がありま
す。 スイッチは、IP ソース ガードがイネーブルにされている場合だけ、IP ソース バインディン
グ テーブルを使用します。
IPSG は、アクセス ポートおよびトランク ポートを含むレイヤ 2 ポートだけでサポートされます。
送信元 IP アドレスと送信元 IP および MAC アドレス フィルタリングで IPSG を設定できます。

スタティック ホスト用 IP ソース ガード
（注）

アップリンク ポート、またはトランク ポートで、スタティック ホスト用 IP ソース ガード
（IPSG）を使用しないでください。
スタティック ホスト用 IPSG は、IPSG の機能を DHCP ではない、スタティックな環境に拡張する
ものです。 これまでの IPSG は、DHCP スヌーピングにより作成されたエントリを使用して、ス
イッチに接続されたホストを検証していました。 ホストから受信したトラフィックのうち、有効
な DHCP を持たないものはすべてドロップされます。 このセキュリティ機能によって、ルーティ
ングされないレイヤ 2 インターフェイス上の IP トラフィックが制限されます。 この機能は、DHCP
スヌーピング バインディング データベース、および手動で設定された IP ソース バインディング
に基づいてトラフィックをフィルタリングします。 前バージョンの IPSG では、IPSG を動作させ
るために DHCP 環境が必要でした。
スタティック ホスト用 IPSG では、DHCP なしで IPSG を動作させることができます。 スタティッ
ク ホスト用 IPSG は、ポート ACL をインストールするために IP デバイス トラッキング テーブル
エントリに依存していまます。 このスイッチは、指定されたポートで有効なホストのリストを維
持するために、ARP リクエスト、またはその他の IP パケットに基づいてスタティック エントリ

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリー
ズ）
252

OL-28525-02-J

IP ソース ガードの設定
IP ソース ガードの設定時の注意事項

を作成します。 また、指定されたポートにトラフィックを送信できるホストの数を指定すること
もできます。 これはレイヤ 3 でのポート セキュリティと同じです。
スタティック ホスト用 IPSG はダイナミック ホストもサポートしています。 ダイナミック ホスト
が、IP DHCP スヌーピング テーブルに存在する DHCP が割り当てられた IP アドレスを受信する
と、IP デバイス トラッキング テーブルは同じエントリを学習します。 スタック化環境では、マ
スターのフェールオーバーが発生すると、メンバ ポートに接続されたスタティック ホストの IP
ソース ガード エントリは、そのまま残ります。 show ip device tracking all 特権 EXEC コマンドを
入力すると、IP デバイス トラッキング テーブルには、これらのエントリが ACTIVE であると表
示されます。

（注）

複数のネットワーク インターフェイスを持つ IP ホストの一部は、ネットワーク インターフェ
イスに無効なパケットを注入することができます。 この無効なパケットには、ソース アドレ
スとして、別のホスト ネットワーク インターフェイスの IP アドレス、または MAC アドレス
が含まれます。 この無効パケットは、スタティック ホスト用 IPSG がホストに接続され、無効
な IP アドレス バインディングまたは MAC アドレス バインディングが学習されて、有効なバ
インディングが拒否される原因となります。 ホストによる無効なパケットの注入を回避する
方法については、対応するオペレーティング システムとネットワーク インターフェイスのベ
ンダーにお問い合わせください。
最初、スタティック ホスト用 IPSG は ACL ベースのスヌーピング メカニズムを通じて、動的に
IP バインディング、または MAC バインディングを学習します。 IP バインディング、または MAC
バインディングは、ARP パケット、および IP パケットにより、スタティック ホストから学習さ
れます。 これらはデバイス トラッキング データベースに保存されます。 指定されたポートで動
的に学習、または静的に設定された IP アドレスの数が最大値に達した場合、新しい IP アドレス
を持つパケットはすべて、ハードウェアによりドロップされます。 何らかの理由で移動された、
またはなくなったホストを解決するために、スタティック ホスト用 IPSG は IP デバイス トラッキ
ングを活用して、動的に学習した IP アドレス バインディングをエージング アウトします。 この
機能は、DHCP スヌーピングとともに使用できます。 複数バインディングは、DHCP ホストとス
タティックホストの両方に接続されたポートに確立されます。たとえば、バインディングは、デ
バイス トラッキング データベースと DHCP スヌーピング バインディング データベースの両方に
保存されます。

IP ソース ガードの設定時の注意事項
• スタティック IP バインディングは、非ルーテッド ポートだけで設定できます。 ルーテッド
インターフェイスで ip source binding mac-address vlan vlan-id ip-address interface interface-id
グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力すると、次のエラー メッセージが表示
されます。
Static IP source binding can only be configured on switch port.
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• 送信元 IP フィルタリング機能を持つ IP ソース ガードがインターフェイスでイネーブルにさ
れている場合、このインターフェイスのアクセス VLAN で、DHCP スヌーピングをイネーブ
ルにしておく必要があります。
• 複数の VLAN を持つトランク インターフェイス上で IP ソース ガードをイネーブルにし、こ
れらすべての VLAN で DHCP スヌーピングをイネーブルにした場合、すべての VLAN に、
送信元 IP アドレス フィルタが適用されます。

（注）

IP ソース ガードがイネーブルにされているときに、トランク インターフェイ
スの VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブル、またはディセーブルにし
た場合、スイッチは適切にトラフィックをフィルタリングできない可能性が
あります。

• 送信元 IP および MAC アドレス フィルタリングによる IP ソース ガードをイネーブルにする
には、インターフェイスの DHCP スヌーピングとポート セキュリティをイネーブルにする必
要があります。 また、ip dhcp snooping information option グローバル コンフィギュレーション
コマンドを入力して、DHCP サーバに確実に Option 82 をサポートさせる必要もあります。
MAC アドレス フィルタリングとともに IP ソース ガードをイネーブルにした場合、DHCP ホ
ストによりリースが認可されるまで、このホストの MAC アドレスは学習されません。 サー
バからホストにパケットを転送する場合、DHCP スヌーピングは Option 82 データを使用し
て、ホスト ポートを識別します。
• プライベート VLAN が設定されているインターフェイスに IP ソース ガードを設定した場合、
ポート セキュリティはサポートされません。
• この機能は、802.1x ポートベースの認証がイネーブルにされている場合にイネーブルにでき
ます。
• Ternary Content Addressable Memory（TCAM）エントリの数が最大値を超えた場合、CPU の
使用率は増加します。
• IP ソース ガード スマート ロギングを設定すると、指定されたアドレスや DHCP によって学
習されたアドレス以外の送信元アドレスを持つパケットは拒否され、そのパケットの内容が
NetFlow 収集装置に送信されます。 この機能を設定する場合は、スマート ロギングがグロー
バルにイネーブルになっていることを確認してください。
• スイッチ スタックでは、IP ソース ガードがスタック メンバー インターフェイスに設定され
ていて、no switch stack-member-number provision グローバル コンフィギュレーション コマン
ドの入力によりそのスイッチの設定を削除した場合、インターフェイス スタティック バイ
ンディングはバインディング テーブルから削除されますが、実行コンフィギュレーションか
らは削除されません。 switch stack-member-number provision コマンドを入力することによっ
て、スイッチを再度プロビジョニングした場合、バインディングは復元されます。
実行コンフィギュレーションからバインディングを削除するには、no switch provision コマ
ンドを入力する前に IP ソース ガードをディセーブルにする必要があります。 インターフェ
イスがバインディング テーブルから削除される間にスイッチがリロードされると、設定も削
除されます。
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IP ソース ガードの設定方法
IP ソース ガードのイネーブル化
手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. ip verify source [mac-check ]
4. exit
5. ip source binding mac-address vlan vlan-id ip-address interface interface-id
6. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するインターフェイスを指定して、インターフェ
イス コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 3

ip verify source [mac-check ]
例：
Controller(config-if)# ip verify source

ステップ 4

送信元 IP アドレス フィルタリングによる IP ソース
ガードをイネーブルにします。
（任意）mac-check：送信元 IP アドレスによる IP ソー
ス ガードおよび MAC アドレス フィルタリングをイ
ネーブルにします。
グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

exit
例：
Controller(config-if)# exit

ステップ 5

ip source binding mac-address vlan vlan-id
ip-address interface interface-id

スタティック IP ソース バインディングを追加します。
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コマンドまたはアクション

目的

例：

スタティック バインディングごとにこのコマンドを入
力します。

Controller(config)# ip source binding
0100.0230.0002 vlan 11 10.0.0.4 interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end

VLAN 10 および 11 上の送信元 IP および MAC アドレスのフィルタリングを使用した IP ソース ガー
ドのイネーブル化
Controller# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Controller(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
Controller(config-if)# ip verify source
Controller(config-if)# exit
Controller(config)# ip source binding 0100.0022.0010 vlan 10 10.0.0.2 interface
gigabitethernet 1/0/1
Controller(config)# ip source binding 0100.0230.0002 vlan 11 10.0.0.4 interface
gigabitethernet 1/0/1
Controller(config)# end

レイヤ 2 アクセス ポートでのスタティック ホスト用 IP ソース ガード
の設定
スタティック ホスト用 IPSG を動作させるには、ip device tracking maximum limit-number インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドをグローバルに設定する必要があります。 このコマ
ンドをポートに対して実行したが、IP デバイス トラッキングをグローバルにイネーブルにしてい
ない、または IP device tracking maximum をそのインターフェイスに対して設定していない場合は、
スタティック ホストの IPSG によって、そのインターフェイスからの IP トラフィックはすべて拒
否されます。 この要件は、スタティック ホストの IPSG がプライベート VLAN ホスト ポート上で
使用される場合にも適用されます。
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手順の概要
1. configure terminal
2. ip device tracking
3. interface interface-id
4. switchport mode access
5. switchport access vlan vlan-id
6. ip verify source[tracking] [mac-check ]
7. ip device tracking maximum number
8. switchport port-security
9. switchport port-security maximum value
10. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

ip device tracking

IP ホスト テーブルをオンにし、IP デバイス トラッキング
をグローバルにイネーブルにします。

例：
Controller(config)# ip device
tracking

ステップ 3

interface interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 4

switchport mode access

アクセスとしてポートを設定します。

例：
Controller(config-if)# switchport
mode access

ステップ 5

switchport access vlan vlan-id

このポートに VLAN を設定します。

例：
Controller(config-if)# switchport
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コマンドまたはアクション

目的

access vlan 10

ステップ 6

ip verify source[tracking] [mac-check ]
例：
Controller(config-if)# ip verify
source tracking mac-check

送信元 IP アドレス フィルタリングによる IP ソース ガード
をイネーブルにします。
（任意）tracking：スタティック ホスト用 IP ソース ガー
ドをイネーブルにします。
（任意）mac-check：MAC アドレス フィルタリングをイ
ネーブルにします。
ip verify source tracking mac-check コマンドは、MAC アド
レス フィルタリングのあるスタティック ホストに対して
IP ソース ガードをイネーブルにします。

ステップ 7

ip device tracking maximum number
例：

そのポートで、IP デバイス トラッキング テーブルにより
許可されるスタティック IP 数の上限を設定します。 指定
できる範囲は 1 ～ 10 です。 最大値は 10 です。
ip device tracking maximum limit-number インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを設
定する必要があります。

Controller(config-if)# ip device
tracking maximum 8

（注）

ステップ 8

switchport port-security

（任意）このポートのポート セキュリティをアクティブに
します。

ステップ 9

switchport port-security maximum value （任意）このポートに対する MAC アドレスの最大値を設
定します。

ステップ 10

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end

8 つの例
次に、インターフェイス上でスタティック ホストを使って IPSG を停止する例を示します。
Controller(config-if)# no ip verify source
Controller(config-if)# no ip device tracking max

次に、ポート上でスタティック ホストを使って IPSG をイネーブルにする例を示します。
Controller(config)# ip device tracking
Controller(config-if)# ip device tracking maximum 10
Controller(config-if)# ip verify source tracking
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次に、レイヤ 2 アクセス ポートに対してスタティック ホストの IPSG と IP フィルタをイネーブル
にしてから、インターフェイス Gi1/0/3 上の有効な IP バインディングを確認する例を示します。
Controller# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Controller(config)# ip device tracking
Controller(config)# interface gigabitethernet1/0/3
Controller(config-if)# switchport mode access
Controller(config-if)# switchport access vlan 10
Controller(config-if)# ip device tracking maximum 5
Controller(config-if)# ip verify source tracking
Controller(config-if)# end
Controller# show ip verify source
Interface Filter-type Filter-mode
--------- ----------- ----------Gi1/0/3
ip trk
active
Gi1/0/3
ip trk
active
Gi1/0/3
ip trk
active

IP-address
--------------40.1.1.24
40.1.1.20
40.1.1.21

Mac-address
-----------------

Vlan
---10
10
10

次に、レイヤ 2 アクセス ポートに対してスタティック ホストの IPSG と IP-MAC フィルタをイネー
ブルにしてから、インターフェイス Gi1/0/3 上の有効な IP-MAC バインディングを確認し、さらに
このインターフェイス上のバインディングの数が最大値に達しているかどうかを確認する例を示
します。
Controller# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Controller(config)# ip device tracking
Controller(config)# interface gigabitethernet1/0/3
Controller(config-if)# switchport mode access
Controller(config-if)# switchport access vlan 1
Controller(config-if)# ip device tracking maximum 5
Controller(config-if)# ip verify source tracking
Controller(config-if)# end
Controller# show ip verify source
Interface Filter-type Filter-mode
--------- ----------- ----------Gi1/0/3
ip trk
active

IP-address
--------------deny-all

Mac-address
-----------------

Vlan
---1

この例は、すべてのインターフェイスに対する IP または MAC バインディング エントリをすべて
表示します。 CLI はアクティブ エントリと非アクティブ エントリの両方を表示します。 インター
フェイスでホストが学習されると、この新しいエントリは、アクティブとマークされます。 この
ホストをこのインターフェイスから切断し、別のインターフェイスに接続すると、ホストを検出
すると同時に、新しい IP または MAC バインディング エントリがアクティブとして表示されま
す。 以前のインターフェイスでは、このホストに対する古いエントリが非アクティブとマークさ
れます。
Controller# show ip device tracking all
IP Device Tracking for wireless clients = Enabled
Global IP Device Tracking for wired clients = Enabled
Global IP Device Tracking Probe Count = 3
Global IP Device Tracking Probe Interval = 30
----------------------------------------------------------------------------------------------IP Address
MAC Address
Vlan Interface
Probe-Timeout
STATE
----------------------------------------------------------------------------------------------200.1.1.8
0001.0600.0000 8
GigabitEthernet1/0/1
INACTIVE
200.1.1.9
0001.0600.0000 8
GigabitEthernet1/0/1
INACTIVE
200.1.1.10
0001.0600.0000 8
GigabitEthernet1/0/1
INACTIVE
200.1.1.1
0001.0600.0000 9
GigabitEthernet1/0/2
ACTIVE
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200.1.1.1
200.1.1.2
200.1.1.2
200.1.1.3
200.1.1.3
200.1.1.4
200.1.1.4
200.1.1.5
200.1.1.5
200.1.1.6
200.1.1.7

0001.0600.0000
0001.0600.0000
0001.0600.0000
0001.0600.0000
0001.0600.0000
0001.0600.0000
0001.0600.0000
0001.0600.0000
0001.0600.0000
0001.0600.0000
0001.0600.0000

8
9
8
9
8
9
8
9
8
8
8

GigabitEthernet1/0/1
GigabitEthernet1/0/2
GigabitEthernet1/0/1
GigabitEthernet1/0/2
GigabitEthernet1/0/1
GigabitEthernet1/0/2
GigabitEthernet1/0/1
GigabitEthernet1/0/2
GigabitEthernet1/0/1
GigabitEthernet1/0/1
GigabitEthernet1/0/1

INACTIVE
ACTIVE
INACTIVE
ACTIVE
INACTIVE
ACTIVE
INACTIVE
ACTIVE
INACTIVE
INACTIVE
INACTIVE

この例は、すべてのインターフェイスに対するアクティブな IP または MAC バインディング エン
トリをすべて表示します。
Controller# show ip device tracking all active
IP Device Tracking for wireless clients = Enabled
Global IP Device Tracking for wired clients = Enabled
Global IP Device Tracking Probe Count = 3
Global IP Device Tracking Probe Interval = 30
----------------------------------------------------------------------------------------------IP Address
MAC Address
Vlan Interface
Probe-Timeout
STATE
----------------------------------------------------------------------------------------------200.1.1.1
0001.0600.0000 9
GigabitEthernet1/0/1
ACTIVE
200.1.1.2
0001.0600.0000 9
GigabitEthernet1/0/1
ACTIVE
200.1.1.3
0001.0600.0000 9
GigabitEthernet1/0/1
ACTIVE
200.1.1.4
0001.0600.0000 9
GigabitEthernet1/0/1
ACTIVE
200.1.1.5
0001.0600.0000 9
GigabitEthernet1/0/1
ACTIVE

この例は、すべてのインターフェイスに対する非アクティブな IP または MAC バインディング エ
ントリをすべて表示します。 このホストは、初めに GigabitEthernet 1/0/1 上で学習され、その後で
GigabitEthernet 0/2 に移動しました。 GigabitEthernet1/0/1 上で学習された IP または MAC バイン
ディング エントリは、非アクティブとなっています。
Controller# show ip device tracking all inactive
IP Device Tracking for wireless clients = Enabled
Global IP Device Tracking for wired clients= Enabled
Global IP Device Tracking Probe Count = 3
Global IP Device Tracking Probe Interval = 30
----------------------------------------------------------------------------------------------IP Address
MAC Address
Vlan Interface
Probe-Timeout
STATE
----------------------------------------------------------------------------------------------200.1.1.8
0001.0600.0000 8
GigabitEthernet1/0/1
INACTIVE
200.1.1.9
0001.0600.0000 8
GigabitEthernet1/0/1
INACTIVE
200.1.1.10
0001.0600.0000 8
GigabitEthernet1/0/1
INACTIVE
200.1.1.1
0001.0600.0000 8
GigabitEthernet1/0/1
INACTIVE
200.1.1.2
0001.0600.0000 8
GigabitEthernet1/0/1
INACTIVE
200.1.1.3
0001.0600.0000 8
GigabitEthernet1/0/1
INACTIVE
200.1.1.4
0001.0600.0000 8
GigabitEthernet1/0/1
INACTIVE
200.1.1.5
0001.0600.0000 8
GigabitEthernet1/0/1
INACTIVE
200.1.1.6
0001.0600.0000 8
GigabitEthernet1/0/1
INACTIVE
200.1.1.7
0001.0600.0000 8
GigabitEthernet1/0/1
INACTIVE

この例は、すべてのインターフェイスに対するすべての IP デバイス トラッキング ホスト エント
リの総数を表示します。
Controller# show ip device tracking all count
Total IP Device Tracking Host entries: 5
--------------------------------------------------------------------Interface
Maximum Limit
Number of Entries
--------------------------------------------------------------------Gi1/0/3
5
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IP ソース ガードのモニタリング
表 23：特権 EXEC 表示コマンド

コマンド

目的

show ip verify source [ interface interface-id ]

スイッチ上または特定のインターフェイス上の
IP ソース ガードの設定を表示します。

show ip device tracking { all | interface interface-id IP デバイス トラッキング テーブル内のエント
| ip ip-address | mac imac-address}
リに関する情報を表示します。

表 24：インターフェイス コンフィギュレーション コマンド

コマンド

目的

ip がソース トラッキングを確認

データ ソースを確認します。

出力フィールドの詳細については、このリリースに対応するコマンド リファレンスを参照してく
ださい。

その他の関連資料
エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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テクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、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。 最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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ダイナミック ARP インスペクションの制約事項
ここでは、スイッチにダイナミック ARP インスペクションを設定するときの制約事項および注意
事項を示します。
• ダイナミック ARP インスペクションは入力セキュリティ機能です。出力チェックはまったく
行いません。
• ダイナミック ARP インスペクションは、ダイナミック ARP インスペクションをサポートし
ていないスイッチ、またはこの機能がイネーブルにされていないスイッチに接続されるホス
トに対しては有効ではありません。 中間者攻撃は単一のレイヤ 2 ブロードキャスト ドメイ
ンに制限されているため、チェックされないドメインと、ダイナミック ARP インスペクショ
ンによりチェックされるドメインは区別します。 このアクションは、ダイナミック ARP イ
ンスペクションのためにイネーブルにされているドメインでホストの ARP キャッシュを保護
します。
• 着信 ARP 要求、および ARP 応答で IP/MAC アドレス バインディングを検証するために、ダ
イナミック ARP インスペクション DHCP スヌーピング バインディング データベースのエン
トリに依存します。 IP アドレスがダイナミックに割り当てられた ARP パケットを許可する
際は、DHCP スヌーピングをイネーブルにしてください。
DHCP スヌーピングをディセーブルにしている場合、または DHCP 以外の環境では、ARP
ACL を使用してパケットの許可または拒否を行います。
• ダイナミック ARP インスペクションは、アクセス ポート、トランク ポート、および
EtherChannel ポートでサポートされます。

（注）

RSPAN VLAN では、ダイナミック ARP インスペクションをイネーブルにしな
いでください。 RSPAN VLAN でダイナミック ARP インスペクションをイネー
ブルにすると、ダイナミック ARP インスペクション パケットが RSPAN 宛先
ポートに届かない可能性があります。

• 物理ポートを EtherChannel ポート チャネルに結合するには、この物理ポートとチャネル ポー
トの信頼状態が一致する必要があります。 そうでない物理ポートは、ポート チャネル内で
中断状態のままとなります。 ポート チャネルは、チャネルと結合された最初の物理ポート
の信頼状態を継承します。 したがって、最初の物理ポートの信頼状態は、チャネルの信頼状
態と一致する必要はありません。
逆に、ポート チャネルで信頼状態を変更すると、スイッチは、チャネルを構成するすべての
物理ポートで新しい信頼状態を設定します。
• レート制限は、スイッチ スタックの各スイッチで別々に算出されます。 クロススタック
EtherChannel の場合、これは実際のレート制限が設定値よりも高い可能性があることを意味
します。 たとえば、レート制限が 30 pps に設定された EtherChannel で、スイッチ 1 に 1 つの
ポート、およびスイッチ 2 に 1 つのポートがある場合、EtherChannel が errdisable にならず
に、各ポートは 29 pps でパケットを受信できます。
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• ポート チャネルの動作レートは、チャネル内のすべての物理ポートによる累積値です。 た
とえば、ポート チャネルの ARP レート制限を 400 pps に設定すると、このチャネルに結合さ
れたすべてのインターフェイスは、合計で 400 pps を受信します。 EtherChannel ポートで受
信される ARP パケットのレートは、すべてのチャネル メンバーからの受信パケット レート
の合計となります。 EtherChannel ポートのレート制限は、各チャネル ポート メンバーが受
信する ARP パケットのレートを確認してから設定してください。
物理ポートで受信されるパケットのレートは、物理ポートの設定ではなく、ポート チャネル
の設定に照合して検査されます。 ポート チャネルのレート制限設定は、物理ポートの設定
には依存しません。
EtherChannel が、設定したレートより多くの ARP パケットを受信すると、このチャネル（す
べての物理ポートを含む）は errdisable ステートとなります。
• 着信トランク ポートでは、ARP パケットを必ずレート制限してください。 トランク ポート
の集約を反映し、複数のダイナミック ARP インスペクションがイネーブルにされた VLAN
にわたってパケットを処理するために、トランク ポートのレートをより高く設定します。
また、ip arp inspection limit none インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用
して、レートを無制限に設定することもできます。 1 つの VLAN に高いレート制限値を設定
すると、ソフトウェアによってこのポートが errdisable ステートにされた場合に、他の VLAN
への DoS 攻撃を招く可能性があります。
• スイッチで、ダイナミック ARP インスペクションをイネーブルにすると、ARP トラフィッ
クをポリシングするように設定されたポリサーの有効性は失われます。 この結果、すべての
ARP トラフィックは CPU に送信されます。

ダイナミック ARP インスペクションの概要
ARP では、IP アドレスを MAC アドレスにマッピングすることで、レイヤ 2 ブロードキャスト ド
メイン内の IP 通信を実現します。 たとえば、ホスト B はホスト A に情報を送信する必要があり
ますが、ARP キャッシュにホスト A の MAC アドレスを持っていないとします。 ホスト B は、ホ
スト A の IP アドレスと関連付けられた MAC アドレスを取得するために、このブロードキャスト
ドメインにあるホストすべてに対してブロードキャストメッセージを生成します。このブロード
キャスト ドメイン内のホストはすべて ARP 要求を受信し、ホスト A は MAC アドレスで応答しま
す。 しかし、ARP は、ARP 要求が受信されなった場合でも、ホストからの余分な応答を許可する
ため、ARP スプーフィング攻撃や ARP キャッシュのポイズニングが発生することがあります。
攻撃が開始されると、攻撃を受けたデバイスからのすべてのトラフィックは、攻撃者のコンピュー
タを経由してルータ、スイッチ、またはホストに送信されるようになります。
悪意のあるユーザは、サブネットに接続されているシステムの ARP キャッシュをポイズニング
し、このサブネット上の他のホストを目的とするトラフィックを代行受信することにより、レイ
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ヤ 2 ネットワークに接続されているホスト、スイッチ、およびルータを攻撃することができます。
図 26-1 に、ARP キャッシュ ポイズニングの例を示します。
図 15：ARP キャッシュ ポイズニング

ホスト A、B、および C は、インターフェイス A、B、および C 上にあるスイッチに接続されてい
ます。これらはすべて同一のサブネット上にあります。 カッコ内に示されているのは、これらの
IP アドレス、および MAC アドレスです。たとえば、ホスト A が使用する IP アドレスは IA、MAC
アドレスは MA です。 ホスト A が IP レイヤにあるホスト B と通信する必要がある場合、ホスト
A は IP アドレス IB と関連付けられている MAC アドレスに ARP 要求をブロードキャストします。
スイッチとホスト B は、この ARP 要求を受信すると、IP アドレスが IA で、MAC アドレスが MA
のホストに対する ARP バインディングを ARP キャッシュに読み込みます。たとえば、IP アドレ
ス IA は、MAC アドレス MA にバインドされています。 ホスト B が応答すると、スイッチ、およ
びホスト A は、IP アドレスが IB で、MAC アドレスが MB のホストに対するバインディングを
ARP に読み込みます。
ホスト C は、IP アドレスが IA（または IB）で、MAC アドレスが MC のホストに対するバイン
ディングを持つ偽造 ARP 応答をブロードキャストすることにより、スイッチ、ホスト A、および
ホスト B の ARP キャッシュをポイズニングすることができます。 ARP キャッシュがポイズニン
グされたホストは、IA または IB 宛てのトラフィックに、宛先 MAC アドレスとして MAC アドレ
ス MC を使用します。 つまり、ホスト C がこのトラフィックを代行受信することになります。
ホスト C は IA および IB に関連付けられた本物の MAC アドレスを知っているため、正しい MAC
アドレスを宛先として使用することで、代行受信したトラフィックをこれらのホストに転送でき
ます。 ホスト C は自身をホスト A からホスト B へのトラフィック ストリームに挿入します。従
来の中間者攻撃です。
ダイナミック ARP インスペクションは、ネットワーク内の ARP パケットの正当性を確認するセ
キュリティ機能です。 不正な IP/MAC アドレス バインディングを持つ ARP パケットを代行受信
し、ログに記録して、廃棄します。 この機能により、ネットワークをある種の中間者攻撃から保
護することができます。
ダイナミック ARP インスペクションにより、有効な ARP 要求と応答だけが確実にリレーされる
ようになります。 スイッチが実行する機能は次のとおりです。
• 信頼できないポートを経由したすべての ARP 要求および ARP 応答を代行受信します。
• 代行受信した各パケットが、IP アドレスと MAC アドレスの有効なバインディングを持つこ
とを確認してから、ローカル ARP キャッシュを更新するか、または適切な宛先にパケットを
転送します。
• 無効な ARP パケットはドロップします。
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ダイナミック ARP インスペクションは、信頼できるデータベースである 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ている有効な IP/MAC アドレス バインディングに基づい
て、ARP パケットの正当性を判断します。 このデータベースは、VLAN およびスイッチ上で DHCP
スヌーピングがイネーブルになっている場合に、DHCP スヌーピングにより構築されます。 信頼
できるインターフェイスで ARP パケットが受信されると、スイッチは何もチェックせずに、この
パケットを転送します。 信頼できないインターフェイスでは、スイッチはこのパケットが有効で
ある場合だけ、このパケットを転送します。
ip arp inspection vlan vlan-range グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、VLAN
ごとにダイナミック ARP インスペクションをイネーブルにすることができます。
非 DHCP 環境では、ダイナミック ARP インスペクションは、静的に設定された IP アドレスを持
つホストに対するユーザ設定の ARP アクセス コントロール リスト（ACL）と照らし合わせて、
ARP パケットの正当性を確認することができます。 ARP ACL を定義するには、arp access-list
acl-name 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。
パケットの IP アドレスが無効である場合、または ARP パケットの本文にある MAC アドレスが、
イーサネット ヘッダーで指定されたアドレスと一致しない場合、ARP パケットをドロップするよ
うにダイナミック ARP インスペクションを設定することができます。 このためには、ip arp
inspection validate {[src-mac] [dst-mac] [ip]} 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。

インターフェイスの信頼状態とネットワーク セキュリティ
ダイナミック ARP インスペクションは、スイッチの各インターフェイスに信頼状態を関連付けま
す。 信頼できるインターフェイスに到着するパケットは、ダイナミック ARP インスペクションの
確認検査をすべてバイパスし、信頼できないインターフェイスに到着するパケットには、ダイナ
ミック ARP インスペクションの検証プロセスを受けます。
一般的なネットワーク構成では、ホストポートに接続されているスイッチポートすべてを信頼で
きないものに設定し、スイッチに接続されているスイッチ ポートすべてを信頼できるものに設定
します。 この構成では、指定されたスイッチからネットワークに入ってくる ARP パケットはすべ
て、セキュリティ チェックをバイパスします。 VLAN 内、またはネットワーク内のその他の場所
では、他の検査を実行する必要はありません。 信頼状態を設定するには、ip arp inspection trust イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

注意

信頼状態の設定は、慎重に行ってください。 信頼すべきインターフェイスを信頼できないイ
ンターフェイスとして設定すると、接続が失われる場合があります。
次の図では、スイッチ A とスイッチ B の両方が、ホスト 1 とホスト 2 を含む VLAN でダイナミッ
ク ARP インスペクションを実行しているとします。 ホスト 1 とホスト 2 が、スイッチ A に接続
している DHCP サーバから IP アドレスを取得している場合、スイッチ A だけが、ホスト 1 の
IP/MAC アドレスをバインディングします。 したがって、スイッチ A とスイッチ B の間のイン
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ターフェイスが信頼できない場合、ホスト 1 からの ARP パケットは、スイッチ B によりドロップ
されます。 こうして、ホスト 1 とホスト 2 の間の接続が失われます。
図 16：ダイナミック ARP インスペクションのためにイネーブルにされた VLAN 上の ARP パケット検証

実際には信頼できないインターフェイスを信頼できるインターフェイスとして設定すると、ネッ
トワーク内にセキュリティ ホールが生じます。 スイッチ A でダイナミック ARP インスペクショ
ンが実行されていない場合、ホスト 1 はスイッチ B の ARP キャッシュを簡単にポイズニングでき
ます（および、これらのスイッチの間のリンクが信頼できるものとして設定されている場合はホ
スト 2）。 この状況は、スイッチ B がダイナミック ARP インスペクションを実行している場合で
も発生します。
ダイナミック ARP インスペクションは、ダイナミック ARP インスペクションを実行しているス
イッチに接続された（信頼できないインターフェイス上の）ホストが、そのネットワークにある
その他のホストの ARP キャッシュをポイズニングしていないことを保証します。 しかし、ダイナ
ミック ARP インスペクションにより、ネットワークの他の部分にあるホストが、ダイナミック
ARP インスペクションを実行しているスイッチに接続されているホストのキャッシュをポイズニ
ングできないようにすることはできません。
VLAN のスイッチの一部がダイナミック ARP インスペクションを実行し、残りのスイッチは実行
していない場合、このようなスイッチに接続しているインターフェイスは信頼できないものとし
て設定します。 ただし、非ダイナミック ARP インスペクションスイッチからパケットのバイン
ディングを検証するには、ARP ACL を使用して、ダイナミック ARP インスペクションを実行す
るスイッチを設定します。 このようなバインディングが判断できない場合は、レイヤ 3 で、ダイ
ナミック ARP インスペクション スイッチを実行していないスイッチから、ダイナミック ARP イ
ンスペクションを実行しているスイッチを分離します。

（注）

DHCP サーバとネットワークの設定によっては、VLAN 上のすべてのスイッチで指定された
ARP パケットを検証できない可能性があります。
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ARP パケットのレート制限
スイッチの CPU は、ダイナミック ARP インスペクション確認検査を実行します。したがって、
DoS 攻撃を阻止するために、着信 ARP パケット数はレート制限されます。 デフォルトでは、信
頼できないインターフェイスのレートは 15 パケット/秒（pps）です。 信頼できるインターフェイ
スはレート制限されません。 この設定を変更するには、ip arp inspection limit インターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。
着信 ARP パケットのレートが設定された制限を超えると、スイッチはポートを errdisable ステー
トにします。 ユーザが介入するまで、ポートはこの状態を維持します。 errdisable recovery グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、errdisable ステートの回復をイネーブルにで
きます。これによって、ポートは指定のタイムアウト時間が経過すると、この状態から自動的に
回復するようになります。

（注）

EtherChannel のレート制限は、スタックにある各スイッチに個別に適用されます。 たとえば、
EtherChannel で 20 pps の制限が設定されている場合、EtherChannel にあるポートの各スイッチ
では、最大 20 pps まで実行できます。 スイッチが制限を超過した場合、EtherChannel 全体が
errdisable ステートになります。

ARP ACL および DHCP スヌーピングエントリの相対的なプライオリティ
ダイナミック ARP インスペクションでは、有効な IP/MAC アドレス バインディングのリストとし
て、DHCP スヌーピング バインディング データベースが使用されます。
DHCP スヌーピング バインディング データベース内のエントリより、ARP ACL の方が優先され
ます。 スイッチが ACL を使用するのは、ACL が ip arp inspection filter vlan グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用して作成されている場合だけです。 スイッチは、まず、ARP パ
ケットをユーザ設定の ARP ACL と比較します。 DHCP スヌーピングによりデータが入力された
データベースに有効なバインディングが存在していても、ARP ACL が ARP パケットを拒否する
場合、スイッチもこのパケットを拒否します。

廃棄パケットのロギング
スイッチがパケットをドロップすると、ログ バッファにエントリが記録され、その割合に応じ
て、システム メッセージが生成されます。 メッセージの生成後、スイッチにより、ログ バッファ
からこのエントリが消去されます。 各ログ エントリには、受信側の VLAN、ポート番号、送信元
IP アドレスおよび宛先 IP アドレス、送信元 MAC アドレスおよび宛先 MAC アドレスといったフ
ロー情報が記録されます。
ip arp inspection log-buffer グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、バッファ内
のエントリ数や、システム メッセージ生成までの指定のインターバルに必要とされるエントリ数
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を設定します。 記録されるパケットの種類を指定するには、ip arp inspection vlan logging 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。

ダイナミック ARP インスペクションのデフォルト設定
機能

デフォルト設定

ダイナミック ARP インスペクション

すべての VLAN でディセーブル。

インターフェイスの信頼状態

すべてのインターフェイスは untrusted。

着信 ARP パケットのレート制限

1 秒間に 15 台の新規ホストに接続するホストが
配置されたスイッチド ネットワークの場合、信
頼できないインターフェイスのレートは 15 pps
に設定されます。
信頼できるすべてのインターフェイスでは、
レート制限は行われません。
バースト インターバルは 1 秒です。

非 DHCP 環境に対する ARP ACL

ARP ACL は定義されません。

有効性検査

検査は実行されません。

ログ バッファ

ダイナミック ARP インスペクションがイネー
ブル化されると、拒否またはドロップされた
ARP パケットはすべてが記録されます。
ログ内のエントリ数は 32 です。
システム メッセージ数は、毎秒 5 つに制限され
ます。
ロギングレート インターバルは、1 秒です。

VLAN 単位のロギング

拒否または廃棄されたすべての ARP パケット
が記録されます。

ARP ACL および DHCP スヌーピング エントリの相対的な
プライオリティ
ダイナミック ARP インスペクションでは、有効な IP/MAC アドレス バインディングのリストとし
て、DHCP スヌーピング バインディング データベースが使用されます。
DHCP スヌーピング バインディング データベース内のエントリより、ARP ACL の方が優先され
ます。 スイッチが ACL を使用するのは、ACL が ip arp inspection filter vlan グローバル コンフィ
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ギュレーション コマンドを使用して作成されている場合だけです。 スイッチは、まず、ARP パ
ケットをユーザ設定の ARP ACL と比較します。 DHCP スヌーピングによりデータが入力された
データベースに有効なバインディングが存在していても、ARP ACL が ARP パケットを拒否する
場合、スイッチもこのパケットを拒否します。

非 DHCP 環境での ARP ACL の設定
この手順は、図 2 に示すスイッチ B がダイナミック ARP インスペクション、または DHCP スヌー
ピングをサポートしていないときにダイナミック ARP インスペクションを設定する方法を示して
います。
スイッチ A のポート 1 を信頼できるものとして設定した場合、スイッチ A とホスト 1 は両方と
も、スイッチ B またはホスト 2 により攻撃される可能性があるため、セキュリティ ホールが作り
出されます。 これを阻止するには、スイッチ A のポート 1 を信頼できないものとして設定する必
要があります。 ホスト 2 からの ARP パケットを許可するには、ARP ACL をセットアップして、
これを VLAN 1 に適用する必要があります。 ホスト 2 の IP アドレスがスタティックではない（ス
イッチ A で ACL 設定を適用することは不可能である）場合、レイヤ 3 でスイッチ A をスイッチ
B から分離し、これらの間では、ルータを使用してパケットをルートする必要があります。
スイッチ A 上で ARP ACL を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。 この手
順は、非 DHCP 環境では必須です。

手順の概要
1. Configure terminal
2. arp access-list acl-name
3. permit ip host sender-ip mac host sender-mac [log]
4. exit
5. ip arp inspection filter arp-acl-name vlan vlan-range [static]
6. ip arp inspection smartlog
7. interface interface-id
8. no ip arp inspection trust
9. end
10. show arp access-list acl-name show ip arp inspection vlan vlan-range show ip arp inspection interfaces
11. copy running-config startup-config

手順の詳細
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

Configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2

arp access-list acl-name

ARP ACL を定義し、ARP 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。 デフォルトでは、ARP アクセス リストは定義されません。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
（注）

ステップ 3

ARP アクセス リストの末尾に暗黙的な deny ip any mac any コマ
ンドが指定されています。

permit ip host sender-ip
指定されたホスト（ホスト 2）からの ARP パケットを許可します。
mac host sender-mac [log]
• sender-ip には、ホスト 2 の IP アドレスを入力します。
• sender-mac には、ホスト 2 の MAC アドレスを入力します。
• （任意）パケットがアクセス コントロール エントリ（ACE）と一致す
るときに、ログ バッファにこのパケットをログするには、log を指定
します。 ip arp inspection vlan logging グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドで matchlog キーワードを設定している場合も、一致したパ
ケットがログ記録されます。

ステップ 4

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 5

ip arp inspection filter
arp-acl-name vlan
vlan-range [static]

ARP ACL を VLAN に適用します。 デフォルトでは、定義済みの ARP ACL
は、どのような VLAN にも適用されません。
• arp-acl-name には、ステップ 2 で作成した ACL の名前を指定します。
• vlan-range には、スイッチとホストが存在する VLAN を指定します。
VLAN ID 番号で識別された 1 つの VLAN、それぞれをハイフンで区
切った VLAN 範囲、またはカンマで区切った一連の VLAN を指定でき
ます。 指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
• （任意）static を指定すると、ARP ACL 内の暗黙的な拒否が明示的な
拒否と見なされ、それ以前に指定された ACL 句に一致しないパケット
は廃棄されます。 DHCP バインディングは使用されません。
このキーワードを指定しない場合は、ACL 内にはパケットを拒否する
明示的な拒否が存在しないことになります。この場合は、ACL 句に一
致しないパケットを許可するか拒否するかは、DHCP バインディング
によって決定されます。
IP アドレスと MAC アドレスとのバインディングしか持たない ARP パケッ
トは、ACL に照合されます。 パケットは、アクセス リストで許可された場
合だけに許可されます。

ステップ 6

ip arp inspection smartlog 現在ロギングされているどのパケットもスマート ロギングされることを指
定します。 デフォルトでは、ドロップされたすべてのパケットが記録され
ます。

ステップ 7

interface interface-id

スイッチ B に接続するスイッチ A 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。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 8

no ip arp inspection trust スイッチ B に接続されたスイッチ A インターフェイスを信頼できないもの
として設定します。
デフォルトでは、すべてのインターフェイスは信頼できません。
信頼できないインターフェイスでは、スイッチはすべての ARP 要求と応答
を代行受信します。 ルータは、代行受信した各パケットが、IP アドレスと
MAC アドレスと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 キャッシュを更新するか、適切な宛先にパケットを転送します。 ス
イッチは、無効なパケットをドロップし、ip arp inspection vlan logging グロー
バル コンフィギュレーション コマンドで指定されたロギング設定に従って
ログ バッファに記録します。

ステップ 9

end

ステップ 10

show arp access-list
入力内容を確認します。
acl-name show ip arp
inspection vlan vlan-range
show ip arp inspection
interfaces

ステップ 11

copy running-config
startup-config

特権 EXEC モードに戻ります。

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

ARP ACL を削除するには、no arp access-list 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。 VLAN に接続された ARP ACL を削除するには、no ip arp inspection filter arp-acl-name
vlan vlan-range 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。
次に、スイッチ A で ARP ACL host2 を設定して、ホスト 2（IP アドレス 1.1.1.1、および MAC ア
ドレス 0001.0001.0001）からの ARP パケットを許可し、この ACL を VLAN 1 に適用してから、
スイッチ A のポート 1 を信頼できないものに設定する例を示します。
Controller(config)#arp access-list host2
Controller(config-arp-acl)#permit ip host 1.1.1.1 mac host 1.1.1
Controller(config-arp-acl)# exit
Controller(config)# ip arp inspection filter host2 vlan 1
Controller(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Controller(config-if)# no ip arp inspection trust
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DHCP 環境でのダイナミック ARP インスペクションの設
定
はじめる前に
この手順では、2 つのスイッチがダイナミック ARP インスペクションをサポートしているときに、
この機能を設定する方法を示します。 ホスト 1 はスイッチ A に、ホスト 2 はスイッチ B にそれぞ
れ接続されています。 スイッチは両方とも、ホストの配置されている VLAN 1 でダイナミック
ARP インスペクションを実行しています。 DHCP サーバはスイッチ A に接続されています。 両
方のホストは、同一の DHCP サーバから IP アドレスを取得します。 したがって、スイッチ A は
ホスト 1 およびホスト 2 に対するバインディングを、スイッチ B はホスト 2 に対するバインディ
ングを持ちます。

（注）

着信 ARP 要求、および ARP 応答で IP/MAC アドレス バインディングを検証するために、ダイ
ナミック ARP インスペクション DHCP スヌーピング バインディング データベースのエントリ
に依存します。 IP アドレスがダイナミックに割り当てられた ARP パケットを許可する際は、
DHCP スヌーピングをイネーブルにしてください。
ダイナミック ARP インスペクションを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行しま
す。 この処理は、両方のスイッチで行う必要があります。 この手順は必須です。

手順の概要
1. show cdp neighbors
2. configure terminal
3. ip arp inspection vlan vlan-range
4. ip arp inspection smartlog
5. Interfaceinterface-id
6. ip arp inspection trust
7. end
8. show ip arp inspection interfaces
9. show ip arp inspection vlan vlan-range
10. show ip dhcp snooping binding
11. show ip arp inspection statistics vlan vlan-range
12. 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

show cdp neighbors

スイッチ間の接続を確認します。
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Controller# configure
terminal

ステップ 3

ip arp inspection vlan
vlan-range
例：

ステップ 4

ip arp inspection smartlog
例：

ステップ 5

Interfaceinterface-id

VLAN 単位で、ダイナミック ARP インスペクションをイネーブルに
します。 デフォルトでは、すべての VLAN 上でダイナミック ARP
インスペクションはディセーブルになっています。 vlan-range には、
VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、ハイフンで区切られた範
囲の VLAN、またはカンマで区切られた一連の VLAN を指定できま
す。 指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。 両方のスイッチに同じ VLAN
ID を指定します。
（任意）。 現在ロギングされているどのパケットもスマート ロギン
グされることを指定します。 デフォルトでは、ドロップされたすべ
てのパケットが記録されます。
もう 1 つのスイッチに接続する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。

例：

ステップ 6

ip arp inspection trust

スイッチ間の接続を、信頼できるものに設定します。
デフォルトでは、すべてのインターフェイスは信頼できません。

例：

スイッチは、信頼できるインターフェイスにあるもう 1 つのスイッ
チから受信した ARP パケットは確認しません。 この場合、パケット
はそのまま転送されます。
信頼できないインターフェイスでは、スイッチはすべての ARP 要求
と応答を代行受信します。 ルータは、代行受信した各パケットが、
IP アドレスと MAC アドレスと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 キャッシュを更新するか、適切な宛先に
パケットを転送します。スイッチは、無効なパケットをドロップし、
ip arp inspection vlan logging グローバル コンフィギュレーション コマ
ンドで指定されたロギング設定に従ってログバッファに記録します。
ステップ 7

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：

ステップ 8

show ip arp inspection
interfaces

インターフェイスでダイナミック ARP インスペクションの設定を検
証します。

例：
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 9

show ip arp inspection vlan
vlan-range

VLAN でダイナミック ARP インスペクションの設定を検証します。

ステップ 10

show ip dhcp snooping binding DHCP バインディングを確認します。
例：

ステップ 11

show ip arp inspection statistics VLAN でダイナミック ARP インスペクションの統計情報を確認しま
vlan vlan-range
す。
例：

ステップ 12

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

例：

ダイナミック ARP インスペクションをディセーブルにするには、no ip arp inspection vlan vlan-range
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。 インターフェイスを untrusted ステー
トに戻すには、no ip arp inspection trust インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使
用します。
次の例では、VLAN 1 のスイッチ A でダイナミック ARP インスペクションを設定する方法を示し
ます。 スイッチ B でも同様の手順を実行します。
Controller(config)# ip arp inspection vlan 1
Controller(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Controller(config-if)#ip arp inspection trust

入力 ARP パケットのレートを制限する方法
スイッチの CPU は、ダイナミック ARP インスペクション確認検査を実行します。したがって、
DoS 攻撃を阻止するために、着信 ARP パケット数はレート制限されます。
着信 ARP パケットのレートが設定された制限を超えると、スイッチはポートを errdisable ステー
トにします。 errordisable 回復をイネーブルにして、指定されたタイムアウト時間の後にポートが
このステートから自動的に抜け出すようにするまで、ポートはこのステートのままです。

（注）

インターフェイス上のレート制限を設定しない限り、インターフェイスの信頼状態を変更する
ことは、レート制限をその信頼状態のデフォルト値に変更することになります。 レート制限
を設定すると、信頼状態が変更された場合でもインターフェイスはレート制限を保ちます。
no ip arp inspection limit 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と、イ
ンターフェイスはデフォルトのレート制限に戻ります。
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トランク ポート、および EtherChannel ポートに対するレート制限設定時の注意事項については、
「ダイナミック ARP インスペクション設定時の注意事項」を参照してください。
デフォルトのレート制限設定に戻るには、no ip arp inspection limit インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。 ダイナミック ARP インスペクションのエラー回復をディセー
ブルにするには、no errdisable recovery cause arp-inspection 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。
着信 ARP パケットのレートを制限するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。 この
手順は任意です。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. ip arp inspection limit {rate pps [burst interval seconds] | none}
4. exit
5. errdisable detect cause arp-inspection and errdisable recovery causearp-inspection errdisable
recovery interval interval
6. exit
7. show ip arp inspection interfaces show errdisable recovery
8. copy running-config startup-config

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2

interface interface-id

レート制限された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。

ステップ 3

ip arp inspection limit {rate pps インターフェイスでの着信 ARP 要求および応答のレートを制限しま
[burst interval seconds] | none} す。
インターフェイスでの着信 ARP 要求および応答のレートを制限しま
す。
デフォルト レートは、信頼できないインターフェイスでは 15 pps、
信頼できるインターフェイスでは無制限です。 バースト インターバ
ルは 1 秒です。
キーワードの意味は次のとおりです。
• rate pps には、1 秒あたりに処理される着信パケット数の上限を
指定します。 有効な範囲は 0 ～ 2048 pps です。
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コマンドまたはアクション

目的
• （任意）burst interval seconds は、レートの高い ARP パケットの
有無についてインターフェイスがモニタリングされる間隔（秒）
を指定します。 指定できる範囲は 1 ～ 15 です。
• rate none では、処理できる着信 ARP パケットのレートの上限を
設定しません。

ステップ 4

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 5

errdisable detect cause
arp-inspection and errdisable
recovery causearp-inspection
errdisable recovery interval
interval

（任意）ダイナミック ARP インスペクションの errdisable ステート
からのエラー回復をイネーブルにし、ダイナミック ARP インスペク
ションの回復メカニズムで使用する変数を設定します。
デフォルトでは、回復はディセーブルで、回復のインターバルは 300
秒です。
interval interval では、errdisable ステートから回復する時間を秒単位
で指定します。 指定できる範囲は 30 ～ 86400 です。

ステップ 6

exit

ステップ 7

show ip arp inspection interfaces 設定値を確認します。
show errdisable recovery

ステップ 8

copy running-config
startup-config

特権 EXEC モードに戻ります。

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

検証チェックを実行する方法
ダイナミック ARP インスペクションは、不正な IP/MAC アドレス バインディングを持つ ARP パ
ケットを代行受信し、ログに記録して、廃棄します。 宛先 MAC アドレス、送信側および宛先の
IP アドレス、および送信元 MAC アドレスで追加検証を実行するように、スイッチを設定できま
す。 着信 ARP パケットで特定の検証を実行するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行しま
す。
この手順は任意です。
検証をディセーブルにするには、no ip arp inspection validate [src-mac] [dst-mac] [ip] 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。 転送されたパケット、ドロップされたパケッ
ト、MAC および IP 検証に失敗したパケットの統計を表示するには、show ip arp inspection statistics
特権 EXEC コマンドを使用します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. ip arp inspection validate {[src-mac] [dst-mac] [ip]}
3. exit
4. show ip arp inspection vlan vlan-range
5. copy running-config startup-config

手順の詳細
コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 1

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2

ip arp inspection validate 着信 ARP パケットに対して特定の検証を実行します。 デフォルトでは、検証
{[src-mac] [dst-mac] [ip]} は実行されません。
キーワードの意味は次のとおりです。
• src-mac では、イーサネット ヘッダーの送信元 MAC アドレスと ARP 本
文の送信元 MAC アドレスが比較されます。 この検査は、ARP 要求およ
び ARP 応答の両方に対して実行されます。 イネーブルにすると、異な
る MAC アドレスを持つパケットは無効パケットとして分類され、廃棄
されます。
• dst-mac では、イーサネット ヘッダーの宛先 MAC アドレスと ARP 本文
の宛先 MAC アドレスが比較されます。 この検査は、ARP 応答に対して
実行されます。 イネーブルにすると、異なる MAC アドレスを持つパケッ
トは無効パケットとして分類され、廃棄されます。
• ip では、ARP 本文から、無効な IP アドレスや予期しない IP アドレスが
ないかを確認します。 アドレスには 0.0.0.0、255.255.255.255、およびす
べての IP マルチキャスト アドレスが含まれます。 送信元 IP アドレスは
すべての ARP 要求および ARP 応答内で検査され、宛先 IP アドレスは
ARP 応答内だけで検査されます。
少なくとも 1 つのキーワードを指定する必要があります。 コマンドを実行す
るたびに、その前のコマンドの設定は上書きされます。つまり、コマンドが
src および dst mac の検証をイネーブルにし、別のコマンドが IP 検証だけをイ
ネーブルにすると、2 番めのコマンドによって src および dst mac の検証がディ
セーブルになります。

ステップ 3

exit

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4

show ip arp inspection
vlan vlan-range

設定値を確認します。

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリーズ）
OL-28525-02-J

279

ダイナミック ARP インスペクションの設定
DAI のモニタリング

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）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

DAI のモニタリング
DAI をモニタするには、次のコマンドを使用します。
コマンド

説明

clear ip arp inspection statistics

ダイナミック ARP インスペクション統計情報
をクリアします。

show ip arp inspection statistics [vlan vlan-range] 指定の VLAN において、転送されたパケット、
廃棄されたパケット、MAC 検証に失敗したパ
ケット、IP 検証に失敗したパケット、ACL に
よって許可および拒否されたパケット、DHCP
によって許可および拒否されたパケットの統計
情報を表示します。 VLAN が指定されていない
場合、または範囲が指定されている場合は、ダ
イナミック ARP インスペクションがイネーブ
ルにされた（アクティブ）VLAN だけの情報を
表示します。
clear ip arp inspection log

ダイナミック ARP インスペクション ログ バッ
ファをクリアします。

show ip arp inspection log

ダイナミック ARP インスペクション ログ バッ
ファの設定と内容を表示します。

show ip arp inspection statistics コマンドでは、スイッチは信頼されたダイナミック ARP インスペ
クション ポート上の各 ARP 要求および応答パケットの転送済みパケット数を増加させます。 ス
イッチは、送信元 MAC、宛先 MAC、または IP 検証チェックによって拒否された各パケットの
ACL または DHCP 許可済みパケット数を増加させ、適切な失敗数を増加させます。

DAI の設定の確認
DAI の設定を表示して確認するには、次のコマンドを使用します。
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コマンド

説明

show arp access-list [acl-name]

ARP ACL についての詳細情報を表示します。

show ip arp inspection interfaces [interface-id]

指定のインターフェイス、またはすべてのイン
ターフェイスに対して、ARP パケットの信頼状
態およびレート制限を表示します。

show ip arp inspection vlan vlan-range

指定された VLAN のダイナミック ARP インス
ペクションの設定および動作ステートを表示し
ます。 VLAN が指定されていない場合、または
範囲が指定されている場合は、ダイナミック
ARP インスペクションがイネーブルにされた
（アクティブ）VLAN だけの情報を表示しま
す。

その他の関連資料
エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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テクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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章

IEEE 802.1x ポートベース認証の設定
この章では、IEEE 802.1x ポート ベース認証を設定する方法について説明します。 IEEE 802.1x
認証は、不正なデバイス（クライアント）によるネットワーク アクセスを防止します。 特に明
記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチまたはスイッチ スタックを意
味します。
• 機能情報の確認, 283 ページ
• 802.1x ポートベース認証について, 283 ページ
• 802.1x ポートベース認証の設定方法, 323 ページ
• 802.1x の統計情報およびステータスのモニタリング, 383 ページ
• その他の関連資料, 384 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、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。 最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

802.1x ポートベース認証について
802.1x 規格では、一般の人がアクセス可能なポートから不正なクライアントが LAN に接続しない
ように規制する（適切に認証されている場合を除く）、クライアント/サーバ型のアクセス コント
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ロールおよび認証プロトコルを定めています。認証サーバがスイッチポートに接続する各クライ
アントを認証したうえで、スイッチまたは LAN が提供するサービスを利用できるようにします。
802.1x アクセス コントロールでは、クライアントを認証するまでの間、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）、Cisco Discovery
Protocol（CDP）、およびスパニングツリー プロトコル（STP）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。

（注）

この章で使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Security
Command Reference, Release 12.4』の「RADIUS Commands」の項およびこのリリースに対応す
るコマンド リファレンスを参照してください。

ポートベース認証プロセス
802.1x ポートベース認証がイネーブルであり、クライアントが 802.1x 準拠のクライアント ソフト
ウェアをサポートしている場合、次のイベントが発生します。
• クライアント ID が有効で 802.1x 認証に成功した場合、スイッチはクライアントにネットワー
クへのアクセスを許可します。
• EAPOL メッセージ交換の待機中に 802.1x 認証がタイムアウトし、MAC 認証バイパスがイ
ネーブルの場合、スイッチはクライアント MAC アドレスを認証用に使用します。 このクラ
イアント MAC アドレスが有効で認証に成功した場合、スイッチはクライアントにネットワー
クへのアクセスを許可します。 クライアント MAC アドレスが無効で認証に失敗した場合、
ゲスト VLAN が設定されていれば、スイッチはクライアントに限定的なサービスを提供する
ゲスト VLAN を割り当てます。
• スイッチが 802.1x 対応クライアントから無効な ID を取得し、制限付き VLAN が指定されて
いる場合、スイッチはクライアントに限定的なサービスを提供する制限付き VLAN を割り当
てることができます。
• RADIUS認証サーバが使用できず（ダウンしていて）アクセスできない認証バイパスがイネー
ブルの場合、スイッチは、RADIUS 設定 VLAN またはユーザ指定アクセス VLAN で、ポー
トをクリティカル認証ステートにして、クライアントにネットワークのアクセスを許可しま
す。

（注）

アクセスできない認証バイパスは、クリティカル認証、または AAA 失敗ポリ
シーとも呼ばれます。

ポートで Multi Domain Authentication（MDA）がイネーブルになっている場合、音声許可に該当す
る例外をいくつか伴ったフローを使用できます。
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次の図は認証プロセスを示します。
図 17：認証フローチャート

次の状況のいずれかが発生すると、スイッチはクライアントを再認証します。
• 定期的な再認証がイネーブルで、再認証タイマーの期限が切れている場合。
スイッチ固有の値を使用するか、RADIUS サーバからの値に基づいて再認証タイマーを設定
できます。
RADIUS サーバを使用した 802.1x 認証の後で、スイッチは Session-Timeout RADIUS 属性
（Attribute[27]）、および Termination-Action RADIUS 属性（Attribute[29]）に基づいてタイ
マーを使用します。
Session-Timeout RADIUS 属性（Attribute[27]）には再認証が行われるまでの時間を指定しま
す。
Termination-Action RADIUS 属性（Attribute[29]）には、再認証中に行われるアクションを指定
します。 アクションは Initialize および ReAuthenticate に設定できます。 アクションに Initialize
（属性値は DEFAULT）を設定した場合、802.1x セッションは終了し、認証中、接続は失わ
れます。 アクションに ReAuthenticate（属性値は RADIUS-Request）を設定した場合、セッ
ションは再認証による影響を受けません。
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• クライアントを手動で再認証するには、dot1x re-authenticate interface interface-id 特権 EXEC
コマンドを入力します。

ポートベース認証の開始およびメッセージ交換
802.1x 認証中に、スイッチまたはクライアントは認証を開始できます。 authentication port-control
auto インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してポート上で認証をイネーブル
にすると、スイッチは、リンク ステートがダウンからアップに移行したときに認証を開始し、
ポートがアップしていて認証されていない場合は定期的に認証を開始します。 スイッチはクライ
アントに EAP-Request/Identity フレームを送信し、その ID を要求します。 クライアントはフレー
ムを受信すると、EAP-Response/Identity フレームで応答します。
ただし、クライアントが起動時にスイッチからの EAP-Request/Identity フレームを受信しなかった
場合、クライアントは EAPOL-Start フレームを送信して認証を開始できます。このフレームはス
イッチに対し、クライアントの識別情報を要求するように指示します。

（注）

ネットワーク アクセス デバイスで 802.1x 認証がイネーブルに設定されていない、またはサ
ポートされていない場合には、クライアントからの EAPOL フレームはすべて廃棄されます。
クライアントが認証の開始を 3 回試みても EAP-Request/Identity フレームを受信しなかった場
合、クライアントはポートが許可ステートであるものとしてフレームを送信します。 ポート
が許可ステートであるということは、クライアントの認証が成功したことを実質的に意味しま
す。
クライアントが自らの識別情報を提示すると、スイッチは仲介デバイスとしての役割を開始し、
認証が成功または失敗するまで、クライアントと認証サーバの間で EAP フレームを送受信しま
す。 認証が成功すると、スイッチ ポートは許可ステートになります。 認証に失敗した場合、認
証が再試行されるか、ポートが限定的なサービスを提供する VLAN に割り当てられるか、あるい
はネットワーク アクセスが許可されないかのいずれかになります。
実際に行われる EAP フレーム交換は、使用する認証方式によって異なります。
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次の図に、クライアントが RADIUS サーバとの間で OTP（ワンタイム パスワード）認証方式を使
用する際に行われるメッセージ交換を示します。
図 18：メッセージ交換

EAPOL メッセージ交換の待機中に 802.1x 認証がタイムアウトし、MAC 認証バイパスがイネーブ
ルの場合、スイッチはクライアントからイーサネット パケットを検出するとそのクライアントを
認証できます。 スイッチは、クライアントの MAC アドレスを ID として使用し、RADIUS サーバ
に送信される RADIUS Access/Request フレームにこの情報を保存します。 サーバがスイッチに
RADIUS Access/Accept フレームを送信（認証が成功）すると、ポートが許可されます。 認証に失
敗してゲスト VLAN が指定されている場合、スイッチはポートをゲスト VLAN に割り当てます。
イーサネット パケットの待機中にスイッチが EAPOL パケットを検出すると、スイッチは MAC
認証バイパス プロセスを停止して、802.1x 認証を開始します。
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次の図に、MAC 認証バイパス中のメッセージ交換を示します。
図 19：MAC 認証バイパス中のメッセージ交換

ポートベース認証の認証マネージャ
Cisco IOS Release 12.2(46)SE 以前では、スイッチ上および Catalyst 6000 などの他のネットワーク
デバイス上で、CLI コマンドおよびメッセージなど、同じ認証方法を使用することができず、 異
なる認証設定を使用する必要がありました。 Cisco IOS Release 12.2(50)SE 以降では、ネットワー
クのすべての Catalyst スイッチで同じ認証方法を使用できます。
Cisco IOS Release 12.2(55)SE は、認証マネージャからの冗長なシステム メッセージのフィルタリ
ングをサポートします。
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Port-Based 認証方法
表 25：802.1x の機能

Authentication method

802.1x

MAC 認証バイパス

モード（Mode）
シングル ホス
ト

マルチ ホスト

MDA

複数認証

VLAN 割り当
て

VLAN 割り当
て

VLAN 割り当
て

VLAN 割り当
て

ユーザ単位
ACL

ユーザ単位
ACL

ユーザ単位
ACL

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

ダウンロード可
能 ACL9

ダウンロード可 ダウンロード可
能 ACL
能 ACL

リダイレクト
URL

リダイレクト
URL

リダイレクト
URL

VLAN 割り当
て

VLAN 割り当
て

ユーザ単位
ACL

ユーザ単位
ACL

ユーザ単位
ACL

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

ダウンロード可
能 ACL

ダウンロード可 ダウンロード可
能 ACL
能 ACL

リダイレクト
URL

リダイレクト
URL

VLAN 割り当
て

VLAN 割り当
て

リダイレクト
URL

スタンドアロン Web 認証

プロキシ ACL、Filter-ID 属性、ダウンロード可能な ACL

NAC レイヤ 2 IP 検証

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

ダウンロード可 ダウンロード可 ダウンロード可 ダウンロード可
能 ACL
能 ACL
能 ACL
能 ACL
リダイレクト
URL
フォールバック メソッドとし Proxy ACL
ての Web 認証10
Filter-ID 属性

リダイレクト
URL

リダイレクト
URL

リダイレクト
URL

Proxy ACL

Proxy ACL

Proxy ACL

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

ダウンロード可 ダウンロード可 ダウンロード可 ダウンロード可
能 ACL
能 ACL
能 ACL
能 ACL
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9
Cisco IOS Release 12.2(50)SE 以降でサポートされています。
10
802.1x 認証をサポートしていないクライアントの場合。

ユーザ単位 ACL および Filter-Id
Cisco IOS Release 12.2(50)SE よりも前のリリースでは、スイッチで設定された ACL は、Catalyst 6000
スイッチなど、Cisco IOS ソフトウェアを実行する別のデバイスで設定された ACL と互換性があ
りませんでした。
Cisco IOS Release 12.2(50)SE 以降では、スイッチで設定された ACL は、Cisco IOS Release が実行
されているその他のデバイスとの互換性を持ちます。

（注）

any は、ACL の発信元としてだけ設定できます。

（注）

マルチホスト モードで設定された ACL では、ステートメントの発信元部分は any でなければ
なりません。 （たとえば、permit icmp any host 10.10.1.1）。
定義された ACL の発信元ポートには any を指定する必要があります。 指定しない場合、ACL は
適用できず、認証は失敗します。シングルホストは唯一例外的に後方互換性をサポートします。
MDA 対応ポートおよびマルチ認証ポートでは、複数のホストを認証できます。 ホストに適用さ
れる ACL ポリシーは、別のホストのトラフィックには影響を与えません。
マルチ ホスト ポートで認証されるホストが 1 つだけで、他のホストが認証なしでネットワーク
アクセスを取得する場合、発信元アドレスに any を指定することで、最初のホストの ACL ポリ
シーを他の接続ホストに適用できます。

ポートベース認証マネージャ CLI コマンド
認証マネージャ インターフェイス コンフィギュレーション コマンドは、802.1x、MAC 認証バイ
パスおよび Web 認証など、すべての認証方法を制御します。 認証マネージャ コマンドは、接続
ホストに適用される認証方法のプライオリティと順序を決定します。
認証マネージャコマンドは、ホストモード、違反モードおよび認証タイマーなど、一般的な認証
機能を制御します。 一般的な認証コマンドには、authentication host-mode、authentication violation
および authentication timer インターフェイス コンフィギュレーション コマンドがあります。
802.1x 専用コマンドは、頭に dot1x キーワードが付きます。 たとえば、authentication port-control
auto インターフェイス コンフィギュレーション コマンドは、インターフェイスでの認証をイネー
ブルにします。 ただし、dot1x system-authentication control グローバル コンフィギュレーション
コマンドは常にグローバルに 802.1x 認証をイネーブルまたはディセーブルにします。
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（注）

802.1x 認証がグローバルにディセーブル化されても、Web 認証など他の認証方法はそのポート
でイネーブルのままです。
認証マネージャ コマンドは従来の 802.1x コマンドと同様の機能を提供します。
Cisco IOS Release 12.2(55)SE 以降のリリースでは、認証マネージャで生成された冗長なシステム
メッセージをフィルタリングできます。 通常、フィルタリングされた内容は、認証の成功と関係
しています。 802.1x 認証および MAB 認証の冗長なメッセージをフィルタリングすることもでき
ます。 認証方式ごとに異なるコマンドが用意されています。
• no authentication logging verbose グローバル コンフィギュレーション コマンドは、認証マ
ネージャからの冗長なメッセージをフィルタリングします。
• no dot1x logging verbose グローバル コンフィギュレーション コマンドは、802.1x 認証の冗長
なメッセージをフィルタリングします。
• no mab logging verbose グローバル コンフィギュレーション コマンドは、MAC 認証バイパス
（MAB）の冗長なメッセージをフィルタリングします。
表 26：認証マネージャ コマンドおよび以前の 802.1x コマンド

Cisco IOS Release 12.2(50)SE Cisco IOS Release 12.2(46)SE 説明
以降での認証マネージャ コ 以前での同等の 802.1x コマ
マンド
ンド
authentication
control-direction {both | in}

dot1x control-direction
{both | in}

Wake-on-LAN（WoL）機能を使用して
802.1x 認証をイネーブルにし、ポート
制御を単一方向または双方向に設定し
ます。

authentication event

dot1x auth-fail vlan

ポート上で制限付き VLAN をイネーブ
ルにします。

dot1x critical（インター
フェイスコンフィギュレー アクセス不能認証バイパス機能をイ
ション）
ネーブルにします。
dot1x guest-vlan6

アクティブ VLAN を 802.1x ゲスト
VLAN として指定します。

authentication fallback
fallback-profile

dot1x fallback
fallback-profile

802.1x 認証をサポートしていないクラ
イアント用に、Web 認証をフォール
バック方式として使用するようにポー
トを設定します。

authentication host-mode
[multi-auth | multi-domain |
multi-host | single-host]

dot1x host-mode {single-host 802.1x 許可ポートで単一のホスト（ク
| multi-host | multi-domain} ライアント）または複数のホストの接
続を許可します。
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Cisco IOS Release 12.2(50)SE Cisco IOS Release 12.2(46)SE 説明
以降での認証マネージャ コ 以前での同等の 802.1x コマ
マンド
ンド
authentication order

mab

使用される認証方法の順序を柔軟に定
義できるようにします。

authentication periodic

dot1x reauthentication

クライアントの定期的再認証をイネー
ブルにします。

authentication port-control
{auto | force-authorized |
force-un authorized}

dot1x port-control {auto |
force-authorized |
force-unauthorized}

ポートの許可ステートの手動制御をイ
ネーブルにします。

authentication timer

dot1x timeout

802.1x タイマーを設定します。

authentication violation
dot1x violation-mode
{protect | restrict | shutdown} {shutdown | restrict |
protect}

新しいデバイスがポートに接続された
場合、または最大数のデバイスがポー
トに接続された後に新しいデバイスが
そのポートに接続された場合に発生す
る違反モードを設定します。

許可ステートおよび無許可ステートのポート
802.1x 認証中に、スイッチのポート ステートによって、スイッチはネットワークへのクライアン
ト アクセスを許可します。 ポートは最初、無許可ステートです。 このステートでは、音声 VLAN
（仮想 LAN）ポートとして設定されていないポートは 802.1x 認証、CDP、および STP パケット
を除くすべての入力および出力トラフィックを禁止します。 クライアントの認証が成功すると、
ポートは許可ステートに変更し、クライアントのトラフィック送受信を通常どおりに許可します。
ポートが音声 VLAN ポートとして設定されている場合、VoIP トラフィックおよび 802.1x プロト
コル パケットが許可された後クライアントが正常に認証されます。
802.1x をサポートしていないクライアントが、無許可ステートの 802.1x ポートに接続すると、ス
イッチはそのクライアントの識別情報を要求します。 この状況では、クライアントは要求に応答
せず、ポートは引き続き無許可ステートとなり、クライアントはネットワーク アクセスを許可さ
れません。
反対に、802.1x 対応のクライアントが、802.1x 標準が稼働していないポートに接続すると、クラ
イアントは EAPOL-Start フレームを送信して認証プロセスを開始します。 応答がなければ、クラ
イアントは同じ要求を所定の回数だけ送信します。 応答がないので、クライアントはポートが許
可ステートであるものとしてフレーム送信を開始します。
authentication port-control インターフェイス コンフィギュレーション コマンドおよび次のキー
ワードを使用して、ポートの許可ステートを制御できます。
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• force-authorized：802.1x 認証をディセーブルにし、認証情報の交換を必要とせずに、ポート
を許可ステートに変更します。 ポートはクライアントとの 802.1x ベース認証を行わずに、
通常のトラフィックを送受信します。 これがデフォルト設定です。
• force-unauthorized：クライアントからの認証の試みをすべて無視し、ポートを無許可ステー
トのままにします。 スイッチはポートを介してクライアントに認証サービスを提供できませ
ん。
• auto：802.1x 認証をイネーブルにします。ポートは最初、無許可ステートであり、ポート経
由で送受信できるのは EAPOL フレームだけです。 ポートのリンク ステートがダウンから
アップに変更したとき、または EAPOL-Start フレームを受信したときに、認証プロセスが開
始されます。 スイッチはクライアントの識別情報を要求し、クライアントと認証サーバとの
間で認証メッセージのリレーを開始します。 スイッチはクライアントの MAC アドレスを使
用して、ネットワーク アクセスを試みる各クライアントを一意に識別します。
クライアントが認証に成功すると（認証サーバから Accept フレームを受信すると）、ポートが許
可ステートに変わり、認証されたクライアントからの全フレームがポート経由での送受信を許可
されます。 認証が失敗すると、ポートは無許可ステートのままですが、認証を再試行することは
できます。認証サーバに到達できない場合、スイッチは要求を再送信します。所定の回数だけ試
行してもサーバから応答が得られない場合には、認証が失敗し、ネットワーク アクセスは許可さ
れません。
クライアントはログオフするとき、EAPOL-Logoff メッセージを送信します。このメッセージに
よって、スイッチ ポートが無許可ステートになります。
ポートのリンク ステートがアップからダウンに変更した場合、または EAPOL-Logoff フレームを
受信した場合に、ポートは無許可ステートに戻ります。

ポートベース認証とスイッチ スタック
スイッチが、スイッチ スタックに追加されるか、スイッチ スタックから削除される場合、RADIUS
サーバとスタックとの間の IP 接続が正常な場合、802.1x 認証は影響を受けません。 これは、ス
タック マスターがスイッチ スタックから削除される場合も、適用されます。 スタック マスター
に障害が発生した場合、スタック メンバは、選択プロセスを使用することによって新しいスタッ
ク マスターになり、802.1x 認証プロセスは通常どおり続行されます。
サーバに接続されていたスイッチが削除されたか、そのスイッチに障害が発生したために、RADIUS
サーバへの IP 接続が中断された場合、これらのイベントが発生します。
• すでに認証済みで、定期的な再認証がイネーブルではないポートは、認証ステートのままで
す。 RADIUS サーバとの通信は、必要ではありません。
• 認証済みで、（dot1x re-authentication グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
して）定期的な再認証がイネーブルにされているポートは、再認証の発生時に、認証プロセ
スに失敗します。 ポートは、再認証プロセス中に、非認証ステートに戻ります。 RADIUS
サーバとの通信が必要です。
進行中の認証については、サーバ接続が行われていないため、認証はただちに失敗します。
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障害が発生したスイッチが実行状態になり、スイッチ スタックに再加入した場合、ブートアップ
の時刻と、認証の試行時までに RADIUS サーバへの接続が再確立されたかどうかによって、認証
は失敗する場合と、失敗しない場合があります。
RADIUS サーバへの接続を失うことを避けるには、冗長接続を設定する必要があります。 たとえ
ば、スタックマスターへの冗長接続と、スタックメンバへの別の接続を設定できます。スタック
マスターに障害が発生した場合でも、スイッチ スタックは、RADIUS サーバに接続されたままで
す。

802.1x のホスト モード
802.1x ポートは、シングル ホスト モードまたはマルチ ホスト モードで設定できます。 シングル
ホスト モードでは、802.1x 対応のスイッチ ポートに接続できるのはクライアント 1 つだけです。
スイッチは、ポートのリンク ステートがアップに変化したときに、EAPOL フレームを送信する
ことでクライアントを検出します。 クライアントがログオフしたとき、または別のクライアント
に代わったときには、スイッチはポートのリンク ステートをダウンに変更し、ポートは無許可ス
テートに戻ります。
マルチ ホスト モードでは、複数のホストを単一の 802.1x 対応ポートに接続できます。 このモー
ドでは、接続されたクライアントのうち 1 つが許可されれば、クライアントすべてのネットワー
ク アクセスが許可されます。 ポートが無許可ステートになると（再認証が失敗するか、または
EAPOL-Logoff メッセージを受信した場合）、スイッチは接続しているクライアントのネットワー
ク アクセスをすべて禁止します。 このトポロジでは、ワイヤレス アクセス ポイントが接続して
いるクライアントの認証を処理し、スイッチに対してクライアントとしての役割を果たします。
図 20：マルチ ホスト モードの例

（注）

すべてのホスト モードで、ポートベース認証が設定されている場合、ライン プロトコルは許
可の前にアップのままです。
スイッチはマルチドメイン認証（MDA）をサポートしています。これにより、データ装置と IP
Phone などの音声装置（シスコ製品またはシスコ以外の製品）の両方を同じスイッチ ポートに接
続できます。
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802.1x 複数認証モード
複数認証（multiauth）モードでは、データ VLAN で複数のクライアントを認証できます。 各ホス
トは個別に認証されます。 音声 VLAN が設定されている場合、このモードでは、VLAN で 1 クラ
イアントだけ認証できます （ポートが他の音声クライアントを検出すると、これらはポートから
廃棄されますが、違反エラーは発生しません）。
ハブまたはアクセス ポイントが 802.1x 対応ポートに接続されている場合、接続されている各クラ
イアントを認証する必要があります。
802.1x 以外のデバイスでは、MAC 認証バイパスまたは Web 認証をホスト単位認証フォールバッ
ク メソッドとして使用し、単一のポートで異なる方法で異なるホストを認証できます。
複数認証ポートで認証できるデータ ホストの数には制限はありません。 ただし、音声 VLAN が
設定されている場合、許可される音声デバイスは 1 台だけです。 ホスト制限がないため、定義さ
れた違反はトリガーされません。たとえば、別の音声デバイスが検出された場合、これは通知な
しで廃棄され、違反はトリガーされません。
音声 VLAN の MDA 機能の場合、複数認証モードでは、認証サーバから受け取った VSA に応じ
て、認証されたデバイスがデータまたは音声のいずれかの VLAN に割り当てられます。

（注）

ポートがマルチ認証モードの場合、ゲスト VLAN、および認証失敗 VLAN 機能はアクティブ
になりません。
Cisco IOS Release 12.2(55)SE 以降では、次の条件で、RADIUS サーバから提供された VLAN をマ
ルチ認証モードで割り当てることができます。
• ホストがポートで最初に許可されたホストであり、RADIUS サーバが VLAN 情報を提供して
いる。
• 後続のホストが、動作 VLAN に一致する VLAN を使用して許可される。
• ホストは VLAN が割り当てられていないポートで許可され、後続のホストでは VLAN 割り
当てが設定されていないか、VLAN 情報が動作 VLAN と一致している。
• ポートで最初に許可されたホストにはグループ VLAN が割り当てられ、後続のホストでは
VLAN 割り当てが設定されていないか、グループ VLAN がポート上のグループ VLAN と一
致している。 後続のホストが、最初のホストと同じ VLAN グループの VLAN を使用する必
要がある。 VLAN リストが使用されている場合、すべてのホストは VLAN リストで指定さ
れた条件に従う。
• マルチ認証ポート上で、1 つの音声 VLAN 割り当てのみがサポートされている。
• VLAN がポート上のホストに割り当てられると、後続のホストは一致する VLAN 情報を持つ
必要があり、この情報がなければポートへのアクセスを拒否される。
• ゲスト VLAN または認証失敗 VLAN をマルチ認証モードに設定できない。
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• クリティカル認証 VLAN の動作が、マルチ認証モード用に変更されない。 ホストが認証を
試みたときにサーバに到達できない場合、許可されたすべてのホストは、設定された VLAN
で再初期化される。

ユーザ VLAN 割り当てによるマルチ認証
ユーザ VLAN 割り当てによるマルチ認証機能を使用すれば、単一のアクセス VLAN が設定された
ポート上でクライアントに割り当てられた VLAN に基づいて複数のオペレーショナル アクセス
VLAN を構築することができます。 データ ドメインに関連付けられたすべての VLAN のトラ
フィックに dot1q タグが付けられないアクセス ポートとして設定されたポートとこれらの VLAN
は、ネイティブ VLAN として扱われます。
マルチ認証ポートあたりのホスト数は 8 ですが、さらに増やすことができます。

（注）

ユーザ VLAN 割り当てによるマルチ認証機能は、音声ドメインに対してサポートされません。
ポート上の音声ドメイン内のすべてのクライアントが同じ VLAN を使用する必要があります。
ユーザ VLAN 割り当てによるマルチ認証に関連したシナリオを以下に示します。
シナリオ 1
ハブがアクセス ポートに接続されており、ポートがアクセス VLAN（V0）で設定されている場
合。
ホスト（H1）がハブを介して VLAN（V1）に割り当てられます。 ポートのオペレーショナル
VLAN が V1 に変更されます。 この動作は、シングル ホストまたはマルチ ドメイン認証ポートと
同様です。
2 つ目のホスト（H2）が接続され、VLAN（V2）に割り当てられると、ポートに 2 つのオペレー
ショナル VLAN（V1 と V2）が設定されます。 H1 と H2 がタグなし入力トラフィックを送信する
場合は、H1 トラフィックが VLAN（V1）に、H2 トラフィックが VLAN（V2）にマッピングさ
れ、VLAN（V1）と VLAN（V2）上のポートから送信されるすべての出力トラフィックにタグが
付けられません。
何らかの理由で、H1 と H2 の両方のホストがログアウトされたか、セッションが削除された場合
は、VLAN（V1）と VLAN（V2）がポートから削除され、設定済みの VLAN（V0）がポート上で
復元されます。
シナリオ 2
ハブがアクセス ポートに接続されており、ポートがアクセス VLAN（V0）で設定されている場
合。 ホスト（H1）がハブを介して VLAN（V1）に割り当てられます。 ポートのオペレーショナ
ル VLAN が V1 に変更されます。
2 つ目のホスト（H2）が接続され、明確な VLAN ポリシーを使用せずに承認された場合、H2 は
ポート上で復元された設定済みの VLAN（V0）を使用する必要があります。 2 つのオペレーショ
ナル VLAN（VLAN（V0）と VLAN（V1））から送信されるすべての出力トラフィックにタグが
付けられません。
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何らかの理由で、ホスト（H2）がログアウトされたか、セッションが削除された場合は、設定済
みの VLAN（V0）がポートから削除され、VLAN（V1）がポート上で唯一のオペレーショナル
VLAN になります。
シナリオ 3
ハブがオープン モードでアクセス ポートに接続されており、ポートがアクセス VLAN（V0）で
設定されている場合。
ホスト（H1）がハブを介して VLAN（V1）に割り当てられます。 ポートのオペレーショナル
VLAN が V1 に変更されます。 2 つ目のホスト（H2）が接続され、承認されていない場合でも、
オープン モードのため、オペレーショナル VLAN（V1）にアクセスできます。
何らかの理由で、ホストH1がログアウトされたか、セッションが削除された場合は、VLAN（V1）
がポートから削除され、ホスト（H2）が VLAN（V0）に割り当てられます。

（注）

ホスト（H2）の IP アドレスは VLAN（V1）に対応するサブネットに属しているため、オープ
ン モードと VLAN 割り当ての組み合わせはホスト（H2）に悪影響を及ぼします。

ユーザ VLAN 割り当てによるマルチ認証の制限
ユーザ VLAN 割り当てによるマルチ認証機能では、ポート上で複数の VLAN からの出力トラフィッ
クにタグが付けられないため、ホストはそれ宛てではないトラフィックを受信することになりま
す。 これは、ブロードキャスト トラフィックとマルチキャスト トラフィックで問題になる可能
性があります。
• IPv4 ARP：ホストは他のサブネットからの ARP パケットを受信します。 これは、IP アドレ
ス範囲が重複している別々の Virtual Routing and Forwarding（VRF）テーブル内の 2 つのサブ
ネットがポート上でアクティブになっている場合に問題になります。 ホスト ARP キャッシュ
のエントリが無効になる可能性があります。
• IPv6 制御パケット：IPv6 展開では、ルータ アドバタイズメント（RA）が、その受信が想定
されていないホストで処理されます。 ある VLAN からのホストが別の VLAN からの RA を
受信した場合は、そのホストがそれ自体に不正な IPv6 アドレスを割り当てます。 このよう
なホストはネットワークにアクセスすることができません。
この回避策は IPv6 ファースト ホップ セキュリティを有効にすることです。これにより、ブ
ロードキャスト ICMPv6 パケットがユニキャストに変換され、マルチ認証対応ポートから送
出されます。 パケットが、VLAN に属しているマルチ認証ポートで各クライアント用に複製
され、宛先 MAC が個々のクライアントに設定されます。 1 つの VLAN が設定されたポート
から ICMPv6 パケットが正常に送信されます。
• IP マルチキャスト：マルチキャスト グループ宛てのマルチキャスト トラフィックが VLAN
ごとに複製されます。これは、それらの VLAN 上のホストがマルチキャスト グループに属
している場合に限られます。 別々の VLAN 上の 2 つのホストがマルチキャスト グループ（同
じマルチ認証ポート上で）に属している場合は、それぞれのマルチキャスト パケットの 2 つ
のコピーがそのポートから送出されます。
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MAC 移動
あるスイッチ ポートで MAC アドレスが認証されると、そのアドレスは同じスイッチの別の認証
マネージャ対応ポートでは許可されません。 スイッチが同じ MAC アドレスを別の認証マネージャ
対応ポートで検出すると、そのアドレスは許可されなくなります。
場合によっては、MAC アドレスを同じスイッチ上のポート間で移動する必要があります。 たと
えば、認証ホストとスイッチ ポート間に別のデバイス（ハブまたは IP Phone など）がある場合、
ホストをデバイスから接続して、同じスイッチの別のポートに直接接続する必要があります。
デバイスが新しいポートで再認証されるように、MAC 移動をグローバルにイネーブルにできま
す。 ホストが別のポートに移動すると、最初のポートのセッションが削除され、ホストは新しい
ポートで再認証されます。
MAC 移動はすべてのホスト モードでサポートされます （認証ホストは、ポートでイネーブルに
されているホスト モードに関係なく、スイッチの任意のポートに移動できます）。
MAC アドレスがあるポートから別のポートに移動すると、スイッチは元のポートで認証済みセッ
ションを終了し、新しいポートで新しい認証シーケンスを開始します。
MAC 移動の機能は、音声およびデータ ホストの両方に適用されます。

（注）

オープン認証モードでは、MACアドレスは、新しいポートでの許可を必要とせずに、元のポー
トから新しいポートへただちに移動します。

MAC 置換
Cisco IOS Release 12.2(55)SE 以降のリリースでは、MAC 置換機能を設定して、事前に別のホスト
が認証されたポートにホストが接続を試みるときに発生する違反に対処できるようになりました。

（注）

違反はマルチ認証モードでは発生しないため、マルチ認証モードのポートにこの機能は適用さ
れません。 マルチホスト モードで認証が必要なのは最初のホストだけなので、この機能はこ
のモードのポートには適用されません。
replace キーワードを指定して authentication violation インターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを設定すると、マルチドメイン モードのポートでの認証プロセスは、次のようになりま
す。
• 既存の認証済み MAC アドレスを使用するポートで新しい MAC アドレスが受信されます。
• 認証マネージャは、ポート上の現在のデータ ホストの MAC アドレスを、新しい MAC アド
レスで置き換えます。
• 認証マネージャは、新しい MAC アドレスに対する認証プロセスを開始します。
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• 認証マネージャによって新しいホストが音声ホストであると判断された場合、元の音声ホス
トは削除されます。
ポートがオープン認証モードになっている場合、MAC アドレスはただちに MAC アドレス テーブ
ルに追加されます。

802.1x アカウンティング
802.1x 標準では、ユーザの認証およびユーザのネットワーク アクセスに対する許可方法を定義し
ています。ただし、ネットワークの使用法についてはトラッキングしません。 802.1x アカウン
ティングは、デフォルトでディセーブルです。 802.1x アカウンティングをイネーブルにすると、
次の処理を 802.1x 対応のポート上でモニタできます。
• 正常にユーザを認証します。
• ユーザがログ オフします。
• リンクダウンが発生します。
• 再認証が正常に行われます。
• 再認証が失敗します。
スイッチは 802.1x アカウンティング情報を記録しません。 その代わり、スイッチはこの情報を
RADIUS サーバに送信します。RADIUS サーバは、アカウンティング メッセージを記録するよう
に設定する必要があります。

802.1x アカウンティング属性値ペア
RADIUS サーバに送信された情報は、属性値（AV）ペアの形式で表示されます。 これらの AV ペ
アのデータは、各種アプリケーションによって使用されます （たとえば課金アプリケーションの
場合、RADIUS パケットの Acct-Input-Octets または Acct-Output-Octets 属性の情報が必要です）。
AV ペアは、802.1x アカウンティングが設定されているスイッチによって自動的に送信されます。
次の種類の RADIUS アカウンティング パケットがスイッチによって送信されます。
• START：新規ユーザ セッションが始まると送信されます。
• INTERIM：既存のセッションが更新されると送信されます。
• STOP：セッションが終了すると送信されます。
スイッチによって送信された AV ペアは、debug radius accounting 特権 EXEC コマンドを入力す
ることで表示できます。 このコマンドの詳細については、『Cisco IOS Debug Command Reference,
Release 12.4』を参照してください。
次の表に、AV ペアおよびスイッチによって送信される AV ペアの条件を示します。
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表 27：アカウンティング AV ペア

属性番号

AV ペア名

START

INTERIM

STOP

属性 [1]

User-Name

常時送
信

常時送信

常時送信

属性 [4]

NAS-IP-Address

常時送
信

常時送信

常時送信

属性 [5]

NAS-Port

常時送
信

常時送信

常時送信

属性 [8]

Framed-IP-Address

非送信

条件に応じて送信11 条件に応じて送信

属性 [25]

クラス

常時送
信

常時送信

常時送信

属性 [30]

Called-Station-ID

常時送
信

常時送信

常時送信

属性 [31]

Calling-Station-ID

常時送
信

常時送信

常時送信

属性 [40]

Acct-Status-Type

常時送
信

常時送信

常時送信

属性 [41]

Acct-Delay-Time

常時送
信

常時送信

常時送信

属性 [42]

Acct-Input-Octets

非送信

常時送信

常時送信

属性 [43]

Acct-Output-Octets

非送信

常時送信

常時送信

属性 [44]

Acct-Session-ID

常時送
信

常時送信

常時送信

属性 [45]

Acct-Authentic

常時送
信

常時送信

常時送信

属性 [46]

Acct-Session-Time

非送信

常時送信

常時送信

属性 [49]

Acct-Terminate-Cause

非送信

非送信

常時送信

属性 [61]

NAS-Port-Type

常時送
信

常時送信

常時送信
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11

ホストに対して有効な Dynamic Host Control Protocol（DHCP）バインディングが DHCP スヌーピング バインディング テーブルに存在している
場合にのみ、Framed-IP-Address の AV ペアは送信されます。

スイッチによって送信された AV ペアは、debug radius accounting 特権 EXEC コマンドを入力す
ることで表示できます。

802.1x 準備状態チェック
802.1x 準備状態チェックは、すべてのスイッチ ポートの 802.1x アクティビティをモニタリング
し、802.1x をサポートするポートに接続されているデバイスの情報を表示します。 この機能を使
用して、スイッチ ポートに接続されているデバイスが 802.1x に対応できるかどうかを判別できま
す。 802.1x 機能をサポートしていないデバイスでは、MAC 認証バイパスまたは Web 認証などの
代替認証を使用します。
この機能が有用なのは、クライアントのサプリカントで NOTIFY EAP 通知パケットでのクエリー
がサポートされている場合だけです。 クライアントは、802.1x タイムアウト値内に応答しなけれ
ばなりません。
関連トピック
802.1x 準備状態チェックの設定, （327 ページ）

スイッチと RADIUS サーバ間の通信
RADIUS セキュリティ サーバは、ホスト名または IP アドレス、ホスト名と特定の UDP ポート番
号、または IP アドレスと特定の UDP ポート番号によって識別します。 IP アドレスと UDP ポー
ト番号の組み合わせによって、一意の ID が作成され、同一 IP アドレスのサーバ上にある複数の
UDP ポートに RADIUS 要求を送信できるようになります。 同じ RADIUS サーバ上の異なる 2 つ
のホスト エントリに同じサービス（たとえば認証）を設定した場合、2 番めに設定されたホスト
エントリは、最初に設定されたホストエントリのフェールオーバーバックアップとして動作しま
す。 RADIUS ホスト エントリは、設定した順序に従って試行されます。
関連トピック
スイッチと RADIUS サーバ間の通信の設定, （337 ページ）

VLAN 割り当てを使用した 802.1x 認証
スイッチは、VLAN 割り当てを使用した 802.1x 認証をサポートしています。 ポートの 802.1x 認
証が成功すると、RADIUS サーバは VLAN 割り当てを送信し、スイッチ ポートを設定します。
RADIUS サーバ データベースは、ユーザ名と VLAN のマッピングを維持し、スイッチ ポートに
接続するクライアントのユーザ名に基づいて VLAN を割り当てます。 この機能を使用して、特定
のユーザのネットワーク アクセスを制限できます。
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音声デバイス認証は、Cisco IOS Release 12.2(37)SE のマルチドメイン ホスト モードでサポートさ
れています。 Cisco IOS Release 12.2(40)SE 以降、音声デバイスが許可されており、RADIUS サー
バが許可された VLAN を返した場合、割り当てられた音声 VLAN 上でパケットを送受信するよう
にポート上の音声 VLAN が設定されます。 音声 VLAN 割り当ては、マルチドメイン認証（MDA）
対応のポートでのデータ VLAN 割り当てと同じように機能します。
スイッチと RADIUS サーバ上で設定された場合、VLAN 割り当てを使用した 802.1x 認証には次の
特性があります。
• RADIUS サーバから VLAN が提供されない場合、または 802.1x 認証がディセーブルの場合、
認証が成功するとポートはアクセス VLAN に設定されます。 アクセス VLAN とは、アクセ
ス ポートに割り当てられた VLAN です。 このポート上で送受信されるパケットはすべて、
この VLAN に所属します。
• 802.1x 認証がイネーブルで、RADIUS サーバからの VLAN 情報が有効でない場合、認証に失
敗して、設定済みの VLAN が引き続き使用されます。 これにより、設定エラーによって不
適切な VLAN に予期せぬポートが現れることを防ぎます。
設定エラーには、ルーテッド ポートの VLAN、間違った VLAN ID、存在しないまたは内部
（ルーテッド ポート）VLAN ID、RSPAN VLAN、シャットダウンまたは一時停止している
VLAN の指定などがあります。 マルチドメイン ホスト ポートの場合、設定エラーには、設
定済みまたは割り当て済み VLAN ID と一致するデータ VLAN の割り当て試行（またはその
逆）のために発生するものもあります。
• 802.1x 認証がイネーブルで、RADIUS サーバからのすべての情報が有効の場合、許可された
デバイスは認証後、指定した VLAN に配置されます。
• 802.1x ポートでマルチ ホスト モードがイネーブルの場合、すべてのホストは最初に認証さ
れたホストと同じ VLAN（RADIUS サーバにより指定）に配置されます。
• ポート セキュリティをイネーブル化しても、RADIUS サーバが割り当てられた VLAN の動
作には影響しません。
• 802.1x 認証がポートでディセーブルの場合、設定済みのアクセス VLAN と設定済みの音声
VLAN に戻ります。
• 802.1x ポートが認証され、RADIUS サーバによって割り当てられた VLAN に配置されると、
そのポートのアクセス VLAN 設定への変更は有効になりません。 マルチドメイン ホストの
場合、ポートが完全にこれらの例外で許可されている場合、同じことが音声デバイスに適用
されます。
◦ あるデバイスで VLAN 設定を変更したことにより、他のデバイスに設定済みまたは割
り当て済みの VLAN と一致した場合、ポート上の全デバイスの認証が中断して、デー
タおよび音声デバイスに設定済みの VLAN が一致しなくなるような有効な設定が復元
されるまで、マルチドメイン ホスト モードがディセーブルになります。
◦ 音声デバイスが許可されて、ダウンロードされた音声 VLAN を使用している場合、音
声 VLAN 設定を削除したり設定値を dot1p または untagged に修正したりすると、音声デ
バイスが未許可になり、マルチドメイン ホスト モードがディセーブルになります。

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリー
ズ）
302

OL-28525-02-J

IEEE 802.1x ポートベース認証の設定
VLAN 割り当てを使用した 802.1x 認証

ポートが、強制許可（force-authorized）ステート、強制無許可（force-unauthorized）ステート、無
許可ステート、またはシャットダウン ステートの場合、ポートは設定済みのアクセス VLAN に配
置されます。
802.1x ポートが認証され、RADIUS サーバによって割り当てられた VLAN に配置されると、その
ポートのアクセス VLAN 設定への変更は有効になりません。 マルチドメイン ホストの場合、ポー
トが完全にこれらの例外で許可されている場合、同じことが音声デバイスに適用されます。
• あるデバイスで VLAN 設定を変更したことにより、他のデバイスに設定済または割り当て済
みの VLAN と一致した場合、ポート上の全デバイスの認証が中断して、データおよび音声デ
バイスに設定済みの VLAN が一致しなくなるような有効な設定が復元されるまで、マルチド
メイン ホスト モードがディセーブルになります。
• 音声デバイスが許可されて、ダウンロードされた音声VLANを使用している場合、音声VLAN
設定を削除したり設定値を dot1p または untagged に修正したりすると、音声デバイスが未許
可になり、マルチドメイン ホスト モードがディセーブルになります。
ポートが、強制許可（force-authorized）ステート、強制無許可（force-unauthorized）ステート、無
許可ステート、またはシャットダウン ステートの場合、ポートは設定済みのアクセス VLAN に配
置されます。
トランク ポート、ダイナミック ポート、または VLAN メンバーシップ ポリシー サーバ（VMPS）
によるダイナミック アクセス ポート割り当ての場合、VLAN 割り当て機能を使用した 802.1x 認
証はサポートされません。
VLAN 割り当てを設定するには、次の作業を実行する必要があります。
• network キーワードを使用して AAA 認証をイネーブルにし、RADIUS サーバからのインター
フェイス設定を可能にします。
• 802.1x 認証をイネーブルにします。 （アクセス ポートで 802.1x 認証を設定すると、VLAN
割り当て機能は自動的にイネーブルになります）。
• RADIUS サーバにベンダー固有のトンネル属性を割り当てます。 RADIUS サーバは次の属性
をスイッチに返す必要があります。
◦ [64] Tunnel-Type = VLAN
◦ [65] Tunnel-Medium-Type = 802
◦ [81] Tunnel-Private-Group-ID = VLAN 名または VLAN ID
◦ [83] Tunnel-Preference
属性 [64] は、値 VLAN（タイプ 13）でなければなりません。 属性 [65] は、値802（タイプ
6）でなければなりません。 属性 [81] は、IEEE 802.1x 認証ユーザに割り当てられた VLAN 名
または VLAN ID を指定します。
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ユーザ単位 ACL を使用した 802.1x 認証
ユーザ単位アクセス コントロール リスト（ACL）をイネーブルにして、異なるレベルのネット
ワーク アクセスおよびサービスを 802.1x 認証ユーザに提供できます。 RADIUS サーバは、802.1x
ポートに接続されるユーザを認証する場合、ユーザ ID に基づいて ACL 属性を受け取り、これら
をスイッチに送信します。 スイッチは、ユーザ セッションの期間中、その属性を 802.1x ポート
に適用します。 セッションが終了すると、認証が失敗した場合、またはリンクダウン状態の発生
時に、ユーザ単位 ACL 設定が削除されます。 スイッチは、RADIUS 指定の ACL を実行コンフィ
ギュレーションには保存しません。 ポートが無許可の場合、スイッチはそのポートから ACL を
削除します。
ユーザは同一のスイッチ上で、ルータ ACL および入力ポート ACL を使用できます。 ただし、
ポートの ACL はルータ ACL より優先されます。 入力ポート ACL を VLAN に属するインターフェ
イスに適用する場合、ポート ACL は VLAN インターフェイスに適用する入力ルータ ACL よりも
優先されます。 ポート ACL が適用されたポート上で受信した着信パケットは、ポート ACL に
よってフィルタリングされます。 その他のポートに着信したルーテッド パケットは、ルータ ACL
によってフィルタリングされます。 発信するルーテッド パケットには、ルータ ACL のフィルタ
が適用されます。 コンフィギュレーションの矛盾を回避するには、RADIUS サーバに保存する
ユーザ プロファイルを慎重に計画しなければなりません。
RADIUS は、ベンダー固有属性などのユーザ単位属性をサポートします。 ベンダー固有属性
（VSA）は、オクテットストリング形式で、認証プロセス中にスイッチに渡されます。ユーザ単
位 ACL に使用される VSA は、入力方向では inacl#<n> で、出力方向では outacl#<n> です。 MAC
ACL は、入力方向に限りサポートされます。 VSA は入力方向に限りサポートされます。 レイヤ
2 ポートの出力方向ではポート ACL をサポートしません。
拡張 ACL 構文形式だけを使用して、RADIUS サーバに保存するユーザ単位コンフィギュレーショ
ンを定義します。 RADIUS サーバから定義が渡される場合、拡張命名規則を使用して作成されま
す。 ただし、Filter-Id 属性を使用する場合、標準 ACL を示すことができます。
Filter-Id 属性を使用して、すでにスイッチに設定されているインバウンドまたはアウトバウンド
ACL を指定できます。 属性には、ACL 番号と、その後ろに入力フィルタリング、出力フィルタ
リングを示す .in または .out が含まれています。 RADIUS サーバが .in または .out 構文を許可しな
い場合、アクセス リストはデフォルトで発信 ACL に適用されます。 スイッチでの Cisco IOS のア
クセス リストに関するサポートが制限されているため、Filter-ID 属性は 1 ～ 199 および 1300 ～
2699 の IP ACL（IP 標準 ACL および IP 拡張 ACL）に対してだけサポートされます。
ユーザ単位 ACL の最大サイズは、4000 ASCII 文字ですが、RADIUS サーバのユーザ単位 ACL の
最大サイズにより制限されます。
ユーザ単位の ACL を設定するには、次の手順に従います。
• AAA 認証をイネーブルにします。
• network キーワードを使用して AAA 認証をイネーブルにし、RADIUS サーバからのインター
フェイス設定を可能にします。
• 802.1x 認証をイネーブルにします。
• RADIUS サーバにユーザ プロファイルと VSA を設定します。
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• 802.1x ポートをシングル ホスト モードに設定します。

（注）

ユーザ単位 ACL がサポートされるのはシングル ホスト モードだけです。

ダウンロード可能 ACL およびリダイレクト URL を使用した 802.1x 認証
ACL およびリダイレクト URL は、ホストの 802.1x 認証または MAC 認証バイパス中に、RADIUS
サーバからスイッチにダウンロードできます。 また、Web 認証中に ACL をダウンロードするこ
ともできます。

（注）

ダウンロード可能な ACL は dACL とも呼ばれます。
複数のホストが認証され、それらのホストがシングル ホスト モード、MDA モード、またはマル
チ認証モードである場合、スイッチは ACL の送信元アドレスをホスト IP アドレスに変更します。
ACL およびリダイレクト URL は、802.1x 対応のポートに接続されるすべてのデバイスに適用で
きます。
ACL が 802.1x 認証中にダウンロードされない場合、スイッチは、ポートのスタティック デフォ
ルト ACL をホストに適用します。 マルチ認証モードまたは MDA モードで設定された音声 VLAN
ポートでは、スイッチは ACL を認証ポリシーの一部として電話にだけ適用します。
Cisco IOS Release 12.2(55)SE 以降のリリースでは、ポート上にスタティック ACL がない場合、ダ
イナミックな認証デフォルト ACL が作成され、dACL がダウンロードされて適用される前にポリ
シーが実施されます。

（注）

認証デフォルト ACL は、実行コンフィギュレーションでは表示されません。
認証デフォルト ACL は、ポートで許可ポリシーを持つホストが 1 つ以上検出されると作成されま
す。 認証デフォルト ACL は、最後の認証セッションが終了すると削除されます。 認証デフォル
ト ACL は、ip access-list extended auth-default-acl グローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用して作成できます。

（注）

認証デフォルト ACL は、シングル ホスト モードの Cisco Discovery Protocol（CDP）バイパス
をサポートしていません。 CDP バイパスをサポートするには、インターフェイス上のスタ
ティック ACL を設定する必要があります。
802.1x および MAB 認証方式では、オープンおよびクローズの 2 つの認証方式がサポートされま
す。 クローズ認証モードのポートにスタティック ACL がない場合、次のようになります。
• 認証デフォルト ACL が作成されます。
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• 認証デフォルト ACL は、ポリシーが実施されるまで DHCP トラフィックのみを許可します。
• 最初のホスト認証では、許可ポリシーは IP アドレスを挿入せずに適用されます。
• 別のホストが検出されると、最初のホストのポリシーがリフレッシュされ、最初のセッショ
ンと後続セッションのポリシーが IP アドレスを挿入して実施されます。
オープン認証モードのポートにスタティック ACL がない場合、次のようになります。
• 認証デフォルト ACL-OPEN が作成され、すべてのトラフィックが許可されます。
• セキュリティ違反を防ぐために、IP アドレスを挿入してポリシーが実施されます。
• Web 認証は、認証デフォルト ACL-OPEN に従います。
許可ポリシーのないホストへのアクセスを制御するために、ディレクティブを設定することがで
きます。 サポートされているディレクティブの値は、open と default です。 open ディレクティブ
を設定すると、すべてのトラフィックが許可されます。 default ディレクティブは、ポートから提
供されるアクセスにトラフィックを従わせます。 ディレクティブは、AAA サーバ上のユーザ プ
ロファイル、またはスイッチ上のいずれかで設定できます。 AAA サーバ上でディレクティブを設
定するには、authz-directive =<open/default> グローバル コマンドを使用します。 スイッチ上で
ディレクティブを設定するには、epm access-control open 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。

（注）

ディレクティブのデフォルト値は default です。
設定された ACL なしでポート上の Web 認証にホストがフォールバックする場合は、次のように
なります。
• ポートがオープン認証モードの場合、認証デフォルト ACL-OPEN が作成されます。
• ポートがクローズ認証モードの場合、認証デフォルト ACL が作成されます。
フォールバック ACL のアクセス コントロール エントリ（ACE）は、ユーザ単位のエントリに変
換されます。 設定されたフォールバック プロファイルにフォールバック ACL が含まれていない
場合、ホストはポートに関連付けられた認証デフォルト ACL に従います。

（注）

Web 認証でカスタム ロゴを使用し、それを外部サーバに格納する場合、認証の前にポートの
ACL で外部サーバへのアクセスを許可する必要があります。 外部サーバに適切なアクセスを
提供するには、スタティック ポート ACL を設定するか、認証デフォルト ACL を変更する必
要があります。

Cisco Secure ACS およびリダイレクト URL の属性と値のペア
スイッチはこれらの cisco-av-pair VSA を使用します。
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• url-redirect は HTTP URL または HTTPS URL です。
• url-redirect-acl はスイッチ ACL 名または番号です。
スイッチは、CiscoSecure-defined-ACL 属性値ペアを使用して、エンド ポイントからの HTTP また
は HTTPS リクエストを代行受信します。 スイッチは、クライアント Web ブラウザを指定された
リダイレクト アドレスに転送します。 Cisco Secure ACS 上の url-redirect AV ペアには、Web ブラ
ウザがリダイレクトされる URL が格納されます。 url-redirect-acl 属性値ペアには、リダイレクト
する HTTP または HTTPS トラフィックを指定する ACL の名前または番号が含まれます。

（注）

• ACL の permit ACE と一致するトラフィックがリダイレクトされます。
• スイッチの URL リダイレクト ACL およびデフォルト ポート ACL を定義します。
リダイレクト URLが認証サーバのクライアントに設定される場合は、接続されるクライアントの
スイッチ ポートのデフォルト ポート ACL も設定する必要があります。

Cisco Secure ACS およびダウンロード可能な ACL の属性と値のペア
Cisco Secure ACS で、RADIUS cisco-av-pair ベンダー固有属性（VSA）を使用して、
CiscoSecure-Defined-ACL 属性と値（AV）ペアを設定できます。 このペアは、#ACL#-IP-name-number
属性を使って、Cisco Secure ACS でダウンロード可能な ACL の名前を指定します。
• name は ACL の名前です。
• number はバージョン番号（たとえば 3f783768）です。
ダウンロード可能な ACLが認証サーバのクライアントに設定される場合、接続されるクライアン
ト スイッチ ポートのデフォルト ポート ACL も設定する必要があります。
デフォルト ACL がスイッチで設定されている場合、Cisco Secure ACS がホスト アクセス ポリシー
をスイッチに送信すると、スイッチは、スイッチ ポートに接続されるホストからのトラフィック
にこのポリシーを適用します。 ポリシーが適用されない場合、デフォルト ACL が適用されます。
Cisco Secure ACS がダウンロード可能な ACL をスイッチに送信する場合、この ACL は、スイッチ
ポートに設定されているデフォルト ACL より優先されます。 ただし、スイッチが Cisco Secure
ACS からホスト アクセス ポリシーを受信し、デフォルト ACL が設定されていない場合、許可失
敗が宣言されます。

VLAN ID ベース MAC 認証
ダウンロード可能な VLAN ではなくスタティック VLAN ID に基づいてホストを認証する場合、
VLAN ID ベース MAC 認証を使用できます。 スタティック VLAN ポリシーがスイッチで設定され
ている場合、認証用の各ホストの MAC アドレスとともに、VLAN 情報が IAS（Microsoft）RADIUS
サーバに送信されます。 接続ポートに設定されている VLAN ID は MAC 認証に使用されます。
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VLAN ID ベース MAC 認証を IAS サーバで使用することで、ネットワークで一定数の VLAN を使
用できます。
機能は、STP によってモニタおよび処理される VLAN の数も制限します。 ネットワークは固定
VLAN として管理できます。

（注）

この機能は Cisco ACS Server ではサポートされていません （ACS サーバは、新しいホストに
送信される VLAN-ID を無視して、MAC アドレスに基づいた認証だけを行います）。

ゲスト VLAN を使用した 802.1x 認証
スイッチ上の各 802.1x ポートにゲスト VLAN を設定し、クライアントに対して限定的なサービス
を提供できます（802.1x クライアントのダウンロードなど）。 これらのクライアントは 802.1x 認
証用にシステムをアップグレードできる場合がありますが、一部のホスト（Windows 98 システム
など）は IEEE 802.1x 対応ではありません。
スイッチが EAP Request/Identity フレームに対する応答を受信していない場合、または EAPOL パ
ケットがクライアントによって送信されない場合に、802.1x ポート上でゲスト VLAN をイネーブ
ルにすると、スイッチはクライアントにゲスト VLAN を割り当てます。
スイッチは EAPOL パケット履歴を保持します。 EAPOL パケットがリンクの存続時間中にイン
ターフェイスで検出された場合、スイッチはそのインターフェイスに接続されているデバイスが
IEEE 802.1x 対応のものであると判断します。インターフェイスはゲスト VLAN ステートにはなり
ません。 インターフェイスのリンク ステータスがダウンした場合、EAPOL 履歴はクリアされま
す。 EAPOL パケットがインターフェイスで検出されない場合、そのインターフェイスはゲスト
VLAN のステートになります。
スイッチが 802.1x 対応の音声デバイスを許可しようとしたが、AAA サーバが使用できない場合、
許可は失敗します。ただし、EAPOL パケットの検出は EAPOL 履歴に保存されます。 この音声デ
バイスは、AAA サーバが使用可能になると許可されます。 ただし、他のデバイスによるゲスト
VLAN へのアクセスは許可されなくなります。 この状況を防ぐには、次のいずれかのコマンド
シーケンスを使用します。
• authentication event no-response action authorize vlan vlan-id インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを入力し、ゲスト VLAN へのアクセスを許可します。
• shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力し、さらに no shutdown
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力してポートを再起動します。
リンクの存続時間中にデバイスが EAPOL パケットを送信した場合、スイッチはゲスト VLAN へ
の認証アクセスに失敗したクライアントを許可しません。

（注）

インターフェイスがゲスト VLAN に変わってから EAPOL パケットが検出された場合、無許可
ステートに戻って 802.1x 認証を再起動します。
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スイッチ ポートがゲスト VLAN に変わると、802.1x 非対応クライアントはすべてアクセスを許可
されます。 ゲスト VLAN が設定されているポートに 802.1x 対応クライアントが加入すると、ポー
トは、ユーザ設定によるアクセス VLAN で無許可ステートになり、認証が再起動されます。
ゲスト VLAN は、単一のホスト、複数のホスト、複数認証、またはマルチドメイン モードにおけ
る 802.1x ポートでサポートされています。
RSPAN VLAN、プライベート VLAN、音声 VLAN を除いて、アクティブ VLAN を 802.1X ゲスト
VLAN として設定できます。 ゲスト VLAN の機能は、内部 VLAN（ルーテッド ポート）または
トランク ポート上ではサポートされません。サポートされるのはアクセス ポートだけです。
スイッチは MAC 認証バイパス をサポートします。 MAC 認証バイパスが 802.1x ポートでイネー
ブルの場合、スイッチは、IEEE 802.1x 認証のタイムアウト時に EAPOL メッセージ交換を待機し
ている間、クライアント MAC アドレスに基づいてクライアントを許可できます。 スイッチは、
802.1x ポート上のクライアントを検出したあとで、クライアントからのイーサネット パケットを
待機します。 スイッチは、MAC アドレスに基づいたユーザ名およびパスワードを持つ
RADIUS-access/request フレームを認証サーバに送信します。 認証に成功すると、スイッチはクラ
イアントにネットワークへのアクセスを許可します。 認証に失敗すると、スイッチはポートにゲ
スト VLAN を割り当てます（指定されていない場合）。

制限付き VLAN による 802.1X 認証
ゲスト VLAN にアクセスできないクライアント向けに、限定されたサービスを提供するために、
スイッチ スタックまたはスイッチの各 IEEE 802.1x ポートに対して制限付き VLAN（認証失敗
VLAN と呼ばれることもあります）を設定できます。 これらのクライアントは、認証プロセスに
失敗したため他の VLAN にアクセスできない 802.1x 対応クライアントです。 制限付き VLAN を
使用すると、認証サーバの有効なクレデンシャルを持っていないユーザ（通常、企業にアクセス
するユーザ）に、サービスを制限したアクセスを提供できます。 管理者は制限付き VLAN のサー
ビスを制御できます。

（注）

両方のタイプのユーザに同じサービスを提供する場合、ゲスト VLAN と制限付き VLAN の両
方を同じに設定できます。
この機能がないと、クライアントは認証失敗を永遠に繰り返すことになるため、スイッチ ポート
がスパニングツリーのブロッキングステートから変わることができなくなります。制限付きVLAN
の機能を使用することで、クライアントの認証試行回数を指定し（デフォルト値は 3 回）、一定
回数後にスイッチ ポートを制限付き VLAN の状態に移行させることができます。
認証サーバはクライアントの認証試行回数をカウントします。 このカウントが設定した認証試行
回数を超えると、ポートが制限付き VLAN の状態に変わります。 失敗した試行回数は、RADIUS
サーバが EAP failure で応答したときや、EAP パケットなしの空の応答を返したときからカウント
されます。 ポートが制限付き VLAN に変わったら、このカウント数はリセットされます。
認証に失敗したユーザの VLAN は、もう一度認証を実行するまで制限された状態が続きます。
VLAN 内のポートは設定された間隔に従って再認証を試みます（デフォルトは 60 秒）。 再認証
に失敗している間は、ポートの VLAN は制限された状態が続きます。 再認証に成功した場合、
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ポートは設定された VLAN もしくは RADIUS サーバによって送信された VLAN に移行します。
再認証はディセーブルにすることもできますが、 ディセーブルにすると、link down または EAP
logoff イベントを受信しない限り、ポートの認証プロセスを再起動できません。 クライアントが
ハブを介して接続している場合、再認証機能はイネーブルにしておくことを推奨します。 クライ
アントの接続をハブから切り離すと、ポートに link down や EAP logoff イベントが送信されない場
合があります。
ポートが制限付き VLAN に移行すると、EAP 成功の疑似メッセージがクライアントに送信されま
す。このメッセージによって、繰り返し実行している再認証を停止させることができます。クラ
イアントによっては（Windows XP が稼働しているデバイスなど）、EAP なしで DHCP を実装で
きません。
制限付き VLAN は、すべてのホスト モードでの 802.1x ポート上、およびレイヤ 2 ポート上でサ
ポートされます。
RSPAN VLAN、プライマリ プライベート VLAN、音声 VLAN を除いて、アクティブ VLAN を
802.1X 制限付き VLAN として設定できます。 制限付き VLAN 機能は、内部 VLAN（ルーテッド
ポート）またはトランクポートではサポートされていません。アクセスポート上でだけサポート
されます。
ダイナミック ARP インスペクション、DHCP スヌーピング、IP 送信元ガードなどの他のセキュリ
ティ ポート機能は、制限付き VLAN に対して個別に設定できます。

アクセス不能認証バイパスを使用した 802.1x 認証
スイッチが設定された RADIUS サーバに到達できず、新しいホストを認証できない場合、アクセ
ス不能認証バイパス機能を使用します。この機能は、クリティカル認証または AAA 失敗ポリシー
とも呼ばれます。これらのホストをクリティカルポートに接続するようにスイッチを設定できま
す。
新しいホストがクリティカル ポートに接続しようとすると、そのホストはユーザ指定のアクセス
VLAN、クリティカル VLAN に移動されます。 管理者はこれらのホストに制限付き認証を付与し
ます。
スイッチは、クリティカル ポートに接続されているホストを認証しようとする場合、設定されて
いる RADIUS サーバのステータスをチェックします。 利用可能なサーバが 1 つあれば、スイッチ
はホストを認証できます。 ただし、すべての RADIUS サーバが利用不可能な場合は、スイッチは
ホストへのネットワーク アクセスを許可して、ポートを認証ステートの特別なケースであるクリ
ティカル認証ステートにします。

複数認証ポートのアクセス不能認証バイパスのサポート
ポートが任意のホスト モードで設定されていて、AAA サーバを使用できない場合、ポートはマル
チホスト モードに設定され、クリティカル VLAN に移動されます。 マルチ認証（multiauth）ポー
トで、このアクセス不能バイパスをサポートするには、authentication event server dead action
reinitialize vlan vlan-id コマンドを使用します。 新しいホストがクリティカル ポートに接続しよう
とすると、そのポートは再初期化され、接続されているすべてのホストがユーザ指定のアクセス
VLAN に移動されます。
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このコマンドは、すべてのホスト モードでサポートされます。

アクセス不能認証バイパスの認証結果
アクセス不能認証バイパス機能の動作は、ポートの許可ステートにより異なります。
• クリティカル ポートに接続されているホストが認証しようとする際にポートが無許可ですべ
てのサーバが利用できない場合、スイッチは RADIUS 設定済み VLAN またはユーザ指定の
アクセス VLAN にあるポートをクリティカル認証ステートにします。
• ポートが許可済みで、再認証が行われた場合、スイッチは現在の VLAN（事前に RADIUS
サーバにより割り当てられた）でクリティカル ポートをクリティカル認証ステートにしま
す。
• 認証交換中に RADIUS サーバが利用不可能となった場合、現在の交換はタイム アウトとな
り、スイッチは次の認証試行の間にクリティカル ポートをクリティカル認証ステートとしま
す。
RADIUS サーバが再び使用可能になったときにホストを再初期化し、クリティカル VLAN から移
動するように、クリティカルポートを設定できます。このように設定した場合、クリティカル認
証ステートのすべてのクリティカル ポートは自動的に再認証されます。

アクセス不能認証バイパス機能の相互作用
アクセス不能認証バイパスは、次の機能と相互に作用します。
• ゲスト VLAN：アクセス不能認証バイパスは、ゲスト VLAN と互換性があります。 ゲスト
VLAN が 8021.x ポートでイネーブルの場合、この機能は次のように相互に作用します。
◦ スイッチが EAP Request/Identity フレームへの応答を受信しないとき、または EAPOL パ
ケットがクライアントによって送信されないときに、少なくとも 1 つの RADIUS サーバ
が使用できれば、スイッチはクライアントにゲスト VLAN を割り当てます。
◦ すべての RADIUS サーバが使用できず、クライアントがクリティカル ポートに接続さ
れている場合、スイッチはクライアントを認証して、クリティカル ポートを RADIUS
認証済み VLAN またはユーザ指定のアクセス VLAN でクリティカル認証ステートにし
ます。
◦ すべての RADIUS サーバが使用できず、クライアントがクリティカル ポートに接続さ
れていない場合、ゲスト VLAN が設定されていても、スイッチはクライアントにゲス
ト VLAN を割り当てられません。
◦ すべての RADIUS サーバが使用できず、クライアントがクリティカル ポートに接続さ
れていて、すでにゲスト VLAN が割り当てられている場合、スイッチはそのポートを
ゲスト VLAN に保持します。
• 制限付き VLAN：ポートがすでに制限付き VLAN で許可されていて RADIUS サーバが使用
できない場合、スイッチはクリティカル ポートを制限付き VLAN でクリティカル認証ステー
トにします。

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリーズ）
OL-28525-02-J

311

IEEE 802.1x ポートベース認証の設定
802.1X クリティカル音声 VLAN

• 802.1x アカウンティング：RADIUS サーバが使用できない場合、アカウンティングは影響を
受けません。
• プライベート VLAN：プライベート VLAN ホスト ポートにアクセス不能認証バイパスを設
定できます。 アクセス VLAN は、セカンダリ VLAN でなければなりません。
• 音声 VLAN：アクセス不能認証バイパスは音声 VLAN と互換性がありますが、RADIUS 設定
済み VLAN またはユーザ指定のアクセス VLAN は、音声 VLAN と異なっていなければなり
ません。
• Remote Switched Port Analyzer（RSPAN）：アクセス不能認証バイパスの RADIUS 設定または
ユーザ指定のアクセス VLAN として RSPAN VLAN を指定しないでください。
スイッチ スタックで、次の動作が発生します。
• キープアライブ パケットを送信することによって、スタック マスターにより、RADIUS サー
バのステータスがチェックされます。 RADIUS サーバのステータスが変更されると、スタッ
ク マスターからスタック メンバへ、情報が送信されます。 クリティカル ポートの再認証時
に、スタック メンバにより、RADIUS サーバのステータスがチェックされます。
• 新しいスタック マスターが選択されると、スイッチ スタックと RADIUS サーバとの間のリ
ンクが変更される可能性があり、新しいスタックにより、キープアライブ パケットがただち
に送信され、RADIUS サーバのステータスがアップデートされます。 サーバのステータスが
dead から alive に変化すると、スイッチはクリティカル認証ステートの状態にあるすべての
スイッチ ポートを再認証します。
メンバがスタックに追加されると、スタックマスターからメンバへサーバステータスが送信され
ます。

（注）

スイッチ スタックは、LAN Base イメージを実行している Catalyst 2960-S スイッチだけでサポー
トされています。

802.1X クリティカル音声 VLAN
ポートに接続されている IP Phone がアクセス コントロール サーバ（ACS）によって認証されると
き、電話機は音声ドメインに参加します。 ACS が到達不能である場合、スイッチはデバイスが音
声デバイスなのかどうかを判断できません。 サーバが使用できない場合、電話機は音声ネット
ワークにアクセスできないため、動作できません。
データ トラフィックの場合、アクセス不能認証バイパス（クリティカル認証）を設定し、サーバ
が使用できない場合にトラフィックがネイティブ VLAN を通過できるようにすることができま
す。 RADIUS 認証サーバが使用できず（ダウンしていて）、アクセスできない認証バイパスがイ
ネーブルの場合、スイッチは、クライアントにネットワークのアクセスを許可し、RADIUS 設定
VLAN またはユーザ指定アクセス VLAN でポートをクリティカル認証ステートにします。 設定さ
れた RADIUS サーバにスイッチが到達できず、新しいホストを認証できない場合、スイッチはこ
れらのホストをクリティカル ポートに接続します。 クリティカル ポートに接続を試行している
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新しいホストは、ユーザ指定のアクセス VLAN（クリティカル VLAN）に移動され、制限付き認
証を許可されます。
authentication event server dead action authorize voice インターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを使用して、クリティカル音声 VLAN 機能を設定できます。 ACS が応答しない場合、
ポートはクリティカル認証モードになります。 ホストからのトラフィックが音声 VLAN でタグ付
けされると、接続デバイス（電話機）は、ポートに対して設定された音声 VLAN に配置されま
す。 IP Phone は CDP（シスコ デバイス）や LLDP または DHCP を介して音声 VLAN ID を学習し
ます。
switchport voice vlan vlan-id インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力して、ポー
トの音声 VLAN を設定できます。
この機能は、マルチドメイン モードおよびマルチ認証ホスト モードでサポートされます。 スイッ
チがシングルホストモードまたはマルチホストモードの場合にコマンドを入力できますが、デバ
イスがマルチドメインまたはマルチ認証ホスト モードに変わらない限りコマンドは有効になりま
せん。

802.1x ユーザ ディストリビューション
802.1x ユーザ ディストリビューションを設定すると、複数の異なる VLAN で同じグループ名の
ユーザのロード バランシングを行うことができます。
VLAN は、RADIUS サーバにより提供されるか、VLAN グループ名でスイッチ CLI を介して設定
します。
• RADIUS サーバを設定して、ユーザの複数の VLAN 名を送信します。 複数の VLAN 名は、
ユーザへの応答の一部として送信できます。 802.1x ユーザ ディストリビューションは、特
定の VLAN のすべてのユーザを追跡し、許可されたユーザをユーザ数が最も少ない VLAN
に移動することでロード バランシングを行います。
• RADIUS サーバを設定してユーザの VLAN グループ名を送信します。 VLAN グループ名は、
ユーザへの応答の一部として送信できます。 スイッチ CLI を使用して設定した VLAN グルー
プ名で、選択された VLAN グループ名を検索できます。 VLAN グループ名が検出されると、
この VLAN グループ名で対応する VLAN を検索して、ユーザ数が最も少ない VLAN が検出
されます。 ロード バランシングは、対応する許可済みユーザをその VLAN に移動すること
で行われます。

（注）

RADIUS サーバは、VLAN-ID、VLAN 名または VLAN グループを任意に組み
合わせて VLAN 情報を送信できます。

802.1x ユーザ ディストリビューションの設定時の注意事項
• 少なくとも 1 つの VLAN が VLAN グループにマッピングされることを確認してください。
• 複数の VLAN を VLAN グループにマッピングできます。
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• VLAN を追加または削除することで、VLAN グループを変更できます。
• 既存の VLAN を VLAN グループ名からクリアする場合、VLAN の認証済みポートはクリア
されませんが、既存の VLAN グループからマッピングが削除されます。
• 最後の VLAN を VLAN グループ名からクリアすると、VLAN グループがクリアされます。
• アクティブ VLAN がグループにマッピングされても VLAN グループをクリアできます。
VLAN グループをクリアすると、グループ内で任意の VLAN の認証ステートであるポートま
たはユーザはクリアされませんが、VLAN の VLAN グループへのマッピングはクリアされま
す。

音声 VLAN ポートを使用した IEEE 802.1x 認証
音声 VLAN ポートは特殊なアクセス ポートで、次の 2 つの VLAN ID が対応付けられています。
• IP Phone との間で音声トラフィックを伝送する VVID。 VVID は、ポートに接続された IP
Phone を設定するために使用されます。
• IP Phone を通じて、スイッチと接続しているワークステーションとの間でデータ トラフィッ
クを伝送する PVID。 PVID は、ポートのネイティブ VLAN です。
ポートの許可ステートにかかわらず、IP Phone は音声トラフィックに対して VVID を使用します。
これにより、IP Phone は IEEE 802.1x 認証とは独立して動作できます。
シングル ホスト モードでは、IP Phone だけが音声 VLAN で許可されます。 マルチ ホスト モード
では、サプリカントが PVID で認証された後、追加のクライアントがトラフィックを音声 VLAN
上で送信できます。 マルチ ホスト モードがイネーブルの場合、サプリカント認証は PVID と VVID
の両方に影響します。
リンクがあるとき、音声 VLAN ポートはアクティブになり、IP Phone からの最初の CDP メッセー
ジを受け取るとデバイスの MAC アドレスが表示されます。 Cisco IP Phone は、他のデバイスから
受け取った CDP メッセージをリレーしません。 その結果、複数の IP Phone が直列に接続されて
いる場合、スイッチは直接接続されている 1 台の IP Phone のみを認識します。 音声 VLAN ポート
で IEEE 802.1x 認証がイネーブルの場合、スイッチは 2 ホップ以上離れた認識されない IP Phone
からのパケットをドロップします。
IEEE 802.1x 認証をスイッチ ポート上でイネーブルにすると、音声 VLAN でもあるアクセス ポー
ト VLAN を設定できます。
IP 電話がシングル ホスト モードで 802.1x 対応のスイッチ ポートに接続されている場合、スイッ
チは認証を行わずに電話ネットワーク アクセスを承認します。 ポート上でマルチドメイン認証
（MDA）を使用して、データ デバイスと IP 電話などの音声デバイスの両方を認証することをお
勧めします。

（注）

音声 VLAN が設定され、Cisco IP Phone が接続されているアクセス ポートで IEEE 802.1x 認証
をイネーブルにした場合、Cisco IP Phone のスイッチへの接続が最大 30 秒間失われます。
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ポート セキュリティを使用した IEEE 802.1x 認証
通常、IEEE 802.1x がイネーブルの場合に、ポート セキュリティをイネーブルにすることは推奨さ
れません。 IEEE 802.1x ではポート単位（IP テレフォニーに MDA が設定されている場合は VLAN
単位）で単一の MAC アドレスが適用されるため、ポート セキュリティは冗長であり、場合によっ
ては期待される IEEE 802.1x の動作と干渉することがあります。

WoL 機能を使用した IEEE 802.1x 認証
IEEE 802.1x 認証の Wake-on-LAN（WoL）機能を使用すると、スイッチにマジック パケットと呼
ばれる特定のイーサネット フレームを受信させて、休止状態の PC を起動させることができます。
この機能は、管理者が休止状態のシステムへ接続しなければならない場合に役立ちます。
WoL を使用するホストが IEEE 802.1x ポートを通じて接続され、ホストの電源がオフになると、
IEEE 802.1x ポートは無許可になります。 無許可になったポートは EAPOL パケットしか送受信で
きないため、WoL マジック パケットはホストに届きません。 さらに PC が休止状態になると、PC
が認証されなくなるため、スイッチ ポートは閉じたままになります。
スイッチが WoL 機能を有効にした IEEE 802.1x 認証を使用している場合、スイッチはマジック パ
ケットを含むトラフィックを無許可の IEEE 802.1x ポートに転送します。 ポートが無許可の間、
スイッチは EAPOL パケット以外の入力トラフィックをブロックし続けます。 ホストはパケット
を受信できますが、パケットをネットワーク内にある他のデバイスに送信できません。

（注）

PortFast がポートでイネーブルになっていないと、そのポートは強制的に双方向ステートにな
ります。
authentication control-direction in インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して
ポートを単一方向に設定すると、そのポートはスパニングツリーフォワーディングステートに変
わります。 ポートは、ホストにパケットを送信できますが、受信はできません。
authentication control-direction both インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用し
てポートを双方向に設定すると、そのポートのアクセスが双方向で制御されます。 ポートは、ホ
ストとの間でパケットを送受信しません。

MAC 認証バイパスを使用した IEEE 802.1x 認証
MAC 認証バイパス機能を使用し、クライアント MAC アドレスに基づいてクライアントを許可す
るようにスイッチを設定できます。 たとえば、プリンタなどのデバイスに接続された IEEE 802.1x
ポートでこの機能をイネーブルにできます。
クライアントからの EAPOL 応答の待機中に IEEE 802.1x 認証がタイムアウトした場合、スイッチ
は MAC 認証バイパスを使用してクライアントを許可しようとします。
MAC 認証バイパス機能が IEEE 802.1x ポートでイネーブルの場合、スイッチはクライアント ID
として MAC アドレスを使用します。 認証サーバには、ネットワーク アクセスを許可されたクラ
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イアント MAC アドレスのデータベースがあります。 スイッチは、IEEE 802.1x ポート上のクライ
アントを検出した後で、クライアントからのイーサネットパケットを待機します。スイッチは、
MAC アドレスに基づいたユーザ名およびパスワードを持つ RADIUS-access/request フレームを認
証サーバに送信します。 認証に成功すると、スイッチはクライアントにネットワークへのアクセ
スを許可します。 許可が失敗した場合、ゲスト VLAN が設定されていれば、スイッチはポートを
ゲスト VLAN に割り当てます。 このプロセスは、ほとんどのクライアント デバイスで動作しま
す。ただし、代替の MAC アドレス形式を使用しているクライアントでは動作しません。 標準の
形式とは異なる MAC アドレスを持つクライアントに対して MAB 認証をどのように実行するか
や、RADIUS の設定のどこでユーザ名とパスワードが異なることが要求されるかを設定できます。
リンクのライフタイム中に EAPOL パケットがインターフェイス上で検出された場合、スイッチ
は、そのインターフェイスに接続されているデバイスが 802.1x 対応サプリカントであることを確
認し、（MAC 認証バイパス機能ではなく）802.1x 認証を使用してインターフェイスを認証しま
す。 インターフェイスのリンク ステータスがダウンした場合、EAPOL 履歴はクリアされます。
スイッチがすでに MAC 認証バイパスを使用してポートを許可し、IEEE 802.1x サプリカントを検
出している場合、スイッチはポートに接続されているクライアントを許可します。 再認証が発生
するときに、Termination-Action RADIUS 属性値が DEFAULT であるために前のセッションが終了
した場合、スイッチはポートに設定されている認証または再認証手法を使用します。
MAC 認証バイパスで認証されたクライアントは再認証できます。 再認証プロセスは、IEEE 802.1x
を使用して認証されたクライアントに対するプロセスと同じです。 再認証中は、ポートは前に割
り当てられた VLAN のままです。 再認証に成功すると、スイッチはポートを同じ VLAN に保持
します。 再認証に失敗した場合、ゲスト VLAN が設定されていれば、スイッチはポートをゲスト
VLAN に割り当てます。
再認証が Session-Timeout RADIUS 属性（Attribute[27]）、および Termination-Action RADIUS 属性
（Attribute[29]）に基づいて行われるときに、Termination-Action RADIUS 属性（Attribute[29]）の
アクションが Initialize（属性値は DEFAULT）である場合、MAC 認証バイパス セッションは終了
し、再認証の間の接続は失われます。 MAC 認証バイパス機能が IEEE 802.1x 認証がタイムアウト
した場合、スイッチは MAC 認証バイパス機能を使用して再認証を開始します。 これらの AV ペ
アの詳細については、RFC 3580『IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)
Usage Guidelines』を参照してください。
MAC 認証バイパスは、次の機能と相互に作用します。
• IEEE 802.1x 認証：802.1x 認証がポートでイネーブルの場合にのみ MAC 認証バイパスをイ
ネーブルにできます。
• ゲスト VLAN：クライアントの MAC アドレス ID が無効な場合、ゲスト VLAN が設定され
ていれば、スイッチは VLAN にクライアントを割り当てます。
• 制限付き VLAN：IEEE 802.1x ポートに接続されているクライアントが MAC 認証バイパスで
認証されている場合には、この機能はサポートされません。
• ポート セキュリティ
• 音声 VLAN
• VLAN メンバーシップ ポリシー サーバ（VMPS）：IEEE 802.1x および VMPS は相互に排他
的です。
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• プライベート VLAN：クライアントをプライベート VLAN に割り当てられます。
• ネットワーク エッジ アクセス トポロジ（NEAT）：MAB と NEAT は相互排他的です。 イン
ターフェイス上で NEAT がイネーブルの場合は、MAB をイネーブルにできません。また、
インターフェイス上で MAB がイネーブルの場合は、NEAT をイネーブルにできません。
Cisco IOS Release 12.2(55)SE 以降では、冗長な MAB システム メッセージのフィルタリングがサ
ポートされます。

Network Admission Control レイヤ 2 IEEE 802.1x 検証
スイッチは、デバイスのネットワークアクセスを許可する前にエンドポイントシステムやクライ
アントのウイルス対策の状態またはポスチャを調べる Network Admission Control（NAC）レイヤ
2 IEEE 802.1x 検証をサポートしています。 NAC レイヤ 2 IEEE 802.1x 検証を使用すると、以下の
作業を実行できます。
• Session-Timeout RADIUS 属性（属性 [27]）と Termination-Action RADIUS 属性（属性 [29]）を
認証サーバからダウンロードします。
• Session-Timeout RADIUS 属性（属性 [27]）の値として再認証試行間の秒数を指定し、RADIUS
サーバからクライアントのアクセス ポリシーを取得します。
• スイッチが Termination-Action RADIUS 属性（属性[29]）を使用してクライアントを再認証す
る際のアクションを設定します。 値が DEFAULT であるか、値が設定されていない場合、
セッションは終了します。 値が RADIUS 要求の場合、再認証プロセスが開始します。
• VLAN の番号や名前、または VLAN グループ名のリストを Tunnel Group Private ID（属性
[81]）の値として設定し、VLAN の番号や名前、または VLAN グループ名のプリファレンス
を Tunnel Preference（属性 [83]）の値として設定します。 Tunnel Preference を設定しない場
合、最初の Tunnel Group Private ID（属性 [81]）属性がリストから選択されます。
• show authentication 特権 EXEC コマンドを使用して、クライアントのポスチャを表示する
NAC ポスチャ トークンを表示します。
• ゲスト VLAN としてセカンダリ プライベート VLAN を設定します。
NAC レイヤ 2 IEEE 802.1x 検証の設定は、RADIUS サーバにポスチャ トークンを設定する必要が
あることを除いて、IEEE 802.1x ポートベース認証と似ています。

柔軟な認証の順序設定
柔軟な認証の順序設定を使用して、ポートが新しいホストを認証するときに使用する方法の順序
を設定できます。 MAC 認証バイパスおよび 802.1x は、プライマリまたはセカンダリ認証方法と
して使用し、Web 認証は、これらの認証のいずれか、または両方が失敗した場合のフォールバッ
ク方法として使用できます。
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関連トピック
柔軟な認証順序の設定, （377 ページ）

Open1x 認証
Open1x 認証によって、デバイスが認証される前に、そのデバイスがポートにアクセスできるよう
になります。 オープン認証が設定されている場合、新しいホストはポートに定義されているアク
セス コントロール リスト（ACL）に基づいてトラフィックを渡します。 ホストが認証されると、
RADIUS サーバに設定されているポリシーがそのホストに適用されます。
オープン認証を次の状況で設定できます。
• シングル ホスト モードでのオープン認証：1 人のユーザだけが認証の前後にネットワークに
アクセスできます。
• MDA モードでのオープン認証：音声ドメインの 1 人のユーザだけ、およびデータ ドメイン
の 1 人のユーザだけが許可されます。
• マルチ ホスト モードでのオープン認証：任意のホストがネットワークにアクセスできます。
• 複数認証モードでのオープン認証：MDA の場合と似ていますが、複数のホストを認証でき
ます。

（注）

オープン認証が設定されている場合は、他の認証制御よりも優先されます。
これは、authentication open インターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドを使用した場合、authentication port-control インターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドに関係なく、ポートがホストにアクセス権を付与す
ることを意味します。

関連トピック
Open1x の設定, （379 ページ）

マルチドメイン認証
スイッチはマルチドメイン認証（MDA）をサポートしています。これにより、データ装置と IP
Phone などの音声装置（シスコ製品またはシスコ以外の製品）の両方を同じスイッチ ポート上で
認証できます。 ポートはデータ ドメインと音声ドメインに分割されます。

（注）

すべてのホスト モードで、ポートベース認証が設定されている場合、ライン プロトコルは許
可の前にアップのままです。
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MDA では、デバイス認証の順序が指定されません。 ただし、最適な結果を得るには、MDA 対応
のポート上のデータ デバイスよりも前に音声デバイスを認証することを推奨します。
MDA を設定するときには、次の注意事項に従ってください。
• MDA のスイッチ ポートを設定する必要があります。
• ホスト モードがマルチドメインに設定されている場合、IP Phone の音声 VLAN を設定する必
要があります。
• MDA 対応ポートでの音声 VLAN 割り当ては、Cisco IOS Release 12.2(40)SE 以降でサポートさ
れています。

（注）

MDA 対応のスイッチポートで音声デバイスにダイナミック VLAN を割り当て
ることができますが、スイッチポートに設定されたスタティック音声 VLAN
が RADIUS サーバの音声デバイスに割り当てられたダイナミック VLAN と同
じである場合、その音声デバイスの認証は失敗します。

• 音声デバイスを認可するには、値を device-traffic-class=voice に設定した Cisco 属性値（AV）
ペア属性を送信するように AAA サーバを設定する必要があります。 この値を使用しない場
合、音声デバイスはデータ デバイスとして扱われます。
• ゲスト VLAN および制限付き VLAN 機能は、MDA 対応のポートのデータ デバイスだけに適
用されます。 許可に失敗した音声デバイスは、データ デバイスとして扱われます。
• 複数のデバイスでポートの音声またはデータ ドメインの許可を行おうとすると、errordisable
になります。
• デバイスが許可されるまで、ポートはそのトラフィックをドロップします。 他社製 IP Phone
または音声デバイスはデータおよび音声 VLAN の両方に許可されます。 データ VLAN では、
音声デバイスを DHCP サーバに接続して IP アドレスおよび音声 VLAN 情報を取得すること
ができます。 音声デバイスが音声 VLAN で送信を開始すると、データ VLAN へのアクセス
はブロックされます。
• データ VLAN とバインドしている音声デバイス MAC アドレスは、ポート セキュリティ MAC
アドレス制限にカウントされません。
• データ デバイスにだけ RADIUS サーバからダイナミック VLAN 割り当てを使用できます。
• MDA では、IEEE 802.1x 認証をサポートしていないデバイスへのスイッチ ポートの接続を許
可するフォールバック メカニズムとして、MAC 認証バイパスを使用できます。
• データまたは音声デバイスがポートで検出されると、認証に成功するまでその MAC アドレ
スがブロックされます。 許可に失敗した場合、MAC アドレスが 5 分間ブロックされたまま
になります。
• ポートが未認証中に 6 つ以上のデバイスがデータ VLAN で検出された場合や、複数の音声デ
バイスが音声 VLAN で検出された場合、ポートは errdisable になります。
• ポートのホスト モードをシングルホスト モードまたはマルチホスト モードからマルチドメ
イン モードに変更すると、ポートでは許可されたデータ デバイスは許可されたままになり

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリーズ）
OL-28525-02-J

319

IEEE 802.1x ポートベース認証の設定
Network Edge Access Topology（NEAT）を使用した 802.1x サプリカントおよびオーセンティケータ

ます。 ただし、ポートの音声 VLAN で許可されている Cisco IP Phone は自動的に削除される
ので、そのポートでは再認証を行う必要があります。
• ゲスト VLAN や制限付き VLAN などのアクティブ フォールバック メカニズムは、ポートを
シングル モードまたはマルチホスト モードからマルチドメイン モードに変更したあとでも
設定されたままになります。
• ポートのホスト モードをマルチドメイン モードからシングル モードまたはマルチホスト
モードに変更すると、許可されているすべてのデバイスがポートから削除されます。
• まずデータ ドメインを許可してゲスト VLAN に参加させる場合、IEEE 802.1x 非対応の音声
デバイスは、音声 VLAN のパケットをタグ付けして、認証を開始する必要があります。
• MDA 対応ポートでは、ユーザ単位 ACL を推奨しません。 ユーザ単位 ACL ポリシーを備え
た、許可されたデバイスは、ポートの音声 VLAN とデータ VLAN の両方のトラフィックに
影響を与えることがあります。 このようなデバイスを使用する場合は、ポートでユーザ単位
ACL を適用するデバイスは 1 台だけにしてください。

Network Edge Access Topology（NEAT）を使用した 802.1x サプリカント
およびオーセンティケータ
Network Edge Access Topology（NEAT）機能は、ワイヤリング クローゼット（会議室など）外の
領域まで識別を拡張します。 これにより、任意のタイプのデバイスをポートで認証できます。
• 802.1x スイッチ サプリカント：802.1x サプリカント機能を使用することで、別のスイッチの
サプリカントとして機能するようにスイッチを設定できます。 この設定は、たとえば、ス
イッチがワイヤリング クローゼット外にあり、トランク ポートを介してアップストリーム
スイッチに接続される場合に役に立ちます。 802.1x スイッチ サプリカント機能を使用して
設定されたスイッチは、セキュアな接続のためにアップストリーム スイッチで認証します。
サプリカント スイッチが認証に成功すると、ポート モードがアクセスからトランクに変更
されます。
• アクセス VLAN は、オーセンティケータ スイッチで設定されている場合、認証が成功した
後にトランク ポートのネイティブ VLAN になります。
デフォルトでは、BPDU ガードがイネーブルにされたオーセンティケータ スイッチにサプリカン
トのスイッチを接続する場合、オーセンティケータのポートはサプリカント スイッチが認証する
前にスパニングツリー プロトコル（STP）のブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU）を受
信した場合、errdisable 状態になる可能性があります。 Cisco IOS Release 15.0(1) SE 以降では、認
証中にサプリカントのポートから送信されるトラフィックを制御できます。 dot1x supplicant
controlled transient グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力すると、認証が完了する
前にオーセンティケータ ポートがシャットダウンすることがないように、認証中に一時的にサプ
リカントのポートをブロックします。 認証に失敗すると、サプリカントのポートが開きます。 no
dot1x supplicant controlled transient グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力すると、
認証期間中にサプリカント ポートが開きます。 これはデフォルトの動作です。
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BPDU ガードが spanning-tree bpduguard enable インターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドによりオーセンティケータのスイッチ ポートでイネーブルになっている場合、サプリカント
スイッチで dot1x supplicant controlled transient コマンドを使用することを強く推奨します。

（注）

spanning-tree portfast bpduguard default グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
して、グローバルにオーセンティケータ スイッチで BPDU ガードをイネーブルにした場合、
dot1x supplicant controlled transient コマンドを入力すると、BPDU の違反が避けられなくなり
ます。
1 つ以上のサプリカント スイッチに接続するオーセンティケータ スイッチ インターフェイスで
MDA または multiauth モードをイネーブルにできます。 マルチホスト モードはオーセンティケー
タ スイッチ インターフェイスではサポートされていません。
すべてのホスト モードで機能するように dot1x supplicant force-multicast グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを Network Edge Access Topology（NEAT）のサプリカント スイッチで使用し
ます。
• ホスト許可：許可済み（サプリカントでスイッチに接続する）ホストからのトラフィックだ
けがネットワークで許可されます。 これらのスイッチは、Client Information Signalling Protocol
（CISP）を使用して、サプリカント スイッチに接続する MAC アドレスをオーセンティケー
タ スイッチに送信します。
• 自動イネーブル化：オーセンティケータ スイッチでのトランク コンフィギュレーションを
自動的にイネーブル化します。これにより、サプリカントスイッチから着信する複数のVLAN
のユーザ トラフィックが許可されます。 ACS で cisco-av-pair を device-traffic-class=switch と
して設定します （この設定は group または user 設定で行うことができます）。
図 21：CISP を使用したオーセンティケータまたはサプリカント スイッチ

1

ワークステーション（クライアント）

2

サプリカント スイッチ（ワイヤリング ク
ローゼット外）

3

オーセンティケータ スイッチ

4

Access Control Server（ACS）

5

トランク ポート
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音声対応 802.1x セキュリティ
（注）

音声認識 IEEE 802.1x 認証を使用するには、スイッチが LAN Base イメージを実行している必
要があります。
音声認識 802.1x セキュリティ機能を使用して、セキュリティ違反が発生した場合にデータまたは
音声 VLAN に関係なく VLAN だけをディセーブルにするようにスイッチを設定します。 以前の
リリースでは、セキュリティ違反の原因であるデータ クライアントを認証しようとすると、ポー
ト全体がシャットダウンし、接続が完全に切断されます。
この機能は、PC が IP Phone に接続されている IP Phone 環境で使用できます。 データ VLAN でセ
キュリティ違反が検出されると、データ VLAN だけがシャットダウンされます。 音声 VLAN の
トラフィックは中断することなくスイッチで送受信されます。
関連トピック
音声認識 802.1x セキュリティの設定, （329 ページ）

コモン セッション ID
認証マネージャは、使用する認証方式に関係なく、クライアント用にただ 1 つのセッション ID
（共通セッション ID と呼ばれます）を使用します。 この ID は、表示コマンドや MIB などのす
べてのレポートに使用されます。 セッション ID は、セッション単位のすべての Syslog メッセー
ジに表示されます。
セッション ID には、次の情報が含まれます。
• ネットワーク アクセス デバイス（NAD）の IP アドレス
• 一意の 32 ビット整数（機械的に増加します）
• セッション開始タイム スタンプ（32 ビット整数）
次に、show authentication コマンドの出力に表示されたセッション ID の例を示します。 この例で
は、セッション ID は 160000050000000B288508E5 です。
Controller# show authentication sessions
Interface MAC Address
Method
Domain
Fa4/0/4
0000.0000.0203 mab
DATA

Status
Authz Success

Session ID
160000050000000B288508E5

次に、Syslog 出力にセッション ID が表示される例を示します。 この例でも、セッション ID は
160000050000000B288508E5 です。
1w0d: %AUTHMGR-5-START: Starting 'mab' for client (0000.0000.0203) on Interface Fa4/0/4
AuditSessionID 160000050000000B288508E5
1w0d: %MAB-5-SUCCESS: Authentication successful for client (0000.0000.0203) on Interface
Fa4/0/4 AuditSessionID 160000050000000B288508E5
1w0d: %AUTHMGR-7-RESULT: Authentication result 'success' from 'mab' for client
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(0000.0000.0203) on Interface Fa4/0/4 AuditSessionID 160000050000000B288508E5

セッション ID は、NAD、AAA サーバ、その他のレポート分析アプリケーションでクライアント
を識別するために使用されます。 ID は自動的に表示されます。 設定は必要ありません。

802.1x ポートベース認証の設定方法
802.1x 認証のデフォルト設定
表 28：802.1x 認証のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

スイッチの 802.1x イネーブル ス
テート

ディセーブル

ポート単位の 802.1x イネーブル ス ディセーブル（force-authorized）
テート
ポートはクライアントとの 802.1x ベース認証を行わずに、
通常のトラフィックを送受信します。
ディセーブル

AAA
RADIUS サーバ

• 指定なし

• IP アドレス

• 1812

• UDP 認証ポート

• 指定なし

• キー
ホスト モード

シングル ホスト モード

制御方向

双方向制御

定期的な再認証

ディセーブル

再認証の間隔（秒）

3600 秒

再認証回数

2 回（ポートが無許可ステートに変わる前に、スイッチが認
証プロセスを再開する回数）

待機時間

60 秒（スイッチがクライアントとの認証情報の交換に失敗
した後、待機状態を続ける秒数）
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機能

デフォルト設定

再送信時間

30 秒（スイッチが EAP-Request/Identity フレームに対するク
ライアントからの応答を待ち、要求を再送信するまでの秒
数）

最大再送信回数

2 回（スイッチが認証プロセスを再開する前に、
EAP-Request/Identity フレームを送信する回数）

クライアント タイムアウト時間

30 秒（認証サーバからの要求をクライアントにリレーする
とき、スイッチが返答を待ち、クライアントに要求を再送
信するまでの時間）

認証サーバ タイムアウト時間

30 秒（クライアントからの応答を認証サーバにリレーする
とき、スイッチが応答を待ち、応答をサーバに再送信する
までの時間）
dot1x timeout server-timeout インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用すると、このタイムアウト時間
を変更できます。

無活動タイムアウト

ディセーブル

ゲスト VLAN

指定なし

アクセス不能認証バイパス

ディセーブル

制限付き VLAN

指定なし

オーセンティケータ（スイッチ）
モード

指定なし

MAC 認証バイパス

ディセーブル

音声認識セキュリティ

ディセーブル

802.1x 認証設定時の注意事項
802.1X 認証
802.1x 認証を設定する場合の注意事項は、次のとおりです。
• 802.1x 認証をイネーブルにすると、他のレイヤ 2 またはレイヤ 3 機能がイネーブルになる前
に、ポートが認証されます。
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• 802.1x 対応ポートが割り当てられている VLAN が変更された場合、この変更は透過的でス
イッチには影響しません。 たとえば、ポートが RADIUS サーバに割り当ててられた VLAN
に割り当てられ、再認証後に別の VLAN に割り当てられた場合に、この変更が発生します。
802.1x ポートが割り当てられている VLAN がシャットダウン、ディセーブル、または削除さ
れる場合、ポートは無許可になります。 たとえば、ポートが割り当てられたアクセス VLAN
がシャットダウンまたは削除された後、ポートは無許可になります。
• 802.1x プロトコルは、レイヤ 2 スタティックアクセス ポート、音声 VLAN ポート、および
レイヤ 3 ルーテッド ポートでサポートされますが、次のポート タイプではサポートされま
せん。
◦ ダイナミック ポート：ダイナミック モードのポートは、ネイバーとトランク ポートへ
の変更をネゴシエートする場合があります。 ダイナミック ポートで 802.1x 認証をイネー
ブルにしようとすると、エラー メッセージが表示され、802.1x 認証はイネーブルになり
ません。 802.1x 対応ポートのモードをダイナミックに変更しようとしても、エラー メッ
セージが表示され、ポート モードは変更されません。
◦ ダイナミック アクセス ポート：ダイナミック アクセス（VLAN Query Protocol（VQP））
ポートで 802.1x 認証をイネーブルにしようとすると、エラー メッセージが表示され、
802.1x 認証はイネーブルになりません。 802.1x 対応ポートを変更してダイナミック
VLAN を割り当てようとしても、エラー メッセージが表示され、VLAN 設定は変更さ
れません。
◦ EtherChannel ポート：アクティブまたはアクティブでない EtherChannel メンバを 802.1x
ポートとして設定しないでください。 EtherChannel ポートで 802.1x 認証をイネーブルに
しようとすると、エラー メッセージが表示され、802.1x 認証はイネーブルになりませ
ん。
◦ スイッチド ポート アナライザ（SPAN）およびリモート SPAN（RSPAN）宛先ポート：
SPAN または RSPAN 宛先ポートであるポートの 802.1x 認証をイネーブルにすることが
できます。 ただし、ポートを SPAN または RSPAN 宛先ポートとして削除するまでは、
802.1x 認証はディセーブルになります。 SPAN または RSPAN 送信元ポートでは 802.1x
認証をイネーブルにすることができます。
• スイッチ上で、dot1x system-auth-control グローバル コンフィギュレーション コマンドを入
力して 802.1x 認証をグローバルにイネーブルにする前に、802.1x 認証と EtherChannel が設定
されているインターフェイスから、EtherChannel の設定を削除してください。
• Cisco IOS Release 12.2(55)SE 以降のリリースでは、802.1x 認証に関連するシステム メッセー
ジのフィルタリングがサポートされています。

VLAN 割り当て、ゲスト VLAN、制限付き VLAN、アクセス不能認証バイパス
VLAN 割り当て、ゲスト VLAN、制限付き VLAN、およびアクセス不能認証バイパス設定時の注
意事項は、次のとおりです。
• 802.1x 認証をポート上でイネーブルにすると、音声 VLAN の機能を持つポート VLAN は設
定できません。
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• トランク ポート、ダイナミック ポート、または VMPS によるダイナミック アクセス ポート
割り当ての場合、VLAN 割り当て機能を使用した 802.1x 認証はサポートされません。
• RSPAN VLAN または音声 VLAN を除くあらゆる VLAN を、802.1x ゲスト VLAN として設定
できます。 ゲスト VLAN の機能は、内部 VLAN（ルーテッド ポート）またはトランク ポー
ト上ではサポートされません。サポートされるのはアクセス ポートだけです。
• DHCP クライアントが接続されている 802.1x ポートのゲスト VLAN を設定した後、DHCP
サーバからホスト IP アドレスを取得する必要があります。 クライアント上の DHCP プロセ
スが時間切れとなり DHCP サーバからホスト IP アドレスを取得しようとする前に、スイッ
チ上の 802.1x 認証プロセスを再起動する設定を変更できます。 802.1x 認証プロセスの設定
を軽減します（authentication timer inactivity および authentication timer reauthentication イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンド）。 設定の減少量は、接続された 802.1x
クライアントのタイプによって異なります。
• アクセス不能認証バイパス機能を設定する際には、次の注意事項に従ってください。
◦ この機能はシングル ホスト モードおよびマルチホスト モードの 802.1x ポートでサポー
トされます。
◦ Windows XP を稼働しているクライアントに接続されたポートがクリティカル認証ステー
トの場合、Windows XP はインターフェイスが認証されないと報告する場合があります。
◦ Windows XP クライアントで DHCP が設定され、DHCP サーバからの IP アドレスがある
場合、クリティカル ポートで EAP 認証成功メッセージを受信しても DHCP 設定プロセ
スを再初期化しません。
◦ アクセス不能認証バイパス機能および制限 VLAN を 802.1x ポート上に設定できます。
スイッチが制限付き VLAN 内でクリティカル ポートを再認証しようとし、すべての
RADIUS サーバが利用不可能な場合、スイッチはポート ステートをクリティカル認証ス
テートに変更し、制限付き VLAN に残ります。
• RSPAN VLAN または音声 VLAN を除くあらゆる VLAN を、802.1x 制限付き VLAN として設
定できます。 制限付き VLAN 機能は、内部 VLAN（ルーテッド ポート）またはトランク
ポートではサポートされていません。アクセス ポート上でだけサポートされます。

MAC 認証バイパス
MAC 認証バイパス設定時の注意事項は次のとおりです。
• 特に明記していない限り、MAC 認証バイパスの注意事項は 802.1x 認証のものと同じです。
• ポートが MAC アドレスで許可された後に、ポートから MAC 認証バイパスをディセーブル
にしても、ポート ステートに影響はありません。
• ポートが未許可ステートであり、クライアント MAC アドレスが認証サーバ データベースに
ない場合、ポートは未許可ステートのままです。 ただし、クライアント MAC アドレスが
データベースに追加されると、スイッチは MAC 認証バイパス機能を使用してポートを再認
証できます。
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• ポートが認証ステートにない場合、再認証が行われるまでポートはこのステートを維持しま
す。
• MAC 認証バイパスにより接続されているが、非アクティブなホストのタイムアウト時間を
設定できます。 指定できる範囲は 1 ～ 65535 秒です。

ポートあたりのデバイスの最大数
802.1x 対応のポートに接続できるデバイスの最大数です。
• シングル ホスト モードの場合、アクセス VLAN で接続できるデバイスは 1 台だけです。
ポートが音声 VLAN でも設定されている場合、音声 VLAN を介して送受信できる Cisco IP
Phone の数には制限はありません。
• マルチドメイン認証（MDA）モードの場合、アクセス VLAN で 1 台のデバイス、音声 VLAN
で 1 台の IP Phone が許可されます。
• マルチホスト モードでは、1 つの 802.1x サプリカントだけがポートで許可されますが、非
802.1x ホストは数に制限なく、アクセス VLAN で許可されます。 音声 VLAN で許可される
デバイスの数には制限はありません。

802.1x 準備状態チェックの設定
802.1x 準備状態チェックは、すべてのスイッチ ポートの 802.1x アクティビティをモニタリング
し、802.1x をサポートするポートに接続されているデバイスの情報を表示します。 この機能を使
用して、スイッチ ポートに接続されているデバイスが 802.1x に対応できるかどうかを判別できま
す。
802.1x 準備状態チェックは、802.1x で設定できるすべてのポートで使用できます。 準備状態チェッ
クは、dot1x force-unauthorized として設定されるポートでは使用できません。
準備状態チェックをスイッチでイネーブルにする場合、次の注意事項に従ってください。
• 準備状態チェックは通常、802.1x がスイッチでイネーブルにされる前に使用されます。
• インターフェイスを指定せずに dot1x test eapol-capable 特権 EXEC コマンドを使用すると、
スイッチ スタックのすべてのポートがテストされます。
• dot1x test eapol-capable コマンドを 802.1x 対応のポートで設定し、リンクがアップになると、
ポートは、802.1x に対応するかどうか、接続クライアントでクエリーを実行します。 クライ
アントが通知パケットに応答すると、802.1x 対応です。 クライアントがタイムアウト時間内
に応答すると Syslog メッセージが生成されます。 クライアントがクエリーに応答しない場
合、クライアントは 802.1x 対応ではありません。 Syslog メッセージは生成されません。
• dot1x test eapol-capable コマンドを 802.1x 対応のポートで設定し、リンクがアップになると、
ポートは、802.1x に対応するかどうか、接続クライアントでクエリーを実行します。 クライ
アントが通知パケットに応答すると、802.1x 対応です。 クライアントがタイムアウト時間内
に応答すると Syslog メッセージが生成されます。 クライアントがクエリーに応答しない場
合、クライアントは 802.1x 対応ではありません。 Syslog メッセージは生成されません。
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• 準備状態チェックは、複数のホスト（たとえば、IP Phone に接続される PC）を扱うポートに
送信できます。 Syslog メッセージは、タイマー時間内に準備状態チェックに応答する各クラ
イアントに生成されます。
スイッチ上で 802.1x 準備状態チェックをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を
実行します。

手順の概要
1. dot1x test eapol-capable [interface interface-id]
2. configure terminal
3. dot1x test timeout timeout
4. end
5. show running-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

dot1x test eapol-capable
[interface interface-id]

スイッチ上で 802.1x 準備状態チェックをイネーブルにします。
（任意）interface-id では、IEEE 802.1x の状態をチェックするポートを
指定します。
（注）

オプションの interface キーワードを省略した場合、スイッチ
のすべてのインターフェイスがテストされます。

ステップ 2

configure terminal

（任意）グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3

dot1x test timeout timeout

（任意）EAPOL 応答の待機に使用するタイムアウトを設定します。 範
囲は 1 ～ 65535 秒です。 デフォルトは 10 秒です。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5

show running-config

（任意）変更したタイムアウト値を確認します。
次の例では、スイッチ上の準備状態チェックをイネーブルにして、ポー
トを照会する方法を示します。 また、照会済みポートから受信した応
答も示し、接続しているデバイスが 802.1x 対応であることを確認しま
す。
Switch# dot1x test eapol-capable interface gigabitethernet1/0/13
DOT1X_PORT_EAPOL_CAPABLE:DOT1X: MAC 00-01-02-4b-f1-a3 on
gigabitethernet1/0/13 is EAPOL
capable
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関連トピック
802.1x 準備状態チェック, （301 ページ）

音声認識 802.1x セキュリティの設定
（注）

音声認識 IEEE 802.1x 認証を使用するには、スイッチが LAN Base イメージを実行している必
要があります。
音声認識 802.1x セキュリティ機能をスイッチで使用して、セキュリティ違反が発生した場合に
データまたは音声 VLAN に関係なく VLAN だけをディセーブルにします。 この機能は、PC が IP
Phone に接続されている IP Phone 環境で使用できます。 データ VLAN でセキュリティ違反が検出
されると、データ VLAN だけがシャットダウンされます。 音声 VLAN のトラフィックは中断す
ることなくスイッチで送受信されます。
スイッチで音声認識 802.1x 音声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。
• errdisable detect cause security-violation shutdown vlan グローバル コンフィギュレーション
コマンドを入力して、音声認識 802.1x セキュリティをイネーブルにします。 音声認識 802.1x
セキュリティをディセーブルにするには、このコマンドの no バージョンを入力します。 こ
のコマンドは、スイッチの 802.1x 設定ポートのすべてに適用されます。

（注）

shutdown vlan キーワードを指定しない場合、errdisable ステートになったとき
にポート全体がシャットダウンされます。

• errdisable recovery cause security-violation グローバル コンフィギュレーション コマンドを使
用して、errordisable リカバリを設定すると、ポートは自動的に再びイネーブルにされます。
errordisable リカバリがポートで設定されていない場合、shutdown および no-shutdown イン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してポートを再びイネーブルにしま
す。
• 個々の VLAN を再びイネーブルにするには、clear errdisable interface interface-id vlan [vlan-list]
特権 EXEC コマンドを使用します。 範囲を指定しない場合、ポートのすべての VLAN がイ
ネーブルにされます。
音声認識 802.1x セキュリティをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行しま
す。
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手順の概要
1. configure terminal
2. errdisable detect cause security-violation shutdown vlan
3. errdisable recovery cause security-violation
4. clear errdisable interfaceinterface-id vlan [vlan-list]
5. 次を入力します。
• shutdown
• no shutdown
6. end
7. show errdisable detect

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2

errdisable detect cause
security-violation shutdown vlan

セキュリティ違反エラーが発生したすべての VLAN をシャッ
トダウンします。
shutdown vlan キーワードを指定しない場合、すべて
のポートが errdisable ステートになり、シャットダウ
ンされます。
グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
（注）

ステップ 3

errdisable recovery cause
security-violation

ステップ 4

clear errdisable interfaceinterface-id （任意）errordisable になっている個々の VLAN を再びイネー
vlan [vlan-list]
ブルにします。
• interface-id の場合、個々の VLAN を再びイネーブルにす
るポートを指定します。
• （任意）vlan-list の場合、再びイネーブルにする VLAN の
リストを指定します。 vlan-list を指定しない場合は、すべ
ての VLAN が再びイネーブルになります。

ステップ 5

次を入力します。
• shutdown

（任意）errordisable の VLAN を再びイネーブルにして、すべ
ての errordisable 指示をクリアします。

• no shutdown
ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7

show errdisable detect

入力内容を確認します。
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次に、セキュリティ違反エラーが発生した任意の VLAN をシャットダウンするようにスイッチを
設定する例を示します。
Switch(config)# errdisable detect cause security-violation shutdown vlan
次に、ポート ギガビット イーサネット 40/2 で errdisable ステートであったすべての VLAN を再度
イネーブルにする方法を示します。
clear errdisable interface gigabitethernet4/0/2
vlan
show errdisable detect 特権 EXEC コマンドを入力すると、設定を確認できます。
Switch#

関連トピック
音声対応 802.1x セキュリティ, （322 ページ）

802.1x 違反モードの設定
次に示す状況で、シャットダウン、Syslog エラーを生成、または新しいデバイスからのパケット
を廃棄するように 802.1x ポートを設定できます。
• デバイスが 802.1x 対応のポートに接続した
• ポートで認証されるデバイスの最大数に達した
スイッチ上にセキュリティ違反アクションを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行
します。

手順の概要
1. configure terminal
2. aaa new-model
3. aaa authentication dot1x {default} method1
4. interface interface-id
5. switchport mode access
6. authentication violation {shutdown | restrict | protect | replace}
7. end
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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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Controller(config)# aaa new-model

ステップ 3

aaa authentication dot1x {default}
method1
例：
Controller(config)# aaa
authentication dot1x default group
radius

802.1x 認証方式リストを作成します。
authentication コマンドに名前付きリストが指定されていない
場合に使用するデフォルトのリストを作成するには、default
キーワードの後ろにデフォルト状況で使用する方式を指定しま
す。 デフォルトの方式リストは、自動的にすべてのポートに
適用されます。
method1 には、group radius キーワードを入力して、認証用の
すべての RADIUS サーバ リストを使用できるようにします。
（注）

ステップ 4

interface interface-id
例：

group radius キーワード以外にもコマンドラインの
ヘルプ ストリングに表示されますが、サポートされ
ていません。

IEEE 802.1x 認証をイネーブルにするクライアントに接続して
いるポートを指定し、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。

Controller(config)# interface
gigabitethernet1/0/4

ステップ 5

switchport mode access

ポートをアクセス モードに設定します。

例：
Controller(config-if)# switchport
mode access

ステップ 6

authentication violation {shutdown |
restrict | protect | replace}

違反モードを設定します。 キーワードの意味は次のとおりで
す。

例：

• shutdown：ポートを errordisable にします。

Controller(config-if)#

• restrict：Syslog エラーを生成します。
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コマンドまたはアクション

目的
• protect：トラフィックをポートに送信するすべての新し

authentication violation restrict

いデバイスからパケットをドロップします。
• replace：現在のセッションを削除し、新しいホストで認
証します。
ステップ 7

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-if)# end

802.1x 認証の設定
ユーザ単位 ACL または VLAN 割り当てを可能にするには、AAA 許可をイネーブルにしてネット
ワーク関連のすべてのサービス要求に対してスイッチを設定する必要があります。
次に、802.1x の AAA プロセスを示します。

はじめる前に
802.1x ポートベース認証を設定するには、認証、許可、アカウンティング（AAA）をイネーブル
にして認証方式リストを指定する必要があります。 方式リストは、ユーザ認証のためにクエリー
送信を行う手順と認証方式を記述したものです。

手順の概要
1. ユーザがスイッチのポートに接続します。
2. 認証が実行されます。
3. RADIUS サーバ設定に基づいて、VLAN 割り当てが適宜イネーブルになります。
4. スイッチが開始メッセージをアカウンティング サーバに送信します。
5. 必要に応じて、再認証が実行されます。
6. スイッチが仮のアカウンティング アップデートを、再認証結果に基づいたアカウンティング
サーバに送信します。
7. ユーザがポートから切断します。
8. スイッチが停止メッセージをアカウンティング サーバに送信します。
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手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

ユーザがスイッチのポートに接続します。

ステップ 2

認証が実行されます。

ステップ 3

RADIUS サーバ設定に基づいて、VLAN 割り当てが適宜イネーブルになりま
す。

ステップ 4

スイッチが開始メッセージをアカウンティング サーバに送信します。

ステップ 5

必要に応じて、再認証が実行されます。

ステップ 6

スイッチが仮のアカウンティング アップデートを、再認証結果に基づいた
アカウンティング サーバに送信します。

ステップ 7

ユーザがポートから切断します。

ステップ 8

スイッチが停止メッセージをアカウンティング サーバに送信します。

802.1x ポートベース認証の設定
802.1x ポートベース認証を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. aaa new-model
3. aaa authentication dot1x {default} method1
4. dot1x system-auth-control
5. aaa authorization network {default} group radius
6. radius-server host ip-address
7. radius-server key string
8. interface interface-id
9. switchport mode access
10. authentication port-control auto
11. dot1x pae authenticator
12. end
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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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Controller(config)# aaa new-model

ステップ 3

aaa authentication dot1x {default}
method1
例：
Controller(config)# aaa authentication
dot1x default group radius

802.1x 認証方式リストを作成します。
authentication コマンドに名前付きリストが指定されていな
い場合に使用するデフォルトのリストを作成するには、
default キーワードの後ろにデフォルト状況で使用する方式
を指定します。 デフォルトの方式リストは、自動的にすべ
てのポートに適用されます。
method1 には、group radius キーワードを入力して、認証用
のすべての RADIUS サーバ リストを使用できるようにしま
す。
（注）

ステップ 4

dot1x system-auth-control

group radius キーワード以外にもコマンドライン
のヘルプ ストリングに表示されますが、サポート
されていません。

スイッチで 802.1x 認証をグローバルにイネーブルにしま
す。

例：
Controller(config)# dot1x
system-auth-control

ステップ 5

aaa authorization network {default}
group radius
例：

（注）

Controller(config)# aaa authorization
network default group radius

ステップ 6

（任意）ユーザ単位 ACL や VLAN 割り当てなど、ネット
ワーク関連のすべてのサービス要求に対するユーザRADIUS
許可をスイッチに設定します。

radius-server host ip-address

ユーザ単位 ACL を設定するには、シングルホス
ト モードを設定する必要があります。 この設定
は、デフォルトです。

（任意）RADIUS サーバの IP アドレスを指定します。

例：
Controller(config)# radius-server host
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コマンドまたはアクション

目的

124.2.2.12

ステップ 7

radius-server key string

（任意）RADIUS サーバ上で動作する RADIUS デーモンと
スイッチの間で使用する認証および暗号キーを指定します。

例：
Controller(config)# radius-server key
abc1234

ステップ 8

interface interface-id
例：

IEEE 802.1x 認証をイネーブルにするクライアントに接続し
ているポートを指定し、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。

Controller(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 9

switchport mode access

（任意）手順 6 および 7 で RADIUS サーバを設定した場合
のみ、ポートをアクセス モードに設定します。

例：
Controller(config-if)# switchport mode
access

ステップ 10

authentication port-control auto

ポートでの 802.1x 認証をイネーブルにします。

例：
Controller(config-if)# authentication
port-control auto

ステップ 11

dot1x pae authenticator
例：

インターフェイスのポート アクセス エンティティを、オー
センティケータとしてのみ動作し、サプリカント用のメッ
セージは無視するように設定します。

Controller(config-if)# dot1x pae
authenticator

ステップ 12

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config-if)# end
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スイッチと RADIUS サーバ間の通信の設定
radius-server host グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、タイムアウト、再送
信回数、暗号化キーの値を、すべての RADIUS サーバにグローバルに設定できます。 これらのオ
プションをサーバ単位で設定するには、radius-server timeout、radius-server retransmit、および
radius-server key 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。
RADIUS サーバ上でも、いくつかの値を設定する必要があります。 これらの設定値としては、ス
イッチの IP アドレス、およびサーバとスイッチの双方で共有するキー ストリングがあります。
詳細については、RADIUS サーバのマニュアルを参照してください。
スイッチ上に RADIUS サーバ パラメータを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行し
ます。 この手順は必須です。

はじめる前に
認証、許可、およびアカウンティング（AAA）をイネーブルにし、認証方式リストを指定する必
要があります。 方式リストは、ユーザ認証のためにクエリー送信を行う手順と認証方式を記述し
たものです。

手順の概要
1. configure terminal
2. radius-server host {hostname | ip-address} auth-port port-number key string
3. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

radius-server host {hostname |
RADIUS サーバ パラメータを設定します。
ip-address} auth-port port-number
hostname | ip-address には、リモート RADIUS サーバのホスト名または
key string
IP アドレスを指定します。
例：
Controller(config)#
radius-server host 125.5.5.43
auth-port 1812 key string

auth-port port-number には、認証要求の UDP 宛先ポートを指定します。
デフォルトは 1812 です。 指定できる範囲は 0 ～ 65536 です。
key string には、スイッチと RADIUS サーバ上で動作する RADIUS デー
モンとの間で使用する認証および暗号キーを指定します。 キーは、
RADIUS サーバで使用する暗号化キーに一致するテキスト ストリング
でなければなりません。
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コマンドまたはアクション

目的
キーの先行スペースは無視されますが、途中および末尾のス
ペースは有効なので、キーは必ず radius-server host コマンド
構文の最後の項目として設定してください。 キーにスペース
を使用する場合は、引用符がキーの一部分である場合を除き、
引用符でキーを囲まないでください。 キーは RADIUS デーモ
ンで使用する暗号に一致している必要があります。
複数の RADIUS サーバを使用する場合には、このコマンドを繰り返し
入力します。
（注）

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

関連トピック
スイッチと RADIUS サーバ間の通信, （301 ページ）

ホスト モードの設定
authentication port-control インターフェイス コンフィギュレーション コマンドが auto に設定さ
れている IEEE 802.1x 許可ポート上で、複数のホスト（クライアント）を許可するには、特権
EXEC モードで次の手順を実行します。 MDA を設定してイネーブルにするには、multi-domain
キーワードを使用します。これにより、ホスト デバイス、および IP Phone（シスコ製または他社
製）など音声デバイスの両方が同じスイッチ ポートで許可されます。 この手順は任意です。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. authentication host-mode [multi-auth | multi-domain | multi-host | single-host]
4. end
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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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

複数ホストが間接的に接続されているポートを指定し、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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

authentication host-mode
[multi-auth | multi-domain |
multi-host | single-host]
例：

単一の 802.1x 許可ポートで複数のホスト（クライアント）を許可す
ることができます。
キーワードの意味は次のとおりです。
• multi-auth：音声 VLAN で 1 クライアント、データ VLAN で複

Controller(config-if)#
authentication host-mode
multi-host

数の認証クライアントを許可します。
（注）

multi-auth キーワードを使用できるのは、
authentication host-mode コマンドだけです。

• multi-host：シングル ホストの認証後に 802.1x 許可ポートで複
数のホスト（クライアント）の接続を許可します。
• multi-domain：ホスト デバイスと IP Phone（シスコ製または他
社製）など音声デバイスの両方が、IEEE 802.1x 許可ポートで認
証されるようにします。
（注）

ホスト モードが multi-domain に設定されている場合、
IP Phone の音声 VLAN を設定する必要があります。

指定したインターフェイスで authentication port-control インターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドが auto に設定されているこ
とを確認してください。
ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-if)# end
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定期的な再認証の設定
802.1x クライアントの定期的な再認証をイネーブルにし、再認証の間隔を指定できます。 再認証
を行う間隔を指定しない場合、3600 秒おきに再認証が試みられます。
クライアントの定期的な再認証をイネーブルにし、再認証を行う間隔（秒）を設定するには、特
権 EXEC モードで次の手順を実行します。 この手順は任意です。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. authentication periodic
4. authentication timer {{[inactivity | reauthenticate | restart]} {value}}
5. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

authentication periodic
例：
Controller(config-if)#
authentication periodic

ステップ 4

authentication timer {{[inactivity |
reauthenticate | restart]} {value}}
例：
Controller(config-if)#
authentication timer reauthenticate

クライアントの定期的な再認証（デフォルトではディセーブル）
をイネーブルにします。
（注）

デフォルト値は 3600 秒です。 再認証タイマーの値を
変更するか、スイッチで RADIUS-provided セッション
タイムアウトを使用するようにするには、
authentication timer reauthenticate コマンドを入力し
ます。

再認証の試行の間隔（秒）を設定します。
authentication timer キーワードの意味は次のとおりです。
• inactivity：クライアントからのアクティビティがなくなり
無許可になるまでの間隔（秒単位）。
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コマンドまたはアクション

目的
• reauthenticate：自動再認証試行が開始されるまでの時間

180

（秒）
• restart value：無許可ポートの認証を試行するまでの間隔
（秒単位）。
このコマンドがスイッチの動作に影響するのは、定期的な再認
証をイネーブルに設定した場合だけです。
ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-if)# end

待機時間の変更
スイッチはクライアントを認証できなかった場合に、所定の時間だけアイドル状態を続け、その
後再び認証を試みます。 authentication timer inactivity インターフェイス コンフィギュレーショ
ンコマンドは、アイドル状態の期間を制御します。認証が失敗する理由としては、クライアント
が無効なパスワードを提示した場合などが考えられます。 デフォルトよりも小さい値を入力する
ことによって、ユーザへの応答時間を短縮できます。
待機時間を変更するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。 この手順は任意です。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. authentication timer inactivity seconds
4. end
5. show authentication sessions interface interface-id
6. 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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

authentication timer inactivity seconds
例：

ステップ 4

クライアントとの認証のやり取りに失敗した場合
に、スイッチが待機状態のままでいる秒数を設定
します。

Controller(config-if)# authentication timer
inactivity 30

指定できる範囲は 1 ～ 65535 秒です。デフォルト
は 60 秒です。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config-if)# end

ステップ 5

show authentication sessions interface interface-id 入力を確認します。
例：
Controller# show authentication sessions
interface gigabitethernet2/0/1

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Controller# copy running-config
startup-config
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スイッチからクライアントへの再送信時間の変更
クライアントはスイッチからの EAP-Request/Identity フレームに対し、EAP-Response/Identity フレー
ムで応答します。 スイッチがこの応答を受信できなかった場合、所定の時間（再送信時間）だけ
待機し、その後フレームを再送信します。

（注）

このコマンドのデフォルト値は、リンクの信頼性が低下した場合や、特定のクライアントおよ
び認証サーバの動作に問題がある場合など、異常な状況に対する調整を行う必要があるときに
限って変更してください。
スイッチがクライアントからの通知を待機する時間を変更するには、特権 EXEC モードで次の手
順を実行します。 この手順は任意です。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. authentication timer reauthenticate seconds
4. end
5. show authentication sessions interface interface-id
6. 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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

authentication timer reauthenticate seconds
例：
Controller(config-if)# authentication timer

スイッチが EAP-Request/Identity フレームに対する
クライアントからの応答を待ち、要求を再送信す
るまでの秒数を設定します。
指定できる範囲は 1 ～ 65535 秒です。デフォルト
は 5 秒です。
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コマンドまたはアクション

目的

reauthenticate 60

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config-if)# end

ステップ 5

show authentication sessions interface interface-id 入力を確認します。
例：
Controller# show authentication sessions
interface gigabitethernet2/0/1

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Controller# copy running-config
startup-config

スイッチからクライアントへのフレーム再送信回数の設定
スイッチからクライアントへの再送信時間を変更できるだけでなく、（クライアントから応答が
得られなかった場合に）スイッチが認証プロセスを再起動する前に、クライアントに
EAP-Request/Identity フレームを送信する回数を変更できます。

（注）

このコマンドのデフォルト値は、リンクの信頼性が低下した場合や、特定のクライアントおよ
び認証サーバの動作に問題がある場合など、異常な状況に対する調整を行う必要があるときに
限って変更してください。
スイッチからクライアントへのフレーム再送信回数を設定するには、特権 EXEC モードで次の手
順を実行します。 この手順は任意です。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. dot1x max-reauth-req count
4. end
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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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

dot1x max-reauth-req count
例：
Controller(config-if)# dot1x
max-reauth-req 5

ステップ 4

スイッチが認証処理を再開するまでに、クライアント
へ EAP 要求/アイデンティティ フレームを送信する回数
を変更できます。 指定できる範囲は 1 ～ 10 です。デ
フォルトは 2 です。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-if)# end

再認証回数の設定
ポートが無許可ステートに変わる前に、スイッチが認証プロセスを再開する回数を変更すること
もできます。

（注）

このコマンドのデフォルト値は、リンクの信頼性が低下した場合や、特定のクライアントおよ
び認証サーバの動作に問題がある場合など、異常な状況に対する調整を行う必要があるときに
限って変更してください。
再認証回数を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。 この手順は任意です。
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手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. switchport mode access
4. dot1x max-req count
5. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、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。

例：
Controller# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

switchport mode access

RADIUS サーバを事前に設定した場合に限り、ポート
をアクセス モードに設定します。

例：
Controller(config-if)# switchport mode
access

ステップ 4

dot1x max-req count
例：

ポートが無許可ステートに変わる前に、スイッチが認
証プロセスを再開する回数を設定します。 指定できる
範囲は 0 ～ 10 です。デフォルトは 2 です。

Controller(config-if)# dot1x max-req 4

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config-if)# end
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MAC 移動のイネーブル化
MAC 移動を使用すると、認証されたホストをスイッチのポート間で移動できます。
スイッチで MAC 移動をグローバルにイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実
行します。 この手順は任意です。

手順の概要
1. configure terminal
2. authentication mac-move permit
3. end
4. show running-config
5. copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

authentication mac-move permit
例：
Controller(config)# authentication
mac-move permit

ステップ 3

スイッチで MAC 移動をイネーブルにします。 デフォル
トは deny です。
セッション認識型ネットワーク モードでは、デフォルト
CLI は access-session mac-move deny です。 セッション認
識型ネットワークでMAC移動をイネーブルにするには、
no access-session mac-move 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。
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

ステップ 4

show running-config

入力を確認します。

例：
Controller# show running-config
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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）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Controller# copy running-config
startup-config

MAC 置換のイネーブル化
MAC 置換を使用すると、ホストはポート上の認証ホストを置換できます。
インターフェイス上で MAC 置換をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行
します。 この手順は任意です。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. authentication violation {protect | replace | restrict | shutdown}
4. end
5. show running-config
6. 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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet2/0/2
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コマンドまたはアクション
ステップ 3

目的

authentication violation {protect | replace インターフェイス上で MAC 置換をイネーブルにするには、
| restrict | shutdown}
replace キーワードを使用します。 ポートが現在のセッショ
ンを削除し、新しいホストを使用して認証を開始します。
例：

他のキーワードは、次のような機能があります。

Controller(config-if)# authentication
violation replace

• protect：ポートは、システム メッセージを生成せず
に、予期しない MAC を使用するパケットをドロップ
します。
• restrict：違反パケットが CPU によってドロップされ、
システム メッセージが生成されます。
• shutdown：ポートは、予期しない MAC アドレスを受
信すると errdisable になります。

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-if)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Controller# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Controller# copy running-config
startup-config

IEEE 802.1x アカウンティングの設定
802.1x アカウンティングを使用して、AAA システム アカウンティングをイネーブルにすると、ロ
ギングのためにシステム リロード イベントをアカウンティング RADIUS サーバに送信できます。
サーバは、アクティブな 802.1x セッションすべてが終了したものと判断します。
RADIUS は信頼性の低い UDP トランスポート プロトコルを使用するため、ネットワーク状態が
良好でないと、アカウンティングメッセージが失われることがあります。設定した回数のアカウ
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ンティング要求の再送信後、スイッチが RADIUS サーバからアカウンティング応答メッセージを
受信しない場合、次のメッセージが表示されます。
Accounting message %s for session %s failed to receive Accounting Response.

このストップ メッセージが正常に送信されない場合、次のメッセージが表示されます。
00:09:55: %RADIUS-4-RADIUS_DEAD: RADIUS server 172.20.246.201:1645,1646 is not responding.

（注）

ロギングの開始、停止、仮のアップデート メッセージ、タイム スタンプなどのアカウンティ
ング タスクを実行するように、RADIUS サーバを設定する必要があります。 これらの機能を
オンにするには、RADIUS サーバの [Network Configuration] タブの [Update/Watchdog packets
from this AAA client] のロギングをイネーブルにします。 次に、RADIUS サーバの [System
Configuration] タブの [CVS RADIUS Accounting] をイネーブルにします。
AAA がスイッチでイネーブルになった後、802.1x アカウンティングを設定するには、特権 EXEC
モードで次の手順を実行します。 この手順は任意です。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. aaa accounting dot1x default start-stop group radius
4. aaa accounting system default start-stop group radius
5. end
6. show running-config
7. 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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet1/0/3
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

aaa accounting dot1x default start-stop group
radius

すべての RADIUS サーバのリストを使用して 802.1x
アカウンティングをイネーブルにします。

例：
Controller(config-if)# aaa accounting dot1x
default start-stop group radius

ステップ 4

aaa accounting system default start-stop group （任意）システム アカウンティングをイネーブル
radius
にし（すべての RADIUS サーバのリストを使用）、
スイッチがリロードするときにシステム アカウン
例：
ティング リロード イベント メッセージを生成しま
Controller(config-if)# aaa accounting system す。
default start-stop group radius

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-if)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Controller# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Controller# copy running-config
startup-config

ゲスト VLAN の設定
サーバが EAP Request/Identity フレームに対する応答を受信しない場合、ゲスト VLAN を設定する
と、802.1x 対応でないクライアントはゲスト VLAN に配置されます。 802.1x 対応であっても、認
証に失敗したクライアントは、ネットワークへのアクセスが許可されません。 スイッチは、シン
グル ホスト モードまたはマルチ ホスト モードでゲスト VLAN をサポートします。
ゲスト VLAN を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。 この手順は任意で
す。
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手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. 次のいずれかを使用します。
• switchport mode access
• switchport mode private-vlan host
4. authentication event no-response action authorize vlan vlan-id
5. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet2/0/2

ステップ 3

次のいずれかを使用します。
• switchport mode access
• switchport mode private-vlan host

• ポートをアクセス モードに設定します。
• レイヤ 2 ポートをプライベート VLAN ホスト
ポートとして設定します。

例：
Controller(config-if)# switchport mode
private-vlan host

ステップ 4

authentication event no-response action
authorize vlan vlan-id
例：
Controller(config-if)# authentication event
no-response action authorize vlan 2

アクティブ VLAN を 802.1x ゲスト VLAN として指定
します。 指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
内部 VLAN（ルーテッド ポート）、RSPAN VLAN、
音声 VLAN を除くあらゆるアクティブ VLAN を 802.1X
ゲスト VLAN として設定できます。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config-if)# end

制限付き VLAN の設定
スイッチ スタックまたはスイッチ上に制限付き VLAN を設定している場合、認証サーバが有効な
ユーザ名またはパスワードを受信できないと、IEEE 802.1x に準拠しているクライアントは制限付
き VLAN に移されます。 スイッチは、シングル ホスト モードでのみ制限付き VLAN をサポート
します。
制限付き VLAN を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。 この手順は任意で
す。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. 次のいずれかを使用します。
• switchport mode access
• switchport mode private-vlan host
4. authentication port-control auto
5. authentication event fail action authorize vlan vlan-id
6. end

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：
Controller# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-id

設定するポートを指定し、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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet2/0/2

ステップ 3

次のいずれかを使用します。
• switchport mode access
• switchport mode private-vlan host

• ポートをアクセス モードに設定します。
• レイヤ 2 ポートをプライベート VLAN ホスト
ポートとして設定します。

例：
Controller(config-if)# switchport mode
access

ステップ 4

authentication port-control auto

ポートでの 802.1x 認証をイネーブルにします。

例：
Controller(config-if)# authentication
port-control auto

ステップ 5

authentication event fail action authorize vlan アクティブ VLAN を 802.1x 制限付き VLAN として指
vlan-id
定します。 指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
例：
Controller(config-if)# authentication event
fail action authorize vlan 2

ステップ 6

end

内部 VLAN（ルーテッド ポート）、RSPAN VLAN ま
たは音声 VLAN を除き、任意のアクティブ VLAN を
802.1x 制限 VLAN として設定できます。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config-if)# end

制限付き VLAN の認証試行回数の設定
ユーザに制限付き VLAN を割り当てる前に、authentication event retry retry count インターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドを使用して、認証試行回数を最大に設定できます。 指定で
きる試行回数は 1 ～ 3 です。 デフォルトは 3 回に設定されています。
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認証試行回数を最大に設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。 この手順は任
意です。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. 次のいずれかを使用します。
• switchport mode access
• switchport mode private-vlan host
4. authentication port-control auto
5. authentication event fail action authorize vlan vlan-id
6. authentication event retry retry count
7. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet2/0/3

ステップ 3

次のいずれかを使用します。
• switchport mode access
• switchport mode private-vlan host

• ポートをアクセス モードに設定します。
• レイヤ 2 ポートをプライベート VLAN ホスト ポー
トとして設定します。

例：

または
Controller(config-if)# switchport mode
access
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

authentication port-control auto

ポートでの 802.1x 認証をイネーブルにします。

例：
Controller(config-if)# authentication
port-control auto

ステップ 5

authentication event fail action authorize vlan アクティブ VLAN を 802.1x 制限付き VLAN として指
vlan-id
定します。 指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
例：
Controller(config-if)# authentication event
fail action authorize vlan 8

ステップ 6

authentication event retry retry count
例：

内部 VLAN（ルーテッド ポート）、RSPAN VLAN ま
たは音声 VLAN を除き、任意のアクティブ VLAN を
802.1x 制限 VLAN として設定できます。
ポートが制限付き VLAN に移行するための認証試行
回数を指定します。 指定できる範囲は 1 ～ 3 秒です。
デフォルトは 3 回に設定されています。

Controller(config-if)# authentication event
retry 2

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config-if)# end

クリティカル音声 VLAN を使用した 802.1x アクセス不能認証バイパス
の設定
ポートにクリティカル音声 VLAN を設定し、アクセス不能認証バイパス機能をイネーブルにする
には、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. aaa new-model
3. radius-server dead-criteria{time seconds } [tries number]
4. radius-serverdeadtimeminutes
5. radius-server host ip-address address[acct-port udp-port][auth-port udp-port] [testusername
name[idle-time time] [ignore-acct-port][ignore auth-port]] [key string]
6. dot1x critical {eapol | recovery delay milliseconds}
7. interface interface-id
8. authentication event server dead action {authorize | reinitialize} vlan vlan-id]
9. switchport voice vlan vlan-id
10. authentication event server dead action authorize voice
11. show authentication interface interface-id
12. 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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Controller(config)# aaa new-model

ステップ 3

radius-server dead-criteria{time seconds RADIUS サーバが使用不可またはダウン（切断）と見なされる条
} [tries number]
件を設定します。
例：

• time：1 ～ 120 秒。 スイッチは、デフォルトの seconds 値を

Controller(config)# radius-server
dead-criteria time 20 tries 10

• number：1 ～ 100 の試行回数。 スイッチは、デフォルトの

10 ～ 60 の間で動的に決定します。
triesnumber を 10 ～ 100 の間で動的に決定します。

ステップ 4

radius-serverdeadtimeminutes
例：

（任意）RADIUSサーバに要求が送信されない分数を設定します。
指定できる範囲は 0 ～ 1440 分（24 時間）です。 デフォルト値は
0 分です。

Controller(config)# radius-server
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コマンドまたはアクション

目的

deadtime 60

ステップ 5

radius-server host ip-address
（任意）次のキーワードを使用して RADIUS サーバ パラメータを
address[acct-port udp-port][auth-port 設定します。
udp-port] [testusername name[idle-time
• acct-portudp-port：RADIUS アカウンティング サーバの UDP
time] [ignore-acct-port][ignore
auth-port]] [key string]
ポートを指定します。 UDP ポート番号の範囲は 0 ～ 65536
です。 デフォルト値は 1646 です。
例：
Controller(config)# radius-server
host 1.1.1.2 acct-port 1550
auth-port
1560 test username user1 idle-time
30 key abc1234

• auth-portudp-port：RADIUS 認証サーバの UDP ポートを指定
します。 UDP ポート番号の範囲は 0 ～ 65536 です。 デフォ
ルト値は 1645 です。
（注）

RADIUS アカウンティング サーバの UDP ポートと
RADIUS 認証サーバの UDP ポートを非デフォルト
値に設定します。

• test usernamename：RADIUS サーバ ステータスの自動テスト
をイネーブルにして、使用するユーザ名を指定します。
• idle-time time：スイッチがテスト パケットをサーバに送信し
た後の間隔を分数で設定します。 範囲は 1 ～ 35791 分です。
デフォルトは 60 分（1 時間）です。
• ignore-acct-port：RADIUS サーバ アカウンティング ポート
のテストをディセーブルにします。
• ignore-auth-port：RADIUS サーバ認証ポートのテストをディ
セーブルにします。
• keystring には、スイッチと RADIUS サーバ上で動作する
RADIUS デーモンとの間で使用する認証および暗号キーを指
定します。 キーは、RADIUS サーバで使用する暗号化キーに
一致するテキスト ストリングでなければなりません。
（注）

キーの先行スペースは無視されますが、途中およ
び末尾のスペースは有効なので、キーは必ず
radius-server host コマンド構文の最後の項目とし
て設定してください。 キーにスペースを使用する
場合は、引用符がキーの一部分である場合を除き、
引用符でキーを囲まないでください。 キーは
RADIUS デーモンで使用する暗号に一致している
必要があります。

radius-server key {0string | 7string | string} グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用しても認証および暗号キーを設定でき
ます。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

dot1x critical {eapol | recovery delay
milliseconds}

（任意）アクセス不能認証バイパスのパラメータを設定します。
スイッチが EAPOL 成功メッセージを送信するように指定し
ます。

例：
Controller(config)# dot1x critical
eapol
(config)# dot1x critical recovery
delay 2000

ステップ 7

• eapol：スイッチがクリティカル ポートを正常に認証すると、

interface interface-id

• recovery delaymilliseconds：使用できない RADIUS サーバが
使用できるようになったときに、スイッチがクリティカル
ポートを再初期化するために待機する回復遅延期間を設定し
ます。 指定できる範囲は 1 ～ 10000 ミリ秒です。 デフォル
トは 1000 ミリ秒です（ポートは毎秒再初期化できます）。
設定するポートを指定し、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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 8

authentication event server dead action これらのキーワードを使用して、RADIUS サーバが到達不能な場
{authorize | reinitialize} vlan vlan-id] 合にポートでホストを移動します。
• authorize：認証しようとする新しいホストをユーザ指定のク

例：

リティカル VLAN に移動します。

Controller(config-if)#
authentication event server dead
action
reinitialicze vlan 20

ステップ 9

switchport voice vlan vlan-id

• reinitialize：ポートのすべての許可済みホストをユーザ指定
のクリティカル VLAN に移動します。
ポートの音声 VLAN を指定します。 音声 VLAN はステップ 6 で
設定されたクリティカル データ VLAN と同じにはできません。

例：
Controller(config-if)# switchport
voice vlan

ステップ 10

authentication event server dead action RADIUS サーバが到達不能な場合、ポートのデータ トラフィック
authorize voice
を音声 VLAN に移動するために、クリティカル音声 VLAN を設
定します。
例：
Controller(config-if)#
authentication event server dead
action
authorize voice

ステップ 11

show authentication interface
interface-id

（任意）設定を確認します。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Controller(config-if)# do show
authentication interface gigabit
1/0/1

ステップ 12

copy running-config startup-config

（任意）設定を確認します。

例：
Controller(config-if)# do copy
running-config startup-config

RADIUS サーバのデフォルト設定に戻すには、no radius-server dead-criteria、no radius-server
deadtime、および no radius-server host 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。 アクセス不能な認証バイパスをディセーブルにするには、no authentication event server dead
action インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。 クリティカル音声
VLAN をディセーブルにするには、authentication event server dead action authorize voice インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

アクセス不能認証バイパスの設定例
次に、アクセス不能認証バイパス機能を設定する例を示します。
Controller(config)# radius-server dead-criteria time 30 tries 20
Controller(config)# radius-server deadtime 60
Controller(config)# radius-server host 1.1.1.2 acct-port 1550 auth-port 1560 test username
user1 idle-time 30 key abc1234
Controller(config)# dot1x critical eapol
Controller(config)# dot1x critical recovery delay 2000
Controller(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
Controller(config-if)# dot1x critical
Controller(config-if)# dot1x critical recovery action reinitialize
Controller(config-if)# dot1x critical vlan 20
Controller(config-if)# end

WoL を使用した 802.1x 認証の設定
WoL を使用した 802.1x 認証をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行しま
す。 この手順は任意です。
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手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. authentication control-direction {both | in}
4. end
5. show authentication sessions interface interface-id
6. 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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet2/0/3

ステップ 3

authentication control-direction {both | in}
例：
Controller(config-if)# authentication
control-direction both

ポートで WoL を使用して 802.1x 認証をイネーブルに
し、次のキーワードを使用してポートを双方向または
単方向に設定します。
• both：ポートを双方向に設定します。 ポートは、
ホストにパケットを送受信できません。 デフォル
トでは、ポートは双方向です。
• in：ポートを単方向に設定します。 ポートは、ホ
ストにパケットを送信できますが、受信はできま
せん。

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-if)# end

ステップ 5

show authentication sessions interface
interface-id

入力を確認します。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Controller# show authentication sessions
interface gigabitethernet2/0/3

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Controller# copy running-config
startup-config

MAC 認証バイパスの設定
MAC 認証バイパスをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。 この
手順は任意です。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. authentication port-control auto
4. mab [eap]
5. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet2/0/1
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

authentication port-control auto

ポートでの 802.1x 認証をイネーブルにします。

例：
Controller(config-if)# authentication
port-control auto

ステップ 4

mab [eap]

MAC 認証バイパスをイネーブルにします。

例：

（任意）eap キーワードを使用して、スイッチが認
可に EAP を使用するように設定します。

Controller(config-if)# mab

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-if)# end

802.1x ユーザ ディストリビューションの設定
VLAN グループを設定して、VLAN をそのグループにマッピングするには、特権 EXEC モードで
次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. vlan group vlan-group-name vlan-list vlan-list
3. end
4. no vlan group vlan-group-name vlan-list vlan-list

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：
Controller# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

vlan group vlan-group-name vlan-list vlan-list

VLAN グループを設定し、単一の VLAN または
VLANの範囲をそのグループにマッピングします。

例：
Controller(config)# vlan group eng-dept
vlan-list 10

ステップ 3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end

ステップ 4

no vlan group vlan-group-name vlan-list vlan-list VLAN グループ コンフィギュレーションまたは
VLAN グループ コンフィギュレーションの要素を
例：
クリアします。
Controller(config)# no vlan group eng-dept
vlan-list 10

VLAN グループの設定例
次に、VLAN グループを設定し、そのグループに VLAN をマッピングし、VLAN グループ コン
フィギュレーションおよび指定 VLAN とのマッピングを確認する例を示します。
Controller(config)# vlan group eng-dept vlan-list 10
Controller(config)# show vlan group group-name eng-dept
Group Name
Vlans Mapped
-------------------------eng-dept
10
Controller(config)# show dot1x vlan-group all
Group Name
Vlans Mapped
-------------------------eng-dept
10
hr-dept
20

次に、VLAN を既存の VLAN グループに追加し、VLAN が追加されたことを確認する例を示しま
す。
Controller(config)# vlan group eng-dept vlan-list 30
Controller(config)# show vlan group eng-dept
Group Name
Vlans Mapped
-------------------------eng-dept
10,30
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次に、VLAN を VLAN グループから削除する例を示します。
Controller# no vlan group eng-dept vlan-list 10

次に、すべての VLAN が VLAN グループからクリアされたときに、その VLAN グループもクリ
アされる例を示します。
Controller(config)# no vlan group eng-dept vlan-list 30
Vlan 30 is successfully cleared from vlan group eng-dept.
Controller(config)# show vlan group group-name eng-dept

次の例では、すべての VLAN グループをクリアする方法を示します。
Controller(config)# no vlan group end-dept vlan-list all
Controller(config)# show vlan-group all

これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』を参照してくださ
い。

NAC レイヤ 2 802.1x 検証の設定
NAC レイヤ 2 802.1x 検証を設定できます。これは、RADIUS サーバを使用した 802.1x 認証とも呼
ばれます。
NAC レイヤ 2 802.1x 検証を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。 この手
順は任意です。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. switchport mode access
4. authentication event no-response action authorize vlan vlan-id
5. authentication periodic
6. authentication timer reauthenticate
7. end
8. show authentication sessions interface interface-id
9. 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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet2/0/3

ステップ 3

switchport mode access

RADIUS サーバを設定した場合に限り、ポートをア
クセス モードに設定します。

例：
Controller(config-if)# switchport mode
access

ステップ 4

authentication event no-response action
authorize vlan vlan-id
例：
Controller(config-if)# authentication event
no-response action authorize vlan 8

ステップ 5

authentication periodic

アクティブ VLAN を 802.1x ゲスト VLAN として指定
します。 指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
内部 VLAN（ルーテッド ポート）、RSPAN VLAN、
音声 VLAN を除くあらゆるアクティブ VLAN を
802.1X ゲスト VLAN として設定できます。
クライアントの定期的な再認証（デフォルトではディ
セーブル）をイネーブルにします。

例：
Controller(config-if)# authentication
periodic

ステップ 6

authentication timer reauthenticate
例：
Controller(config-if)# authentication timer
reauthenticate

ステップ 7

end

クライアントに対する再認証試行を設定します（1 時
間に設定）。
このコマンドがスイッチの動作に影響するのは、定
期的な再認証をイネーブルに設定した場合だけです。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config-if)# end
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

show authentication sessions interface
interface-id

入力を確認します。

例：
Controller# show authentication sessions
interface gigabitethernet2/0/3

ステップ 9

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Controller# copy running-config
startup-config

NEAT を使用したオーセンティケータ スイッチの設定
この機能を設定するには、ワイヤリング クローゼット外の 1 つのスイッチがサプリカントとして
設定され、オーセンティケータ スイッチに接続されている必要があります。

（注）

cisco-av-pairs は、ACS で device-traffic-class=switch として設定されている必要があります。こ
れは、サプリカントが正常に認証された後でトランクとしてインターフェイスを設定します。
スイッチをオーセンティケータに設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. cisp enable
3. interface interface-id
4. switchport mode access
5. authentication port-control auto
6. dot1x pae authenticator
7. spanning-tree portfast
8. end
9. show running-config interface interface-id
10. 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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

cisp enable

CISP をイネーブルにします。

例：
Controller(config)# cisp enable

ステップ 3

interface interface-id

設定するポートを指定し、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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 4

switchport mode access

ポート モードを access に設定します。

例：
Controller(config-if)# switchport mode access

ステップ 5

authentication port-control auto

ポート認証モードを auto に設定します。

例：
Controller(config-if)# authentication
port-control auto

ステップ 6

dot1x pae authenticator
例：

インターフェイスをポート アクセス エンティ
ティ（PAE）オーセンティケータとして設定し
ます。

Controller(config-if)# dot1x pae
authenticator

ステップ 7

spanning-tree portfast
例：

単一ワーク ステーションまたはサーバに接続さ
れたアクセス ポート上で Port Fast をイネーブル
にします。

Controller(config-if)# spanning-tree portfast
trunk
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config-if)# end

ステップ 9

show running-config interface interface-id

設定を確認します。

例：
Controller# show running-config interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 10

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Controller# copy running-config
startup-config

NEAT を使用したサプリカント スイッチの設定
スイッチをサプリカントに設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. cisp enable
3. dot1x credentials profile
4. username suppswitch
5. password password
6. dot1x supplicant force-multicast
7. interface interface-id
8. switchport trunk encapsulation dot1q
9. switchport mode trunk
10. dot1x pae supplicant
11. dot1x credentials profile-name
12. end
13. show running-config interface interface-id
14. copy running-config startup-config
15. Auto Smartport マクロを使用した NEAT の設定
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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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

cisp enable

CISP をイネーブルにします。

例：
Controller(config)# cisp enable

ステップ 3

dot1x credentials profile
例：

802.1x クレデンシャル プロファイルを作成します。
これは、サプリカントとして設定されるポートに接
続する必要があります。

Controller(config)# dot1x credentials
test

ステップ 4

username suppswitch

ユーザ名を作成します。

例：
Controller(config)# username suppswitch

ステップ 5

password password

新しいユーザ名のパスワードを作成します。

例：
Controller(config)# password myswitch

ステップ 6

dot1x supplicant force-multicast
例：

ステップ 7

ユニキャストまたはマルチキャスト パケットのいず
れかを受信した場合にスイッチに強制的にマルチキャ
スト EAPOL だけを送信させます。

Controller(config)# dot1x supplicant
force-multicast

これにより、NEAT がすべてのホスト モードでのサ
プリカントスイッチで機能できるようにもなります。

interface interface-id

設定するポートを指定し、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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet1/0/1
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

switchport trunk encapsulation dot1q

ポートをトランク モードに設定します。

例：
Controller(config-if)# switchport trunk
encapsulation dot1q

ステップ 9

switchport mode trunk

インターフェイスを VLAN トランク ポートとして設
定します。

例：
Controller(config-if)# switchport mode
trunk

ステップ 10

dot1x pae supplicant

インターフェイスをポート アクセス エンティティ
（PAE）サプリカントとして設定します。

例：
Controller(config-if)# dot1x pae
supplicant

ステップ 11

dot1x credentials profile-name

802.1x クレデンシャル プロファイルをインターフェ
イスに対応付けます。

例：
Controller(config-if)# dot1x credentials
test

ステップ 12

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-if)# end

ステップ 13

show running-config interface interface-id

設定を確認します。

例：
Controller# show running-config interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 14

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Controller# copy running-config
startup-config

ステップ 15

Auto Smartport マクロを使用した NEAT の
設定

スイッチ VSA ではなく Auto Smartport ユーザ定義マ
クロを使用して、オーセンティケータ スイッチを設
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コマンドまたはアクション

目的
定することもできます。詳細については、このリリー
スに対応する『Auto Smartports Configuration Guide』
を参照してください。

ダウンロード可能 ACL およびリダイレクト URL を使用した 802.1x 認証
の設定
スイッチで 802.1x 認証を設定するほか、ACS を設定する必要があります。 情報については、
『Configuration Guide for Cisco Secure ACS 4.2』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/net_mgmt/cisco_secure_access_control_server_for_windows/4.2/configuration/guide/acs_config.pdf

（注）

スイッチにダウンロードする前に、ダウンロード可能な ACL を ACS で設定する必要がありま
す。
ポートでの認証後、show ip access-list 特権 EXEC コマンドを使用して、ポートにダウンロードし
た ACL を表示します。

ダウンロード可能な ACL の設定
これらのポリシーは、クライアントが認証され、クライアント IP アドレスが IP デバイス トラッ
キング テーブルに追加された後で有効になります。 その後スイッチがダウンロード可能な ACL
をポートに適用します。
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. ip device tracking
3. aaa new-model
4. aaa authorization network default local group radius
5. radius-server vsa send authentication
6. interface interface-id
7. ip access-group acl-id in
8. show running-config interface interface-id
9. 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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

ip device tracking

IP デバイス トラッキング テーブルを設定しま
す。

例：
Controller(config)# ip device tracking

ステップ 3

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Controller(config)# aaa new-model

ステップ 4

aaa authorization network default local group
radius
例：

許可の方法をローカルに設定します。 認証方法
を削除するには、no aaa authorization network
default local group radius コマンドを使用しま
す。

Controller(config)# aaa authorization network
default local group radius

ステップ 5

radius-server vsa send authentication

RADIUS VSA 送信認証を設定します。

例：
Controller(config)# radius-server vsa send
authentication

ステップ 6

interface interface-id

設定するポートを指定し、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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet2/0/4

ステップ 7

ip access-group acl-id in
例：

ポートの入力方向のデフォルト ACL を設定しま
す。
（注）

Controller(config-if)# ip access-group
default_acl in

acl-id はアクセス リストの名前または
番号です。
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

show running-config interface interface-id

設定を確認します。

例：
Controller(config-if)# show running-config
interface gigabitethernet2/0/4

ステップ 9

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Controller# copy running-config startup-config

ダウンロード ポリシーの設定
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. access-list access-list-number { deny | permit } { hostname | any | host } log
3. interface interface-id
4. ip access-group acl-id in
5. exit
6. aaa new-model
7. aaa authorization network default group radius
8. ip device tracking
9. ip device tracking probe [count | interval | use-svi]
10. radius-server vsa send authentication
11. end

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：
Controller# configure terminal
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コマンドまたはアクション
ステップ 2

目的

access-list access-list-number { deny | デフォルト ポート ACL を定義します。
permit } { hostname | any | host } log
access-list-number には、1 ～ 99 または 1300 ～ 1999 の 10 進数を
指定します。
例：

Controller(config)# access-list 1
deny any log

条件が一致した場合にアクセスを拒否する場合は deny、許可す
る場合は permit を指定します。
source は、次のようなパケットを送信するネットワークまたはホ
ストの送信元アドレスです。
• hostname：ドット付き 10 進表記による 32 ビット長の値。
• any：source および source-wildcard の値 0.0.0.0 255.255.255.255
の省略形を意味するキーワード any。 source-wildcard 値を入
力する必要はありません。
• host：source および source-wildcard の値 source 0.0.0.0 の省
略形を意味するキーワード host。
（任意）source-wildcard ビットを送信元アドレスに適用します。
（任意）ログを入力して、エントリと一致するパケットに関す
る情報ロギング メッセージをコンソールに送信します。

ステップ 3

interface interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet2/0/2

ステップ 4

ip access-group acl-id in

ポートの入力方向のデフォルト ACL を設定します。
（注）

例：

acl-id はアクセス リストの名前または番号で
す。

Controller(config-if)# ip
access-group default_acl in

ステップ 5

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

exit
例：
Controller(config-if)# exit

ステップ 6

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Controller(config)# aaa new-model
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

aaa authorization network default
group radius

許可の方法をローカルに設定します。 許可の方法を削除するに
は、no aaa authorization network default group radius コマンド
を使用します。

例：
Controller(config)# aaa
authorization network default
group radius

ステップ 8

ip device tracking
例：
Controller(config)# ip device
tracking

ステップ 9

ip device tracking probe [count |
interval | use-svi]
例：
Controller(config)# ip device
tracking probe count

IP デバイス トラッキング テーブルをイネーブルにします。
IP デバイス トラッキング テーブルをディセーブルにするには、
no ip device tracking 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。
（任意）IP デバイス トラッキング テーブルを設定します。
• count count：スイッチが ARP プローブを送信する回数を設
定します。 範囲は 1 ～ 5 です。 デフォルト値は 3 です。
• interval interval：スイッチが ARP プローブを再送信するま
でに応答を待機する時間（秒単位）を設定します。 指定で
きる範囲は 30～ 300 秒です。 デフォルトは 30 秒です。
• use-svi：スイッチ仮想インターフェイス（SVI）の IP アド
レスを ARP プローブの送信元として使用します。

ステップ 10

radius-server vsa send authentication ベンダー固有属性を認識し使用するために、ネットワーク アク
セス サーバを設定します。
例：
Controller(config)# radius-server
vsa send authentication

ステップ 11

（注）

ダウンロード可能な ACL が機能する必要がありま
す。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

VLAN ID ベース MAC 認証の設定
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリー
ズ）
376

OL-28525-02-J

IEEE 802.1x ポートベース認証の設定
柔軟な認証順序の設定

手順の概要
1. configure terminal
2. mab request format attribute 32 vlan access-vlan
3. 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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

mab request format attribute 32 vlan access-vlan

VLAN ID ベース MAC 認証をイネーブルにし
ます。

例：
Controller(config)# mab request format attribute
32 vlan access-vlan

ステップ 3

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに
設定を保存します。

例：
Controller# copy running-config startup-config

柔軟な認証順序の設定
下の手順で使用される例は、MAB が IEEE 802.1x 認証（dot1x）の前に試行されるように柔軟な認
証の順序設定の順序を変更します。 MAB は最初の認証方式として設定されているため、MAB に
他のすべての認証方式よりも優先されます。

（注）

これらの認証方式のデフォルトの順序とプライオリティを変更する前に、これらの変更による
潜在的な結果を理解する必要があります。 詳細について、http://www.cisco.com/en/US/prod/
collateral/iosswrel/ps6537/ps6586/ps6638/application_note_c27-573287_ps6638_Products_White_
Paper.html を参照してください。
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. switchport mode access
4. authentication order [ dot1x | mab ] | {webauth}
5. authentication priority [ dot1x | mab ] | {webauth}
6. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、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。

例：
Controller(config)# interface gigabitethernet
1/0/1

ステップ 3

switchport mode access

RADIUS サーバを事前に設定した場合に限り、
ポートをアクセス モードに設定します。

例：
Controller(config-if)# switchport mode access

ステップ 4

authentication order [ dot1x | mab ] | {webauth} （任意）ポート上で使用される認証方式の順序を
設定します。
例：
Controller(config-if)# authentication order
mab dot1x

ステップ 5

authentication priority [ dot1x | mab ] | {webauth} （任意）認証方式をポート プライオリティ リス
トに追加します。
例：
Controller(config-if)# authentication
priority mab dot1x
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config-if)# end

関連トピック
柔軟な認証の順序設定, （317 ページ）

Open1x の設定
ポートの許可ステートの手動制御をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行
します。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. switchport mode access
4. authentication control-direction {both | in}
5. authentication fallback name
6. authentication host-mode [multi-auth | multi-domain | multi-host | single-host]
7. authentication open
8. authentication order [ dot1x | mab ] | {webauth}
9. authentication periodic
10. authentication port-control {auto | force-authorized | force-un authorized}
11. end

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：
Controller# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-id

設定するポートを指定し、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。

例：
Controller(config)# interface gigabitethernet
1/0/1

ステップ 3

switchport mode access

RADIUS サーバを設定した場合に限り、ポートを
アクセス モードに設定します。

例：
Controller(config-if)# switchport mode access

ステップ 4

authentication control-direction {both | in}

（任意）ポート制御を単一方向モードまたは双方
向モードに設定します。

例：
Controller(config-if)# authentication
control-direction both

ステップ 5

authentication fallback name
例：

（任意）802.1x 認証をサポートしないクライアン
ト用のフォールバック方法として Web 認証を使
用するようポートを設定します。

Controller(config-if)# authentication
fallback profile1

ステップ 6

authentication host-mode [multi-auth |
multi-domain | multi-host | single-host]

（任意）ポート上で認証マネージャ モードを設
定します。

例：
Controller(config-if)# authentication
host-mode multi-auth

ステップ 7

authentication open

（任意）ポート上でオープン アクセスをイネー
ブルまたはディセーブルにします。

例：
Controller(config-if)# authentication open

ステップ 8

authentication order [ dot1x | mab ] | {webauth} （任意）ポート上で使用される認証方式の順序を
設定します。
例：
Controller(config-if)# authentication order
dot1x webauth
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

authentication periodic

（任意）ポート上で再認証をイネーブルまたは
ディセーブルにします。

例：
Controller(config-if)# authentication
periodic

ステップ 10

authentication port-control {auto |
force-authorized | force-un authorized}

（任意）ポートの許可ステートの手動制御をイ
ネーブルにします。

例：
Controller(config-if)# authentication
port-control auto

ステップ 11

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-if)# end

関連トピック
Open1x 認証, （318 ページ）

ポート上での 802.1x 認証のディセーブル化
802.1x 認証をポートでディセーブルにするには、no dot1x pae インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。
ポートで 802.1x 認証をディセーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。 こ
の手順は任意です。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. switchport mode access
4. no dot1x pae authenticator
5. end
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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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

switchport mode access

（任意）RADIUS サーバを設定した場合に限り、
ポートをアクセス モードに設定します。

例：
Controller(config-if)# switchport mode
access

ステップ 4

no dot1x pae authenticator

ポートでの 802.1x 認証をディセーブルにします。

例：
Controller(config-if)# no dot1x pae
authenticator

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config-if)# end

802.1x 認証設定のデフォルト値へのリセット
802.1x 認証設定をデフォルト値に戻すには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。 この手
順は任意です。
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手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. dot1x default
4. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を開始し、設定するポートを指定します。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 3

dot1x default

設定可能な 802.1x のパラメータをデフォルト値へ
戻します。

例：
Controller(config-if)# dot1x default

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-if)# end

802.1x の統計情報およびステータスのモニタリング
表 29：特権 EXEC 表示コマンド

コマンド

目的

show dot1x all statistics

すべてのポートの 802.1x 統計情報を表示しま
す。
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コマンド

目的

show dot1x interface interface-id statistics

指定されたポートの 802.1x 統計情報を表示しま
す。

show dot1x all [count | details | statistics |
summary]

スイッチの 802.1x 管理ステータスおよび動作ス
テータスを表示します。

show dot1x interface interface-id

指定されたポートの 802.1x 管理ステータスおよ
び動作ステータスを表示します。

表 30：グローバル コンフィギュレーション コマンド

コマンド

目的

no dot1x logging verbose

冗長な 802.1x 認証メッセージをフィルタに掛け
ます（Cisco IOS Release 12.2(55) SE 以降）

出力フィールドの詳細については、このリリースに対応するコマンド リファレンスを参照してく
ださい。

その他の関連資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

セッション アウェアなネットワーキングに対す
るアイデンティティ コントロール ポリシーお
よびアイデンティティ サービス テンプレート
の設定。

Session Aware Networking Configuration Guide,
Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 スイッ
チ)

RADIUS、TACACS+、Secure Shell、802.1X お
よび AAA の設定。

Securing User Services Configuration Guide Library,
Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 スイッ
チ)

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/san/
configuration/xe-3se/3850/san-xe-3se-3850-book.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/
security/config_library/xe-3se/3850/
secuser-xe-3se-3850-library.html
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エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

テクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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章

Web ベース認証の設定
この章では、Web ベースの認証を設定する方法について説明します。 この章の内容は、次のと
おりです。
• 機能情報の確認, 387 ページ
• Web ベース認証について, 387 ページ
• Web ベース認証の設定方法, 398 ページ
• Web ベース認証ステータスのモニタリング, 413 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、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。 最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

Web ベース認証について
IEEE 802.1x サプリカントが実行されていないホスト システムのエンド ユーザを認証するには、
Web 認証プロキシと呼ばれる Web ベース認証機能を使用します。

（注）

Web ベース認証は、レイヤ 2 およびレイヤ 3 インターフェイス上に設定できます。
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HTTP セッションを開始すると、Web ベース認証は、ホストからの入力 HTTP パケットを代行受
信し、ユーザに HTML ログイン ページを送信します。 ユーザはクレデンシャルを入力します。
このクレデンシャルは、Web ベース認証機能により、認証のために認証、許可、アカウンティン
グ（AAA）サーバに送信されます。
認証に成功した場合、Web ベース認証は、ログインの成功を示す HTML ページをホストに送信
し、AAA サーバから返されたアクセス ポリシーを適用します。
認証に失敗した場合、Web ベース認証は、ログインの失敗を示す HTML ページをユーザに転送
し、ログインを再試行するように、ユーザにプロンプトを表示します。 最大試行回数を超過した
場合、Web ベース認証は、ログインの期限切れを示す HTML ページをホストに転送し、このユー
ザは待機期間中、ウォッチ リストに載せられます。
ここでは、AAA の一部としての Web ベース認証の役割について説明します。

デバイスの役割
Web ベース認証では、ネットワーク上のデバイスに次のような固有の役割があります。
• クライアント：LAN およびサービスへのアクセスを要求し、スイッチからの要求に応答する
デバイス（ワークステーション）。 このワークステーションでは、Java Script がイネーブル
に設定された HTML ブラウザが実行されている必要があります。
• 認証サーバ：クライアントを認証します。 認証サーバはクライアントの識別情報を確認し、
そのクライアントが LAN およびスイッチのサービスへのアクセスを許可されたか、あるい
はクライアントが拒否されたのかをスイッチに通知します。
• スイッチ：クライアントの認証ステータスに基づいて、ネットワークへの物理アクセスを制
御します。 スイッチはクライアントと認証サーバとの仲介デバイス（プロキシ）として動作
し、クライアントに識別情報を要求し、その情報を認証サーバで確認し、クライアントに応
答をリレーします。
次の図は、ネットワーク上でのこれらのデバイスの役割を示します。
図 22：Web ベース認証デバイスの役割
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ホストの検出
スイッチは、検出されたホストに関する情報を格納するために、IP デバイス トラッキング テーブ
ルを維持します。

（注）

デフォルトでは、スイッチの IP 装置追跡機能はディセーブルにされています。 Web ベース認
証を使用するには、IP デバイスのトラッキング機能をイネーブルにする必要があります。
レイヤ 2 インターフェイスでは、Web ベース認証は、これらのメカニズムを使用して、IP ホスト
を検出します。
• ARP ベースのトリガー：ARP リダイレクト ACL により、Web ベース認証は、スタティック
IP アドレス、またはダイナミック IP アドレスを持つホストを検出できます。
• ダイナミック ARP インスペクション
• DHCP スヌーピング：スイッチがホストの DHCP バインディング エントリを作成するときに
Web ベース認証が通知されます。

セッションの作成
Web ベース認証により、新しいホストが検出されると、次のようにセッションが作成されます。
• 例外リストをレビューします。
ホスト IP が例外リストに含まれている場合、この例外リスト エントリからポリシーが適用
され、セッションが確立されます。
• 認証バイパスをレビューします。
ホスト IP が例外リストに含まれていない場合、Web ベース認証は応答しないホスト（NRH）
要求をサーバに送信します。
サーバの応答が access accepted であった場合、認証はこのホストにバイパスされます。 セッ
ションが確立されます。
• HTTP インターセプト ACL を設定します。
NRH 要求に対するサーバの応答が access rejected であった場合、HTTP インターセプト ACL
がアクティブ化され、セッションはホストからの HTTP トラフィックを待機します。

認証プロセス
Web ベース認証をイネーブルにすると、次のイベントが発生します。
• ユーザが HTTP セッションを開始します。
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• HTTP トラフィックが代行受信され、認証が開始されます。 スイッチは、ユーザにログイン
ページを送信します。 ユーザはユーザ名とパスワードを入力します。スイッチはこのエント
リを認証サーバに送信します。
• 認証に成功した場合、スイッチは認証サーバからこのユーザのアクセス ポリシーをダウン
ロードし、アクティブ化します。 ログインの成功ページがユーザに送信されます
• 認証に失敗した場合は、スイッチはログインの失敗ページを送信します。 ユーザはログイン
を再試行します。 失敗の回数が試行回数の最大値に達した場合、スイッチはログイン期限切
れページを送信します。このホストはウォッチ リストに入れられます。 ウォッチ リストの
タイム アウト後、ユーザは認証プロセスを再試行することができます。
• 認証サーバがスイッチに応答せず、AAA 失敗ポリシーが設定されている場合、スイッチはホ
ストに失敗アクセス ポリシーを適用します。 ログインの成功ページがユーザに送信されま
す
• ホストがレイヤ 2 インターフェイス上の ARP プローブに応答しなかった場合、またはホスト
がレイヤ 3 インターフェイスでアイドル タイムアウト内にトラフィックを送信しなかった場
合、スイッチはクライアントを再認証します。
• この機能は、ダウンロードされたタイムアウト、またはローカルに設定されたセッション タ
イムアウトを適用します。
• Termination-Action が RADIUS である場合、この機能は、サーバに NRH 要求を送信します。
Termination-Action は、サーバからの応答に含まれます。
• Termination-Action がデフォルトである場合、セッションは廃棄され、適用されたポリシーは
削除されます。

ローカル Web 認証バナー
Web 認証を使用して、デフォルトのカスタマイズ済み Web ブラウザ バナーを作成して、スイッ
チにログインしたときに表示するようにできます。
このバナーは、ログイン ページと認証結果ポップアップ ページの両方に表示されます。 デフォ
ルトのバナー メッセージは次のとおりです。
• Authentication Successful
• Authentication Failed
• Authentication Expired
ローカル ネットワーク認証バナーは、レガシーおよび新スタイル（セッション アウェア）CLI で
次のように設定できます。
• レガシー モード：ip admission auth-proxy-banner http 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。
• 新スタイル モード：parameter-map type webauth global banner 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。
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ログイン ページには、デフォルトのバナー、Cisco Systems、および Switch host-name Authentication
が表示されます。 Cisco Systems は認証結果ポップアップ ページに表示されます。
図 23：認証成功バナー

バナーは次のようにカスタマイズ可能です。
• スイッチ名、ルータ名、または会社名などのメッセージをバナーに追加する。
◦ レガシー モード：ip admission auth-proxy-banner http banner-text 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。
◦ 新スタイル モード：parameter-map type webauth global banner 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。
• ロゴまたはテキスト ファイルをバナーに追加する。
• レガシー モード：ip admission auth-proxy-banner http file-path 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。
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• 新スタイル モード：parameter-map type webauth global banner 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。
図 24：カスタマイズされた Web バナー

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリー
ズ）
392

OL-28525-02-J

Web ベース認証の設定
Web 認証カスタマイズ可能な Web ページ

バナーがイネーブルにされていない場合、Web 認証ログイン画面にはユーザ名とパスワードのダ
イアログボックスだけが表示され、スイッチにログインしたときにはバナーは表示されません。
図 25：バナーが表示されていないログイン画面

Web 認証カスタマイズ可能な Web ページ
Web ベース認証プロセスでは、スイッチ内部の HTTP サーバは、認証中のクライアントに配信さ
れる 4 種類の HTML ページをホストします。 サーバはこれらのページを使用して、ユーザに次の
4 種類の認証プロセス ステートを通知します。
• ログイン：資格情報が要求されています。
• 成功：ログインに成功しました。
• 失敗：ログインに失敗しました。
• 期限切れ：ログインの失敗回数が多すぎて、ログイン セッションが期限切れになりました。

ガイドライン
• デフォルトの内部 HTML ページの代わりに、独自の HTML ページを使用することができま
す。
• ロゴを使用することもできますし、ログイン、成功、失敗、および期限切れ Web ページでテ
キストを指定することもできます。

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリーズ）
OL-28525-02-J

393

Web ベース認証の設定
Web 認証カスタマイズ可能な Web ページ

• バナー ページで、ログイン ページのテキストを指定できます。
• これらのページは、HTML で記述されています。
• 成功ページには、特定の URL にアクセスするための HTML リダイレクト コマンドを記入す
る必要があります。
• この URL 文字列は有効な URL（例：http://www.cisco.com）でなければなりません。 不完全
な URL は、Web ブラウザで、「ページが見つかりません」またはこれに類似するエラーの
原因となる可能性があります。
• HTTP 認証で使用される Web ページを設定する場合、これらのページには適切な HTML コマ
ンド（例：ページのタイム アウトを設定、暗号化されたパスワードの設定、同じページが 2
回送信されていないことの確認など）を記入する必要があります.
• 設定されたログイン フォームがイネーブルにされている場合、特定の URL にユーザをリダ
イレクトする CLI コマンドは使用できません。 管理者は、Web ページにリダイレクトが設
定されていることを保証する必要があります。
• 認証後、特定の URL にユーザをリダイレクトする CLI コマンドを入力してから、Web ペー
ジを設定するコマンドを入力した場合、特定の URL にユーザをリダイレクトする CLI コマ
ンドは効力を持ちません。
• 設定された Web ページは、スイッチのブート フラッシュ、またはフラッシュにコピーでき
ます。
• スタック可能なスイッチでは、スタック マスターまたはスタック メンバーのフラッシュか
ら設定済みのページにアクセスできます。
• ログイン ページを 1 つのフラッシュ上に、成功ページと失敗ページを別のフラッシュ（たと
えば、スタック マスター、またはメンバのフラッシュ）にすることができます。
• 4 ページすべてを設定する必要があります。
• Web ページを使ってバナー ページを設定した場合、このバナー ページには効果はありませ
ん。
• システム ディレクトリ（たとえば、flash、disk0、disk）に保存されていて、ログイン ページ
に表示する必要のあるロゴ ファイル（イメージ、フラッシュ、オーディオ、ビデオなど）す
べてには、必ず、web_auth_<filename> の形式で名前をつけてください。
• 設定された認証プロキシ機能は、HTTP と SSL の両方をサポートしています。
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デフォルトの内部 HTML ページの代わりに、自分の HTML ページを使用することができます。
認証後のユーザのリダイレクト先で、内部成功ページの代わりとなる URLを指定することもでき
ます。
図 26：カスタマイズ可能な認証ページ

認証プロキシ Web ページの注意事項
カスタマイズされた認証プロキシ Web ページを設定する際には、次の注意事項に従ってくださ
い。
• カスタム Web ページ機能をイネーブルにするには、カスタム HTML ファイルを 4 個すべて
指定します。 指定したファイルの数が 4 個未満の場合、内部デフォルト HTML ページが使
用されます。
• これら 4 個のカスタム HTML ファイルは、スイッチのフラッシュ メモリ内に存在しなけれ
ばなりません。 各 HTML ファイルの最大サイズは 8 KB です。
• カスタム ページ上のイメージはすべて、アクセス可能は HTTP サーバ上に存在しなければな
りません。 インターセプト ACL は、管理ルール内で設定します。
• カスタム ページからの外部リンクはすべて、管理ルール内でのインターセプト ACL の設定
を必要とします。
• 有効な DNS サーバにアクセスするには、外部リンクまたはイメージに必要な名前解決で、
管理ルール内にインターセプト ACL を設定する必要があります。
• カスタム Web ページ機能がイネーブルに設定されている場合、設定された auth-proxy-banner
は使用されません。
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• カスタム Web ページ機能がイネーブルに設定されている場合、ログインの成功に対するリダ
イレクション URL は使用できません。
• カスタム ファイルの指定を解除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
カスタム ログイン ページはパブリック Web フォームであるため、このページについては、次の
注意事項に従ってください。
• ログインフォームは、ユーザによるユーザ名とパスワードの入力を受け付け、これらをuname
および pwd として示す必要があります。
• カスタム ログイン ページは、ページ タイムアウト、暗号化されたパスワード、冗長送信の
防止など、Web フォームに対するベスト プラクティスに従う必要があります。
関連トピック
認証プロキシ Web ページのカスタマイズ, （406 ページ）

成功ログインに対するリダイレクト URL の注意事項
成功ログインに対するリダイレクション URLを設定する場合、次の注意事項に従ってください。
• カスタム認証プロキシ Web ページ機能がイネーブルに設定されている場合、リダイレクショ
ン URL 機能はディセーブルにされ、CLI では使用できません。 リダイレクションは、カス
タム ログイン成功ページで実行できます。
• リダイレクション URL 機能がイネーブルに設定されている場合、設定された auth-proxy-banner
は使用されません。
• リダイレクション URL の指定を解除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
• Web ベースの認証クライアントが正常に認証された後にリダイレクション URL が必要な場
合、URL 文字列は有効な URL（たとえば http://）で開始し、その後に URL 情報が続く必要
があります。 http:// を含まない URL が指定されると、正常に認証が行われても、そのリダイ
レクション URL によって Web ブラウザでページが見つからないまたは同様のエラーが生じ
る場合があります。
関連トピック
成功ログインに対するリダイレクション URL の指定, （408 ページ）

その他の機能と Web ベース認証の相互作用
ポート セキュリティ
Web ベース認証とポート セキュリティは、同じポートに設定できます。 Web ベース認証はポー
トを認証し、ポート セキュリティは、クライアントの MAC アドレスを含むすべての MAC アド
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レスに対するネットワークアクセスを管理します。この場合、このポートを介してネットワーク
へアクセスできるクライアントの数とグループを制限できます。
ポートセキュリティをイネーブルにする手順については、ポートセキュリティのイネーブル化お
よび設定, （436 ページ）を参照してください。

LAN ポート IP
LAN ポート IP（LPIP）とレイヤ 2 Web ベース認証は、同じポートに設定できます。 ホストは、
まず Web ベース認証、次に LPIP ポスチャ検証を使用して認証されます。 LPIP ホスト ポリシー
は、Web ベース認証のホスト ポリシーに優先されます。
Web ベース認証のアイドル時間が満了すると、NAC ポリシーは削除されます。 ホストが認証さ
れ、ポスチャが再度検証されます。

ゲートウェイ IP
VLAN のいずれかのスイッチ ポートで Web ベース認証が設定されている場合、レイヤ 3 VLAN イ
ンターフェイス上にゲートウェイ IP（GWIP）を設定することはできません。
Web ベース認証はゲートウェイ IP と同じレイヤ 3 インターフェイスに設定できます。 ソフトウェ
アで、両方の機能のホスト ポリシーが適用されます。 GWIP ホスト ポリシーは、Web ベース認証
のホスト ポリシーに優先されます。

ACL
インターフェイスで VLAN ACL、または Cisco IOS ACL を設定した場合、ACL は、Web ベース認
証のホスト ポリシーが適用された後だけ、ホスト トラフィックに適用されます。
レイヤ 2 Web ベース認証では、ポートに接続されたホストからの入力トラフィックについて、ポー
ト ACL（PACL）をデフォルトのアクセス ポリシーとして設定することが、必須ではないですが
より安全です。 認証後、Web ベース認証のホスト ポリシーは、PACL に優先されます。 ポートに
設定された ACL がなくても、ポリシー ACL はセッションに適用されます。
MAC ACL と Web ベース認証を同じインターフェイスに設定することはできません。
アクセス VLAN が VACL キャプチャ用に設定されているポートには Web ベース認証は設定でき
ません。

コンテキストベース アクセス コントロール
コンテキストベース アクセス コントロール（CBAC）が、ポート VLAN のレイヤ 3 VLAN イン
ターフェイスで設定されている場合、レイヤ 2 ポートで Web ベース認証は設定できません。

EtherChannel
Web ベース認証は、レイヤ 2 EtherChannel インターフェイス上に設定できます。 Web ベース認証
設定は、すべてのメンバ チャネルに適用されます。
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Web ベース認証の設定方法
デフォルトの Web ベース認証の設定
次の表に、デフォルトの Web ベース認証の設定を示しています。
表 31：デフォルトの Web ベース認証の設定

機能

デフォルト設定

AAA

ディセーブル

RADIUS サーバ

• 指定なし

• IP アドレス

• 1645

• UDP 認証ポート

• 指定なし

• キー
無活動タイムアウトのデフォルト値

3600 秒

無活動タイムアウト

イネーブル

Web ベース認証の設定に関する注意事項と制約事項
• Web ベース認証は入力だけの機能です。
• Web ベース認証は、アクセス ポートだけで設定できます。 Web ベース認証は、トランク
ポート、EtherChannel メンバ ポート、またはダイナミック トランク ポートではサポートさ
れていません。
• スタティックな ARP キャッシュが割り当てられているレイヤ 2 インターフェイス上のホスト
は認証できません。 これらのホストは ARP メッセージを送信しないため、Web ベース認証
機能では検出されません。
• デフォルトでは、スイッチの IP 装置追跡機能はディセーブルにされています。 Web ベース
認証を使用するには、IPデバイスのトラッキング機能をイネーブルにする必要があります。
• スイッチ HTTP サーバを実行するには、IP アドレスを少なくとも 1 つ設定する必要がありま
す。 また、各ホスト IP アドレスに到達するようにルートを設定する必要もあります。 HTTP
サーバは、ホストに HTTP ログイン ページを送信します。
• 2 ホップ以上離れたところにあるホストでは、STP トポロジの変更により、ホスト トラフィッ
クの到着するポートが変わってしまった場合、トラフィックが停止する可能性があります。
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これは、レイヤ 2（STP）トポロジの変更後に、ARP および DHCP の更新が送信されていな
い場合に発生します。
• Web ベース認証は、ダウンロード可能なホスト ポリシーとして、VLAN 割り当てをサポート
していません。
• Web ベース認証はセッション認識型ポリシー モードで IPv6 をサポートします。 IPv6 Web 認
証には、スイッチで設定された少なくても 1 つの IPv6 アドレスおよびスイッチ ポートに設
定設定された IPv6 スヌーピングが必要です。
• Web ベース認証および Network Edge Access Topology（NEAT）は、相互に排他的です。 イン
ターフェイス上で NEAT がイネーブルの場合、Web ベース認証を使用できず、インターフェ
イス上で Web ベース認証が実行されている場合は、NEAT を使用できません。
• コントローラ上の Web ベースの RADIUS 認証に対してサポートされるのは、パスワード認
証プロトコル（PAP）だけです。 チャレンジ ハンドシェイク認証プロトコル（CHAP）は、
コントローラ上の Web ベースの RADIUS 認証に対してサポートされません。

認証ルールとインターフェイスの設定
次に、設定を確認する例を示します。
Controller# show ip admission status
IP admission status:
Enabled interfaces
0
Total sessions
0
Init sessions
0
Limit reached
0
TCP half-open connections
0
TCP new connections
0
TCP half-open + new
0
HTTPD1 Contexts
0

Max init sessions allowed
Hi watermark
Hi watermark
Hi watermark
Hi watermark
Hi watermark

100
0
0
0
0
0

Parameter Map: Global
Custom Pages
Custom pages not configured
Banner
Banner not configured

認証ルールおよびインターフェイスを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. ip admission name name proxy http
3. interface type slot/port
4. ip access-group name
5. ip admission name
6. exit
7. ip device tracking
8. end
9. show ip admission status
10. 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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

ip admission name name proxy http

Web ベース許可の認証ルールを設定します。

例：
Controller(config)# ip admission name
webauth1 proxy http

ステップ 3

interface type slot/port
例：
Controller(config)# interface
gigabitEthernet1/0/1

ステップ 4

ip access-group name

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、Web ベース認証をイネーブルにする入
力レイヤ 2 またはレイヤ 3 インターフェイスを指
定します。
type には、fastethernet、gigabit ethernet、または
tengigabitethernet を指定できます。
デフォルト ACL を適用します。

例：
Controller(config-if)# ip access-group
webauthag
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

ip admission name

指定されたインターフェイスに Web ベース認証を
設定します。

例：
Controller(config-if)# ip admission
webauth1

ステップ 6

コンフィギュレーション モードに戻ります。

exit
例：
Controller(config-if)# exit

ステップ 7

ip device tracking

IP デバイス トラッキング テーブルをイネーブルに
します。

例：
Controller(config)# ip device tracking

ステップ 8

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

ステップ 9

show ip admission status

設定を表示します。

例：
Controller# show ip admission status

ステップ 10

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Controller# copy running-config
startup-config

AAA 認証の設定
AAA 認証を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. aaa new-model
3. aaa authentication login default group {tacacs+ | radius}
4. aaa authorization auth-proxy default group {tacacs+ | radius}
5. tacacs-server host {hostname | ip_address}
6. tacacs-server key {key-data}
7. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

aaa new-model

AAA 機能をイネーブルにします。

例：
Controller(config)# aaa new-model

ステップ 3

aaa authentication login default group {tacacs+ |
radius}

ログイン時の認証方法のリストを定義しま
す。

例：
Controller(config)# aaa authentication login
default group tacacs+

ステップ 4

aaa authorization auth-proxy default group {tacacs+ Web ベース許可の許可方式リストを作成し
| radius}
ます。
例：
Controller(config)# aaa authorization auth-proxy
default group tacacs+

ステップ 5

tacacs-server host {hostname | ip_address}

AAA サーバを指定します。

例：
Controller(config)# tacacs-server host 10.1.1.1
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

tacacs-server key {key-data}

スイッチと TACACS サーバとの間で使用さ
れる許可および暗号キーを設定します。

例：
Controller(config)# tacacs-server key

ステップ 7

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

スイッチ/RADIUS サーバ間通信の設定
RADIUS サーバ パラメータを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

はじめる前に
これらの手順で使用される次の RADIUS セキュリティ サーバ設定を確認します。
• ホスト名
• ホスト IP アドレス
• ホスト名と特定の UDP ポート番号
• IP アドレスと特定の UDP ポート番号
IP アドレスと UDP ポート番号の組み合わせによって、一意の ID が作成され、サーバの同一 IP ア
ドレス上にある複数の UDP ポートに RADIUS 要求を送信できるようになります。 同じ RADIUS
サーバ上の異なる 2 つのホスト エントリに同じサービス（たとえば認証）を設定した場合、2 番
めに設定されたホスト エントリは、最初に設定されたホスト エントリのフェールオーバー バッ
クアップとして動作します。 RADIUS ホスト エントリは、設定した順序に従って選択されます。

手順の概要
1. configure terminal
2. ip radius source-interface vlan vlan interface number
3. radius-server host {hostname | ip-address} test username username
4. radius-server key string
5. radius-server dead-criteria tries num-tries
6. end
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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：
Controller# configure
terminal

ステップ 2

ip radius source-interface vlan
vlan interface number

RADIUS パケットが、指定されたインターフェイスの IP アドレスを含む
ように指定します。

例：
Controller(config)# ip radius
source-interface vlan 80

ステップ 3

radius-server host {hostname |
ip-address} test username
username
例：
Controller(config)#
radius-server host
172.l20.39.46 test username
user1

ステップ 4

radius-server key string

リモート RADIUS サーバのホスト名または IP アドレスを指定します。
test username username は、RADIUS サーバ接続の自動テストをイネーブ
ルにするオプションです。 指定された username は有効なユーザ名である
必要はありません。
key オプションは、スイッチと RADIUS サーバの間で使用される認証と
暗号キーを指定します。
複数の RADIUS サーバを使用するには、それぞれのサーバでこのコマン
ドを入力してください。
スイッチと、RADIUS サーバで動作する RADIUS デーモン間で使用され
る認証および暗号キーを設定します。

例：
Controller(config)#
radius-server key rad123

ステップ 5

radius-server dead-criteria tries RADIUS サーバに送信されたメッセージへの応答がない場合に、このサー
num-tries
バが非アクティブであると見なすまでの送信回数を指定します。 指定で
きる num-tries の範囲は 1 ～ 100 です。
例：
Controller(config)#
radius-server dead-criteria
tries 30

RADIUS サーバ パラメータを設定する場合は、次の点に注意してくださ
い。
• 別のコマンドラインに、key string を指定します。
• key string には、スイッチと RADIUS サーバ上で動作する RADIUS
デーモンとの間で使用する認証および暗号キーを指定します。 キー
は、RADIUS サーバで使用する暗号化キーに一致するテキスト スト
リングでなければなりません。
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コマンドまたはアクション

目的
• key string を指定する場合、キーの中間、および末尾にスペースを使
用します。 キーにスペースを使用する場合は、引用符がキーの一部
分である場合を除き、引用符でキーを囲まないでください。 キーは
RADIUS デーモンで使用する暗号に一致している必要があります。
• すべての RADIUS サーバについて、タイムアウト、再送信回数、お
よび暗号キー値をグローバルに設定するには、radius-server host 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。 これら
のオプションをサーバ単位で設定するには、radius-server timeout、
radius-server transmit、および radius-server key 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。 詳細については、『Cisco
IOS Security Configuration Guide, Release 12.4』および『Cisco IOS
Security Command Reference, Release 12.4』を参照してください。
（注）

ステップ 6

RADIUS サーバでは、スイッチの IP アドレス、サーバと
スイッチで共有される key string、およびダウンロード可
能な ACL（DACL）などの設定を行う必要があります。
詳細については、RADIUS サーバのマニュアルを参照して
ください。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

HTTP サーバの設定
Web ベース認証を使用するには、スイッチで HTTP サーバをイネーブルにする必要があります。
このサーバは HTTP または HTTPS のいずれかについてイネーブルにできます。
HTTP または HTTPS のいずれかでサーバをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順
を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. ip http server
3. ip http secure-server
4. end
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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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

ip http server
例：

HTTP サーバをイネーブルにします。 Web ベース認証機能は、
HTTP サーバを使用してホストと通信し、ユーザ認証を行いま
す。

Controller(config)# ip http
server

ステップ 3

ステップ 4

ip http secure-server

HTTPS をイネーブルにします。

例：

カスタム認証プロキシ Web ページを設定するか、成功ログイン
のリダイレクション URL を指定します。

Controller(config)# ip http
secure-server

（注）

end

特権 EXEC モードに戻ります。

ip http secure-server コマンドを入力したときに、セ
キュア認証が確実に行われるようにするには、ユーザ
が HTTP 要求を送信した場合でも、ログイン ページ
は必ず HTTPS（セキュア HTTP）形式になるように
します。

例：
Controller(config)# end

認証プロキシ Web ページのカスタマイズ
Web ベースの認証中、スイッチのデフォルト HTML ページではなく、代わりの HTML ページが
ユーザに表示されるように、Web 認証を設定できます。
特権 EXEC モードから、カスタム認証プロキシ Web ページの使用を指定するには、特権 EXEC
モードから次の手順を実行してください。

はじめる前に
スイッチのフラッシュ メモリにカスタム HTML ファイルを保存します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. ip admission proxy http login page file device:login-filename
3. ip admission proxy http success page file device:success-filename
4. ip admission proxy http failure page file device:fail-filename
5. ip admission proxy http login expired page file device:expired-filename
6. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

ip admission proxy http login page file
device:login-filename
例：

スイッチのメモリ ファイル システム内で、デフォ
ルトのログイン ページの代わりに使用するカスタ
ム HTML ファイルの場所を指定します。 device:
はフラッシュ メモリです。

Controller(config)# ip admission proxy http
login page file disk1:login.htm

ステップ 3

ip admission proxy http success page file
device:success-filename

デフォルトのログイン成功ページの代わりに使用
するカスタム HTML ファイルの場所を指定しま
す。

例：
Controller(config)# ip admission proxy http
success page file disk1:success.htm

ステップ 4

ip admission proxy http failure page file
device:fail-filename

デフォルトのログイン失敗ページの代わりに使用
するカスタム HTML ファイルの場所を指定しま
す。

例：
Controller(config)# ip admission proxy http
fail page file disk1:fail.htm

ステップ 5

ip admission proxy http login expired page file
device:expired-filename

デフォルトのログイン失効ページの代わりに使用
するカスタム HTML ファイルの場所を指定しま
す。

例：
Controller(config)# ip admission proxy http
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コマンドまたはアクション

目的

login expired page file disk1:expired.htm

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

カスタム認証プロキシ Web ページの確認
次の例では、カスタム認証プロキシ Web ページの設定を確認する方法を示します。
Controller# show ip admission
IP admission status:
Enabled interfaces
Total sessions
Init sessions
Limit reached
TCP half-open connections
TCP new connections
TCP half-open + new
HTTPD1 Contexts

status
0
0
0
0
0
0
0
0

Max init sessions allowed
Hi watermark
Hi watermark
Hi watermark
Hi watermark
Hi watermark

100
0
0
0
0
0

Parameter Map: Global
Custom Pages
Custom pages not configured
Banner
Banner not configured

関連トピック
認証プロキシ Web ページの注意事項, （395 ページ）

成功ログインに対するリダイレクション URL の指定
認証後に内部成功 HTML ページを効果的に置き換えユーザのリダイレクト先となる URL を指定
するためには、特権 EXEC モードで次の手順を実行してください。

手順の概要
1. configure terminal
2. ip admission proxy http success redirect url-string
3. end
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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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

ip admission proxy http success redirect url-string デフォルトのログイン成功ページの代わりにユー
ザをリダイレクトする URL を指定します。
例：
Controller(config)# ip admission proxy http
success redirect www.example.com

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

ログイン成功時のリダイレクション URL の確認
Controller# show ip admission
Enabled interfaces
Total sessions
Init sessions
Limit reached
TCP half-open connections
TCP new connections
TCP half-open + new
HTTPD1 Contexts

status
0
0
0
0
0
0
0
0

Max init sessions allowed
Hi watermark
Hi watermark
Hi watermark
Hi watermark
Hi watermark

100
0
0
0
0
0

Parameter Map: Global
Custom Pages
Custom pages not configured
Banner
Banner not configured

関連トピック
成功ログインに対するリダイレクト URL の注意事項, （396 ページ）

Web ベース認証パラメータの設定
クライアントが待機期間の間ウォッチ リストに配置されるまでに可能な失敗ログイン試行の最大
回数を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. ip admission max-login-attempts number
3. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

ip admission max-login-attempts number
例：

失敗ログイン試行の最大回数を設定します。 指定
できる範囲は 1 ～ 2147483647 回です。 デフォル
トは 5 です。

Controller(config)# ip admission
max-login-attempts 10

ステップ 3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end

Web 認証ローカル バナーの設定
Web 認証が設定されているスイッチにローカル バナーを設定するには、特権 EXEC モードで次の
手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. ip admission auth-proxy-banner http [banner-text | file-path]
3. end
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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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

ローカル バナーをイネーブルにします。

ip admission auth-proxy-banner http
[banner-text | file-path]
例：
Controller(config)# ip admission
auth-proxy-banner http C My Switch C

ステップ 3

（任意）C banner-text C（C は区切り文字）を入力して
カスタムバナーを作成するか、バナーに表示されるファ
イル（たとえば、ロゴまたはテキストファイル）のファ
イル パスを示します。
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

Web ベース認証キャッシュ エントリの削除
Web ベース認証キャッシュ エントリを削除するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行しま
す。

手順の概要
1. clear ip auth-proxy cache {* | host ip address}
2. clear ip admission cache {* | host ip address}

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

clear ip auth-proxy cache {* | host ip
address}

Delete 認証プロキシ エントリを削除します。 キャッシュ エン
トリすべてを削除するには、アスタリスクを使用します。 シ
ングル ホストのエントリを削除するには、具体的な IP アド
レスを入力します。

例：
Controller# clear ip auth-proxy cache
192.168.4.5
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

clear ip admission cache {* | host ip
address}

Delete 認証プロキシ エントリを削除します。 キャッシュ エン
トリすべてを削除するには、アスタリスクを使用します。 シ
ングル ホストのエントリを削除するには、具体的な IP アド
レスを入力します。

例：
Controller# clear ip admission cache
192.168.4.5

サンプル Web 認証ログイン HTML
サンプル Web 認証ログイン ページ（webauth_login）を使用できます。 このサンプル ページを変
更またはカスタマイズする場合は、HTML に関する知識を持っている開発者を参加させる必要が
あります。Cisco Technical Assistance Center では HTML に関する対応は行いません。
<HTML><HEAD>
<TITLE>Authentication Proxy Login Page</TITLE>
<script type="text/javascript">
var pxypromptwindow1;
var pxysubmitted = false;
function submitreload() {
if (pxysubmitted == false) {
pxypromptwindow1=window.open('', 'pxywindow1', 'resizable=no,width=350,
height=350,scrollbars=yes');
pxysubmitted = true;
return true;
} else {
alert("This page can not be submitted twice.");
return false;
}
}
</script>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<style type="text/css">
body {
background-color: #ffffff;
}
</style>
</HEAD>
<BODY>
<H1><img src="http://192.168.2.91/flash:web_auth_logo.png" width="75" height="50"
alt="Cisco Logo" longdesc="http://www.cisco.com"></H1>
<center>
<H2> Wireless Guest Access Web Authentication</H2>
<center>
<iframe src="http://192.168.2.91/flash:web_auth_aup.html" width="950" height="250"
scrolling="auto"></iframe><BR><BR>
<FORM method=post action="/" target="pxywindow1">
Username: <input type=text name=uname><BR><BR>
Password: <input type=password name=pwd><BR><BR>
<input type=submit name=ok value=OK
onClick="return submitreload();">
</FORM><noscript>
<BR>
<UL>
<H2><FONT COLOR="red">Warning!</FONT></H2>
<p>JavaScript should be enabled in your Web browser
for secure authentication</p>
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<LI>Follow the instructions of your Web browser to enable
JavaScript if you would like to have JavaScript enabled
for secure authentication</LI>
<BR>OR<BR><BR>
<LI> Follow these steps if you want to keep JavaScript
disabled or if your browser does not support JavaScript
<OL><BR>
<LI> Close this Web brower window</LI>
<LI> Click on Reload button of the original browser window</LI>
</OL></LI>
</UL>
</noscript>
<center>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://192.168.2.91/flash:web_auth_cisco.png" alt="Cisco Powered" width="215"
height="136" align="middle" longdesc="http://www.cisco.com">
</center>
</BODY></HTML>

Web ベース認証ステータスのモニタリング
すべてのインターフェイスまたは特定のポートに対する Web ベース認証設定を表示するには、こ
のトピックのコマンドを使用します。
表 32：特権 EXEC 表示コマンド

コマンド

目的

show authentication sessions method webauth

FastEthernet、ギガビット イーサネット、または
10 ギガビット イーサネットのすべてのインター
フェイスに対する Web ベースの認証設定を表
示します。

show authentication sessions interface type
slot/port[details]

FastEthernet、ギガビット イーサネット、または
10 ギガビット イーサネットの特定のインター
フェイスに対する Web ベースの認証設定を表
示します。
セッション認識型ネットワーク モードでは、
show access-session interface コマンドを使用し
ます。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、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。 最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

ストーム制御に関する情報
ストーム制御
ストーム制御は、物理インターフェイスの 1 つで発生したブロードキャスト、マルチキャスト、
またはユニキャスト ストームによって LAN 上のトラフィックが混乱することを防ぎます。 LAN
ストームは、LAN にパケットがフラッディングした場合に発生します。その結果、トラフィック
が極端に増えてネットワークパフォーマンスが低下します。プロトコルスタックの実装エラー、
ネットワーク構成の間違い、またはユーザによって引き起こされる DoS 攻撃もストームの原因に
なります。
ストーム制御（またはトラフィック抑制）は、インターフェイスからスイッチング バスを通過す
るパケットをモニタし、パケットがユニキャスト、マルチキャスト、またはブロードキャストの
いずれであるかを判別します。 スイッチは、1 秒間に受け取った特定のタイプのパケットの数を
カウントして、事前に定義された抑制レベルのしきい値とその測定結果を比較します。

トラフィック アクティビティの測定方法
ストーム制御は、次のうちのいずれかをトラフィック アクティビティの測定方法に使用します。
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• 帯域幅（ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト トラフィックが使用でき
るポートの総帯域幅の割合）。
• 秒単位で受信するパケット（ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト）の
トラフィック レート
• 秒単位で受信するビット（ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト）のト
ラフィック レート
• 小さいフレームのトラフィック レートの秒単位のパケット数。 この機能は、グローバルに
イネーブルです。 小さいフレームのしきい値は、各インターフェイスで設定されます。
上記の方法のいずれを使用しても、しきい値に到達すると、ポートはトラフィックをブロックし
ます。トラフィックレートが下限しきい値（指定されている場合）を下回らない限り、ポートは
ブロックされたままになり、その後、通常の転送が再開されます。 下限抑制レベルが指定されて
いない場合、トラフィック レートが上限抑制レベルを下回らない限り、スイッチはすべてのトラ
フィックをブロックします。一般に、そのレベルが高ければ高いほど、ブロードキャストストー
ムに対する保護効果は薄くなります。

（注）

マルチキャスト トラフィックのストーム制御しきい値に達した場合、ブリッジ プロトコル
データ ユニット（BPDU）および Cisco Discovery Protocol（CDP）フレームなどの制御トラ
フィック以外のマルチキャスト トラフィックはすべてブロックされます。 ただし、スイッチ
では Open Shortest Path First（OSPF）などのルーティング アップデートと、正規のマルチキャ
スト データ トラフィックは区別されないため、両方のトラフィック タイプがブロックされま
す。

トラフィック パターン
次の例は、一定時間におけるインターフェイス上のブロードキャストトラフィックパターンを示
しています。
図 27：ブロードキャスト ストーム制御の例
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T1 から T2、T4 から T5 のタイム インターバルで、転送するブロードキャスト トラフィックが設
定されたしきい値を上回っています。 指定のトラフィック量がしきい値を上回ると、次のイン
ターバルで、そのタイプのトラフィックがすべてドロップされます。 したがって、T2 と T5 の後
のインターバルの間、ブロードキャストトラフィックがブロックされます。その次のインターバ
ル（たとえば、T3）では、しきい値を上回らない限り、ブロードキャスト トラフィックが再び転
送されます。
ストーム制御抑制レベルと 1 秒間のインターバルを組み合わせて、ストーム制御アルゴリズムの
動作を制御します。 しきい値が高いほど、通過できるパケット数が多くなります。 しきい値が
100% であれば、トラフィックに対する制限はありません。 値を 0.0 にすると、そのポート上では
すべてのブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト トラフィックがブロックされ
ます。

（注）

パケットは一定の間隔で届くわけではないので、トラフィック アクティビティを測定する 1
秒間のインターバルがストーム制御の動作を左右する可能性があります。
各トラフィック タイプのしきい値を設定するには、storm-control インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

ストーム制御の設定方法
ストーム制御およびしきい値レベルの設定
ポートにストーム制御を設定し、特定のトラフィック タイプで使用するしきい値レベルを入力し
ます。
ただし、ハードウェアの制約とともに、さまざまなサイズのパケットをどのように数えるかとい
う問題があるので、しきい値の割合はあくまでも近似値です。 着信トラフィックを形成するパ
ケットのサイズによって、実際に適用されるしきい値は設定されたレベルに対して、数 % の差異
が生じる可能性があります。

（注）

ストーム制御は、物理インターフェイスでサポートされています。 また、EtherChannel でもス
トーム制御を設定できます。 ストーム制御を EtherChannel で設定する場合、ストーム制御設
定は EtherChannel 物理インターフェイスに伝播します。
ストーム制御としきい値レベルを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

はじめる前に
ストーム制御は、物理インターフェイスでサポートされています。 また、EtherChannel でもストー
ム制御を設定できます。 ストーム制御を EtherChannel で設定する場合、ストーム制御設定は
EtherChannel 物理インターフェイスに伝播します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. storm-control {broadcast | multicast | unicast} level {level [level-low] | bps bps [bps-low] | pps pps
[pps-low]}
4. storm-control action {shutdown | trap}
5. end
6. show storm-control [interface-id] [broadcast | multicast | unicast]
7. copy running-config startup-config

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1 configure terminal

目的
グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Controller# configure
terminal

ステップ 2 interface interface-id

設定する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。

例：
Controller(config)#
interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 3 storm-control {broadcast |
ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャストストーム制御を
multicast | unicast} level {level 設定します。デフォルトでは、ストーム制御はディセーブルに設定されて
[level-low] | bps bps [bps-low] | います。
pps pps [pps-low]}
キーワードの意味は次のとおりです。
例：

• level には、ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト

Controller(config-if)#
storm-control unicast level
87 65

トラフィックの上限しきい値レベルを帯域幅のパーセンテージで指定
します（小数点第 2 位まで）。 上限しきい値に到達すると、ポートは
トラフィックをブロックします。 指定できる範囲は 0.00 ～ 100.00 で
す。
• （任意）level-low には、下限しきい値レベルを帯域幅のパーセンテー
ジで指定します（小数点第 2 位まで）。 この値は上限抑制値より小さ
いか、または等しくなければなりません。 トラフィックがこのレベル
を下回っていれば、ポートはトラフィックを転送します。 下限抑制レ
ベルを設定しない場合、上限抑制レベルの値に設定されます。 指定で
きる範囲は 0.00 ～ 100.00 です。
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コマンドまたはアクション

目的
しきい値に最大値（100%）を指定した場合、トラフィックの制限はな
くなります。 しきい値に 0.0 を設定すると、そのポート上のすべての
ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト トラフィッ
クがブロックされます。
• bps bps には、ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャ
スト トラフィックの上限しきい値レベルをビット/秒で指定します（小
数点第 1 位まで）。 上限しきい値に到達すると、ポートはトラフィッ
クをブロックします。 指定できる範囲は 0.0 ～ 10000000000.0 です。
• （任意）bps-low には、下限しきい値レベルをビット/秒で指定します
（小数点第 1 位まで）。 この値は上限しきい値レベル以下の値である
必要があります。 トラフィックがこのレベルを下回っていれば、ポー
トはトラフィックを転送します。 指定できる範囲は 0.0 ～
10000000000.0 です。
• pps pps には、ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャ
スト トラフィックの上限しきい値レベルをパケット/秒で指定します
（小数点第 1 位まで）。 上限しきい値に到達すると、ポートはトラ
フィックをブロックします。 指定できる範囲は 0.0 ～ 10000000000.0
です。
• （任意）pps-low には、下限しきい値レベルをパケット/秒で指定しま
す（小数点第 1 位まで）。 この値は上限しきい値レベル以下の値であ
る必要があります。 トラフィックがこのレベルを下回っていれば、
ポートはトラフィックを転送します。 指定できる範囲は 0.0 ～
10000000000.0 です。
BPS および PPS の設定には、しきい値の数値を大きく設定できるように、
サフィックスに測定記号（k、m、g など）を使用できます。

ステップ 4 storm-control action {shutdown ストーム検出時に実行するアクションを指定します。デフォルトではトラ
| trap}
フィックにフィルタリングを実行し、トラップは送信しない設定です。
例：

• ストーム中、ポートを errdisable の状態にするには、shutdown キーワー

Controller(config-if)#
storm-control action trap

• ストームが検出された場合、SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコ

ドを選択します。
ル）トラップを生成するには、trap キーワードを選択します。

ステップ 5 end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config-if)# end
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コマンドまたはアクション
ステップ 6 show storm-control
[interface-id] [broadcast |
multicast | unicast]

目的
指定したトラフィック タイプについて、インターフェイスで設定したス
トーム制御抑制レベルを確認します。 トラフィック タイプを入力しなかっ
た場合は、ブロードキャスト ストーム制御の設定が表示されます。

例：
Controller# show
storm-control
gigabitethernet1/0/1 unicast

ステップ 7 copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

例：
Controller# copy
running-config
startup-config

スモール フレーム到着レートの設定
67 バイト未満の着信 VLAN タグ付きパケットは、小さいフレームと見なされます。 このパケッ
トはスイッチにより転送されますが、スイッチ ストーム制御カウンタを増加させません。 Cisco
IOS Release 12.2(44)SE 以降では、小さいフレームが指定されたレート（しきい値）で到着した場
合は、ポートがディセーブルになるように設定できます。
スイッチ上の小さいフレームの着信機能をグローバルにイネーブルにして、各インターフェイス
のパケットの小さいフレームのしきい値を設定します。 最小サイズよりも小さく、指定された
レート（しきい値）で着信するパケットは、ポートがディセーブルにされた後はドロップされま
す。

手順の概要
1. configure terminal
2. errdisable detect cause small-frame
3. errdisable recovery interval interval
4. errdisable recovery cause small-frame
5. interface interface-id
6. small-frame violation-rate pps
7. end
8. show interfaces interface-id
9. 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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

errdisable detect cause small-frame

スイッチ上の小さいフレームの着信レート機能をイネー
ブルにします。

例：
Controller(config)# errdisable detect
cause small-frame

ステップ 3

errdisable recovery interval interval

（任意）指定された errdisable ステートから回復する時
間を指定します。

例：
Controller(config)# errdisable recovery
interval 60

ステップ 4

errdisable recovery cause small-frame
例：

ステップ 5

（任意）小さいフレームの着信によりポートが errdisable
になった後、そのポートを自動的に再イネーブルにする
リカバリ時間を設定します。

Controller(config)# errdisable recovery
cause small-frame

ストーム制御は、物理インターフェイスでサポートされ
ています。 また、EtherChannel でもストーム制御を設定
できます。 ストーム制御を EtherChannel で設定する場
合、ストーム制御設定は EtherChannel 物理インターフェ
イスに伝播します。

interface interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開
始し、設定するインターフェイスを指定します。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 6

small-frame violation-rate pps
例：

インターフェイスが着信パケットをドロップしてポート
を errdisable にするようにしきい値レートを設定します。
範囲は、1 ～ 10,000 パケット/秒（pps）です。

Controller(config-if)# small-frame
violation rate 10000
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config-if)# end

ステップ 8

show interfaces interface-id

設定を確認します。

例：
Controller# show interfaces
gigabitethernet1/0/2

ステップ 9

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Controller# copy running-config
startup-config

ストーム制御のモニタリング
表 33：ストーム制御のステータスと設定の表示用コマンド

コマンド

目的

show interfaces [interface-id] switchport

すべてのスイッチング（非ルーティング）ポートまた
は指定されたポートの管理ステータスまたは動作ス
テータスを、ポート ブロッキングおよびポート保護
の設定を含めて表示します。

show storm-control [interface-id] [broadcast すべてのインターフェイスまたは指定されたインター
| multicast | unicast]
フェイスに設定されているストーム制御抑制レベル
を、指定されたトラフィック タイプについて、また
はブロードキャスト トラフィック（トラフィック タ
イプが入力されていない場合）について表示します。
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次の作業
•

機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SECisco IOS XE 3.2SECisco IOS この機能が導入されました。
15.0(2)EXCisco IOS 15.0(2)EX1Cisco IOS XE 3.3SE

保護ポートに関する情報
保護ポート
アプリケーションによっては、あるネイバーが生成したトラフィックが別のネイバーにわからな
いように、同一スイッチ上のポート間でレイヤ 2 トラフィックが転送されないように設定する必
要があります。 このような環境では、保護ポートを使用すると、スイッチ上のポート間でユニ
キャスト、ブロードキャスト、またはマルチキャスト トラフィックの交換が確実になくなりま
す。
保護ポートには、次の機能があります。
• 保護ポートは、同様に保護ポートになっている他のポートに対して、ユニキャスト、マルチ
キャスト、またはブロードキャスト トラフィックを転送しません。 データ トラフィックは
レイヤ 2 の保護ポート間で転送されません。PIM パケットなどは CPU で処理されてソフト
ウェアで転送されるため、このような制御トラフィックだけが転送されます。 保護ポート間
を通過するすべてのデータ トラフィックは、レイヤ 3 デバイスを介して転送されなければな
りません。
• 保護ポートと非保護ポート間の転送動作は、通常どおりに進みます。
スイッチ スタックは論理的には 1 つのスイッチを表しているため、レイヤ 2 トラフィックは、ス
タック内の同一スイッチか異なるスイッチかにかかわらず、スイッチ スタックの保護ポート間で
は転送されません。

保護ポートのデフォルト設定
デフォルトでは、保護ポートは定義されません。
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保護ポートのガイドライン
保護ポートは、物理インターフェイス（GigabitEthernet ポート 1 など）または EtherChannel グルー
プ（port-channel 5 など）に設定できます。 ポート チャネルで保護ポートをイネーブルにした場合
は、そのポート チャネル グループ内のすべてのポートでイネーブルになります。
プライベート VLAN ポートを保護ポートとして設定しないでください。 保護ポートをプライベー
ト VLAN ポートとして設定しないでください。 プライベート VLAN の独立ポートは、他の独立
ポートやコミュニティ ポートにトラフィックを転送しません。

保護ポートの設定方法
保護ポートの設定
はじめる前に
保護ポートは事前定義されていません。 これは設定する必要があるタスクです。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. switchport protected
4. end
5. show interfaces interface-id switchport
6. 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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

設定する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。

Controller(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリーズ）
OL-28525-02-J

425

ポート単位のトラフィック制御の設定
保護ポートのモニタリング

ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

switchport protected

インターフェイスを保護ポートとして設定しま
す。

例：
Controller(config-if)# switchport protected

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-if)# end

ステップ 5

show interfaces interface-id switchport

入力を確認します。

例：
Controller# show interfaces
gigabitethernet1/0/1 switchport

ステップ 6

（任意）コンフィギュレーションファイルに設
定を保存します。

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

保護ポートのモニタリング
表 34：保護ポートの設定を表示するコマンド

コマンド

目的

show interfaces [interface-id] switchport

すべてのスイッチング（非ルーティング）ポートまた
は指定されたポートの管理ステータスまたは動作ス
テータスを、ポート ブロッキングおよびポート保護
の設定を含めて表示します。

次の作業
•
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機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SECisco IOS XE 3.2SECisco IOS この機能が導入されました。
15.0(2)EXCisco IOS 15.0(2)EX1Cisco IOS XE 3.3SE

ポート ブロッキングに関する情報
ポート ブロッキング
デフォルトでは、スイッチは未知の宛先 MAC アドレスが指定されたパケットをすべてのポート
からフラッディングします。未知のユニキャストおよびマルチキャストトラフィックが保護ポー
トに転送されると、セキュリティ上、問題になる可能性があります。 未知のユニキャストおよび
マルチキャスト トラフィックがあるポートから別のポートに転送されないようにするために、
（保護または非保護）ポートをブロックし、未知のユニキャストまたはマルチキャスト パケット
が他のポートにフラッディングされないようにします。

（注）

マルチキャスト トラフィックでは、ポート ブロッキング機能は純粋なレイヤ 2 パケットだけ
をブロックします。 ヘッダーに IPv4 または IPv6 の情報を含むマルチキャスト パケットはブ
ロックされません。

ポート ブロッキングの設定方法
インターフェイスでのフラッディング トラフィックのブロッキング
はじめる前に
インターフェイスは物理インターフェイスまたは EtherChannel グループのいずれも可能です。
ポート チャネルのマルチキャストまたはユニキャスト トラフィックをブロックすると、ポート
チャネル グループのすべてのポートでブロックされます。
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手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. switchport block multicast
4. switchport block unicast
5. end
6. show interfaces interface-id switchport
7. 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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定する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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 3

switchport block multicast
例：
Controller(config-if)# switchport block
multicast

ステップ 4

switchport block unicast

ポートからの未知のマルチキャストの転送をブロッ
クします。
（注）

純粋なレイヤ 2 マルチキャスト トラフィッ
クだけがブロックされます。 ヘッダーに
IPv4 または IPv6 の情報を含むマルチキャ
スト パケットはブロックされません。

ポートからの未知のユニキャストの転送をブロック
します。

例：
Controller(config-if)# switchport block
unicast

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config-if)# end
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

show interfaces interface-id switchport

入力を確認します。

例：
Controller# show interfaces
gigabitethernet1/0/1 switchport

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Controller# copy running-config
startup-config

ポート ブロッキングのモニタリング
表 35：ポート ブロッキングの設定を表示するコマンド

コマンド

目的

show interfaces [interface-id] switchport

すべてのスイッチング（非ルーティング）ポートまた
は指定されたポートの管理ステータスまたは動作ス
テータスを、ポート ブロッキングおよびポート保護
の設定を含めて表示します。

次の作業
•

機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SECisco IOS XE 3.2SECisco IOS この機能が導入されました。
15.0(2)EXCisco IOS 15.0(2)EX1Cisco IOS XE 3.3SE
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ポート セキュリティの前提条件
（注）

最大値をインターフェイス上ですでに設定されているセキュア アドレスの数より小さい値に
設定しようとすると、コマンドが拒否されます。

ポート セキュリティの制約事項
スイッチまたはスイッチ スタックに設定できるセキュア MAC アドレスの最大数は、システムで
許可されている MAC アドレスの最大数によって決まります。 この数字はアクティブな Switch
Database Management（SDM）テンプレートによって決められます。 この値は、使用可能な MAC
アドレス（その他のレイヤ 2 機能やインターフェイスに設定されたその他のセキュア MAC アド
レスで使用される MAC アドレスを含む）の総数を表します。

ポート セキュリティについて
ポート セキュリティ
ポート セキュリティ機能を使用すると、ポートへのアクセスを許可するステーションの MAC ア
ドレスを制限および識別して、インターフェイスへの入力を制限できます。セキュアポートにセ
キュア MAC アドレスを割り当てると、ポートは定義されたアドレス グループ以外の送信元アド
レスを持つパケットを転送しません。 セキュア MAC アドレス数を 1 つに制限し、単一のセキュ
ア MAC アドレスを割り当てると、そのポートに接続されたワークステーションに、ポートの帯
域幅全体が保証されます。
セキュア ポートとしてポートを設定し、セキュア MAC アドレスが最大数に達した場合、ポート
にアクセスを試みるステーションの MAC アドレスが識別されたセキュア MAC アドレスのいずれ
とも一致しないので、セキュリティ違反が発生します。また、あるセキュアポート上でセキュア
MAC アドレスが設定または学習されているステーションが、別のセキュア ポートにアクセスし
ようとしたときにも、違反のフラグが立てられます。
関連トピック
ポート セキュリティのイネーブル化および設定, （436 ページ）
ポート セキュリティの設定例, （444 ページ）
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セキュア MAC アドレスのタイプ
スイッチは、次のセキュア MAC アドレス タイプをサポートします。
• スタティック セキュア MAC アドレス：switchport port-security mac-address mac-address イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して手動で設定され、アドレス テー
ブルに保存されたのち、スイッチの実行コンフィギュレーションに追加されます。
• ダイナミック セキュア MAC アドレス：動的に設定されてアドレス テーブルにのみ保存さ
れ、スイッチの再起動時に削除されます。
• スティッキー セキュア MAC アドレス：動的に学習することも、手動で設定することもでき
ます。アドレス テーブルに保存され、実行コンフィギュレーションに追加されます。 この
アドレスがコンフィギュレーション ファイルに保存されていると、スイッチの再起動時にイ
ンターフェイスはこれらを動的に再設定する必要がありません。

スティッキ セキュア MAC アドレス
スティッキー ラーニングをイネーブルにすると、ダイナミック MAC アドレスをスティッキー セ
キュア MAC アドレスに変換して実行コンフィギュレーションに追加するようにインターフェイ
スを設定できます。インターフェイスはスティッキラーニングがイネーブルになる前に学習した
ものを含め、すべてのダイナミック セキュア MAC アドレスをスティッキー セキュア MAC アド
レスに変換します。 すべてのスティッキー セキュア MAC アドレスは実行コンフィギュレーショ
ンに追加されます。
スティッキー セキュア MAC アドレスは、コンフィギュレーション ファイル（スイッチが再起動
されるたびに使用されるスタートアップ コンフィギュレーション）に、自動的には反映されませ
ん。 スティッキー セキュア MAC アドレスをコンフィギュレーション ファイルに保存すると、ス
イッチの再起動時にインターフェイスはこれらを再び学習する必要がありません。スティッキセ
キュア アドレスを保存しない場合、アドレスは失われます。
スティッキ ラーニングがディセーブルの場合、スティッキ セキュア MAC アドレスはダイナミッ
ク セキュア アドレスに変換され、実行コンフィギュレーションから削除されます。

セキュリティ違反
次のいずれかの状況が発生すると、セキュリティ違反になります。
• 最大数のセキュア MAC アドレスがアドレス テーブルに追加されている状態で、アドレス
テーブルに未登録の MAC アドレスを持つステーションがインターフェイスにアクセスしよ
うとした場合。
• あるセキュア インターフェイスで学習または設定されたアドレスが、同一 VLAN 内の別の
セキュア インターフェイスで使用された場合。
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違反が発生した場合の対処に基づいて、次の 3 種類の違反モードのいずれかにインターフェイス
を設定できます。
• protect（保護）：セキュア MAC アドレスの数がポートで許可されている最大限度に達する
と、最大値を下回るまで十分な数のセキュア MAC アドレスを削除するか、許可アドレス数
を増やさないかぎり、未知の送信元アドレスを持つパケットはドロップされます。 セキュリ
ティ違反が起こっても、ユーザには通知されません。

（注）

トランク ポートに protect 違反モードを設定することは推奨しません。 保護
モードでは、ポートが最大数に達していなくても VLAN が保護モードの最大
数に達すると、ラーニングがディセーブルになります。

• restrict（制限）：セキュア MAC アドレスの数がポートで許可されている最大限度に達する
と、最大値を下回るまで十分な数のセキュア MAC アドレスを削除するか、許可アドレス数
を増やさないかぎり、未知の送信元アドレスを持つパケットはドロップされます。 このモー
ドでは、セキュリティ違反が発生したことが通知されます。 SNMP トラップが送信されま
す。Syslog メッセージがロギングされ、違反カウンタが増加します。
• shutdown（シャットダウン）：ポート セキュリティ違反により、インターフェイスが
error-disabled になり、ただちにシャットダウンされます。そのあと、ポートの LED が消灯し
ます。 セキュア ポートが errdisable ステートの場合は、errdisable recovery cause
psecure-violation グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力してこのステートを解
除するか、shutdown および no shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを入力して手動で再びイネーブルにできます。 これは、デフォルトのモードです。
• shutdown vlan（VLAN シャットダウン）：VLAN 単位でセキュリティ違反モードを設定する
ために使用します。 このモードで違反が発生すると、ポート全体ではなく、VLAN が errdisable
になります。
次の表に、ポート セキュリティをインターフェイスに設定した場合の違反モードおよび対処につ
いて示します。
表 36：セキュリティ違反モードの処置

違反モード

トラフィッ
クの転送
12

SNMP ト
ラップの送
信

Syslog メッ
セージの送
信

エラー メッ 違反カウン
セージの表 タの増加
示

ポートの
シャットダ
ウン

13

protect

No

No

No

No

No

No

restrict

No

Yes

Yes

No

Yes

No

shutdown

No

No

No

No

Yes

Yes
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違反モード

トラフィッ
クの転送
12

SNMP ト
ラップの送
信

Syslog メッ
セージの送
信

エラー メッ 違反カウン
セージの表 タの増加
示

ポートの
シャットダ
ウン

13

shutdown
vlan

No

No

Yes

No

Yes

No
14

12
十分な数のセキュア MAC アドレスを削除するまで未知の送信元アドレスを持つパケットがドロップされます。
13
セキュリティ違反を引き起こすアドレスを手動で設定した場合、スイッチがエラー メッセージを返します。
14
違反が発生した VLAN のみシャットダウンします。

ポート セキュリティ エージング
ポート上のすべてのセキュア アドレスにエージング タイムを設定するには、ポート セキュリティ
エージングを使用します。 ポートごとに 2 つのタイプのエージングがサポートされています。
• absolute：指定されたエージング タイムの経過後に、ポート上のセキュア アドレスが削除さ
れます。
• inactivity：指定されたエージング タイムの間、セキュア アドレスが非アクティブであった場
合に限り、ポート上のセキュア アドレスが削除されます。
関連トピック
ポート セキュリティ エージングのイネーブル化および設定, （440 ページ）

ポート セキュリティとスイッチ スタック
スタックに新規に加入したスイッチは、設定済みのセキュアアドレスを取得します。他のスタッ
ク メンバーから新しいスタック メンバーに、ダイナミック セキュア アドレスがすべてダウンロー
ドされます。
スイッチ（アクティブスイッチまたはスタックメンバのいずれか）がスタックから離れると、そ
の他のスタック メンバに通知が行き、そのスイッチが設定または学習したセキュア MAC アドレ
スがセキュア MAC アドレス テーブルから削除されます。

デフォルトのポート セキュリティ設定
表 37：デフォルトのポート セキュリティ設定

機能

デフォルト設定

ポート セキュリティ

ポート上でディセーブル
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機能

デフォルト設定

スティッキー アドレス ラーニ ディセーブル
ング
ポートあたりのセキュア MAC 1.
アドレスの最大数
違反モード

shutdown。 セキュア MAC アドレスが最大数を上回ると、ポー
トがシャットダウンします。

ポート セキュリティ エージン ディセーブル エージング タイムは 0
グ
スタティック エージングはディセーブル
タイプは absolute

ポート セキュリティの設定時の注意事項
• ポート セキュリティを設定できるのは、スタティック アクセス ポートまたはトランク ポー
トに限られます。 セキュア ポートをダイナミック アクセス ポートにすることはできませ
ん。
• セキュア ポートをスイッチド ポート アナライザ（SPAN）の宛先ポートにすることはできま
せん。
•
（注）

音声 VLAN はアクセス ポートでのみサポートされており、設定可能であって
もトランク ポートではサポートされていません。

• セキュア ポートは、プライベート VLAN ポートにできません。
• 音声 VLAN が設定された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する場
合は、ポートの最大セキュア アドレス許容数を 2 に設定します。 ポートを Cisco IP Phone に
接続する場合は、IP Phone に MAC アドレスが 1 つ必要です。 Cisco IP Phone のアドレスは音
声 VLAN 上で学習されますが、アクセス VLAN 上では学習されません。 1 台の PC を Cisco
IP Phone に接続する場合、MAC アドレスの追加は必要ありません。 複数の PC を Cisco IP
Phone に接続する場合、各 PC と IP Phone に 1 つずつ使用できるように、十分な数のセキュ
ア アドレスを設定する必要があります。
• トランク ポートがポート セキュリティで設定され、データ トラフィックのアクセス VLAN
および音声トラフィックのアクセス VLAN に割り当てられている場合は、switchport voice
および switchport priority extend 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
しても効果はありません。
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接続装置が同じ MAC アドレスを使用してアクセス VLAN の IP アドレス、音声 VLAN の IP
アドレスの順に要求すると、アクセス VLAN だけが IP アドレスに割り当てられます。
• インターフェイスの最大セキュア アドレス値を入力したときに、新しい値がそれまでの値よ
り大きいと、それまで設定されていた値が新しい値によって上書きされます。 新しい値が前
回の値より小さく、インターフェイスで設定されているセキュア アドレス数が新しい値より
大きい場合、コマンドは拒否されます。
• スイッチはスティッキ セキュア MAC アドレスのポート セキュリティ エージングをサポー
トしていません。
次の表に、他のポートベース機能と互換性のあるポート セキュリティについてまとめます。
表 38：ポート セキュリティと他のポートベース機能との互換性

ポート タイプまたはポートの機能
DTP

15

port

16

ポート セキュリティとの互換性
No

トランク ポート

Yes

ダイナミック アクセス ポート 17

No

ルーテッド ポート

No

SPAN 送信元ポート

Yes

SPAN 宛先ポート

No

EtherChannel

Yes

トンネリング ポート

Yes

保護ポート

Yes

IEEE 802.1x ポート

Yes

音声 VLAN ポート 18

Yes

IP ソース ガード

Yes

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

Yes

Flex Link

Yes

15
DTP=ダイナミック トランキング プロトコル
16
switchport mode dynamic インターフェイス コンフィギュレーション コマンドで設定されたポート。
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17

switchport access vlan dynamic インターフェイス コンフィギュレーション コマンドで設定された VLAN Query Protocol（VQP）ポー

18

ト。
ポートに最大限可能なセキュアなアドレスを設定します（アクセス VLAN で可能なセキュアなアドレスの最大数に 2 を加えた数）。

ポート セキュリティの設定方法
ポート セキュリティのイネーブル化および設定
はじめる前に
このタスクは、ポートにアクセスできるステーションの MAC アドレスを制限および識別して、
インターフェイスへの入力を制約します。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. switchport mode {access | trunk}
4. switchport voice vlan vlan-id
5. switchport port-security
6. switchport port-security [maximum value [vlan {vlan-list | {access | voice}}]]
7. switchport port-security violation {protect | restrict | shutdown | shutdown vlan}
8. switchport port-security [mac-address mac-address [vlan {vlan-id | {access | voice}}]
9. switchport port-security mac-address sticky
10. switchport port-security mac-address sticky [mac-address | vlan {vlan-id | {access | voice}}]
11. end
12. show port-security
13. 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：
Controller# configure
terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-id

設定する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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 3

switchport mode {access | trunk} インターフェイス スイッチポート モードを access または trunk に設定しま
す。デフォルト モード（dynamic auto）のインターフェイスは、セキュア
例：
ポートとして設定できません。
Controller(config-if)#
switchport mode access

ステップ 4

switchport voice vlan vlan-id

ポート上で音声 VLAN をイネーブルにします。
vlan-id：音声トラフィックに使用する VLAN を指定します。

例：
Controller(config-if)#
switchport voice vlan 22

ステップ 5

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。

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

ステップ 6

switchport port-security
（任意）インターフェイスの最大セキュア MAC アドレス数を設定しま
[maximum value [vlan {vlan-list す。 スイッチまたはスイッチ スタックに設定できるセキュア MAC アド
| {access | voice}}]]
レスの最大数は、システムで許可されている MAC アドレスの最大数に
よって決まります。 この値は、アクティブな SDM テンプレートによって
例：
決まります。 この値は、使用可能な MAC アドレス（その他のレイヤ 2 機
能やインターフェイスに設定されたその他のセキュア MAC アドレスで使
Controller(config-if)#
switchport port-security
用される MAC アドレスを含む）の総数を表します。
maximum 20
（任意）vlan：VLAN 当たりの最大値を設定します。
vlan キーワードを入力後、次のいずれかのオプションを入力します。
• vlan-list：トランク ポート上で、ハイフンで区切った範囲の VLAN、
またはカンマで区切った一連の VLAN における、VLAN 単位の最大
値を設定できます。 VLAN を指定しない場合、VLAN ごとの最大値
が使用されます。
• access：アクセス ポート上で、アクセス VLAN として VLAN を指定
します。
• voice：アクセス ポート上で、音声 VLAN として VLAN を指定しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 7

switchport port-security
violation {protect | restrict |
shutdown | shutdown vlan}

voice キーワードは、音声 VLAN がポートに設定されていて、さ
らにそのポートがアクセス VLAN でない場合のみ有効です。 イ
ンターフェイスに音声 VLAN が設定されている場合、セキュア
MAC アドレスの最大数を 2 に設定します。

（任意）違反モードを設定します。セキュリティ違反が発生した場合に、
次のいずれかのアクションを実行します。
• protect（保護）：ポート セキュア MAC アドレスの数がポートで許

例：
Controller(config-if)#
switchport port-security
violation restrict

可されている最大限度に達すると、最大値を下回るまで十分な数の
セキュア MAC アドレスを削除するか、または許可アドレス数を増や
さない限り、未知の送信元アドレスを持つパケットはドロップされ
ます。セキュリティ違反が起こっても、ユーザには通知されません。
（注）

トランク ポートに protect モードを設定することは推奨し
ません。 保護モードでは、ポートが最大数に達していなく
ても VLAN が保護モードの最大数に達すると、ラーニング
がディセーブルになります。

• restrict：セキュア MAC アドレスの数がポートで許可されている最大
限度に達すると、十分な数のセキュア MAC アドレスを削除するか、
または許可アドレス数を増やさない限り、未知の送信元アドレスを
持つパケットはドロップされます。 SNMP トラップが送信されます。
Syslog メッセージがロギングされ、違反カウンタが増加します。
• shutdown（シャットダウン）：違反が発生すると、インターフェイ
スが error-disabled になり、ポートの LED が消灯します。 SNMP ト
ラップが送信されます。Syslog メッセージがロギングされ、違反カ
ウンタが増加します。
• shutdown vlan：VLAN 単位でセキュリティ違反モードを設定するた
めに使用します。 このモードで違反が発生すると、ポート全体では
なく、VLAN が errdisable になります。
（注）
セキュア ポートが errdisable ステートの場合は、errdisable
recovery cause psecure-violation グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを入力して、このステートから回復さ
せることができます。 手動で再びイネーブルにするには、
shutdown および no shutdown 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か、clear errdisable
interface vlan 特権 EXEC コマンドを入力します。
ステップ 8

switchport port-security
（任意）インターフェイスのセキュア MAC アドレスを入力します。 この
[mac-address mac-address [vlan コマンドを使用すると、最大数のセキュア MAC アドレスを入力できま
{vlan-id | {access | voice}}]
す。 設定したセキュア MAC アドレスが最大数より少ない場合、残りの
MAC アドレスは動的に学習されます。
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コマンドまたはアクション

目的
このコマンドの入力後にスティッキー ラーニングをイネーブル
にすると、動的に学習されたセキュア アドレスがスティッキー
セキュア MAC アドレスに変換されて実行コンフィギュレーショ
ンに追加されます。
（任意）vlan：VLAN 当たりの最大値を設定します。
（注）

例：
Controller(config-if)#
switchport port-security
mac-address 00:A0:C7:12:C9:25
vlan 3 voice

vlan キーワードを入力後、次のいずれかのオプションを入力します。
• vlan-id：トランク ポートで、VLAN ID および MAC アドレスを指定
できます。 VLAN ID を指定しない場合、ネイティブ VLAN が使用さ
れます。
• access：アクセス ポート上で、アクセス VLAN として VLAN を指定
します。
• voice：アクセス ポート上で、音声 VLAN として VLAN を指定しま
す。
（注）

ステップ 9

switchport port-security
mac-address sticky

voice キーワードは、音声 VLAN がポートに設定されていて、さ
らにそのポートがアクセス VLAN でない場合のみ有効です。 イ
ンターフェイスに音声 VLAN が設定されている場合、セキュア
MAC アドレスの最大数を 2 に設定します。

（任意）インターフェイス上でスティッキ ラーニングをイネーブルにし
ます。

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

ステッ
プ 10

switchport port-security
（任意）スティッキー セキュア MAC アドレスを入力し、必要な回数だけ
mac-address sticky [mac-address コマンドを繰り返します。 設定したセキュア MAC アドレスの数が最大数
| vlan {vlan-id | {access | voice}}] より少ない場合、残りの MAC アドレスは動的に学習されてスティッキー
セキュア MAC アドレスに変換され、実行コンフィギュレーションに追加
例：
されます。
Controller(config-if)#
（注）
switchport port-security
mac-address sticky
00:A0:C7:12:C9:25 vlan voice

このコマンドの入力前にスティッキー ラーニングをイネーブル
にしないと、エラー メッセージが表示されてスティッキー セ
キュア MAC アドレスを入力できません。
（任意）vlan：VLAN 当たりの最大値を設定します。
vlan キーワードを入力後、次のいずれかのオプションを入力します。
• vlan-id：トランク ポートで、VLAN ID および MAC アドレスを指定
できます。 VLAN ID を指定しない場合、ネイティブ VLAN が使用さ
れます。
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コマンドまたはアクション

目的
• access：アクセス ポート上で、アクセス VLAN として VLAN を指定
します。
• voice：アクセス ポート上で、音声 VLAN として VLAN を指定しま
す。
（注）

ステッ
プ 11

voice キーワードは、音声 VLAN がポートに設定されていて、さ
らにそのポートがアクセス VLAN でない場合のみ有効です。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-if)# end

ステッ
プ 12

show port-security

入力を確認します。

例：
Controller# show
port-security

ステッ
プ 13

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

例：
Controller# copy
running-config startup-config

関連トピック
ポート セキュリティ, （430 ページ）
ポート セキュリティの設定例, （444 ページ）

ポート セキュリティ エージングのイネーブル化および設定
この機能を使用すると、既存のセキュア MAC アドレスを手動で削除しなくても、セキュア ポー
ト上のデバイスを削除および追加し、なおかつポート上のセキュア アドレス数を制限できます。
セキュア アドレスのエージングは、ポート単位でイネーブルまたはディセーブルにできます。
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手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. switchport port-security aging {static | time time | type {absolute | inactivity}}
4. end
5. show port-security [interface interface-id] [address]
6. 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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定する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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 3

switchport port-security aging {static セキュア ポートのスタティック エージングをイネーブルまたは
| time time | type {absolute | inactivity}} ディセーブルにします。またはエージング タイムやタイプを設
定します。
例：

スイッチは、スティッキー セキュア アドレスのポート
セキュリティ エージングをサポートしていません。
このポートに、スタティックに設定されたセキュア アドレスの
エージングをイネーブルにする場合は、static を入力します。
（注）

Controller(config-if)# switchport
port-security aging time 120

time には、このポートのエージング タイムを指定します。 指定
できる範囲は、0 ～ 1440 分です。
type には、次のキーワードのいずれか 1 つを選択します。
• absolute：エージング タイプを絶対エージングとして設定
します。 このポートのセキュア アドレスはすべて、指定し
た時間（分単位）が経過すると期限切れになり、セキュア
アドレス リストから削除されます。
• inactivity：エージング タイプを非アクティブ エージングと
して設定します。 指定された time 期間中にセキュア送信元
アドレスからのデータ トラフィックがない場合に限り、こ
のポートのセキュア アドレスが期限切れになります。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end

ステップ 5

show port-security [interface
interface-id] [address]

入力を確認します。

例：
Controller# show port-security
interface gigabitethernet1/0/1

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

例：
Controller# copy running-config
startup-config

関連トピック
ポート セキュリティ エージング, （433 ページ）

ポート セキュリティおよびプライベート VLAN の設定
ポート セキュリティにより、管理者はポートで学習する MAC アドレス数を制限したり、ポート
で学習する MAC アドレスを定義したりできます。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. switchport mode private-vlan {host | promiscuous}
4. switchport port-security
5. end
6. show port-security [interface interface-id] [address]
7. 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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

設定する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。

Controller(config)# interface gigabitethernet
1/0/8

ステップ 3

switchport mode private-vlan {host | promiscuous} インターフェイスでプライベート VLAN をイ
ネーブルにします。
例：
Controller(config-if)# switchport mode
private-vlan promiscuous

ステップ 4

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。

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

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-if)# end

ステップ 6

show port-security [interface interface-id] [address] 入力を確認します。
例：
Controller# show port-security interface
gigabitethernet1/0/8

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに
設定を保存します。

例：
Controller# copy running-config startup-config
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ポート セキュリティのモニタリング
次の表に、ポート セキュリティ情報を表示します。
表 39：ポート セキュリティのステータスおよび設定を表示するコマンド

コマンド

目的

show port-security [interface interface-id]

スイッチまたは指定されたインターフェイスのポート
セキュリティ設定を、各インターフェイスで許容され
るセキュア MAC アドレスの最大数、インターフェイ
スのセキュア MAC アドレスの数、発生したセキュリ
ティ違反の数、違反モードを含めて表示します。

show port-security [interface interface-id]
address

すべてのスイッチ インターフェイスまたは指定され
たインターフェイスに設定されたすべてのセキュア
MAC アドレス、および各アドレスのエージング情報
を表示します。

show port-security interface interface-id
vlan

指定されたインターフェイスに VLAN 単位で設定さ
れているセキュア MAC アドレスの数を表示します。

ポート セキュリティの設定例
次に、ポート上でポート セキュリティをイネーブルにし、セキュア アドレスの最大数を 50 に設
定する例を示します。 違反モードはデフォルトです。スタティック セキュア MAC アドレスは設
定せず、スティッキー ラーニングはイネーブルです。
Controller(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Controller(config-if)# switchport mode access
Controller(config-if)# switchport port-security
Controller(config-if)# switchport port-security maximum 50
Controller(config-if)# switchport port-security mac-address sticky

次に、ポートの VLAN 3 上にスタティック セキュア MAC アドレスを設定する例を示します。
Controller(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Controller(config-if)# switchport mode trunk
Controller(config-if)# switchport port-security
Controller(config-if)# switchport port-security mac-address 0000.0200.0004 vlan 3

次に、ポートのスティッキーポートセキュリティをイネーブルにする例を示します。データVLAN
および音声 VLAN の MAC アドレスを手動で設定し、セキュア アドレスの総数を 20 に設定しま
す（データ VLAN に 10、音声 VLAN に 10 を割り当てます）。
Controller(config)# interface tengigabitethernet1/0/1
Controller(config-if)# switchport access vlan 21
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Controller(config-if)#
Controller(config-if)#
Controller(config-if)#
Controller(config-if)#
Controller(config-if)#
Controller(config-if)#
Controller(config-if)#
Controller(config-if)#
Controller(config-if)#
Controller(config-if)#
Controller(config-if)#
Controller(config-if)#

switchport mode access
switchport voice vlan 22
switchport port-security
switchport port-security maximum 20
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0002
switchport port-security mac-address 0000.0000.0003
switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0001 vlan voice
switchport port-security mac-address 0000.0000.0004 vlan voice
switchport port-security maximum 10 vlan access
switchport port-security maximum 10 vlan voice

関連トピック
ポート セキュリティ, （430 ページ）
ポート セキュリティのイネーブル化および設定, （436 ページ）

次の作業
•

機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SECisco IOS XE 3.2SECisco IOS この機能が導入されました。
15.0(2)EXCisco IOS 15.0(2)EX1Cisco IOS XE 3.3SE

プロトコル ストーム プロテクションに関する情報
プロトコル ストーム プロテクション
スイッチがアドレス解決プロトコル（ARP）または制御パケットでフラッドされると、CPU の高
い使用率により CPU のオーバーロードが発生する可能性があります。 これらの問題は、次のよう
に発生します。
• プロトコル制御パケットが受信されず、ネイバーの隣接がドロップされるため、ルーティン
グ プロトコルがフラップする場合があります。
• スパニングツリー プロトコル（STP）ブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU）が送受
信されないため、STP が再収束します。
• CLI が遅くなるか応答しなくなります。
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プロトコル ストーム プロテクションを使用すると、パケットのフロー レートの上限しきい値を
指定して、制御パケットが送信されるレートを制御できます。 サポートされるプロトコルは、
ARP、ARP スヌーピング、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）v4、DHCP スヌーピング、
インターネット グループ管理プロトコル（IGMP）、および IGMP スヌーピングです。
パケットのレートが定義されたしきい値を超えると、スイッチは指定されたポートに着信したす
べてのトラフィックを 30 秒間ドロップします。 パケット レートが再度計測され、必要な場合は
プロトコル ストーム プロテクションが再度適用されます。
より強力な保護が必要な場合は、仮想ポートを手動で errdisable にし、その仮想ポートのすべての
着信トラフィックをブロックできます。 また、手動で仮想ポートをイネーブルにしたり、仮想
ポートの自動再イネーブル化の時間間隔を設定することもできます。

（注）

超過したパケットは、2 つ以下の仮想ポートにおいてドロップされます。
仮想ポートのエラー ディセーブル化は、EtherChannel インターフェイスと Flexlink インター
フェイスではサポートされません。

デフォルトのプロトコル ストーム プロテクションの設定
プロトコル ストーム プロテクションはデフォルトでディセーブルです。 これがイネーブルにな
ると、仮想ポートの自動リカバリがデフォルトでディセーブルになります。

プロトコル ストーム プロテクションの設定方法
プロトコル ストーム プロテクションのイネーブル化
手順の概要
1. configure terminal
2. psp {arp | dhcp | igmp} pps value
3. errdisable detect cause psp
4. errdisable recovery interval time
5. end
6. show psp config {arp | dhcp | igmp}
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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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

psp {arp | dhcp | igmp} pps value
例：
Controller(config)# psp dhcp pps
35

ステップ 3

errdisable detect cause psp
例：
Controller(config)# errdisable
detect cause psp

ステップ 4

errdisable recovery interval time

value には、1 秒あたりのパケット数のしきい値を指定します。
トラフィックがこの値を超えると、プロトコル ストーム プロ
テクションが適用されます。 範囲は毎秒 5 ～ 50 パケットで
す。
（任意）プロトコル ストーム プロテクションの errdisable 検出
をイネーブルにします。 この機能がイネーブルになると、仮
想ポートが errdisable になります。 この機能がディセーブルに
なると、そのポートは、ポートを errdisable にせずに超過した
パケットをドロップします。

Controller

（任意）errdisable の仮想ポートの自動リカバリ時間を秒単位
で設定します。 仮想ポートが errdisable の場合、この時間を過
ぎるとスイッチは自動的にリカバリします。 指定できる範囲
は 30 ～ 86400 秒です。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：

ステップ 5

ARP、IGMP、または DHCP に対してプロトコル ストーム プ
ロテクションを設定します。

例：
Controller(config)# end

ステップ 6

show psp config {arp | dhcp | igmp}

入力を確認します。

例：
Controller# show psp config dhcp
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プロトコル ストーム プロテクションのモニタリング
コマンド

目的

show psp config {arp | dhcp | igmp}

入力内容を確認します。
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Cisco TrustSec の設定
• Cisco TrustSec の設定, 449 ページ
• 機能情報の確認, 449 ページ
• Cisco TrustSecMACsec について, 450 ページ
• Cisco TrustSec の機能情報, 453 ページ
• その他の関連資料, 454 ページ

Cisco TrustSec の設定
Cisco TrustSec は、ネットワーク内のユーザ、ホスト、およびネットワーク デバイスを強力に識別
する機能に基づいた、シスコ ネットワーク デバイスのセキュリティを改善します。 TrustSec は、
特定のロールについてデータ トラフィックを一意に分類することで、トポロジに依存しない、ス
ケーラブルなアクセス コントロールを実現します。 TrustSec は、認証されたピアおよびこれらの
ピアとの暗号化リンク間で信頼を確立することで、データの機密保持および整合性を保証します。
Cisco TrustSec の主要コンポーネントは、Cisco Identity Services Engine（ISE）です。 スイッチ上で
手動で設定することもできますが、Cisco ISE は TrustSec ID およびセキュリティ グループ ACL
（SGACL）でスイッチをプロビジョニングできます。

機能情報の確認
スイッチ上で Cisco TrustSec を設定するには、次の URL にある『Cisco TrustSec Switch Configuration
Guide』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/trustsec/configuration/guide/trustsec.html
Cisco TrustSec General Availability リリースのリリース ノートについては、次の URL を参照してく
ださい。
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/trustsec/release/notes/rn_cts_crossplat.html
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概要、データ シート、プラットフォーム マトリクスごとの機能、およびケース スタディを含む
Cisco TrustSec ソリューションの詳細については、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1051/index.html

Cisco TrustSecMACsec について
次の表に、TrustSec がイネーブルになった Cisco スイッチで実装される TrustSec 機能を示します。
継続的な TrustSec の General Availability リリースによって、サポートされるスイッチの数および
各スイッチでサポートされる TrustSec 機能の数は増加しています。

（注）

スイッチ間セキュリティのための Cisco TrustSec MACsec は、IP ベースまたは IP サービス フィー
チャ セットが稼働しているスイッチでだけサポートされます。 これは NPE または LAN ベー
ス フィーチャ セットを実行しているスイッチではサポートされません。
Cisco TrustSec の機能

説明

802.1AE タギング（MACSec）

IEEE 802.1AE に基づくワイヤレート ホップ単
位レイヤ 2 暗号化のプロトコル。
MACSec 対応デバイス間において、パケットは
送信デバイスからの出力で暗号化され、受信デ
バイスへの入力で復号化されます。デバイス内
では平文です。
この機能は、TrustSec ハードウェア対応デバイ
ス間だけで利用できます。

エンドポイント アドミッション コントロール
（EAC）

EAC は、TrustSec ドメインに接続しているエン
ドポイント ユーザまたはデバイスの認証プロセ
スです。 通常、EAC はアクセス レベル スイッ
チで実行されます。 EAC プロセスの認証およ
び許可に成功すると、ユーザまたはデバイスに
対してセキュリティ グループ タグが割り当て
られます。 現在、EAC は 802.1X、MAC 認証バ
イパス（MAB）、および Web 認証プロキシ
（WebAuth）とすることができます。
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Cisco TrustSec の機能

説明

ネットワーク デバイス アドミッション コント NDAC は、TrustSec ドメイン内の各ネットワー
ロール（NDAC）
ク デバイスがピア デバイスのクレデンシャル
および信頼性を確認できる認証プロセスです。
NDAC は、IEEE 802.1X ポート ベースの認証に
基づく認証フレームワークを利用し、EAP 方式
として EAP-FAST を使用します。 NDAC プロ
セスの認証および許可に成功すると、IEEE
802.1AE 暗号化のセキュリティ アソシエーショ
ン プロトコル ネゴシエーションとなります。
セキュリティ グループ アクセス コントロール セキュリティ グループ アクセス コントロール
リスト（SGACL）
リスト（SGACL）は、セキュリティ グループ
タグをポリシーと関連付けます。 ポリシーは、
TrustSec ドメインから出力される SGT タグ付き
トラフィックに対して適用されます。
セキュリティ アソシエーション プロトコル
（SAP）

NDAC 認証のあと、セキュリティ アソシエー
ション プロトコル（SAP）は、その後の TrustSec
ピア間の MACSec リンク暗号化のキーおよび暗
号スイートについて、自動的にネゴシエーショ
ンを行います。 SAP は IEEE 802.11i で定義され
ます。

セキュリティ グループ タグ（SGT）

SGT は、TrustSec ドメイン内の送信元のセキュ
リティ分類を示す 16 ビットの単一ラベルです。
イーサネット フレームまたは IP パケットに追
加されます。

SXPv2 を含む SGT Exchange Protocol（SXP）

Security Group Tag Exchange Protocol（SXP）。
SXP を使用すると、TrustSec にハードウェアで
対応していないデバイスが Cisco Identity Services
Engine（ISE）または Cisco Secure アクセス コン
トロール システム（ACS）から認証されたユー
ザとデバイスの SGT 属性を受信できます。 デ
バイスは、次にセキュリティ グループ アクセ
ス コントロール リスト（SGACL）強制のため
に、送信元トラフィックをタグ付けするTrustSec
にハードウェアで対応しているデバイスに、
sourceIP-to-SGT バインディングを転送できま
す。

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリーズ）
OL-28525-02-J

451

Cisco TrustSec の設定
Cisco TrustSecMACsec について

リンクの両端で 802.1AE MACsec がサポートされている場合に、SAP ネゴシエーションが実行さ
れます。 サプリカントとオーセンティケータの間で 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の交換、およびキーの管理が実行されます。これらの
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。
ソフトウェア バージョンとライセンスおよびリンク ハードウェア サポートに応じて、SAP ネゴ
シエーションは次の動作モードの 1 つを使用できます。
• Galois Counter Mode（GCM）：認証と暗号化
• GCM 認証（GMAC）：GCM 認証、暗号化なし
• カプセル化なし：カプセル化なし（クリア テキスト）
• null：カプセル化、認証または暗号化なし
Cisco TrustSec は、AES-128 GCM および GMAC を使用し、802.1AE 規格に準拠しています。 GCM
は、NPE または LAN ベース イメージを実行しているスイッチではサポートされません。
Cisco TrustSec SAP NDAC は、ネットワーク デバイスからネットワーク デバイスへのリンク、つ
まりスイッチ間リンクのみで使用することを意図しているため、トランク ポートでサポートされ
ます。 これがサポートされないのは次の場所です。
• ホスト側のアクセス ポート（これらのポートは、MKA MACsec をサポートします）
• スイッチ仮想インターフェイス（SVI）
• SPAN 宛先ポート
スイッチは、セキュリティ グループ ACL もサポートしません。
Cisco TrustSec ネットワークを作成するために Cisco TrustSec クレデンシャルを設定する必要があ
ります。
802.1x モードまたは手動モードで Cisco TrustSec リンク層セキュリティを設定できます。
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Cisco TrustSec の機能情報
表 40：Cisco TrustSec の機能情報

機能名

リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.3SE

これらの機能は、Catalyst 3850
および 3650 スイッチ、Cisco
5700 シリーズ Wireless LAN コ
ントローラで追加されました。

SXPv1 および SXPv2

Cisco IOS XE 15.0(2)EX

SXP は Catalyst 2960-X スイッチ
で追加されています。

SXPv1 および SXPv2

Cisco IOS XE 15.0(2)EX1

SXP は Catalyst 2960-XR スイッ
チで追加されています。

• NDAC
• SXPv1、SXPv2
• SGT
• SGACL レイヤ 2 の適
用
• SGT および VLAN か
ら SGT へのマッピン
グのインターフェイ
ス
• サブネットと SGT の
マッピング
• レイヤ 3 ポート マッ
ピング（PM）
• レイヤ 3 アイデン
ティティ ポート マッ
ピング（IPM）
• セキュリティグルー
プ名のダウンロード
• SXP ループ検出
• ポリシーベースの
CoA
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その他の関連資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

さまざまな TrustSec Featurette 設定と例

『Cisco TrustSec コンフィギュ
レーション ガイド、Cisco IOS
Release 15SY』
http://www.cisco.com/en/US/docs/
ios-xml/ios/sec_usr_cts/
configuration/15-sy/
sec-cts-15-sy-book.html
『Cisco TrustSec コンフィギュ
レーション ガイド、Cisco IOS
XE Release 3S』
http://www.cisco.com/en/US/docs/
ios-xml/ios/sec_usr_cts/
configuration/xe-3s/
cts-sgt-handling-imp-fwd.html

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

MIB
MIB

MIB のリンク

CISCO-TRUSTSEC-POLICY-MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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テクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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IPv6 ファースト ホップ セキュリティの設定
• 機能情報の確認, 457 ページ
• IPv6 でのファースト ホップ セキュリティの前提条件, 458 ページ
• IPv6 でのファースト ホップ セキュリティの制約事項, 458 ページ
• IPv6 でファースト ホップ セキュリティに関する情報, 458 ページ
• IPv6 スヌーピング ポリシーの設定方法, 459 ページ
• IPv6 バインディング テーブルの内容を設定する方法 , 464 ページ
• IPv6 ネイバー探索インスペクション ポリシーの設定方法, 465 ページ
• IPv6 ルータ アドバタイズメント ガード ポリシーの設定方法, 470 ページ
• IPv6 DHCP ガード ポリシーの設定方法 , 476 ページ
• IPv6 ソース ガードの設定方法, 481 ページ
• その他の関連資料, 483 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、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。 最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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IPv6 でのファースト ホップ セキュリティの前提条件
• IPv6 がイネーブルになった必要な SDM テンプレートが設定されていること。
• IPv6 ネイバー探索機能についての知識が必要です。 詳細については、Cisco.com にある『Cisco
IOS IPv6 Configuration Library』の「Implementing IPv6 Addressing and Basic Connectivity」の章
を参照してください。

IPv6 でのファースト ホップ セキュリティの制約事項
次の制限は、FHS ポリシーを EtherChannel インターフェイスに適用する場合に該当します（ポー
ト チャネル）。
• FHS ポリシーは、レイヤ 2 EtherChannel インターフェイスまたは EtherChannel グループ内の
VLAN に対してアタッチできます。
• FHS ポリシーはレイヤ 3 EtherChannel にアタッチすることはできません。
• FHS ポリシーがアタッチされた物理ポートは EtherChannel グループに参加することができま
せん。
• FHS ポリシーは、EtherChannel グループのメンバーである場合に物理ポートにアタッチする
ことができません。

IPv6 でファースト ホップ セキュリティに関する情報
First Hop Security in IPv6（FHS IPv6）は、ポリシーを物理インターフェイス、EtherChannel イン
ターフェイス、または VLAN にアタッチできる一連の IPv6 セキュリティ機能です。 IPv6 ソフト
ウェア ポリシー データベース サービスは、これらのポリシーを保存しアクセスします。 ポリシー
を設定または変更すると、ポリシー属性はソフトウェアポリシーデータベースに保存または更新
され、その後指定したとおりに適用されます。 次の IPv6 ポリシーが現在サポートされています。
• IPv6 スヌーピング ポリシー：IPv6 スヌーピング ポリシーは、IPv6 内の FHS で使用できるほ
とんどの機能をイネーブルにできるコンテナ ポリシーとして機能します。
• IPv6 バインディング テーブルの内容：スイッチに接続された IPv6 ネイバーのデータベース
テーブルはネイバー探索（ND）プロトコル スヌーピングなどの情報ソースから作成されま
す。 このデータベースまたはバインディング テーブルは、リンク層アドレス（LLA）、IPv4
または IPv6 アドレス、およびスプーフィングやリダイレクト攻撃を防止するためにネイバー
のプレフィックス バインディングを検証するために、さまざまな IPv6 ガード機能（IPv6 ND
インスペクションなど）によって使用されます。
• IPv6 ネイバー探索インスペクション：IPv6 ND インスペクションは、L2 ネイバー テーブル
内のステートレス自動設定アドレスのバインディングを学習し、保護します。 IPv6 ND 検査
は、信頼できるバインディング テーブル データベースを構築するためにネイバー探索メッ
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セージを分析します。準拠していない IPv6 ネイバー探索メッセージはドロップされます。
ND メッセージは、その IPv6 からメディア アクセス コントロール（MAC）へのマッピング
が検証可能な場合に信頼できると見なされます。
• IPv6 ルータ アドバタイズメント ガード：IPv6 ルータ アドバタイズメント（RA）ガード機能
を使用すると、ネットワーク管理者は、ネットワーク スイッチ プラットフォームに到着し
た不要または不正な RA ガード メッセージをブロックまたは拒否できます。 RA は、リンク
で自身をアナウンスするためにルータによって使用されます。 RA ガード機能は、これらの
RA を分析して、未承認のルータによって送信された偽の RA をフィルタリングして除外し
ます。 ホスト モードでは、ポートではルータ アドバタイズメントとルータ リダイレクト
メッセージはすべて許可されません。 RA ガード機能は、L2 デバイスの設定情報を、受信し
た RA フレームで検出された情報と比較します。 L2 デバイスは、RA フレームとルータ リダ
イレクト フレームの内容を設定と照らし合わせて検証した後で、RA をユニキャストまたは
マルチキャストの宛先に転送します。 RA フレームの内容が検証されない場合は、RA はド
ロップされます。
• IPv6 DHCP ガード：IPv6 DHCP ガード機能は、承認されない DHCPv6 サーバおよびリレー
エージェントからの返信およびアドバタイズメントメッセージをブロックします。IPv6DHCP
ガードは、偽造されたメッセージがバインディング テーブルに入るのを防ぎ、DHCPv6 サー
バまたは DHCP リレーからデータを受信することが明示的に設定されていないポートで受信
された DHCPv6 サーバ メッセージをブロックできます。 この機能を使用するには、ポリシー
を設定してインターフェイスまたは VLAN にアタッチします。 DHCP ガード パケットをデ
バッグするには、debug ipv6 snooping dhcp-guard 特権 EXEC コマンドを使用します。
• IPv6 ソース ガード：IPv4 ソース ガードと同様、IPv6 ソース ガードは送信元アドレス スプー
フィングを防ぐために、送信元アドレスまたはプレフィックスを検証します。

IPv6 スヌーピング ポリシーの設定方法
IPv6 スヌーピング ポリシーを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. ipv6 snooping policypolicy-name
3. {[default ] | [device-role {node | switch}] | [limit address-count value] | [no] | [protocol {dhcp | ndp}
] | [security-level {glean | guard | inspect} ] | [tracking {disable [stale-lifetime [seconds | infinite] |
enable [reachable-lifetime [seconds | infinite] } ] | [trusted-port ] }
4. end
5. show ipv6 snooping policy policy-name
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手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1 configure terminal

目的
グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Controller# configure terminal

ステップ 2 ipv6 snooping policypolicy-name

スヌーピング ポリシーを作成し、IPv6 スヌーピング ポリシー コン
フィギュレーション モードに移行します。

例：
Controller(config)# ipv6 snooping
policy example_policy

ステップ 3 {[default ] | [device-role {node |
データ アドレス グリーニングをイネーブルにし、さまざまな条件に
switch}] | [limit address-count value] 対してメッセージを検証し、メッセージのセキュリティ レベルを指
| [no] | [protocol {dhcp | ndp} ] |
定します。
[security-level {glean | guard | inspect}
• （任意）default：すべてをデフォルト オプションに設定しま
] | [tracking {disable [stale-lifetime
[seconds | infinite] | enable
す。
[reachable-lifetime [seconds | infinite]
• （任意）device-role{node] | switch}：ポートに接続されたデバイ
} ] | [trusted-port ] }
スのロールを指定します。 デフォルトは node です。
例：

Controller(config-ipv6-snooping)#
security-level inspect

• （任意）limit address-count value：ターゲットごとに許可される
アドレス数を制限します。
• （任意）no：コマンドを無効にするか、またはそのデフォルト

例：

Controller(config-ipv6-snooping)#
trusted-port

に設定します。
• （任意）protocol{dhcp | ndp}：分析のために、スヌーピング機
能にどのプロトコルをリダイレクトするかを指定します。 デ
フォルトは、dhcp および ndp です。 デフォルトを変更するに
は、no protocol コマンドを使用します。
• （任意）security-level{glean|guard|inspect}：この機能によって
適用されるセキュリティのレベルを指定します。 デフォルトは
guard です。
glean：メッセージからアドレスを収集し、何も確認せずにバ
インディング テーブルに入力します。
guard：アドレスを収集し、メッセージを検査します。 さら
に、RA および DHCP サーバ メッセージを拒否します。 こ
れがデフォルトのオプションです。
inspect：アドレスを収集し、メッセージの一貫性と準拠を検
証して、アドレスの所有権を適用します。
• （任意）tracking {disable | enable}：デフォルトのトラッキング
動作を上書きし、トラッキング オプションを指定します。
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コマンドまたはアクション

目的
• （任意）trusted-port：信頼できるポートを設定します。 これに
より、該当するターゲットに対するガードがディセーブルにな
ります。 信頼できるポートを経由して学習されたバインディン
グは、他のどのポートを経由して学習されたバインディングよ
りも優先されます。 テーブル内にエントリを作成しているとき
に衝突が発生した場合、信頼できるポートが優先されます。

ステップ 4 end

コンフィギュレーション モードから特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config-ipv6-snooping)#
exit

ステップ 5 show ipv6 snooping policy policy-name スヌーピング ポリシー設定を表示します。
例：
Controller#show ipv6 snooping
policy example_policy

次の作業
IPv6 スヌーピング ポリシーをインターフェイスまたは VLAN にアタッチします。

IPv6 スヌーピング ポリシーをインターフェイスにアタッチする方法
インターフェイスまたは VLAN に IPv6 ルータスヌーピング ポリシーをアタッチするには、特権
EXEC モードで次の手順を実行してください。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface Interface_type stack/module/port
3. switchport
4. ipv6 snooping [attach-policy policy_name [ vlan {vlan_id | add vlan_ids | exceptvlan_ids | none |
remove vlan_ids}] | vlan {vlan_id | add vlan_ids | exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids | all} ]
5. do show running-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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface Interface_type stack/module/port インターフェイスのタイプおよび ID 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。
例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet 1/1/4

ステップ 3

switchport
例：
Controller(config-if)# switchport

ステップ 4

ipv6 snooping [attach-policy policy_name
[ vlan {vlan_id | add vlan_ids |
exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids}]
| vlan {vlan_id | add vlan_ids |
exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids |
all} ]
例：
Controller(config-if)# ipv6 snooping

switchport モードを開始します。
（注）

インターフェイスがレイヤ 3 モードの場合に、レイヤ 2
パラメータを設定するには、パラメータを指定せずに
switchport インターフェイス コンフィギュレーション コ
マンドを入力し、インターフェイスをレイヤ 2 モードに
する必要があります。 これにより、インターフェイス
がいったんシャットダウンしてから再度イネーブルにな
り、インターフェイスが接続しているデバイスに関する
メッセージが表示されることがあります。 レイヤ 3 モー
ドのインターフェイスをレイヤ 2 モードにした場合、影
響のあるインターフェイスに関連する以前の設定情報が
消失する可能性があり、インターフェイスはデフォルト
設定に戻ります。 switchport コンフィギュレーション
モードではコマンド プロンプトは（config）# と表示さ
れます。

インターフェイスまたはそのインターフェイス上の特定の VLAN
にカスタム IPv6 スヌーピング ポリシーをアタッチします。 デ
フォルト ポリシーをインターフェイスにアタッチするには、
attach-policy キーワードを指定せずに ipv6 snooping コマンドを使
用します。 デフォルト ポリシーをインターフェイス上の VLAN
にアタッチするには、ipv6 snooping vlan コマンドを使用します。
デフォルト ポリシーは、セキュリティ レベル guard、デバイス
ロール node、プロトコル ndp および dhcp です。

or
Controller(config-if)# ipv6 snooping
attach-policy example_policy
or
Controller(config-if)# ipv6 snooping
vlan 111,112
or
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IPv6 スヌーピング ポリシーをレイヤ 2 EtherChannel インターフェイスにアタッチする方法

コマンドまたはアクション

目的

Controller(config-if)# ipv6 snooping
attach-policy example_policy vlan
111,112

ステップ 5

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了しない
で、ポリシーが特定のインターフェイスにアタッチされているこ
とを確認します。

do show running-config
例：
Controller#(config-if)#
running-config

do show

IPv6 スヌーピング ポリシーをレイヤ 2 EtherChannel インターフェイス
にアタッチする方法
EtherChannel インターフェイスまたは VLAN に IPv6 スヌーピング ポリシーをアタッチするには、
特権 EXEC モードで次の手順を実行してください。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface range Interface_name
3. ipv6 snooping [attach-policy policy_name [ vlan {vlan_ids | add vlan_ids | except vlan_ids | none |
remove vlan_ids | all} ] | vlan [ {vlan_ids | add vlan_ids | exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids |
all} ]
4. do show running-config interfaceportchannel_interface_name

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface range Interface_name
例：
Controller(config)#

interface range Po11

EtherChannel の作成時に割り当てられたポート チャネ
ル インターフェイスの名前を指定します。 インター
フェイス範囲コンフィギュレーション モードを開始
します。
ヒント

インターフェイス名やタイプを簡単に参照
するには do show interfaces summary コマ
ンドを使用します。
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IPv6 ファースト ホップ セキュリティの設定
IPv6 バインディング テーブルの内容を設定する方法

ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 snooping [attach-policy policy_name [ vlan
{vlan_ids | add vlan_ids | except vlan_ids | none |
remove vlan_ids | all} ] | vlan [ {vlan_ids | add
vlan_ids | exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids |
all} ]

IPv6 スヌーピング ポリシーをインターフェイスまた
はそのインターフェイス上の特定の VLAN にアタッ
チします。 attach-policy オプションを使用しない場
合、デフォルト ポリシーがアタッチされます。

例：
Controller(config-if-range)# ipv6 snooping
attach-policy example_policy
or
Controller(config-if-range)# ipv6 snooping
attach-policy example_policy vlan 222,223,224
or
Controller(config-if-range)#ipv6 snooping vlan
222, 223,224

ステップ 4

do show running-config
interfaceportchannel_interface_name

コンフィギュレーション モードを終了しないで、ポ
リシーが特定のインターフェイスにアタッチされてい
ることを確認します。

例：
Controller#(config-if-range)#
running-config int po11

do show

IPv6 バインディング テーブルの内容を設定する方法
IPv6 バインディング テーブル コンテンツを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行
します。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ipv6 neighbor binding [vlan vlan-id {ipv6-address interface interface_type stack/module/port
hw_address [reachable-lifetimevalue [seconds | default | infinite] | [tracking{ [default | disable] [
reachable-lifetimevalue [seconds | default | infinite] | [enable [reachable-lifetimevalue [seconds |
default | infinite] | [retry-interval {seconds| default [reachable-lifetimevalue [seconds | default | infinite]
}]
3. [no] ipv6 neighbor binding max-entries number [mac-limit number | port-limit number [mac-limit
number] | vlan-limit number [ [mac-limit number] | [port-limit number [mac-limitnumber] ] ] ]
4. ipv6 neighbor binding logging
5. exit
6. show ipv6 neighbor binding
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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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

[no] ipv6 neighbor binding [vlan vlan-id {ipv6-address interface
interface_type stack/module/port hw_address
[reachable-lifetimevalue [seconds | default | infinite] | [tracking{
[default | disable] [ reachable-lifetimevalue [seconds | default |
infinite] | [enable [reachable-lifetimevalue [seconds | default |
infinite] | [retry-interval {seconds| default
[reachable-lifetimevalue [seconds | default | infinite] } ]
例：
Controller(config)#

ステップ 3

ipv6 neighbor binding

[no] ipv6 neighbor binding max-entries number [mac-limit
number | port-limit number [mac-limit number] | vlan-limit
number [ [mac-limit number] | [port-limit number
[mac-limitnumber] ] ] ]

バインディング テーブル キャッシュに
挿入できるエントリの最大数を指定しま
す。

例：
Controller(config)#
30000

ステップ 4

ipv6 neighbor binding max-entries

ipv6 neighbor binding logging

バインディング テーブル メイン イベン
トのロギングをイネーブルにします。

例：
Controller(config)# ipv6 neighbor binding logging

ステップ 5

グローバルコンフィギュレーションモー
ドを終了して、ルータを特権 EXEC モー
ドにします。

exit
例：
Controller(config)# exit

ステップ 6

show ipv6 neighbor binding

バインディング テーブルの内容を表示
します。

例：
Controller#

show ipv6 neighbor binding

IPv6 ネイバー探索インスペクション ポリシーの設定方法
特権 EXEC モードから、IPv6 ND インスペクション ポリシーを設定するには、次の手順に従って
ください。
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IPv6 ファースト ホップ セキュリティの設定
IPv6 ネイバー探索インスペクション ポリシーの設定方法

手順の概要
1. configure terminal
2. [no]ipv6 nd inspection policy policy-name
3. device-role {host | monitor | router | switch}
4. drop-unsecure
5. limit address-count value
6. sec-level minimum value
7. tracking {enable [reachable-lifetime {value | infinite}] | disable [stale-lifetime {value | infinite}]}
8. trusted-port
9. validate source-mac
10. no {device-role | drop-unsecure | limit address-count | sec-level minimum | tracking | trusted-port |
validate source-mac}
11. default {device-role | drop-unsecure | limit address-count | sec-level minimum | tracking | trusted-port
| validate source-mac}
12. do show ipv6 nd inspection policy policy_name

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

[no]ipv6 nd inspection policy policy-name
例：

ND インスペクション ポリシー名を指定し、
ND インスペクション ポリシー コンフィギュ
レーション モードを開始します。

Controller(config)# ipv6 nd inspection policy
example_policy

ステップ 3

device-role {host | monitor | router | switch}

ポートに接続されているデバイスのロールを指
定します。 デフォルトは host です。

例：
Controller(config-nd-inspection)# device-role
switch

ステップ 4

drop-unsecure
例：

オプションが指定されていないか無効なオプ
ションが指定されているか、またはシグニチャ
が無効なメッセージをドロップします。

Controller(config-nd-inspection)# drop-unsecure

ステップ 5

limit address-count value

1 ～ 10,000 を入力します。

例：
Controller(config-nd-inspection)# limit
address-count 1000
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IPv6 ネイバー探索インスペクション ポリシーの設定方法

ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

sec-level minimum value

暗号化生成アドレス（CGA）オプションを使
用する場合の最小のセキュリティ レベル パラ
メータ値を指定します。

例：
Controller(config-nd-inspection)# limit
address-count 1000

ステップ 7

tracking {enable [reachable-lifetime {value | infinite}] ポートでデフォルトのトラッキング ポリシー
| disable [stale-lifetime {value | infinite}]}
を上書きします。
例：
Controller(config-nd-inspection)# tracking
disable stale-lifetime infinite

ステップ 8

trusted-port

信頼できるポートにするポートを設定します。

例：
Controller(config-nd-inspection)# trusted-port

ステップ 9

validate source-mac
例：
Controller(config-nd-inspection)# validate
source-mac

ステップ 10

no {device-role | drop-unsecure | limit address-count このコマンドの no 形式を使用してパラメータ
| sec-level minimum | tracking | trusted-port | validate の現在の設定を削除します。
source-mac}
例：
Controller(config-nd-inspection)# no validate
source-mac

ステップ 11

default {device-role | drop-unsecure | limit
address-count | sec-level minimum | tracking |
trusted-port | validate source-mac}

設定をデフォルト値に戻します。

例：
Controller(config-nd-inspection)# default limit
address-count

ステップ 12

do show ipv6 nd inspection policy policy_name
例：

ND インスペクション コンフィギュレーション
モードを終了しないで ND インスペクションの
設定を確認します。

Controller(config-nd-inspection)# do show ipv6
nd inspection policy example_policy
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IPv6 ファースト ホップ セキュリティの設定
IPv6 ネイバー探索インスペクション ポリシーをインターフェイスにアタッチする方法

IPv6 ネイバー探索インスペクションポリシーをインターフェイスにア
タッチする方法
インターフェイスまたはそのインターフェース上の VLAN に IPv6 ND 検査ポリシーをアタッチす
るには、特権 EXEC モードで次の手順を実行してください。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface Interface_type stack/module/port
3. ipv6 nd inspection [attach-policy policy_name [ vlan {vlan_ids | add vlan_ids | except vlan_ids | none
| remove vlan_ids | all} ] | vlan [ {vlan_ids | add vlan_ids | exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids |
all} ]
4. do show running-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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface Interface_type stack/module/port
例：
Controller(config)#
1/1/4

ステップ 3

インターフェイスのタイプおよび ID 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 gigabitethernet

ipv6 nd inspection [attach-policy policy_name [ vlan ネイバー探索検査ポリシーをインターフェイスま
{vlan_ids | add vlan_ids | except vlan_ids | none |
たはそのインターフェイス上の特定の VLAN にア
remove vlan_ids | all} ] | vlan [ {vlan_ids | add vlan_ids タッチします。 attach-policy オプションを使用し
| exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids | all} ]
ない場合、デフォルト ポリシーがアタッチされま
す。
例：

Controller(config-if)# ipv6 nd inspection
attach-policy example_policy
or
Controller(config-if)# ipv6 nd inspection
attach-policy example_policy vlan 222,223,224
or
Controller(config-if)# ipv6 nd inspection vlan
222, 223,224
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IPv6 ネイバー探索インスペクション ポリシーをレイヤ 2 EtherChannel インターフェイスにアタッチする方
法

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

do show running-config

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了しないで、ポリシーが特定のインターフェ
イスにアタッチされていることを確認します。

例：
Controller#(config-if)#

do show running-config

IPv6 ネイバー探索インスペクション ポリシーをレイヤ 2 EtherChannel
インターフェイスにアタッチする方法
EtherChannel インターフェイスまたは VLAN に IPv6 ネイバー探索検査ポリシーをアタッチするに
は、特権 EXEC モードで次の手順を実行してください。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface range Interface_name
3. ipv6 nd inspection [attach-policy policy_name [ vlan {vlan_ids | add vlan_ids | except vlan_ids | none
| remove vlan_ids | all} ] | vlan [ {vlan_ids | add vlan_ids | exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids |
all} ]
4. do show running-config interfaceportchannel_interface_name

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface range Interface_name
例：
Controller(config)#

interface range Po11

EtherChannel の作成時に割り当てられたポート チャネ
ル インターフェイスの名前を指定します。 インター
フェイス範囲コンフィギュレーション モードを開始
します。
ヒント

ステップ 3

インターフェイス名やタイプを簡単に参照
するには do show interfaces summary コマ
ンドを使用します。

ipv6 nd inspection [attach-policy policy_name [ vlan ND インスペクション ポリシーをインターフェイスま
{vlan_ids | add vlan_ids | except vlan_ids | none |
たはそのインターフェイス上の特定の VLAN にアタッ
remove vlan_ids | all} ] | vlan [ {vlan_ids | add
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IPv6 ファースト ホップ セキュリティの設定
IPv6 ルータ アドバタイズメント ガード ポリシーの設定方法

コマンドまたはアクション

目的

vlan_ids | exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids |
all} ]

チします。 attach-policy オプションを使用しない場
合、デフォルト ポリシーがアタッチされます。

例：
Controller(config-if-range)# ipv6 nd inspection
attach-policy example_policy
or
Controller(config-if-range)# ipv6 nd inspection
attach-policy example_policy vlan 222,223,224
or
Controller(config-if-range)#ipv6 nd inspection
vlan 222, 223,224

ステップ 4

do show running-config
interfaceportchannel_interface_name

コンフィギュレーション モードを終了しないで、ポ
リシーが特定のインターフェイスにアタッチされてい
ることを確認します。

例：
Controller#(config-if-range)#
running-config int po11

do show

IPv6 ルータ アドバタイズメント ガード ポリシーの設定
方法
IPv6 ルータ アドバタイズメント ポリシーを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行
します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. [no]ipv6 nd raguard policy policy-name
3. [no]device-role {host | monitor | router | switch}
4. [no]hop-limit {maximum | minimum} value
5. [no]managed-config-flag {off | on}
6. [no]match {ipv6 access-list list | ra prefix-list list}
7. [no]other-config-flag {on | off}
8. [no]router-preference maximum {high | medium | low}
9. [no]trusted-port
10. default {device-role | hop-limit {maximum | minimum} | managed-config-flag | match {ipv6 access-list
| ra prefix-list } | other-config-flag | router-preference maximum| trusted-port}
11. do show ipv6 nd raguard policy policy_name

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

[no]ipv6 nd raguard policy policy-name RA ガード ポリシー名を指定し、RA ガード ポリシー コンフィ
ギュレーション モードを開始します。
例：
Controller(config)# ipv6 nd raguard
policy example_policy

ステップ 3

[no]device-role {host | monitor | router ポートに接続されているデバイスのロールを指定します。 デフォ
| switch}
ルトは host です。
例：
Controller(config-nd-raguard)#
device-role switch

ステップ 4

[no]hop-limit {maximum | minimum}
value
例：
Controller(config-nd-raguard)#
hop-limit maximum 33

（1 ～ 255）最大および最小のホップ制限値の範囲。
ホップ制限値によるルータアドバタイズメントメッセージのフィ
ルタリングをイネーブルにします。 不正 RA メッセージは低い
ホップ制限値（IPv4 の Time to Live と同じ）を持つ可能性がある
ため、ホストによって受け入れられると、ホストが不正 RA メッ
セージ ジェネレータを超えて宛先にトラフィックを生成するこ
とができなくなります。 指定されていないホップ制限値を持つ
RA メッセージはブロックされます。
設定されていない場合、このフィルタはディセーブルになりま
す。 「minimum」を設定して、指定する値より低いホップ制限

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリーズ）
OL-28525-02-J

471

IPv6 ファースト ホップ セキュリティの設定
IPv6 ルータ アドバタイズメント ガード ポリシーの設定方法

コマンドまたはアクション

目的
値を持つ RA メッセージをブロックします。 「maximum」を設
定して、指定する値より高いホップ制限値を持つ RA メッセージ
をブロックします。

ステップ 5

[no]managed-config-flag {off | on}
例：
Controller(config-nd-raguard)#
managed-config-flag on

管理アドレス設定（「M」フラグ）フィールドに基づいてルータ
アドバタイズメント メッセージのフィルタリングをイネーブル
にします。 「M」フィールドが 1 の不正 RA メッセージの結果と
してホストが不正 DHCPv6 サーバを使用する場合があります。
設定されていない場合、このフィルタはディセーブルになりま
す。
On：「M」値が 1 の RA メッセージを受け入れて転送し、0 のも
のをブロックします。
Off：「M」値が 0 の RA メッセージを受け入れて転送し、1 のも
のをブロックします。

ステップ 6

[no]match {ipv6 access-list list | ra
prefix-list list}

指定したプレフィックス リストまたはアクセス リストと照合し
ます。

例：
Controller(config-nd-raguard)# match
ipv6 access-list example_list

ステップ 7

[no]other-config-flag {on | off}
例：
Controller(config-nd-raguard)#
other-config-flag on

その他の設定（「O」フラグ）フィールドに基づくルータ アドバ
タイズメント メッセージのフィルタリングをイネーブルにしま
す。 「O」フィールドが 1 の不正 RA メッセージの結果としてホ
ストが不正 DHCPv6 サーバを使用する場合があります。 設定さ
れていない場合、このフィルタはディセーブルになります。
On：「O」値が 1 の RA メッセージを受け入れて転送し、0 のも
のをブロックします。
Off：「O」値が 0 の RA メッセージを受け入れて転送し、1 のも
のをブロックします。

ステップ 8

[no]router-preference maximum {high 「Router Preference」フラグを使用したルータ アドバタイズメン
| medium | low}
ト メッセージのフィルタリングをイネーブルにします。 設定さ
れていない場合、このフィルタはディセーブルになります。
例：
Controller(config-nd-raguard)#
router-preference maximum high

• high：「Router Preference」が「high」、「medium」、また
は「low」に設定された RA メッセージを受け入れます。
• medium：「Router Preference」が「high」に設定された RA
メッセージをブロックします。
• low：「Router Preference」が「medium」または「high」に設
定された RA メッセージをブロックします。
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

[no]trusted-port

信頼できるポートとして設定すると、すべての接続デバイスが信
頼され、より詳細なメッセージ検証は実行されません。

例：
Controller(config-nd-raguard)#
trusted-port

ステップ 10

default {device-role | hop-limit
{maximum | minimum} |
managed-config-flag | match {ipv6
access-list | ra prefix-list } |
other-config-flag | router-preference
maximum| trusted-port}

コマンドをデフォルト値に戻します。

例：
Controller(config-nd-raguard)#
default hop-limit

ステップ 11

do show ipv6 nd raguard policy
policy_name

（任意）：RA ガード ポリシー コンフィギュレーション モード
を終了しないで ND ガード ポリシー設定を表示します。

例：
Controller(config-nd-raguard)# do
show ipv6 nd raguard policy
example_policy

IPv6 ルータ アドバタイズメント ガード ポリシーをインターフェイス
にアタッチする方法
インターフェイスまたはそのインターフェース上の VLAN に IPv6 ルータ アドバタイズメント ポ
リシーをアタッチするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行してください。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface Interface_type stack/module/port
3. ipv6 nd raguard [attach-policy policy_name [ vlan {vlan_ids | add vlan_ids | except vlan_ids | none |
remove vlan_ids | all} ] | vlan [ {vlan_ids | add vlan_ids | exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids |
all} ]
4. do show running-config
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IPv6 ファースト ホップ セキュリティの設定
IPv6 ルータ アドバタイズメント ガード ポリシーをレイヤ 2 EtherChannel インターフェイスにアタッチす
る方法

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface Interface_type stack/module/port
例：
Controller(config)#
1/1/4

ステップ 3

インターフェイスのタイプおよび ID 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 gigabitethernet

ipv6 nd raguard [attach-policy policy_name [ vlan
ネイバー探索検査ポリシーをインターフェイスま
{vlan_ids | add vlan_ids | except vlan_ids | none | remove たはそのインターフェイス上の特定の VLAN にア
vlan_ids | all} ] | vlan [ {vlan_ids | add vlan_ids |
タッチします。 attach-policy オプションを使用し
exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids | all} ]
ない場合、デフォルト ポリシーがアタッチされま
す。
例：

Controller(config-if)# ipv6 nd raguard
attach-policy example_policy
or
Controller(config-if)# ipv6 nd raguard
attach-policy example_policy vlan 222,223,224
or
Controller(config-if)# ipv6 nd raguard vlan 222,
223,224

ステップ 4

コンフィギュレーション モードを終了しないで、
ポリシーが特定のインターフェイスにアタッチさ
れていることを確認します。

do show running-config
例：
Controller#(config-if)#

do show running-config

IPv6 ルータアドバタイズメントガードポリシーをレイヤ 2 EtherChannel
インターフェイスにアタッチする方法
EtherChannel インターフェイスまたは VLAN に IPv6 ルータ アドバタイズメント ガード ポリシー
をアタッチするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行してください。
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IPv6 ルータ アドバタイズメント ガード ポリシーをレイヤ 2 EtherChannel インターフェイスにアタッチす
る方法

手順の概要
1. configure terminal
2. interface range Interface_name
3. ipv6 nd raguard [attach-policy policy_name [ vlan {vlan_ids | add vlan_ids | except vlan_ids | none |
remove vlan_ids | all} ] | vlan [ {vlan_ids | add vlan_ids | exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids |
all} ]
4. do show running-config interfaceportchannel_interface_name

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface range Interface_name
例：
Controller(config)#

interface range Po11

EtherChannel の作成時に割り当てられたポート チャ
ネル インターフェイスの名前を指定します。 イン
ターフェイス範囲コンフィギュレーション モードを
開始します。
ヒント

ステップ 3

ipv6 nd raguard [attach-policy policy_name [ vlan
{vlan_ids | add vlan_ids | except vlan_ids | none |
remove vlan_ids | all} ] | vlan [ {vlan_ids | add
vlan_ids | exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids |
all} ]

インターフェイス名やタイプを簡単に参照
するには do show interfaces summary コマ
ンドを使用します。

RA ガード ポリシーをインターフェイスまたはそのイ
ンターフェイス上の特定のVLANにアタッチします。
attach-policy オプションを使用しない場合、デフォル
ト ポリシーがアタッチされます。

例：
Controller(config-if-range)# ipv6 nd raguard
attach-policy example_policy
or
Controller(config-if-range)# ipv6 nd raguard
attach-policy example_policy vlan 222,223,224
or
Controller(config-if-range)#ipv6 nd raguard
vlan 222, 223,224
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IPv6 ファースト ホップ セキュリティの設定
IPv6 DHCP ガード ポリシーの設定方法

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

do show running-config
interfaceportchannel_interface_name

コンフィギュレーション モードを終了しないで、ポ
リシーが特定のインターフェイスにアタッチされて
いることを確認します。

例：
Controller#(config-if-range)#
running-config int po11

do show

IPv6 DHCP ガード ポリシーの設定方法
IPv6 DHCP（DHCPv6）ガード ポリシーを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行し
ます。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no]ipv6 dhcp guard policy policy-name
3. [no]device-role {client | server}
4. [no] match server access-list ipv6-access-list-name
5. [no] match reply prefix-list ipv6-prefix-list-name
6. [no]preference{ max limit | min limit }
7. [no] trusted-port
8. default {device-role | trusted-port}
9. do show ipv6 dhcp guard policy policy_name

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

[no]ipv6 dhcp guard policy policy-name

DHCPv6 ガード ポリシー名を指定し、DHCPv6 ガード ポリ
シー コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Controller(config)# ipv6 dhcp guard
policy example_policy
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

[no]device-role {client | server}

（任意）特定のロールのデバイスからのものではないポート
上の DHCPv6 応答および DHCPv6 アドバタイズメントをフィ
ルタします。 デフォルトは client です。

例：
Controller(config-dhcp-guard)#
device-role server

• client：デフォルト値。アタッチされたデバイスがクラ
イアントであることを指定します。 サーバ メッセージ
にはこのポートでドロップされます。
• server：適用されたデバイスが DHCPv6 サーバであるこ
とを指定します。 このポートでは、サーバ メッセージ
が許可されます。

ステップ 4

[no] match server access-list
ipv6-access-list-name
例：
;;Assume a preconfigured IPv6 Access List
as follows:
Controller(config)# ipv6 access-list
my_acls
Controller(config-ipv6-acl)# permit host
FE80::A8BB:CCFF:FE01:F700 any

（任意）。 アドバタイズされた DHCPv6 サーバまたはリレー
アドレスが認証されたサーバのアクセス リストからのもので
あることの確認をイネーブルにします（アクセス リストの宛
先アドレスは「any」です）。 設定されていない場合、この
チェックは回避されます。 空のアクセス リストは、permit all
として処理されます。

;;configure DCHPv6 Guard to match
approved access list.
Controller(config-dhcp-guard)# match
server access-list my_acls

ステップ 5

[no] match reply prefix-list
ipv6-prefix-list-name
例：
;;Assume a preconfigured IPv6 prefix list
as follows:
Controller(config)# ipv6 prefix-list
my_prefix permit 2001:0DB8::/64 le 128

（任意）DHCPv6 応答メッセージ内のアドバタイズされたプ
レフィクスが設定された承認プレフィクス リストからのもの
であることの確認をイネーブルにします。 設定されていない
場合、このチェックは回避されます。 空のプレフィクス リス
トは、permit として処理されます。

;; Configure DCHPv6 Guard to match prefix
Controller(config-dhcp-guard)# match
reply prefix-list my_prefix

ステップ 6

[no]preference{ max limit | min limit }
例：
Controller(config-dhcp-guard)# preference
max 250
Controller(config-dhcp-guard)#preference
min 150

device-role が server である場合に max および min を設定し
て、DHCPv6 サーバ アドバタイズメント値をサーバ優先度値
に基づいてフィルタします。 デフォルトではすべてのアドバ
タイズメントが許可されます。
max limit：（0 ～ 255）（任意）アドバタイズされたプリファ
レンス（[preference] オプション内）が指定された制限未満で
あるかどうかの検証をイネーブルにします。 デフォルトは
255 です。 設定されていない場合、このチェックは回避され
ます。

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリーズ）
OL-28525-02-J

477

IPv6 ファースト ホップ セキュリティの設定
IPv6 DHCP ガード ポリシーをインターフェイスまたはインターフェイス上の VLAN にアタッチする方法

コマンドまたはアクション

目的
min limit：（0 ～ 255）（任意）アドバタイズされたプリファ
レンス（[preference] オプション内）が指定された制限を超過
しているかどうかの検証をイネーブルにします。 デフォルト
は 0 です。 設定されていない場合、このチェックは回避され
ます。

ステップ 7

[no] trusted-port
例：
Controller(config-dhcp-guard)#
trusted-port

ステップ 8

default {device-role | trusted-port}

（任意）trusted-port：ポートを信頼モードに設定します。 こ
のポートでは、これ以上のポリシングは実行されません。
（注）

信頼できるポートを設定した場合、device-role オプ
ションは使用できません。

（任意）default：コマンドをデフォルトに設定します。

例：
Controller(config-dhcp-guard)# default
device-role

ステップ 9

do show ipv6 dhcp guard policy policy_name （任意）コンフィギュレーション サブモードを終了せずに
IPv6 DHCP のガード ポリシーの設定を表示します。
例：
policy_name 変数を省略すると、すべての DHCPv6 ポリシーが
Controller(config-dhcp-guard)# do show
表示されます。
ipv6 dhcp guard policy example_policy

DHCPv6 ガード設定の例
enable
configure terminal
ipv6 access-list acl1
permit host FE80::A8BB:CCFF:FE01:F700 any
ipv6 prefix-list abc permit 2001:0DB8::/64 le 128
ipv6 dhcp guard policy pol1
device-role server
match server access-list acl1
match reply prefix-list abc
preference min 0
preference max 255
trusted-port
interface GigabitEthernet 0/2/0
switchport
ipv6 dhcp guard attach-policy pol1 vlan add 1
vlan 1
ipv6 dhcp guard attach-policy pol1
show ipv6 dhcp guard policy pol1

IPv6 DHCP ガード ポリシーをインターフェイスまたはインターフェイ
ス上の VLAN にアタッチする方法
IPv6 バインディング テーブル コンテンツを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行
します。

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリー
ズ）
478

OL-28525-02-J

IPv6 ファースト ホップ セキュリティの設定
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手順の概要
1. configure terminal
2. interface Interface_type stack/module/port
3. ipv6 dhcp guard [attach-policy policy_name [ vlan {vlan_ids | add vlan_ids | except vlan_ids | none |
remove vlan_ids | all} ] | vlan [ {vlan_ids | add vlan_ids | exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids |
all} ]
4. do show running-config interface Interface_type stack/module/port

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface Interface_type stack/module/port
例：
Controller(config)#
1/1/4

ステップ 3

インターフェイスのタイプおよび ID 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 gigabitethernet

ipv6 dhcp guard [attach-policy policy_name [ vlan
DHCP ガード ポリシーをインターフェイスまたは
{vlan_ids | add vlan_ids | except vlan_ids | none | remove そのインターフェイス上の特定の VLAN にアタッ
vlan_ids | all} ] | vlan [ {vlan_ids | add vlan_ids |
チします。 attach-policy オプションを使用しない
exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids | all} ]
場合、デフォルトポリシーがアタッチされます。
例：
Controller(config-if)# ipv6 dhcp guard
attach-policy example_policy
or
Controller(config-if)# ipv6 dhcp guard
attach-policy example_policy vlan 222,223,224
or
Controller(config-if)# ipv6 dhcp guard vlan 222,
223,224

ステップ 4

do show running-config interface Interface_type
stack/module/port

コンフィギュレーションモードを終了しないで、
ポリシーが特定のインターフェイスにアタッチさ
れていることを確認します。

例：
Controller#(config-if)#
gig 1/1/4

do show running-config
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IPv6 DHCP ガード ポリシーをレイヤ 2 EtherChannel インターフェイスにアタッチする方法

IPv6 DHCP ガード ポリシーをレイヤ 2 EtherChannel インターフェイスに
アタッチする方法
EtherChannel インターフェイスまたは VLAN に IPv6 DHCP ガード ポリシーをアタッチするには、
特権 EXEC モードで次の手順を実行してください。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface range Interface_name
3. ipv6 dhcp guard [attach-policy policy_name [ vlan {vlan_ids | add vlan_ids | except vlan_ids | none |
remove vlan_ids | all} ] | vlan [ {vlan_ids | add vlan_ids | exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids |
all} ]
4. do show running-config interfaceportchannel_interface_name

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface range Interface_name
例：
Controller(config)#

interface range Po11

EtherChannel の作成時に割り当てられたポート チャネ
ル インターフェイスの名前を指定します。 インター
フェイス範囲コンフィギュレーション モードを開始
します。
ヒント

ステップ 3

ipv6 dhcp guard [attach-policy policy_name [ vlan
{vlan_ids | add vlan_ids | except vlan_ids | none |
remove vlan_ids | all} ] | vlan [ {vlan_ids | add
vlan_ids | exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids |
all} ]

インターフェイス名やタイプを簡単に参照
するには do show interfaces summary コマ
ンドを使用します。

DHCP ガード ポリシーをインターフェイスまたはそ
のインターフェイス上の特定の VLAN にアタッチし
ます。 attach-policy オプションを使用しない場合、
デフォルト ポリシーがアタッチされます。

例：
Controller(config-if-range)# ipv6 dhcp guard
attach-policy example_policy
or
Controller(config-if-range)# ipv6 dhcp guard
attach-policy example_policy vlan 222,223,224
or
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IPv6 ソース ガードの設定方法

コマンドまたはアクション

目的

Controller(config-if-range)#ipv6 dhcp guard
vlan 222, 223,224

ステップ 4

コンフィギュレーション モードを終了しないで、ポ
リシーが特定のインターフェイスにアタッチされてい
ることを確認します。

do show running-config
interfaceportchannel_interface_name
例：
Controller#(config-if-range)#
running-config int po11

do show

IPv6 ソース ガードの設定方法
手順の概要
1. configure terminal
2. [no] ipv6 source-guard policy policy_name
3. [deny global-autoconf] [permit link-local] [default{. . . }] [exit] [no{. . . }]
4. end
5. show ipv6 source-guard policy policy_name

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

[no] ipv6 source-guard policy policy_name IPv6 ソース ガード ポリシー名を指定し、IPv6 ソース ガー
ド ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。
例：
Controller(config)# ipv6 source-guard
policy example_policy

ステップ 3

[deny global-autoconf] [permit link-local]
[default{. . . }] [exit] [no{. . . }]
例：
Controller(config-sisf-sourceguard)#
deny global-autoconf

IPv6 ソース ガード ポリシーを定義します。
• deny global-autoconf：自動設定されたグローバル アド
レスからのデータ トラフィックを拒否します。 これ
は、リンク上のすべてのグローバル アドレスが DHCP
によって割り当てられているときに、管理者が、自己
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IPv6 ファースト ホップ セキュリティの設定
IPv6 ソース ガード ポリシーをインターフェイスにアタッチする方法

コマンドまたはアクション

目的
設定されたアドレスを持つホストによるトラフィック
の送信をブロックしたい場合に役立ちます。
• permit link-local：リンクローカル アドレスから送信
されたすべてのデータ トラフィックを許可します。

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-sisf-sourceguard)#
end

ステップ 5

show ipv6 source-guard policy policy_name ポリシー設定と、そのポリシーが適用されるすべてのイン
ターフェイスを表示します。
例：
Controller# show ipv6 source-guard
policy example_policy

次の作業
インターフェイスに IPv6 ソース ガード ポリシーを適用します。

IPv6 ソース ガード ポリシーをインターフェイスにアタッチする方法
手順の概要
1. configure terminal
2. interface Interface_type stack/module/port
3. ipv6 source-guard attach-policy policy_name
4. do show running-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：
Controller# configure terminal

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリー
ズ）
482

OL-28525-02-J

IPv6 ファースト ホップ セキュリティの設定
その他の関連資料

ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

interface Interface_type stack/module/port

インターフェイスのタイプおよび ID 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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet 1/1/4

ステップ 3

ipv6 source-guard attach-policy policy_name
例：

インターフェイスに IPv6 ソース ガード ポリシーをア
タッチします。 attach-policy オプションを使用しない
場合、デフォルト ポリシーがアタッチされます。

Controller(config-if)# ipv6 source-guard
attach-policy example_policy

ステップ 4

コンフィギュレーション モードを終了しないで、ポリ
シーが特定のインターフェイスにアタッチされている
ことを確認します。

do show running-config
例：
Controller#(config-if)#
running-config

do show

その他の関連資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IPv6 ネットワーク管理とセキュリティのトピッ 『IPv6 Configuration Library, Cisco IOS XE Release
ク
3SE (Catalyst 3850 スイッチ)』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/
config_library/xe-3se/3850/
ipv6-xe-3se-3850-library.html
『IPv6 Command Reference』

『IPv6 Command Reference, Cisco IOS XE Release
3SE (Catalyst 3850 スイッチ)』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/
command/ipv6-xe-3se-3850-cr-book.html
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エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

テクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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不正なデバイスの管理
• 機能情報の確認, 485 ページ
• 不正なデバイスについて, 485 ページ
• 不正検出の設定方法, 489 ページ
• 不正検出のモニタリング, 492 ページ
• 例：不正検出の設定, 492 ページ
• 不正検出に関する追加情報, 492 ページ
• 不正検出設定の機能履歴と情報, 493 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、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。 最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

不正なデバイスについて
不正なアクセス ポイントは、正規のクライアントをハイジャックし、プレーンテキストまたは他
の DoS 攻撃や man-in-the-middle 攻撃を使用して無線 LAN の運用を妨害する可能性があります。
つまり、ハッカーは、不正なアクセス ポイントを使用することで、ユーザ名やパスワードなどの
機密情報を入手することができます。 すると、ハッカーは一連のクリア ツー センド（CTS）フ
レームを送信できるようになります。アクセスポイントになりすまして、特定のクライアントに
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は送信を許可し、他のすべてのクライアントには待機するように指示が送られると、正規のクラ
イアントは、ネットワーク リソースに接続できなくなってしまいます。 無線 LAN サービス プロ
バイダーは、空間からの不正なアクセス ポイントの締め出しに強い関心を持っています。
不正なアクセス ポイントは安価で簡単に利用できることから、企業の従業員は、IT 部門に報告し
て同意を得ることなく、認可されていない不正なアクセス ポイントを既存の LAN に接続し、ア
ドホック無線ネットワークを確立することがあります。これらの不正アクセスポイントは、企業
のファイアウォールの内側にあるネットワーク ポートに接続可能であるため、重大なネットワー
ク セキュリティ侵犯となることがあります。 通常、従業員は不正なアクセス ポイントのセキュ
リティ設定を有効にしないので、権限のないユーザがこのアクセス ポイントを使って、ネット
ワーク トラフィックを傍受し、クライアント セッションをハイジャックすることは簡単です。
さらに警戒すべきことは、セキュリティで保護されていないアクセス ポイントの場所が無線ユー
ザにより頻繁に公開されるため、企業のセキュリティが侵害される可能性も増大します。
次に、不正なデバイスの管理に関する注意事項を示します。
• 許可とアソシエーションの検出後、ただちに阻止フレームが送信されます。 強化された不正
阻止アルゴリズムを使用すると、アドホック クライアントをより効果的に阻止することがで
きます。
• 最も多くの不正アクセス ポイント数が疑われる高密度な RF 環境では、ローカル モードのア
クセス ポイントによってチャネル 157 またはチャネル 161 で不正なアクセス ポイントが検
出される可能性は、他のチャネルの場合に比べて低くなります。 この問題を緩和するため
に、専用の監視モードのアクセス ポイントを使用することをお勧めします。
• ローカル モード アクセス ポイントは、関連付けられたクライアントに対応するように設計
されています。 これらのアクセス ポイントは比較的短時間でオフチャネル スキャンを実行
します（各チャネル約 50 ミリ秒）。 高度な不正検出を実行するには、監視モードのアクセ
ス ポイントを使用する必要があります。 あるいは、スキャン間隔を 180 秒から 120 秒や 60
秒などに短縮して、無線がオフチャネルになる頻度を増やします。これにより、不正が検出
される可能性は増加します。 ただしこの場合も、アクセス ポイントが各チャネルに費やす
時間は約 50 ミリ秒です。
• 家庭の環境で展開されるアクセス ポイントは大量の不正デバイスを検出する可能性が高いた
め、OfficeExtend アクセス ポイントでは不正検出はデフォルトでは無効です。
• クライアント カードの実装により、アド ホックの抑制の効果が低下することがあります。
• 不正なアクセス ポイントの分類および報告は、不正の状態と、不正なアクセス ポイントの
状態を自動的に移行できるようにする、ユーザ定義の分類規則に従って行うことができま
す。
• 各コントローラは、不正アクセス ポイントの封じ込めを無線チャンネルごとに 3 台（監視
モード アクセス ポイントの場合、無線チャネルごとに 6 台）に制限します。
• Rogue Location Discovery Protocol（RLDP）は、オープン認証に設定されている不正なアクセ
ス ポイントを検出します。
• RLDP はブロードキャスト Basic Service Set Identifier（BSSID）を使用する不正なアクセス ポ
イント（つまり Service Set Identifier をビーコンでブロードキャストするアクセス ポイント）
を検出します。
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• RLDP は、同じネットワークにある不正なアクセス ポイントのみを検出します。 ネットワー
クのアクセス リストによって不正なアクセス ポイントからコントローラへの RLDP のトラ
フィックの送信が阻止されている場合は、RLDP は機能しません。
• RLDP は 5 GHz の動的周波数選択（DFS）チャネルでは機能しません。 ただし RLDP は、管
理対象のアクセス ポイントが DFS チャネルの監視モードである場合には機能します。
• メッシュ AP で RLDP が有効にされていて、その AP が RLDP タスクを実行すると、そのメッ
シュ AP のアソシエーションはコントローラから解除されます。 回避策は、メッシュ AP で
RLDP を無効にすることです。
• RLDP が監視モードではない AP で有効になっている場合、RLDP の処理中にクライアント接
続の中断が発生します。
• 不正を手動で阻止すると、不正なエントリは期限切れになった後でも保持されます。
• 不正を自動、ルール、AwIPS などの他の防御方法で阻止すると、不正なエントリは期限切れ
になると削除されます。
• コントローラは、不正なクライアントの検証を AAA サーバに一度だけ要求します。 その結
果、不正なクライアント検証が最初の試行で失敗すると、不正なクライアントは今後脅威と
して検出されなくなります。 これを回避するには、[Validate Rogue Clients Against AAA] を有
効にする前に、認証サーバに有効なクライアント エントリを追加します。
• 7.4 以前のリリースでは、ルールによってすでに分類された不正は再分類されませんでした。
7.5 リリースでは、不正ルールの優先順位に基づいて不正を再分類できるようにこの動作が
強化されました。 優先順位は、コントローラが受信する不正レポートを使用して決定されま
す。
• WLAN、LAN、11a 無線および 11bg 無線の不正な AP の MAC アドレスは、不正 BSSID の +/1 の差異で設定されているので、不正検出 AP は、5Mhz チャネルの不正な有線 AP の関連付
けおよび阻止に失敗します。 8.0 リリースでは、MAC アドレスの範囲を広げることによっ
て、この動作が強化されました。不正検出 AP は有線 ARP MAC と不正 BSSID を +/- 3 の差
異で関連付けます。
不正なデバイスの検出
コントローラは、近くにあるすべてのアクセスポイントを継続的に監視し、不正なアクセスポイ
ントとクライアントに関する情報を自動的に検出および収集します。 コントローラは不正なアク
セス ポイントを検出すると、Rogue Location Discovery Protocol（RLDP）を使用し、不正検出モー
ドのアクセス ポイントが接続されて、不正がネットワークに接続されているかどうかを特定しま
す。
コントローラは、オープン認証および設定された不正デバイスで RLDP を開始します。 RLDP が
Flexconnect またはローカル モードのアクセス ポイントを使用すると、クライアントはその時点で
接続を解除されます。 RLDP のサイクルが終了すると、クライアントはアクセス ポイントに再接
続します。 不正なアクセス ポイントが検出された時点で（自動設定）、RLDP のプロセスが開始
されます。
すべてのアクセスポイント、または監視（リッスン専用）モードに設定されたアクセスポイント
でのみ RLDP を使用するようにコントローラを設定できます。 後者のオプションでは、混雑した
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無線周波数（RF）空間での自動不正アクセス ポイント検出が実現され、不要な干渉を生じさせた
り、正規のデータ アクセス ポイント機能に影響を与えずにモニタリングを実行できます。 すべ
てのアクセス ポイントで RLDP を使用するようにコントローラを設定した場合、モニタ アクセス
ポイントとローカル（データ）アクセス ポイントの両方が近くにあると、コントローラは常に
RLDP 動作に対してモニタ アクセス ポイントを選択します。 ネットワーク上に不正があると RLDP
が判断した場合、検出された不正を手動または自動で阻止することを選択できます。
RLDP は、オープン認証に設定されている不正なアクセス ポイントの存在をネットワーク上で一
度だけ（デフォルト設定の再試行回数）検出します。 再試行は config rogue ap rldp retries コマン
ドを使用して設定できます。
3 種類の方法でコントローラから RLDP を開始またはトリガーできます。
1 コントローラの CLI から RLDP 開始コマンドを手動で入力します。 RLDP を開始するための同
等の GUI オプションはサポートされていません。
config rogue ap rldp initiate mac-address
2 コントローラの CLI から RLDP をスケジュールします。 RLDP をスケジュールするための同等
の GUI オプションはサポートされていません。
config rogue ap rldp schedule
3 自動 RLDP。 コントローラの CLI または GUI から自動 RLDP を設定できますが、次の注意事
項を考慮してください。
• 不正検出のセキュリティ レベルが custom に設定されている場合にのみ、自動 RLDP オプ
ションを設定できます。
• 自動 RLDP および RLDP のスケジュールを同時に有効にすることはできません。
不正なアクセス ポイントは、自動または手動で Contained 状態に変更されます。 コントローラは、
不正の阻止に最も効果的なアクセスポイントを選択し、そのアクセスポイントに情報を提供しま
す。 アクセス ポイントは、無線あたりの不正阻止数のリストを保存します。 自動阻止の場合は、
監視モードのアクセスポイントだけを使用するようにコントローラを設定できます。阻止動作は
次の 2 つの方法で開始されます。
• コンテナ アクセス ポイントが定期的に不正阻止のリストを確認し、ユニキャスト阻止フレー
ムを送信します。 不正なアクセス ポイントの阻止の場合、フレームは不正なクライアント
がアソシエートされている場合にのみ送信されます。
• 阻止された不正アクティビティが検出されると、阻止フレームが送信されます。
個々の不正阻止には、一連のユニキャスト アソシエーション解除フレームおよび認証解除フレー
ムの送信が含まれます。
Cisco Prime Infrastructure のインタラクションと不正検出
Cisco Prime Infrastructure ではルール ベースの分類がサポートされ、コントローラで設定された分
類ルールが使用されます。 コントローラは、次のイベント後に Cisco Prime Infrastructure にトラッ
プを送信します。
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• 不明なアクセス ポイントが Friendly 状態に初めて移行すると、コントローラは、不正の状態
が Alert の場合にのみ Cisco Prime Infrastructure にトラップを送信します。 不正の状態が Internal
または External であると、トラップは送信されません。
• タイムアウトの経過後に不正なエントリが削除されると、Malicious（Alert、Threat）または
Unclassified（Alert）に分類された不正なアクセス ポイントに関して、コントローラから Cisco
Prime Infrastructure にトラップが送信されます。 コントローラでは、不正の状態が Contained、
Contained Pending、Internal、および External である不正なエントリは削除されません。

不正検出の設定方法
不正検出の設定（CLI）
手順の概要
1. configure terminal
2. wireless wps rogue detection min-rssi rssi in dBm
3. wireless wps rogue detection min-transient-time time in seconds
4. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

wireless wps rogue detection
min-rssi rssi in dBm

不正に必要な最小 RSSI 値を指定します。これは、AP が不正を検出し、
controllerで不正エントリが作成されるために必要な値です。

例：

rssi in dBm パラメータの有効範囲は –128 ～ –70 dBm で、デフォルト値
は –128 dBm です。

Controller(config)# wireless
wps rogue detection min-rssi
100

（注）

この機能は、すべての AP モードに適用できます。 RSSI 値
が非常に低い不正が多数あると、不正の分析に有用な情報を
得られないことがあります。 したがって、AP が不正を検出
する最小 RSSI 値を指定することで、このオプションを使用
して不正をフィルタリングすることができます。
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コマンドまたはアクション
ステップ 3

目的

wireless wps rogue detection
不正が初めてスキャンされた後、AP で不正スキャンを連続的に実行す
min-transient-time time in seconds る間隔を入力します。
例：
Controller(config)# wireless
wps rogue detection
min-transient-time

time in sec パラメータの有効範囲は 120 ～ 1800 秒で、デフォルト値は
0 です。
（注）

この機能は、モニタ モードの AP のみに適用されます。
一時的な間隔値を使用して、AP が不正をスキャンする間隔
を制御できます。 AP では、それぞれの一時的間隔値に基づ
いて、不正のフィルタリングも実行できます。
この機能には次の利点があります。
• AP からコントローラへの不正レポートが短くなる
• 一時的な不正エントリをコントローラで回避できる
• 一時的な不正への不要なメモリ割り当てを回避できる

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。 また、Ctrl+Z キーを押しても、グロー
バル コンフィギュレーション モードを終了できます。

例：
Controller(config)# end

不正検出の設定（GUI）

ステップ 1

該当するアクセス ポイントで不正検出が有効になっていることを確認します。 コントローラに join され
たすべてのアクセス ポイントに対し、不正の検出がデフォルトで有効にされます（OfficeExtend アクセス
ポイントを除く）。 ただし、[Configuration] > [Wireless] > [Access Policies] > [All APs] を選択して [Edit AP]
ページを開き、このページの [General] エリアの [Rogue Detector] チェックボックスを選択または選択解除
して、個別のアクセス ポイントの不正検出をイネーブルまたはディセーブルにすることができます。

ステップ 2

[Configuration] > [Security] > [Wireless Protection Policies] > [Rogue Policies] を選択します。
[Rogue Policies] ページが表示されます。

ステップ 3

[Rogue Location Discovery Protocol] ドロップダウン リストから、次のオプションのいずれかを選択します。
• Disable：すべてのアクセス ポイントで RLDP を無効にします。 これはデフォルト値です。
• All APs：すべてのアクセス ポイントで RLDP を有効にします。
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• Monitor Mode APs：監視モードのアクセス ポイントでのみ RLDP を有効にします。
ステップ 4

[Expiration Timeout for Rogue AP and Rogue Client Entries] テキスト ボックスに、不正なアクセス ポイント
とクライアント エントリの期限が切れてリストから削除されるまでの秒数を入力します。 有効な範囲は
240 ～ 3600 秒で、デフォルト値は 1200 秒です。
（注）
不正なアクセス ポイントまたはクライアントのエントリがタイムアウトすると、その不正の状
態がいずれの分類タイプに対しても Alert または Threat である場合には、コントローラから削除
されます。

ステップ 5

AAA サーバまたはローカル データベースを使用して、不正なクライアントが有効なクライアントである
かどうかを検証するには、[Validate Rogue Clients Against AAA] チェックボックスをオンにします。 デフォ
ルトでは、チェックボックスはオフになっています。

ステップ 6

必要に応じて、アドホックの不正検出およびレポートを有効にするには、[Detect and report Adhoc networks]
チェックボックスを選択します。 デフォルトでは、チェックボックスはオンになっています。

ステップ 7

[Rogue Detection Report Interval] テキスト ボックスに、AP が不正検出レポートをコントローラに送信する
間隔を秒単位で入力します。 有効な範囲は 10 ～ 300 秒で、デフォルト値は 10 秒です。

ステップ 8

コントローラに自動的に特定の不正デバイスを阻止させる場合は、次のパラメータを有効にします。 デ
フォルトでは、これらのパラメータは無効の状態です。
注意
Auto Contain パラメータのいずれかを選択して [Apply] をクリックすると、「Using this feature
may have legal consequences. Do you want to continue?」というメッセージが表
示されます。産業科学医療（ISM）帯域の 2.4 GHz および 5 GHz の周波数は一般に開放されてお
り、ライセンスを受けずに使用できます。 したがって、相手側のネットワーク上のデバイスを阻
止すると、法的責任を問われる場合があります。
• Auto Containment Level：自動阻止レベルを設定します。 デフォルトで、自動阻止レベルは 1 に設定
されています。
• Auto Containment only for Monitor mode APs：自動阻止用のモニタ モード アクセス ポイントを設定し
ます。
• Rogue on Wire：有線ネットワークで検出される不正の自動阻止を設定します。
• Using Our SSID：ネットワークの SSID をアドバタイズする不正の自動阻止を設定します。 このパラ
メータをオフにしておくと、該当する不正が検出されても警告が生成されるだけです。
• Valid Client on Rogue AP：信頼できるクライアントが関連付けられている不正なアクセス ポイントの
自動阻止を設定します。 このパラメータをオフにしておくと、該当する不正が検出されても警告が
生成されるだけです。
• AdHoc Rogue AP：コントローラによって検出されたアドホック ネットワークの自動阻止を設定しま
す。 このパラメータをオフにしておくと、該当するネットワークが検出されても警告が生成される
だけです。

ステップ 9

[Apply] をクリックします。

ステップ 10 [Save Configuration] をクリックします。
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不正検出のモニタリング
この項では、不正検出の新しいコマンドについて説明します。
次のコマンドは、コントローラ上で不正検出をモニタするために使用できます。
表 41：不正検出モニタリングのコマンド

コマンド

目的

show wireless wps rogue ap summary

コントローラによって検出されたすべての不正
アクセス ポイントのリストを表示します。

show wireless wps rogue client detailed client-mac 特定の不正クライアントの詳細情報を表示しま
す。

例：不正検出の設定
この例は、検出された不正 AP が存在する必要がある最小 RSSI を、コントローラで作成されたエ
ントリを持つように設定する方法を示しています。
Controller# configure terminal
Controller(config)# wireless wps rogue detection min-rssi -100
Controller(config)# end
Controller# show wireless wps rogue client detailed/show wireless wps rogue ap summary

次に、分類インターバルを設定する例を示します。
Controller# configure terminal
Controller(config)# wireless wps rogue detection min-transient-time 500
Controller(config)# end
Controller# show wireless wps rogue client detailed/show wireless wps rogue ap summary

不正検出に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

セキュリティ コマンド

Security Command Reference Guide, Cisco IOS XE
Release 3SE (Cisco WLC 5700 Series)（セキュリ
ティ コマンド リファレンス ガイド、Cisco IOS
XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリーズ））
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標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

テクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

不正検出設定の機能履歴と情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.3SE

この機能が導入されました。
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リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3E

MSE に対する不正検証。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、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。 最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

不正なアクセス ポイントの分類について
コントローラ ソフトウェアでは、不正なアクセス ポイントを Friendly、Malicious、または
Unclassified に分類して表示するルールを作成できます。
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デフォルトでは、いずれの分類ルールも有効になっていません。 したがって、すべての未知（管
理対象外）のアクセス ポイントは Unclassified に分類されます。 ルールを作成し、その条件を設
定して、ルールを有効にすると、未分類のアクセスポイントは分類し直されます。ルールを変更
するたびに、Alert 状態にあるすべてのアクセス ポイント（Friendly、Malicious、および Unclassified）
にそのルールが適用されます。

（注）

ルール ベースの分類は、アドホック不正クライアントおよび不正クライアントには適用され
ません。

（注）

1 台のコントローラにつき最大 64 の不正分類ルールを設定できます。
コントローラは、管理対象のアクセス ポイントの 1 つから不正レポートを受信すると、次のよう
に応答します。
1 コントローラは未知（管理対象外）のアクセス ポイントが危険性のない MAC アドレスのリス
トに含まれているか確認します。 そのリストに含まれている場合、コントローラはそのアクセ
ス ポイントを Friendly として分類します。
2 未知（管理対象外）のアクセス ポイントが危険性のない MAC アドレスのリストに含まれてい
ない場合、コントローラは、不正状態の分類ルール適用処理を開始します。
3 不正なアクセス ポイントが Malicious、Alert または Friendly、Internal または External にすでに
分類されている場合は、コントローラはそのアクセス ポイントを自動的に分類しません。 不
正なアクセス ポイントがそれ以外に分類されており、Alert 状態にある場合に限り、コントロー
ラはそのアクセス ポイントを自動的に分類し直します。
4 コントローラは、優先度の一番高いルールを適用します。 不正なアクセス ポイントがルール
で指定された条件に一致すると、コントローラはそのアクセス ポイントをルールに設定された
分類タイプに基づいて分類します。
5 不正なアクセス ポイントが設定されたルールのいずれにも一致しないと、コントローラはその
アクセス ポイントを Unclassified に分類します。
6 コントローラは、すべての不正なアクセス ポイントに対して上記の手順を繰り返します。
7 不正なアクセス ポイントが社内ネットワーク上にあると RLDP で判断されると、ルールが設
定されていない場合でも、コントローラは不正の状態を Threat とマークし、そのアクセス ポ
イントを自動的に Malicious に分類します。 その後、不正なアクセス ポイントに対して手動で
封じ込め処理を行うことができますが（不正を自動的に封じ込めるよう RLDP が設定されてい
ない限り）、その場合は不正の状態が Contained に変更されます。 不正なアクセス ポイントが
ネットワーク上にないと、コントローラによって不正の状態が Alert とマークされ、そのアク
セス ポイントを手動で封じ込め処理を行うことができるようになります。
8 必要に応じて、各アクセス ポイントを本来とは異なる分類タイプや不正の状態に手動で変更す
ることも可能です。
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表 42：分類マッピング

ルールベースの分 不正の状態
類タイプ
Friendly

• Internal：未知（管理対象外）のアクセス ポイントがネットワーク内に
存在し、WLANのセキュリティに脅威を与えない場合、手動でFriendly、
Internal に設定します。 たとえば、ラボ ネットワーク内のアクセス ポイ
ントなどです。
• External：未知（管理対象外）のアクセス ポイントがネットワーク外に
存在し、WLANのセキュリティに脅威を与えない場合、手動でFriendly、
External に設定します。 たとえば、近隣のコーヒー ショップに属する
アクセス ポイントなどです。
• Alert：不明なアクセス ポイントがネイバー リストまたはユーザが設定
した危険性のない MAC のリストに記載されていない場合、そのアクセ
ス ポイントは Alert に移動されます。

Malicious

• Alert：不明なアクセス ポイントがネイバー リストまたはユーザが設定
した危険性のない MAC のリストに記載されていない場合、そのアクセ
ス ポイントは Alert に移動されます。
• Threat：未知（管理対象外）のアクセス ポイントがネットワーク上に発
見され、WLAN のセキュリティに脅威を与えています。
• Contained：未知（管理対象外）のアクセス ポイントが封じ込められて
います。
• Contained Pending：未知（管理対象外）のアクセス ポイントが Contained
とマークされましたが、リソースを使用できないため対処が遅れていま
す。
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ルールベースの分 不正の状態
類タイプ
未分類

• Pending：最初の検出で、未知（管理対象外）のアクセス ポイントは 3
分間 Pending 状態に置かれます。 この間に、管理対象のアクセス ポイ
ントでは、未知（管理対象外）のアクセス ポイントがネイバー アクセ
ス ポイントであるかどうかが判定されます。
• Alert：不明なアクセス ポイントがネイバー リストまたはユーザが設定
した危険性のない MAC のリストに記載されていない場合、そのアクセ
ス ポイントは Alert に移動されます。
• Contained：未知（管理対象外）のアクセス ポイントが封じ込められて
います。
• Contained Pending：未知（管理対象外）のアクセス ポイントが Contained
とマークされましたが、リソースを使用できないため対処が遅れていま
す。

不正アクセス ポイントの分類と状態は以下のように設定されています。
• Known から Friendly、Internal
• Acknowledged から Friendly、External
• Contained から Malicious、Contained
前述のように、コントローラでは、ユーザ定義のルールに基づいて未知（管理対象外）のアクセ
ス ポイントの分類タイプと不正の状態が自動的に変更されます。もしくは、未知（管理対象外）
のアクセス ポイントを本来とは異なる分類タイプと不正の状態に手動で変更することができま
す。
表 43：設定可能な分類タイプ/不正の状態の推移

遷移元

目的

Friendly（Internal、External、Alert）

Malicious（Alert）

Friendly（Internal、External、Alert）

Unclassified（Alert）

Friendly（Alert）

Friendly（Internal、External）

Malicious（Alert、Threat）

Friendly（Internal、External）

Malicious（Contained、Contained
Pending）

Malicious（Alert）

Unclassified（Alert、Threat）

Friendly（Internal、External）
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遷移元

目的

Unclassified（Contained、Contained
Pending）

Unclassified（Alert）

Unclassified（Alert）

Malicious（Alert）

不正の状態が Contained の場合、不正なアクセス ポイントの分類タイプを変更する前に、そのア
クセス ポイントが封じ込められないようにする必要があります。 不正なアクセス ポイントを
Malicious から Unclassified に変更する場合は、そのアクセス ポイントを削除して、コントローラ
で分類し直せるようにする必要があります。

不正なアクセス ポイントの分類の制限
いくつかの不正なルールがあります。 その内容は次のとおりです。
• カスタム タイプの不正の分類は、不正ルールに関連付けられています。 このため、不正を
手動で Custom として分類することはできません。 カスタム クラスの変更は不正ルールを使
用する場合にのみ行えます。
• 不正分類の変更に対して、ルールによって 30 分ごとに阻止用のトラップが送信されます。
カスタム分類の場合、最初のトラップはカスタム分類よりも前に存在していたため、そのト
ラップに重大度スコアは含まれません。 不正が分類されると、30 分後に生成される後続の
トラップから重大度スコアが取得されます。
• 不正ルールは、優先順位に従って、コントローラ内の新しい着信不正レポートごとに適用さ
れます。
• 不正がより高い優先度ルールを満たし、分類されると、同じレポートの優先順位リスト内で
下位に下がることはありません。
• 以前に分類された不正は、次の制限に従って、新しい不正レポートが作成されるたびに、再
分類されます。
• ルールによって Friendly に分類され、状態が ALERT に設定されている不正は、新しい
不正レポートを受け取ると再分類が開始されます。
• 不正が管理者によって Friendly に手動で分類されると、状態は INTERNAL になり、次
に続く不正レポートで再分類されません。
• 不正が Malicious に分類されると、その状態に関係なく、後続の不正レポートで再分類
されません。
• 一部の属性が新しい不正レポートで欠落している場合、複数の不正ルールによって、Friendly
から Malicious に不正の状態が遷移する可能性があります。
• どの不正ルールによっても、Malicious から他の分類に不正の状態が遷移することはありませ
ん。
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不正なアクセス ポイントの分類方法
不正分類ルールの設定（CLI）
手順の概要
1. configure terminal
2. wireless wps rogue rule rule-name priority priority
3. classify {friendly | malicious}
4. condition {client-count | duration | encryption | infrastructure | rssi | ssid}
5. match {all | any}
6. デフォルト
7. exit
8. シャットダウン
9. end
10. configure terminal
11. wireless wps rogue rule shutdown
12. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

wireless wps rogue rule rule-name
priority priority
例：
Controller(config)# wireless wps
rogue rule rule_3 priority 3
Controller(config-rule)#

ステップ 3

classify {friendly | malicious}

ルールを作成またはイネーブルにします。 ルールを作成する場
合、ルールのプライオリティを入力する必要があります。
ルールを作成した後、ルールを編集する場合、ディセー
ブルになった不正ルールに対してのみプライオリティ
を変更できます。 有効にされた不正ルールのプライオ
リティは変更できません。 編集時の不正ルールのプラ
イオリティ変更は任意です。
ルールを分類します。
（注）

例：
Controller(config)# wireless wps
rogue rule rule_3 priority 3
Controller(config-rule)# classify
friendly
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

condition {client-count | duration |
不正アクセス ポイントが満たす必要のあるルールに以下の条件を
encryption | infrastructure | rssi | ssid} 追加することを指定します。
• client-count：不正なアクセス ポイントに最小数のクライア

例：
Controller(config)# wireless wps
rogue rule rule_3 priority 3
Controller(config-rule)# condition
client-count 5

ントがアソシエートされている必要があります。 たとえば、
不正なアクセス ポイントにアソシエートされたクライアン
トの数が設定値以上の場合、アクセス ポイントは Malicious
に分類されます。 このオプションを選択する場合は、
condition_value パラメータに、不正なアクセス ポイントにア
ソシエートされたクライアントの最小数を入力します。 有
効な値の範囲は 1 ～ 10（両端の値を含む）で、デフォルト
値は 0 です。
• duration：不正なアクセス ポイントが最小期間検出される必
要があります。 このオプションを選択する場合は、
condition_value パラメータに最小検出期間の値を入力します。
有効な値の範囲は 0 ～ 3600 秒（両端の値を含む）で、デフォ
ルト値は 0 秒です。
• encryption：アドバタイズされた WLAN で暗号化がイネーブ
ルになっていないことが必要です。
• infrastructure：SSID がコントローラで認識される必要があ
ります。
• rssi：不正なアクセス ポイントには、最小の RSSI 値が必要
です。 たとえば、不正なアクセス ポイントが設定値より大
きい RSSI を持つ場合、そのアクセス ポイントは Malicious
に分類されます。 このオプションを選択する場合は、
condition_value パラメータに最小 RSSI 値を入力します。 有
効な値の範囲は -95 ～ -50 dBm（両端の値を含む）で、デフォ
ルト値は 0 dBm です。
• ssid：不正なアクセス ポイントには、特定の SSID が必要で
す。 コントローラによって管理されない SSID を追加する必
要があります。 このオプションを選択する場合は、
condition_value パラメータに SSID を入力します。 SSID は
ユーザ設定の SSID リストに追加されます。

ステップ 5

match {all | any}
例：
Controller(config)# wireless wps
rogue rule rule_3 priority 3
Controller(config-rule)# match all

検出された不正なアクセス ポイントがルールに一致していると見
なされ、そのルールの分類タイプが適用されるためには、ルール
で定義されているすべての条件を満たす必要があるか、一部の条
件を満たす必要があるかを指定します。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

デフォルト

コマンドをデフォルトに設定するように指定します。

例：
Controller(config)# wireless wps
rogue rule rule_3 priority 3
Controller(config-rule)# default

ステップ 7

exit

サブモードの終了を指定します。

例：
Controller(config)# wireless wps
rogue rule rule_3 priority 3
Controller(config-rule)# exit
Controller(config)#

ステップ 8

シャットダウン

特定の不正ルールをディセーブルにすることを指定します。 たと
えば、ルール rule_3 はディセーブルです。

例：
Controller(config)# wireless wps
rogue rule rule_3 priority 3
Controller(config-rule)# shutdown

ステップ 9

end

特権 EXEC モードに戻ります。 また、Ctrl+Z キーを押しても、グ
ローバル コンフィギュレーション モードを終了できます。

例：
Controller(config)# end

ステップ 10

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：
Controller# configure terminal

ステップ 11

wireless wps rogue rule shutdown

すべての不正ルールをディセーブルにすることを指定します。

例：
Controller(config)# wireless wps
rogue rule shutdown

ステップ 12

end

特権 EXEC モードに戻ります。 また、Ctrl+Z キーを押しても、グ
ローバル コンフィギュレーション モードを終了できます。

例：
Controller(config)# end

不正分類ルールの設定（GUI）

ステップ 1

[Security] > [Wireless Protection Policies] > [Rogue Policies] > [Rogue Rules] を選択して、[Rogue Rules] ページ
を開きます。
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すでに作成されているすべてのルールが優先順位に従って一覧表示されます。 各ルールの名前、タイプ、
およびステータスが表示されます。
ルールを削除するには、そのルールの青いドロップダウンの矢印の上にマウス カーソルを置い
て、[Remove] をクリックします。

（注）

ステップ 2

次の手順を実行して、新しいルールを作成します。
a) [Add Rule] をクリックします。 [Add Rule] セクションがページ上部に表示されます。
b) [Rule Name] テキスト ボックスに、新しいルールの名前を入力します。 名前にはスペースを含めない
でください。
c) [Rule Type] ドロップダウン リストで、以下のオプションから選択してこのルールと一致する不正アク
セス ポイントを [Friendly] または [Malicious] として分類します。
• Friendly
• Malicious
d) [Add] をクリックして既存のルール リストにこのルールを追加するか、[Cancel] をクリックしてこの新
しいルールを破棄します。

ステップ 3

次の手順を実行して、ルールを編集します。
a) 編集するルールの名前をクリックします。 [Rogue Rule] > [Edit] ページが表示されます。
b) [Type] ドロップダウン リストで、以下のオプションから選択してこのルールと一致する不正アクセス
ポイントを分類します。
• Friendly
• Malicious
c) [Match Operation] テキスト ボックスから、次のいずれかを選択します。
[ All]：このルールが有効な場合、検出された不正なアクセス ポイントは、ルールで指定されたすべて
の条件を満たしている場合にルールと一致し、その不正に対してルールの分類タイプが適用されます。
[ Any]：このルールが有効な場合、検出された不正なアクセス ポイントは、ルールで指定された条件
のいずれかを満たす場合にルールと一致し、その不正に対してルールの分類タイプが適用されます。
これはデフォルト値です。
d) このルールを有効にするには、[Enable Rule] チェックボックスをオンにします。 デフォルト値はオフ
です。
e) この特定のルールをディセーブルにするには、[Enable Rule] チェックボックスをオフにします。
GUI からすべての不正ルールを一度にディセーブルにすることはできませんが、wireless wps
rogue rule shutdown コマンドを使用して CLI からすべての不正ルールをディセーブルにでき
ます。
f) [Add Condition] ドロップダウン リストで、不正なアクセス ポイントが満たす必要がある次の条件から
1 つまたは複数を選択し、[Add Condition] をクリックします。
（注）

• [SSID]：不正なアクセス ポイントには、特定のユーザ設定 SSID が必要です。 このオプションを
選択する場合は、[User Configured SSID] テキスト ボックスに SSID を入力し、[Add SSID] をクリッ
クします。 ユーザ設定の SSID が追加され、リストされます。
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（注）

SSID を削除するには、SSID を強調表示して [Remove] をクリックします。 WLAN に適
用された SSID は不正ルールには適用できません。

• [RSSI]：不正なアクセス ポイントには、最小の受信信号強度表示（RSSI）値が必要です。 たとえ
ば、不正なアクセス ポイントが設定値より大きい RSSI を持つ場合、そのアクセス ポイントは
Malicious に分類されます。 このオプションを選択する場合は、[Minimum RSSI] テキスト ボック
スに最小 RSSI 値を入力します。 有効な値の範囲は -95 ～ -50 dBm（両端の値を含む）で、デフォ
ルト値は 0 dBm です。
• [Duration]：不正なアクセス ポイントが最小期間検出される必要があります。 このオプションを
選択する場合は、[Time Duration] テキスト ボックスに最小検出期間の値を入力します。 有効な値
の範囲は 0 ～ 3600 秒（両端の値を含む）で、デフォルト値は 0 秒です。
• [Client Count]：不正なアクセス ポイントに最小数のクライアントがアソシエートされている必要
があります。 たとえば、不正なアクセス ポイントにアソシエートされたクライアントの数が設定
値以上の場合、アクセス ポイントは Malicious に分類されます。 このオプションを選択する場合
は、[Minimum Number of Rogue Clients] テキスト ボックスに、不正なアクセス ポイントにアソシ
エートされたクライアントの最小数を入力します。 有効な値の範囲は 1 ～ 10（両端の値を含む）
で、デフォルト値は 0 です。
• [No Encryption]：不正なアクセス ポイントのアドバタイズされた WLAN で暗号化が無効になって
いる必要があります。 不正なアクセス ポイントの暗号化が無効になっている場合、より多くのク
ライアントがそのアクセス ポイントに対してアソシエートを試行します。 このオプションに関し
て、これ以外の設定を行う必要はありません。
（注）

Cisco Prime Infrastructure は、このオプションを「Open Authentication（オープンな認証）」
と呼んでいます。

• [Managed SSID]：不正なアクセス ポイントの管理対象 SSID（WLAN に設定された SSID）がコン
トローラで認識される必要があります。 このオプションに関して、これ以外の設定を行う必要は
ありません。
（注）
SSID および管理対象 SSID の 2 つのリストは相互に排他的であるため、[SSID] および
[Managed SSID] の条件を [All] 操作で使用することはできません。 [Match All] を使用し
てルールを定義し、これら 2 つの条件を設定した場合は、いずれかの条件が満たされな
いので、不正なアクセス ポイントが Friendly または Malicious に分類されることはあり
ません。

（注）

1 つのルールにつき最大 6 つの条件を追加できます。 条件を追加すると、[Conditions]
セクションにその条件が表示されます。
このルールから条件を削除するには、条件付近の [Remove] をクリックしま
す。

• [User configured SSID]：不正アクセス ポイントが特定のユーザ設定 SSID のサブ文字列を持つ必要
があります。 コントローラは同じ発生パターン内でサブ文字列を検索し、サブ文字列が SSID の
文字列全体で見つかった場合はその一致を返します。
g) [Apply] をクリックします。
ステップ 4

不正分類ルールを適用する優先順位を変更する場合の手順は、次のとおりです。
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1 [Change Priority] をクリックして、[Rogue Rules > Priority] ページにアクセスします。
不正ルールが優先順位に従って [Change Rules Priority] テキスト ボックスに表示されます。
2 優先順位を変更する特定のルールをクリックし、[Up] をクリックしてリスト内の順位を上げるか、
[Down] をクリックしてリスト内の順位を下げます。
（注）

ディセーブルのルールだけの優先順位を変更することが可能です。 イネーブルのルールだけ
の優先順位を変更することはできません。

3 [Apply] をクリックします。

不正なデバイスの表示および分類（GUI）
ステップ 1

[Monitor] > [Rogues] の順に選択します。

ステップ 2

次のオプションを選択すると、コントローラで検出された各タイプの不正なアクセス ポイントを表示でき
ます。
• Friendly APs
• Malicious APs
• Unclassified APs
対応する不正な AP ページが、不正アクセス ポイントの MAC アドレス、不正アクセス ポイントを検出し
た無線の数、不正アクセス ポイントに接続されたクライアント数、不正アクセス ポイントの現在のステー
タス、および最後のコンタクトに関する情報を提供します。

ステップ 3

不正なアクセス ポイントの詳細を取得するには、アクセス ポイントの MAC アドレスをクリックします。
[Rogue AP Detail] ページが表示されます。
このページには、不正なデバイスの MACアドレス、不正なデバイスのタイプ（アクセス ポイントなど）、
不正なデバイスが有線ネットワーク上にあるかどうか、不正なデバイスが最初および最後に報告された日
時、デバイスの現在のステータスといった情報が表示されます。
[Class Type] テキスト ボックスには、この不正なアクセス ポイントの現在の分類が表示されます。
• [Friendly]：ユーザ定義の Friendly ルールと一致した不明なアクセス ポイント、または既知の不正な
アクセス ポイント。 危険性のないアクセス ポイントは阻止することができません。
• [Malicious]：ユーザ定義の Malicious ルールと一致した不明なアクセス ポイント、またはユーザが
Friendly または Unclassified 分類タイプから手動で移動した不明なアクセス ポイント。
（注）

アクセス ポイントが Malicious に分類されると、その後でそのアクセス ポイントにルール
を適用することはできなくなります。また、別の分類タイプに移動することもできません。
危険性のあるアクセス ポイントを Unclassified 分類タイプに移動する場合は、そのアクセ
ス ポイントを削除して、コントローラで分類し直せるようにする必要があります。
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• [Unclassified]：ユーザ定義の Friendly または Malicious ルールと一致しない不明なアクセス ポイント。
未分類のアクセス ポイントは阻止することができます。 また、このアクセス ポイントは、ユーザ定
義のルールに従って自動的に、またはユーザが手動で、Friendly または Malicious 分類タイプに移動
できます。
ステップ 4

このデバイスの分類を変更するには、[Class Type] ドロップダウン リストから別の分類を選択します。
（注）
不正なアクセス ポイントの現在の状態が [Contain] である場合、そのアクセス ポイントは移動で
きません。

ステップ 5

[Update Status] ドロップダウン リストから次のオプションのいずれかを選択して、この不正なアクセス ポ
イントに対するコントローラの応答方法を指定します。
• [Internal]：コントローラはこの不正なアクセス ポイントを信頼します。 このオプションは、[Class
Type] が [Friendly] に設定されている場合に使用できます。
• [External]：コントローラはこの不正なアクセス ポイントの存在を認識します。 このオプションは、
[Class Type] が [Friendly] に設定されている場合に使用できます。
• [Contain]：コントローラによって危険性のあるデバイスが阻止され、そのデバイスの信号が、認証さ
れたクライアントに干渉しないようになります。 このオプションは、[Class Type] が [Malicious] また
は [Unclassified] に設定されている場合に使用できます。
• [Alert]：コントローラからシステム管理者に、さらなる処理を行うよう即時に警告が転送されます。
このオプションは、[Class Type] が [Malicious] または [Unclassified] に設定されている場合に使用でき
ます。
ページの下部には、この不正なアクセス ポイントが検出されたアクセス ポイントと、不正なアクセス ポ
イントにアソシエートされたすべてのクライアントの両方に関する情報が提供されます。 クライアントの
詳細を表示するには、[Edit] をクリックして [Rogue Client Detail] ページを開きます。

ステップ 6

[Apply] をクリックします。

ステップ 7

[Save Configuration] をクリックします。

ステップ 8

コントローラで検出されたアドホック不正を確認するには、[Adhoc Rogues] を選択します。 [Adhoc Rogues]
ページが表示されます。
このページには、MAC アドレス、BSSID、アドホック不正の SSID、アドホック不正が検出された無線の
数、アドホック不正の現在のステータスといった情報が表示されます。

ステップ 9

アドホック不正の詳細情報を取得するには、その不正の MAC アドレスをクリックします。 [Adhoc Rogue
Detail] ページが表示されます。
このページには、アドホック不正の MAC アドレスおよび BSSID、不正が最初および最後に報告された日
時、不正の現在のステータスといった情報が表示されます。

ステップ 10 [Update Status] ドロップダウン リストから次のオプションのいずれかを選択して、このアドホック不正に
対するコントローラの応答方法を指定します。
• [Contain]：コントローラによって危険性のあるデバイスが阻止され、そのデバイスの信号が、認証さ
れたクライアントに干渉しないようになります。
• [Alert]：コントローラからシステム管理者に、さらなる処理を行うよう即時に警告が転送されます。
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• [Internal]：コントローラはこの不正なアクセス ポイントを信頼します。
• [External]：コントローラはこの不正なアクセス ポイントの存在を認識します。
ステップ 11 [Maximum Number of APs to Contain the Rogue] ドロップダウン リストから、[1]、[2]、[3]、[4] のオプショ
ンのいずれかを選択して、このアドホック不正を阻止するために使用するアクセス ポイントの最大数を指
定します。
ページの下部には、このアドホック不正が検出されたアクセス ポイントに関する情報が提供されます。
ステップ 12 [Apply] をクリックします。
ステップ 13 [Save Configuration] をクリックします。
ステップ 14 無視するように設定されている任意のアクセス ポイントを表示するには、[Rogue AP Ignore-List] を選択し
ます。 [Rogue AP Ignore-List] ページが表示されます。
このページには、無視するように設定されている任意のアクセス ポイントの MAC アドレスが表示されま
す。 不正無視リストには、ユーザが Cisco Prime Infrastructure マップに手動で追加した任意の自律アクセ
ス ポイントのリストが含まれています。 コントローラでは、これらの自律アクセス ポイントが、Prime
Infrastructure によって管理されていても不正と見なされます。 不正無視リストを使用すると、コントロー
ラでこれらのアクセス ポイントを無視できます。 このリストは次のように更新されます。
• コントローラは、不正レポートを受信すると、不明なアクセス ポイントが不正無視アクセス ポイン
ト リストに存在するかどうかを確認します。
• 不明なアクセス ポイントが不正無視リストに存在する場合、コントローラはこのアクセス ポイント
を無視して他の不正なアクセス ポイントの処理を続けます。
• 不明なアクセス ポイントが不正無視リストにない場合、コントローラは Prime Infrastructure にトラッ
プを送信します。 Prime Infrastructure が自律アクセス ポイントにこのアクセス ポイントを検出した場
合、Prime Infrastructure はこのアクセス ポイントを不正無視リストに追加するためのコマンドをコン
トローラに送信します。 このアクセス ポイントは、今後の不正レポートで無視されるようになりま
す。
• ユーザが Prime Infrastructure から自律アクセス ポイントを削除した場合、Prime Infrastructure はこの
アクセス ポイントを不正無視リストから削除するコマンドをコントローラに送信します。

例：不正なアクセス ポイントの分類
次の例は、不正アクセス ポイントを Friendly として組織および表示できるルールを作成する方法
を示しています。
Controller# configure terminal
Controller(config)# wireless wps rogue rule ap1 priority 1
Controller(config-rule)# classify friendly
Controller(config-rule)# end
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この例は、不正アクセス ポイントが満たす必要のある条件を適用する方法を示しています。
Controller# configure terminal
Controller(config)# wireless wps rogue rule ap1 priority 1
Controller(config-rule)# condition client-count 5
Controller(config-rule)# condition duration 1000
Controller(config-rule)# end

不正なアクセス ポイントの分類に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

セキュリティ コマンド

Security Command Reference Guide, Cisco IOS XE
Release 3SE (Cisco WLC 5700 Series)（セキュリ
ティ コマンド リファレンス ガイド、Cisco IOS
XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリーズ））

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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不正なアクセス ポイントの分類
不正なアクセス ポイントの分類の機能履歴および情報

テクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

不正なアクセス ポイントの分類の機能履歴および情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.3SE

この機能が導入されました。
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wIPS の設定
• 機能情報の確認, 511 ページ
• wIPS について, 511 ページ
• アクセス ポイントで wIPS を設定する方法, 519 ページ
• wIPS 情報のモニタリング, 520 ページ
• 例：wIPS の設定, 521 ページ
• wIPS の設定に関する追加情報, 521 ページ
• wIPS 設定実行の機能履歴, 522 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、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。 最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

wIPS について
Cisco 適応型ワイヤレス侵入防御システム（wIPS）は、無線の脅威の検出およびパフォーマンス管
理のための高度な手法です。 この手法では、ネットワーク トラフィック分析、ネットワーク デ
バイス/トポロジに関する情報、シグニチャベースの技法、および異常検出を組み合わせることに
より、非常に正確で全面的な無線の脅威防御を実現できます。 インフラストラクチャに完全に統
合されたソリューションを採用すると、有線ネットワークと無線ネットワークの両方で無線トラ
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フィックを継続的に監視し、ネットワークインテリジェンスを使用してさまざまなソースからの
攻撃を分析することにより、損害または漏洩が発生する前に、攻撃をより正確に特定し事前に防
止することができます。
シスコの適合型 wIPS には、Cisco 3300 シリーズ Mobility Services Engine（MSE）が必要です。MSE
は、Cisco Aironet アクセス ポイントの継続的な監視によって収集された情報の処理を一元化しま
す。 シスコの適応型 wIPS の機能と、MSE への Cisco Prime Infrastructure の統合により、wIPS サー
ビスで wIPS ポリシーとアラームの設定、監視、およびレポートを行うことができます。

（注）

お使いの wIPS がコントローラ、アクセス ポイント、および MSE で構成されている場合、こ
れら 3 つのエンティティをすべて UTC タイム ゾーンに設定する必要があります。
シスコの適応型 wIPS はコントローラに設定されていません。 代わりに、プロファイル設定が
Cisco Prime Infrastructure から wIPS サービスに転送され、wIPS サービスによってそのプロファイ
ルがコントローラに転送されます。 プロファイルはコントローラのフラッシュメモリに格納さ
れ、アクセス ポイントがコントローラに join するとアクセス ポイントへ送信されます。 アクセ
ス ポイントのアソシエートが解除され、別のコントローラへ join すると、アクセス ポイントは新
しいコントローラから wIPS プロファイルを受信します。
wIPS 機能のサブセットを備えたローカル モードのアクセス ポイントは、拡張ローカル モード ア
クセス ポイント、または ELM AP と呼ばれます。 アクセス ポイントが次のいずれかのモードで
あれば、そのアクセス ポイントを wIPS モードで動作するように設定できます。
• Monitor
• ローカル
通常のローカル モードまたは のアクセス ポイントは、ワイヤレス侵入防御システム（wIPS）機
能のサブセットによって拡張されています。 この機能を使用すると、分離されたオーバーレイ
ネットワークがなくても、アクセス ポイントを展開して保護機能を提供できます。
wIPS ELM では、オフチャネルのアラームを検出する機能が制限されます。 アクセス ポイントは
定期的にオフチャネルになり、短い期間内に動作していないチャネルを監視し、そのチャネルで
攻撃を検出した場合はアラームをトリガーします。 ただし、オフチャネルのアラーム検出はベス
ト エフォートであり、攻撃を検出してアラームをトリガーするには時間がかかることがありま
す。これが原因となって ELM AP が断続的にアラームを検出し、確認できないためそれをクリア
する場合があります。 上記のいずれかのモードのアクセス ポイントは、ポリシー プロファイル
に基づくアラームをコントローラ経由で定期的に wIPS サービスに送信できます。 wIPS サービス
はアラームを格納および処理して、SNMP トラップを生成します。 Cisco Prime Infrastructure は自
身の IP アドレスをトラップの宛先として設定し、SNMP トラップを MSE から受信します。
次の表に SNMP トラップ コントロールとそれぞれのトラップを示します。 トラップ制御が有効
な場合、そのトラップ制御のトラップもすべて有効です。

（注）

コントローラは SNMP トラップの送信に SNMPv2 のみを使用します。
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表 44：SNMP トラップ制御と対応トラップ

タブ名

トラップ コントロール

Trap

General

Link (Port) Up/Down

linkUp、linkDown

Spanning Tree

newRoot、topologyChange、
stpInstanceNewRootTrap、
stpInstanceTopologyChangeTrap

Config Save

bsnDot11EssCreated、
bsnDot11EssDeleted、bsnConfigSaved、
ciscoLwappScheduledResetNotif、
ciscoLwappClearResetNotif、
ciscoLwappResetFailedNotif、
ciscoLwappSysInvalidXmlConfig

AP Register

bsnAPDisassociated、bsnAPAssociated

Ap Interface Up/Down

bsnAPIfUp、bsnAPIfDown

802.11 アソシエーション

bsnDot11StationAssociate

802.11 ディスアソシエーション

bsnDot11StationDisassociate

802.11 認証解除

bsnDot11StationDeauthenticate

802.11 認証失敗

bsnDot11StationAuthenticateFail

802.11 アソシエーション失敗

bsnDot11StationAssociateFail

Exclusion

bsnDot11StationBlacklisted

NAC Alert

cldcClientWlanProfileName、
cldcClientIPAddress、
cldcApMacAddress、
cldcClientQuarantineVLAN、
cldcClientAccessVLAN

AP

Client Traps

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリーズ）
OL-28525-02-J

513

wIPS の設定
wIPS について

タブ名

トラップ コントロール

Trap

Security Traps

User Authentication

bsnTooManyUnsuccessLoginAttempts、
cLWAGuestUserLoggedIn、
cLWAGuestUserLoggedOut

RADIUS Servers Not Responding

bsnRADIUSServerNotResponding、
ciscoLwappAAARadiusReqTimedOut

WEP Decrypt Error

bsnWepKeyDecryptError

Rogue AP

bsnAdhocRogueAutoContained、
bsnRogueApAutoContained、
bsnTrustedApHasInvalidEncryption、
bsnMaxRogueCountExceeded、
bsnMaxRogueCountClear、
bsnApMaxRogueCountExceeded、
bsnApMaxRogueCountClear、
bsnTrustedApHasInvalidRadioPolicy、
bsnTrustedApHasInvalidSsid、
bsnTrustedApIsMissing

SNMP Authentication

agentSnmpAuthenticationTrapFlag

Multiple Users

multipleUsersTrap

Load Profile
自動 RF プロ
ファイル トラッ
Noise Profile
プ

自動 RF 更新ト
ラップ

bsnAPLoadProfileFailed
bsnAPNoiseProfileFailed

Interference Profile

bsnAPInterferenceProfileFailed

Coverage Profile

bsnAPCoverageProfileFailed

channel update

bsnAPCurrentChannelChanged

Tx Power Update

bsnAPCurrentTxPowerChanged
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タブ名

トラップ コントロール

Trap

Mesh Traps

Child Excluded Parent

ciscoLwappMeshChildExcludedParent

Parent Change

ciscoLwappMeshParentChange

Authfailure Mesh

ciscoLwappMeshAuthorizationFailure

Child Moved

ciscoLwappMeshChildMoved

Excessive Parent Change

ciscoLwappMeshExcessiveParentChange

Excessive Children

ciscoLwappMeshExcessiveChildren

Poor SNR

ciscoLwappMeshAbateSNR、
ciscoLwappMeshOnsetSNR

Console Login

ciscoLwappMeshConsoleLogin

Excessive Association

ciscoLwappMeshExcessiveAssociation

Default Bridge Group Name

ciscoLwappMeshDefaultBridgeGroupName

次に、「SNMP トラップ制御と対応トラップ」の表に記載されているトラップについて説明しま
す。
• General Traps
◦ [SNMP Authentication]：SNMPv2 エンティティが、適切に認証されていないプロトコル
メッセージを受信しました。

（注）

SNMP V3 モードで設定されているユーザが正しくないパスワードでコントロー
ラにアクセスを試みると、認証は失敗し、エラーメッセージが表示されます。
ただし、認証エラーの場合、トラップ ログは生成されません。

◦ [Link (Port) Up/Down]：リンクのステータスは、アップまたはダウンから変更されます。
◦ [Link (Port) Up/Down]：リンクのステータスは、アップまたはダウンから変更されます。
◦ [Multiple Users]：2 人のユーザが同じ ID でログインします。
◦ [Rogue AP]：不正アクセス ポイントが検出されるたびに、このトラップが MAC アドレ
スとともに送信されます。また、以前に検出された不正アクセス ポイントが存在しなく
なっている場合にこのトラップが送信されます。
◦ [Config Save]：コントローラ設定が変更されると送信される通知。
• Cisco AP トラップ
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◦ [AP Register]：アクセス ポイントがコントローラとアソシエートまたはアソシエート解
除すると送信される通知です。
◦ [AP Interface Up/Down]：アクセス ポイント インターフェイス（802.11X）の状態がアッ
プまたはダウンになると送信される通知です。
• クライアント関連トラップ
◦ [802.11 Association]：クライアントがアソシエーション フレームを送信すると送信され
るアソシエーション通知。
◦ [802.11 Disassociation]：クライアントがディスアソシエーション フレームを送信すると
送信されるディスアソシエーション通知。
◦ [802.11 Deauthentication]：クライアントが認証解除フレームを送信すると送信される認
証解除通知。
◦ [802.11 Failed Authentication]：クライアントが成功以外のステータス コードの認証フレー
ムを送信すると送信される認証エラー通知。
◦ [802.11 Failed Association]：クライアントが成功以外のステータス コードのアソシエー
ション フレームを送信すると送信されるアソシエーション エラー通知。
◦ [Exclusion]：クライアントが Exclusion Listed（blacklisted）である場合に送信されるアソ
シエーション失敗通知。
◦ [Authentication]：クライアントが正常に認証されると送信される認証通知。
◦ [Max Clients Limit Reached]：[Threshold] フィールドに定義されているクライアントの最
大数がコントローラとアソシエートした場合に送信される通知。
◦ [NAC Alert]：クライアントが SNMP NAC 対応 WLAN に join する場合に送信されるア
ラート。
この通知は、NAC 対応 SSID のクライアントがレイヤ 2 認証を完了し、NAC アプライ
アンスにクライアントのプレゼンスについて通知する場合に生成されます。
cldcClientWlanProfileName は、802.11 無線クライアントが接続されている WLAN のプロ
ファイル名を表します。 cldcClientIPAddress は、クライアントの一意の IP アドレスを表
します。 cldcApMacAddress は、クライアントがアソシエートされている AP の MAC ア
ドレスを表します。 cldcClientQuarantineVLAN は、クライアントの隔離 VLAN を表しま
す。 cldcClientAccessVLAN は、クライアントのアクセス VLAN を表します。
◦ [Association with Stats]：クライアントがコントローラとアソシエートする、またはロー
ミングする場合に、データ統計とともに送信されるアソシエーション通知。 データの統
計情報には、送受信されたパケットおよびバイトが含まれます。
◦ [Disassociation with Stats]：クライアントがコントローラからアソシエート解除するとき
に、データ統計とともに送信されるディスアソシエーション通知。 データの統計情報に
は、送受信されたパケットおよびバイト、SSID、およびセッション ID が含まれます。
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（注）

以降のリリースからリリース 7.4 にダウングレードする場合、リリース 7.4 で
サポートされないトラップ（たとえば、NAC Alert トラップ）がダウングレー
ド前に有効になっていると、すべてのトラップは無効になります。 ダウング
レードが終了したら、ダウングレード前に有効であったすべてのトラップを
有効にする必要があります。他のすべてのトラップが無効にならないように、
ダウングレードする前に新しいトラップを無効にすることをお勧めします。

• Security Traps
◦ [User Auth Failure]：このトラップは、クライアントの RADIUS 認証の失敗が発生したこ
とを通知します。
◦ [RADIUS Server No Response]：このトラップは、RADIUS クライアントが送信した認証
要求に応答する RADIUS サーバがないことを示します。
◦ [WEP Decrypt Error]：コントローラが WEP 復号化エラーを検出すると送信される通知で
す。
◦ [Rogue AP]：不正アクセス ポイントが検出されるたびに、このトラップが MAC アドレ
スとともに送信されます。また、以前に検出された不正アクセス ポイントが存在しなく
なっている場合にこのトラップが送信されます。
◦ [SNMP Authentication]：SNMPv2 エンティティが、適切に認証されていないプロトコル
メッセージを受信しました。

（注）

SNMP V3 モードで設定されているユーザが正しくないパスワードでコントロー
ラにアクセスを試みると、認証は失敗し、エラーメッセージが表示されます。
ただし、認証エラーの場合、トラップ ログは生成されません。

◦ [Multiple Users]：2 人のユーザが同じ ID でログインします。
• SNMP Authentication
◦ [Load Profile]：[Load Profile] 状態が PASS と FAIL の間で変更されると送信される通知。
◦ [Noise Profile]：[Noise Profile] 状態が PASS と FAIL の間で変更されると送信される通
知。
◦ [Interference Profile]：[Interference Profile] 状態が PASS と FAIL の間で変更されると送信
される通知。
◦ [Coverage Profile]：[Coverage Profile] 状態が PASS と FAIL の間で変更されると送信され
る通知。
• 自動 RF プロファイル トラップ
◦ [Load Profile]：[Load Profile] 状態が PASS と FAIL の間で変更されると送信される通知。
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◦ [Noise Profile]：[Noise Profile] 状態が PASS と FAIL の間で変更されると送信される通
知。
◦ [Interference Profile]：[Interference Profile] 状態が PASS と FAIL の間で変更されると送信
される通知。
◦ [Coverage Profile]：[Coverage Profile] 状態が PASS と FAIL の間で変更されると送信され
る通知。
• 自動 RF 更新トラップ
◦ [Channel Update]：アクセス ポイントの動的チャネル アルゴリズムが更新されると送信
される通知。
◦ [Tx Power Update]：アクセス ポイントの動的送信電力アルゴリズムが更新されると送信
される通知。
• Mesh Traps
◦ Child Excluded Parent：親メッシュ ノードを介して、コントローラに対するアソシエー
ションの失敗数が定義された回数に達すると送信される通知。
◦ 子メッシュ ノード数が検出応答タイムアウトのしきい値制限を超えると送信される通
知。 子メッシュ ノードが、定義された間隔で除外された親メッシュ ノードのアソシエー
ションを試行することはありません。 子メッシュ ノードは、ネットワークに join する
ときに、除外された親 MAC アドレスをコントローラに通知します。
◦ Parent Change：子メッシュ ノードがその親を変更すると、通知がエージェントによって
送信されます。 子メッシュ ノードは以前の親を記憶し、ネットワークに再 join する際
に、親の変更についてコントローラに通知します。
◦ Child Moved：親メッシュ ノードが子メッシュ ノードとの接続を失うと送信される通
知。
◦ Excessive Parent Change：子メッシュ ノードが親を頻繁に変更すると送信される通知で
す。 各メッシュ ノードは一定期間の親の変更回数のカウントを保持します。 これが、
定義されたしきい値を超えると、子メッシュ ノードはコントローラに通知します。
◦ Excessive Children：子の数が RAP および MAP に関して超過すると送信される通知。
◦ Poor SNR：子メッシュ ノードが、バックホール リンクでより低い SNR を検出すると送
信される通知です。 他のトラップの場合、子メッシュ ノードが、
「clMeshSNRThresholdAbate」によって定義されるオブジェクトより高い SNR をバック
ホール リンクで検出すると、通知をクリアするための通知が送信されます。
◦ Console Login：MAP コンソールでのログインが成功するか、3 回の試行の後に失敗する
とエージェントによって通知が送信されます。
◦ Default Bridge Group Name：「デフォルト」のブリッジ グループ名を使用して MAP メッ
シュ ノードが親に参加すると送信される通知。
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（注）

上記以外のトラップにトラップ制御機能はありません。 これらのトラップは、頻繁に生成さ
れないので、トラップ制御は必要ありません。 コントローラによって生成されるその他のト
ラップをオフにすることはできません。

（注）

上記のすべてのケースで、コントローラは単なる転送デバイスとして機能します。

（注）

MIB をダウンロードするには、ここをクリックしてください。

アクセス ポイントで wIPS を設定する方法
アクセス ポイントでの wIPS の設定（CLI）
手順の概要
1. ap name name mode submode wips
2. end
3. show wireless wps wips summary
4. show wireless wps wips statistics

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

ap name name mode submode wips

ローカルまたはモニタ モードに対してアクセス ポ
イントを設定し、wIPS にサブモードを設定します。

例：
Controller# ap name ap1 mode local wips

ステップ 2

特権 EXEC モードに戻ります。 また、Ctrl+Z キーを
押しても、グローバル コンフィギュレーション モー
ドを終了できます。

end
例：
Controller(config)# end

ステップ 3

show wireless wps wips summary

アクセス ポイントで wIPS 設定を表示します。

例：
Controller# show wireless wps wips summary
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アクセス ポイントでの wIPS の設定（GUI）

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

show wireless wps wips statistics

wIPS 設定の現在のステートを表示します。

例：
Controller# show wireless wps wips
statistics

アクセス ポイントでの wIPS の設定（GUI）
ステップ 1

[Configuration] > [Wireless] > [Access Points] > [All APs] を選択します。
[All APs] ページおよび controller と関連付けられたすべてのアクセス ポイントのリストが表示されます。

ステップ 2

wIPS を設定するアクセス ポイントの名前をクリックします。
[AP] > [Edit] ページが表示されます。

ステップ 3

[General] 領域で、[AP Mode] パラメータを設定します。 wIPS 用のアクセス ポイントを設定するには、[AP
Mode] ドロップダウン リストから次のモードのいずれかを選択します。
• ローカル
• Monitor

ステップ 4

[AP Sub Mode] ドロップダウン リストから [wIPS] を選択して、[AP Sub Mode] を wIPS に設定します。

ステップ 5

[Apply] をクリックします。

ステップ 6

[Save（保存）] をクリックします。

wIPS 情報のモニタリング
このセクションでは、wIPS の新しいコマンドについて説明します。
以下のコマンドは、アクセス ポイント上で設定された wIPS をモニタするために使用できます。
表 45：wIPS コマンドのモニタリング

コマンド

目的

show wireless wps wips summary

アクセス ポイント上の wIPS 設定を表示しま
す。
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例：wIPS の設定

show wireless wps wips statistics

wIPS 設定の現在の状態を表示します。

例：wIPS の設定
次に、AP1 上で wIPS を設定する例を示します。
Controller# ap name ap1 mode local submode wips
Controller# end
Controller# show wireless wps wips summary

wIPS の設定に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

wIPS コマンド

Security Command Reference Guide, Cisco IOS XE
Release 3SE (Cisco WLC 5700 Series)（セキュリ
ティ コマンド リファレンス ガイド、Cisco IOS
XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリーズ））

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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wIPS 設定実行の機能履歴

テクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

wIPS 設定実行の機能履歴
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.3SE

この機能が導入されました。
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章

ワイヤレス ゲスト アクセスの設定
• 機能情報の確認, 523 ページ
• ゲスト アクセスの前提条件, 523 ページ
• ゲスト アクセスの制約事項, 524 ページ
• ワイヤレス ゲスト アクセスについて, 524 ページ
• 高速安全ローミング, 524 ページ
• ゲスト アクセスを設定する方法, 525 ページ
• ゲスト アクセスの設定例, 543 ページ
• ゲスト アクセスに関する追加情報, 549 ページ
• ゲスト アクセスの機能履歴と情報, 550 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、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。 最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

ゲスト アクセスの前提条件
• すべてのモビリティ ピアは、階層モビリティ アーキテクチャに対して設定されている必要
があります。
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ゲスト アクセスの制約事項

• WLAN 上のゲスト コントローラ モビリティ アンカーの設定は、モビリティ エージェントお
よびゲスト コントローラ上である必要があります。
• ゲスト アクセスは、3 ボックス ソリューションまたは 2 ボックス ソリューションが可能で
す。 モビリティ トンネルのリンク ステータスは、以下の間で適用される必要があります。
◦ モビリティ エージェント、モビリティ コントローラおよびゲスト コントローラ。
または
◦ モビリティ エージェント/モビリティ コントローラおよびゲスト コントローラ。

ゲスト アクセスの制約事項
ゲスト コントローラの機能は Catalyst 5760 でのみサポートされます。

ワイヤレス ゲスト アクセスについて
理想としては、ワイヤレスゲストネットワークの実装で、企業の既存のワイヤレスおよび有線イ
ンフラストラクチャを最大限活用して、物理オーバーレイ ネットワークを構築する際のコストや
複雑さを回避します。 この場合は、次の要素と機能の追加が必要になります。
• 専用のゲスト WLAN/SSID：ゲスト アクセスを必要とするあらゆる場所で、キャンパス ワイ
ヤレス ネットワークを介して実装されます。 ゲスト WLAN は、モビリティ アンカー（ゲス
ト コントローラ）が設定された WLAN で識別されます。
• ゲスト トラフィックのセグメンテーション：ゲストの移動場所を制限するために、キャンパ
ス ネットワーク上のレイヤ 2 またはレイヤ 3 での実装テクニックを必要とします。
• アクセス コントロール：キャンパス ネットワーク内に組み込まれたアクセス コントロール
機能の使用、または企業ネットワークからインターネットへのゲスト アクセスを制御する外
部プラットフォームの実装を伴います。
• ゲスト ユーザ資格情報の管理：スポンサーまたは Lobby 管理者がゲストの代わりに仮の資格
情報を作成できるプロセス。 この機能は、アクセス コントロール プラットフォーム内に常
駐している場合と、AAA またはその他の管理システムのコンポーネントになっている場合が
あります。

高速安全ローミング
高速セキュア ローミングは、Cisco Centralized Key Management（CCKM）、802.11r および 802.11i
クライアントの Pairwise Master Key（PMK）情報をキャッシュすることで実現できます。 Cisco
Centralized Key Management（CCKM）はローミングの向上に役立ちます。 クライアントのみがロー
ミング プロセスを開始できますが、以下のような要因に影響されます。
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ゲスト アクセスを設定する方法

• AP 間のオーバーラップ
• AP 間の距離
• チャネル、シグナル強度、および AP 上のロード
• データ レートと出力電力
高速ローミング クライアント（802.11i、[CCKM]）が新しいデバイスにローミングする場合は常
に、クライアントは高速ローミング後にモビリティ「ハンドオフ」手順を実行します。 また、モ
ビリティ「ハンドオフ」手順後に学習した AAA 属性が再適用されます。
クライアントが 802.11i WPA2、CCKM、802.11r を使用している場合、高速セキュア ローミング
の要件をすべて満たすために、ローミング中の完全な L2 認証を避ける必要があります。 完全な
L2 認証を避けるため、認証およびローミング クライアントのキーの継承に PMK キャッシュ
（802.11i、 CCKM、および 802.11r）が使用されます。 これには、モビリティ グループ内のモビ
リティ アンカー（MA）およびモビリティ コントローラ（MC）が同じ PMK キャッシュ値を持つ
ことが必要です。
セッション タイムアウトは、PMK キャッシュの有効期限を定義します。 クライアントが再認証
に失敗した場合、または CLI から手動で削除された場合、PMK キャッシュも削除される場合があ
ります。オリジナルのコントローラまたはスイッチの削除は、同じモビリティグループ内の他の
コントローラまたはスイッチにも影響します。

ゲスト アクセスを設定する方法
ロビー管理者アカウントの作成
手順の概要
1. configure terminal
2. user-name user-name
3. type lobby-admin
4. password 0 password
5. end
6. show running-config | section user-name (or) show running-config | section configured lobby admin
username
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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：
Controller # configure terminal

ステップ 2

user-name user-name

ユーザ アカウントを作成します。

例：
Controller (config)# user-name lobby

ステップ 3

type lobby-admin

ロビー管理者としてアカウント タイプを指
定します。

例：
Controller (config-user-name)# type lobby-admin

ステップ 4

password 0 password

ロビー管理者アカウントのパスワードを作
成します。

例：
Controller(config-user-name)# password 0 lobby

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller (config-user-name)# end

ステップ 6

show running-config | section user-name (or) show
running-config | section configured lobby admin
username

設定の詳細を表示します。

例：
Controller # show running-config | section lobby
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ゲスト ユーザ アカウントの設定

ゲスト ユーザ アカウントの設定
手順の概要
1. configure terminal
2. user-name user-name
3. password unencrypted/hidden-password password
4. type network-user description description guest-user lifetime year 0-1 month 0-11 day 0-30 hour
0-23 minute 0-59 second 0-59
5. end
6. show aaa local netuser all
7. show running-config | sectionuser-name

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Controller # configure terminal

ステップ 2

user-name user-name

Lobby Ambassador アカウントのユーザ名を
作成します。

例：
Controller (config)# user-name guest

ステップ 3

password unencrypted/hidden-password password

ユーザのパスワードを指定します。

例：
Controller (config-user-name)# password 0 guest

ステップ 4

type network-user description description guest-user ユーザのタイプを指定します。
lifetime year 0-1 month 0-11 day 0-30 hour 0-23 minute
0-59 second 0-59
例：
Controller (config-user-name)# type network-user
description guest guest-user lifetime
year 1 month 10 day 3 hour 1 minute 5 second 30

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller (config-user-name)# end
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

show aaa local netuser all

設定の詳細を表示します。 有効期間後に、
ゲスト タイプとユーザ名は削除され、ゲス
ト ユーザ名と関連付けられるクライアント
は認証解除されます。

例：
Controller # show aaa local netuser all

ステップ 7

設定の詳細を表示します。

show running-config | sectionuser-name
例：
Controller # show running-config | section guest

モビリティ エージェント（MA）の設定
手順の概要
1. configure terminal
2. wireless mobility controller ipmc-ipaddress public-ip mc-publicipaddress
3. wlan wlan-name wlan-id ssid
4. client vlan idvlan-group name/vlan-id
5. no security wpa
6. mobility anchor ipaddress
7. aaa-override
8. no shutdown
9. end
10. show wireless mobility summary
11. show wlan name wlan-name/id

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：
Controller # configure terminal
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コマンドまたはアクション
ステップ 2

目的

wireless mobility controller ipmc-ipaddress MA が関連付けられるモビリティ コントローラを設定し
public-ip mc-publicipaddress
ます。
例：
Controller (config) # wireless mobility
controller
ip27.0.0.1 public-ip 27.0.0.1

ステップ 3

wlan wlan-name wlan-id ssid

• wlan-name には、プロファイル名を入力します。 範
囲は 1 ～ 32 文字です。

例：
Controller (config) # wlan mywlan 34
mywlan-ssid

• wlan-id には WLAN ID を入力します。 範囲は 1 ～
512 です。
• ssid では、この WLAN に対する Service Set Identifier
(SSID) を入力します。 SSID を指定しない場合、
WLAN プロファイル名は SSID として設定されます。

ステップ 4

client vlan idvlan-group name/vlan-id

WLAN の VLAN ID またはグループを設定します。

例：
Controller (config-wlan) # client vlan
VLAN0136

ステップ 5

no security wpa
例：
Controller (config-wlan) # no security
wpa

ステップ 6

mobility anchor ipaddress

セキュリティ設定は GC で作成された WLAN で同じであ
る必要があります。 この例はオープン認証を対象として
います。 オープンおよび webauth などの他のセキュリティ
タイプに対して、適切なコマンドを提供する必要があり
ます。
ゲスト コントローラをモビリティ アンカーとして設定し
ます。

例：
Controller (config-wlan) # mobility
anchor 9.3.32.2

ステップ 7

Controller (config-wlan) # aaa-override

（任意）AAA オーバーライドをイネーブルにします。
AAA オーバーライドは、AAA 属性を優先する必要が生じ
たときのために、非オープン認証で要求されます。 ゲス
ト ユーザを有効期限が切れた後に認証解除する必要があ
るか、AAA オーバーライド属性をユーザに与える必要が
ある場合にのみ必要です。

no shutdown

WLAN をイネーブルにします。

aaa-override
例：

ステップ 8

例：
Controller(config-wlan) # no shutdown
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller (config) # end

ステップ 10

show wireless mobility summary

モビリティ コントローラの IP アドレス、およびモビリ
ティ トンネルのステータスを確認します。

例：
Controller
summary

ステップ 11

# show wireless mobility

show wlan name wlan-name/id

モビリティ アンカーの設定を表示します。

例：
Controller # show wlan name mywlan

モビリティ コントローラの設定
モビリティ コントローラ モードは wireless mobility controller コマンドを使用してイネーブルにする必要があります。

手順の概要
1. configure terminal
2. wireless mobility group member ip ip-address public-ip ip-address group group-name
3. wireless mobility controller peer-group peer-group-name
4. wireless mobility controller peer-group peer-group-name member ip ipaddress public-ip ipaddress
5. end
6. show wireless mobility summary

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：
Controller # configure terminal

ステップ 2

wireless mobility group member ip ip-address public-ip
ip-address group group-name

MC グループ内のすべてのピアを追加しま
す。 ip-address は、ゲスト コントローラの
IP アドレスである必要があります。

例：
Controller (config) # wireless mobility group member
ip 27.0.0.1 public-ip 23.0.0.1 group test
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コマンドまたはアクション
ステップ 3

目的

wireless mobility controller peer-group peer-group-name スイッチのピア グループを作成します。
例：
Controller (config) # wireless mobility controller
peer-group pg

ステップ 4

wireless mobility controller peer-group peer-group-name スイッチのピア グループに MA を追加し
member ip ipaddress public-ip ipaddress
ます。
例：
Controller (config) # wireless mobility controller
peer-group pg member ip 9.7.136.10 public-ip
9.7.136.10

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller (config) # end

ステップ 6

show wireless mobility summary

設定の詳細を表示します。

例：
Controller # show wireless mobility summary

Web 認証証明書の入手
手順の概要
1. configure terminal
2. crypto pki import trustpoint name pkcs12 tftp: passphrase
3. end
4. show crypto pki trustpoints cert

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：
Controller # configure terminal
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コマンドまたはアクション
ステップ 2

目的

crypto pki import trustpoint name pkcs12 tftp: passphrase 証明書をインポートします。
例：
Controller (config)# crypto pki import cert pkcs12
tftp://9.1.0.100/ldapserver-cert.p12 cisco

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller (config)#

ステップ 4

end

show crypto pki trustpoints cert

設定の詳細を表示します。

例：
Controller # show crypto pki trustpoints cert

Web 認証証明書の表示
手順の概要
1. show crypto ca certificate verb

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show crypto ca certificate verb

現在の Web 認証証明書の詳細を表示しま
す。

例：
Controller # show crypto ca certificate verb

デフォルトの Web 認証ログイン ページの選択
AAA オーバーライド フラグは、ローカルまたはリモート AAA サーバを使用した Web 認証のために、WLAN でイネー
ブルにする必要があります。
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手順の概要
1. configure terminal
2. parameter-map type webauth parameter-map name
3. wlan wlan-name
4. シャットダウン
5. security web-auth
6. security web-auth authentication-list authentication list name
7. security web-auth parameter-map parameter-map name
8. no shutdown
9. end
10. show running-config | section wlan-name
11. show running-config | section parameter-map type webauth parameter-map

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：
Controller # configure terminal

ステップ 2

parameter-map type webauth parameter-map name

web-auth パラメータ マップを設定します。

例：
Controller (config) # parameter-map type webauth
test

ステップ 3

wlan wlan-name

wlan-name に、プロファイル名を入力しま
す。 範囲は 1 ～ 32 文字です。

例：
Controller (config) # wlan wlan10

ステップ 4

シャットダウン

WLAN をディセーブルにします。

例：
Controller (config) # shutdown

ステップ 5

security web-auth

WLAN の Web 認証をイネーブルにします。

例：
Controller (config-wlan) # security web-auth

ステップ 6

security web-auth authentication-list authentication list 認証リスト名と Web 認証 WLAN のマップ
name
を可能にします。
例：
Controller (config-wlan) # security web-auth
authentication-list test
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コマンドまたはアクション
ステップ 7

目的

security web-auth parameter-map parameter-map name パラメータ マップ名と Web 認証 WLAN の
マップを可能にします。
例：
Controller (config) # security web-auth
parameter-map test

ステップ 8

WLAN をイネーブルにします。

no shutdown
例：
Controller (config) # no shutdown

ステップ 9

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller (config) # end

ステップ 10

show running-config | section wlan-name

設定の詳細を表示します。

例：
Controller# show

ステップ 11

running-config | section mywlan

show running-config | section parameter-map type
webauth parameter-map

設定の詳細を表示します。

例：
Controller# show running-config | section
parameter-map type webauth test

外部 Web サーバでのカスタマイズされた Web 認証ログイン ページの
選択
AAA オーバーライド フラグは、ローカルまたはリモート AAA サーバを使用した Web 認証のために、WLAN でイネー
ブルにする必要があります。
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手順の概要
1. configure terminal
2. parameter-map type webauth global
3. virtual-ip {ipv4 | ipv6} ip-address
4. parameter-map type webauth parameter-map name
5. type {authbypass | consent | webauth | webconsent}
6. redirect [for-login|on-success|on-failure] URL
7. redirect portal {ipv4 | ipv6} ip-address
8. end
9. show running-config | section parameter-map

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：
Controller # configure terminal

ステップ 2

parameter-map type webauth global

グローバル webauth タイプ パラメータを設
定します。

例：
Controller (config) # parameter-map type webauth
global

ステップ 3

virtual-ip {ipv4 | ipv6} ip-address

仮想 IP アドレスを設定します。

例：
Controller (config-params-parameter-map) #
virtual-ip ipv4 1.1.1.1

ステップ 4

parameter-map type webauth parameter-map name

webauth タイプ パラメータを設定します。

例：
Controller (config-params-parameter-map) #
parameter-map type webauth test

ステップ 5

type {authbypass | consent | webauth | webconsent}
例：

consent、passthru、webauth、または
webconsent など WebAuth のサブタイプを設
定します。

Controller (config-params-parameter-map) # type
webauth

ステップ 6

redirect [for-login|on-success|on-failure] URL

ログイン ページ、成功ページおよび失敗
ページのリダイレクト URL を設定します。

例：
Controller (config-params-parameter-map)
# redirect for-login http://9.1.0.100/login.html
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

redirect portal {ipv4 | ipv6} ip-address

外部ポータルの IPv4 アドレスを設定しま
す。

例：
Controller (config-params-parameter-map) # redirect
portal ipv4 23.0.0.1

ステップ 8

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller (config-params-parameter-map) # end

ステップ 9

show running-config | section parameter-map

設定の詳細を表示します。

例：
Controller # show running-config | section
parameter-map

WLAN ごとのログイン ページ、ログイン失敗ページ、およびログアウ
ト ページの割り当て
手順の概要
1. configure terminal
2. parameter-map type webauth parameter-map-name
3. custom-page login device html-filename
4. custom-page login expired html-filename
5. custom-page failure device html-filename
6. custom-page success device html-filename
7. end
8. show running-config | section parameter-map type webauth parameter-map

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：
Controller # configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

parameter-map type webauth parameter-map-name

webauth タイプ パラメータを設定します。

例：
Controller (config) # parameter-map type webauth
test

ステップ 3

custom-page login device html-filename

Web 認証カスタマイズ ログイン ページに対
するファイル名を指定できます。

例：
Controller (config-params-parameter-map)#
custom-page login device device flash:login.html

ステップ 4

custom-page login expired html-filename
例：

Web認証カスタマイズログイン期限切れペー
ジのファイル名を指定することを可能にし
ます。

Controller (config-params-parameter-map)#
custom-page login expired device
flash:loginexpired.html

ステップ 5

custom-page failure device html-filename

Web 認証カスタマイズ ログイン失敗ページ
に対するファイル名を指定できます。

例：
Controller (config-params-parameter-map)#
custom-page failure device device
flash:loginfail.html

ステップ 6

custom-page success device html-filename

Web 認証カスタマイズ ログイン成功ページ
に対するファイル名を指定できます。

例：
Controller (config-params-parameter-map)#
custom-page success device device
flash:loginsuccess.html

ステップ 7

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller (config-params-parameter-map)# end

ステップ 8

show running-config | section parameter-map type
webauth parameter-map

設定の詳細を表示します。

例：
Controller (config) # show running-config |
section parameter-map type webauth test
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AAA-Override の設定
手順の概要
1. configure terminal
2. wlan wlan-name
3. aaa-override
4. end
5. show running-config | section wlan-name

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Controller # configure terminal

ステップ 2

wlan wlan-name

wlan-name にはプロファイル名を入力します。
範囲は 1 ～ 32 文字です。

例：
Controller (config) # wlan ramban

ステップ 3

aaa-override

WLAN の AAA オーバーライドをイネーブルに
します。

例：
Controller (config-wlan) # aaa-override

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller (config-wlan) # end

ステップ 5

show running-config | section wlan-name

設定の詳細を表示します。

例：
Controller # show running-config | section
ramban
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クライアントの負荷分散の設定
手順の概要
1. configure terminal
2. wlan wlan-name
3. シャットダウン
4. mobility anchor ip-address1
5. mobility anchor ip-address2
6. no shutdown wlan
7. end
8. show running-config | section wlan-name

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Controller # configure terminal

ステップ 2

wlan wlan-name

wlan-nameにはプロファイル名を入力します。

例：
Controller

ステップ 3

(config)# wlan ramban

シャットダウン

WLAN をディセーブルにします。

例：
Controller

ステップ 4

(config-wlan)# shutdown

mobility anchor ip-address1

ゲスト コントローラをモビリティ アンカー
として設定します。

例：
Controller (config-wlan) # mobility anchor
9.7.136.15

ステップ 5

mobility anchor ip-address2

ゲスト コントローラをモビリティ アンカー
として設定します。

例：
Controller
9.7.136.16

ステップ 6

(config-wlan) # mobility anchor

no shutdown wlan

WLAN をイネーブルにします。

例：
Controller

(config-wlan) # no shutdown wlan
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller

ステップ 8

(config-wlan) # end

show running-config | section wlan-name

設定の詳細を表示します。

例：
Controller # show running-config | section
ramban

事前認証 ACL の設定
手順の概要
1. configure terminal
2. wlan wlan-name
3. シャットダウン
4. ip access-group web preauthrule
5. no shutdown
6. end
7. show wlan name wlan-name

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

wlan wlan-name

wlan-name にはプロファイル名を入力しま
す。

例：
Controller (config)# wlan ramban

ステップ 3

シャットダウン

WLAN をディセーブルにします。

例：
Controller (config-wlan)# shutdown
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

ip access-group web preauthrule

認証前に適用する必要のある ACL を設定し
ます。

例：
Controller (config-wlan)# ip access-group web
preauthrule

ステップ 5

no shutdown

WLAN をイネーブルにします。

例：
Controller (config)# no shutdown

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller (config-wlan)# end

ステップ 7

show wlan name wlan-name

設定の詳細を表示します。

例：
Controller# show wlan name ramban

IOS ACL 定義の設定
手順の概要
1. configure terminal
2. ip access-list extended access-list number
3. permit udp any eq port number any
4. end
5. show access-lists ACL number

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：
Controller # configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

ip access-list extended access-list number

拡張 IP アクセス リストを設定します。

例：
Controller (config) # ip access-list extended
102

ステップ 3

permit udp any eq port number any

宛先ホストを設定します。

例：
Controller (config-ext-nacl) # permit udp any eq
8080 any

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller (config-wlan) # end

ステップ 5

show access-lists ACL number

設定の詳細を表示します。

例：
Controller # show access-lists 102

Webpassthrough の設定
手順の概要
1. configure terminal
2. parameter-map type webauth parameter-map name
3. type consent
4. end
5. show running-config | section parameter-map type webauth parameter-map

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：
Controller # configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

parameter-map type webauth parameter-map name

webauthタイプパラメータを設定します。

例：
Controller (config)
webparalocal

ステップ 3

# parameter-map type webauth

type consent

WebAuth タイプを同意として設定しま
す。

例：
Controller (config-params-parameter-map) # type
consent

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller (config-params-parameter-map) # end

ステップ 5

show running-config | section parameter-map type
webauth parameter-map

設定の詳細を表示します。

例：
Controller (config) # show running-config | section
parameter-map type webauth test

ゲスト アクセスの設定例
例：Lobby Ambassador アカウントの作成
次の例は、Lobby Ambassador アカウントを設定する方法を示しています。
Controller# configure terminal
Controller(config)# user-name lobby
Controller(config)# type lobby-admin
Controller(config)# password 0 lobby
Controller(config)# end
Controller# show running-config | section lobby
user-name lobby
creation-time 1351118727
password 0 lobby
type lobby-admin

例：Web 認証証明書の入手
次の例は、Web 認証証明書を取得する方法を示しています。
Controller# configure terminal
Controller(config)# crypto pki import cert pkcs12 tftp://9.1.0.100/ldapserver-cert.p12 cisco
Controller(config)# end
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Controller# show crypto pki trustpoints cert
Trustpoint cert:
Subject Name:
e=rkannajr@cisco.com
cn=sthaliya-lnx
ou=WNBU
o=Cisco
l=SanJose
st=California
c=US
Serial Number (hex): 00
Certificate configured.
Controller# show crypto pki certificates cert
Certificate
Status: Available
Certificate Serial Number (hex): 04
Certificate Usage: General Purpose
Issuer:
e=rkannajr@cisco.com
cn=sthaliya-lnx
ou=WNBU
o=Cisco
l=SanJose
st=California
c=US
Subject:
Name: ldapserver
e=rkannajr@cisco.com
cn=ldapserver
ou=WNBU
o=Cisco
st=California
c=US
Validity Date:
start date: 07:35:23 UTC Jan 31 2012
end
date: 07:35:23 UTC Jan 28 2022
Associated Trustpoints: cert ldap12
Storage: nvram:rkannajrcisc#4.cer
CA Certificate
Status: Available
Certificate Serial Number (hex): 00
Certificate Usage: General Purpose
Issuer:
e=rkannajr@cisco.com
cn=sthaliya-lnx
ou=WNBU
o=Cisco
l=SanJose
st=California
c=US
Subject:
e=rkannajr@cisco.com
cn=sthaliya-lnx
ou=WNBU
o=Cisco
l=SanJose
st=California
c=US
Validity Date:
start date: 07:27:56 UTC Jan 31 2012
end
date: 07:27:56 UTC Jan 28 2022
Associated Trustpoints: cert ldap12 ldap
Storage: nvram:rkannajrcisc#0CA.cer
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例：Web 認証証明書の表示
次の例は、Web 認証証明書を表示する方法を示しています。
Controller# show crypto ca certificate verb
Certificate
Status: Available
Version: 3
Certificate Serial Number (hex): 2A9636AC00000000858B
Certificate Usage: General Purpose
Issuer:
cn=Cisco Manufacturing CA
o=Cisco Systems
Subject:
Name: WS-C3780-6DS-S-2037064C0E80
Serial Number: PID:WS-C3780-6DS-S SN:FOC1534X12Q
cn=WS-C3780-6DS-S-2037064C0E80
serialNumber=PID:WS-C3780-6DS-S SN:FOC1534X12Q
CRL Distribution Points:
http://www.cisco.com/security/pki/crl/cmca.crl
Validity Date:
start date: 15:43:22 UTC Aug 21 2011
end
date: 15:53:22 UTC Aug 21 2021
Subject Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
RSA Public Key: (1024 bit)
Signature Algorithm: SHA1 with RSA Encryption
Fingerprint MD5: A310B856 A41565F1 1D9410B5 7284CB21
Fingerprint SHA1: 04F180F6 CA1A67AF 9D7F561A 2BB397A1 0F5EB3C9
X509v3 extensions:
X509v3 Key Usage: F0000000
Digital Signature
Non Repudiation
Key Encipherment
Data Encipherment
X509v3 Subject Key ID: B9EEB123 5A3764B4 5E9C54A7 46E6EECA 02D283F7
X509v3 Authority Key ID: D0C52226 AB4F4660 ECAE0591 C7DC5AD1 B047F76C
Authority Info Access:
Associated Trustpoints: CISCO_IDEVID_SUDI
Key Label: CISCO_IDEVID_SUDI

例：ゲスト ユーザ アカウントの設定
次の例は、ゲスト ユーザ アカウントを設定する方法を示しています。
Controller# configure terminal
Controller(config)# user-name guest
Controller(config-user-name)# password 0 guest
Controller(config-user-name)# type network-user description guest guest-user lifetime year
1 month 10 day 3 hour 1 minute 5 second 30
Controller(config-user-name)# end
Controller# show aaa local netuser all
User-Name
: guest
Type
: guest
Password
: guest
Is_passwd_encrypted : No
Descriptio
: guest
Attribute-List
: Not-Configured
First-Login-Time
: Not-Logged-In
Num-Login
: 0
Lifetime
: 1 years 10 months 3 days 1 hours 5 mins 30 secs
Start-Time
: 20:47:37 chennai Dec 21 2012
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例：モビリティ コントローラの設定
次の例は、モビリティ コントローラを設定する方法を示しています。
Controller# configure terminal
Controller(config)# wireless mobility group member ip 27.0.0.1 public-ip 23.0.0.1 group
test
Controller(config)# wireless mobility controller peer-group pg
Controller(config)# wireless mobility controller peer-group pg member ip 9.7.136.10 public-ip
9.7.136.10
Controller(config)# end
Controller# show wireless mobility summary
Mobility Controller Summary:
Mobility Role
Mobility Protocol Port
Mobility Group Name
Mobility Oracle
DTLS Mode
Mobility Domain ID for 802.11r
Mobility Keepalive Interval
Mobility Keepalive Count
Mobility Control Message DSCP Value
Mobility Domain Member Count

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Mobility Controller
16666
default
Enabled
Enabled
0xac34
10
3
7
3

Link Status is Control Link Status : Data Link Status
Controllers configured in the Mobility Domain:
IP
Public IP
Group Name
Multicast IP
Link Status
------------------------------------------------------------------------------9.9.9.2
default
0.0.0.0
UP
: UP
12.12.11.11
12.13.12.12
rasagna-grp
DOWN : DOWN
27.0.0.1
23.0.0.1
test
DOWN : DOWN
Switch Peer Group Name
Switch Peer Group Member Count
Bridge Domain ID
Multicast IP Address

:
:
:
:

spg1
0
0
0.0.0.0

Switch Peer Group Name
Switch Peer Group Member Count
Bridge Domain ID
Multicast IP Address

:
:
:
:

pg
1
0
0.0.0.0

IP
Public IP
Link Status
-------------------------------------------------9.7.136.10
9.7.136.10
DOWN : DOWN

例：デフォルトの Web 認証ログイン ページの選択
次の例は、デフォルトの Web 認証ログイン ページを選択する方法を示しています。
Controller# configure terminal
Controller(config)# parameter-map type webauth test
This operation will permanently convert all relevant authentication commands to their CPL
control-policy equivalents. As this conversion is irreversible and will
disable the conversion CLI 'authentication display [legacy|new-style]', you are strongly
advised to back up your current configuration before proceeding.
Do you wish to continue? [yes]: yes
Controller(config)# wlan wlan50
Controller(config-wlan)# shutdown
Controller(config-wlan)# security web-auth authentication-list test
Controller(config-wlan)# security web-auth parameter-map test
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例：外部 Web サーバでのカスタマイズされた Web 認証ログイン ページの選択

Controller(config-wlan)# no shutdown
Controller(config-wlan)# end
Controller# show running-config | section wlan50
wlan wlan50 50 wlan50
security wpa akm cckm
security wpa wpa1
security wpa wpa1 ciphers aes
security wpa wpa1 ciphers tkip
security web-auth authentication-list test
security web-auth parameter-map test
session-timeout 1800
no shutdown
Controller# show running-config | section parameter-map type webauth test
parameter-map type webauth test
type webauth

例：外部 Web サーバでのカスタマイズされた Web 認証ログイン ペー
ジの選択
次の例は、外部 Web サーバからカスタマイズされた Web 認証ログイン ページを選択する方法を
示しています。
Controller# configure terminal
Controller(config)# parameter-map type webauth global
Controller(config-params-parameter-map)# virtual-ip ipv4 1.1.1.1
Controller(config-params-parameter-map)# parameter-map type webauth test
Controller(config-params-parameter-map)# type webauth
Controller(config-params-parameter-map)# redirect for-login http://9.1.0.100/login.html
Controller(config-params-parameter-map)# redirect portal ipv4 23.0.0.1
Controller(config-params-parameter-map)# end
Controller# show running-config | section parameter-map
parameter-map type webauth global
virtual-ip ipv4 1.1.1.1
parameter-map type webauth test
type webauth
redirect for-login http://9.1.0.100/login.html
redirect portal ipv4 23.0.0.1
security web-auth parameter-map rasagna-auth-map
security web-auth parameter-map test

例：WLAN ごとのログイン ページ、ログイン失敗ページ、およびログ
アウト ページの割り当て
次の例は、WLANごとのログイン割り当て、ログイン失敗、およびログアウト ページを割り当て
る方法を示しています。
Controller# configure terminal
Controller(config)# parameter-map type webauth test
Controller(config-params-parameter-map)# custom-page login device flash:loginsantosh.html
Controller(config-params-parameter-map)# custom-page login expired device
flash:loginexpire.html
Controller(config-params-parameter-map)# custom-page failure device flash:loginfail.html
Controller(config-params-parameter-map)# custom-page success device flash:loginsucess.html
Controller(config-params-parameter-map)# end
Controller# show running-config | section parameter-map type webauth test
parameter-map type webauth test
type webauth
redirect for-login http://9.1.0.100/login.html
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redirect portal ipv4 23.0.0.1
custom-page login device flash:loginsantosh.html
custom-page success device flash:loginsucess.html
custom-page failure device flash:loginfail.html
custom-page login expired device flash:loginexpire.html

例：AAA-Override の設定
次の例は、AAA-Override を設定する例を示しています。
Controller# configure terminal
Controller(config)# wlan fff
Controller(config-wlan)# aaa-override
Controller(config-wlan)# end
Controller# show running-config | section fff
wlan fff 44 fff
aaa-override
shutdown

例：クライアントの負荷分散の設定
次の例は、クライアントの負荷分散を設定する方法を示しています。
Controller# configure terminal
Controller(config)# wlan fff
Controller(config-wlan)# shutdown
Controller(config-wlan)# mobility anchor 9.7.136.15
Controller(config-wlan)# mobility anchor 9.7.136.16
Controller(config-wlan)# no shutdown wlan
Controller(config-wlan)# end
Controller# show running-config | section fff
wlan fff 44 fff
aaa-override
shutdown

例：事前認証 ACL の設定
次の例は、事前認証 ACL を設定する方法を示しています。
Controller# configure terminal
Controller(config)# wlan fff
Controller(config-wlan)# shutdown
Controller(config-wlan)# ip access-group web preauthrule
Controller(config-wlan)# no shutdown
Controller(config-wlan)# end
Controller# show wlan name fff

例：IOS ACL 定義の設定
次に、IOS ACL 定義を設定する例を示します。
Controller# configure terminal
Controller(config)# ip access-list extended 102
Controller(config-ext-nacl)# permit udp any eq 8080 any
Controller(config-ext-nacl)# end
Controller# show access-lists 102
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例：Webpassthrough の設定

Extended IP access list 102
10 permit udp any eq 8080 any

例：Webpassthrough の設定
次の例は、Webpassthrough を設定する方法を示しています。
Controller# configure terminal
Controller(config)# parameter-map type webauth webparalocal
Controller(config-params-parameter-map)# type consent
Controller(config-params-parameter-map)# end
Controller# show running-config | section parameter-map type webauth test
parameter-map type webauth test
type webauth
redirect for-login http://9.1.0.100/login.html
redirect portal ipv4 23.0.0.1

ゲスト アクセスに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

モビリティ CLI コマンド

Mobility Command Reference, Cisco IOS XE 3SE
(Cisco WLC 5700 Series)（モビリティ コマンド
リファレンス、Cisco IOS XE 3SE（Cisco WLC
5700 シリーズ））

モビリティ設定

Mobility Configuration Guide, Cisco IOS XE 3SE
(Cisco WLC 5700 Series)（モビリティ コンフィ
ギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3SE
（Cisco WLC 5700 シリーズ））

セキュリティ CLI コマンド

Security Command Reference, Cisco IOS Release 3SE
(Cisco WLC 5700 Series)（セキュリティ コマン
ド リファレンス、Cisco IOS Release 3SE（Cisco
WLC 5700 シリーズ））

Catalyst 5700 シリーズ ワイヤレス コントローラ Security Configuration Guide, Cisco IOS Release 3SE
(Cisco WLC 5700 Series)（セキュリティ コンフィ
の Web ベースの認証
ギュレーション ガイド、Cisco IOS Release 3SE
（Cisco WLC 5700 シリーズ））
有線ゲスト アクセス設定およびコマンド

Identity Based Networking Services
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標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

-

MIB
MIB

MIB のリンク

なし

選択したプラットフォーム、Cisco ソフトウェ
ア リリース、およびフィーチャ セットの MIB
を検索してダウンロードする場合は、次の URL
にある Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

テクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

ゲスト アクセスの機能履歴と情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE Release 3.2SE

この機能が導入されました。
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侵入検知システムの設定
• 機能情報の確認, 551 ページ
• Intrusion Detection System について, 551 ページ
• 侵入検知システムを設定する方法, 552 ページ
• 侵入検知システムのモニタリング, 553 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されている機能がすべてサポートさ
れていない場合があります。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォーム
とソフトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。 このモジュールで説
明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧については、<TBD>
を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

Intrusion Detection System について
Cisco Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System（CIDS/IPS）は、特定のクライアントに
関わる攻撃がレイヤ 3 ～ レイヤ 7 で検出されたとき、これらのクライアントによるワイヤレス
ネットワークへのアクセスをブロックするようcontrollersに指示します。 このシステムは、ワー
ム、スパイウェア/アドウェア、ネットワーク ウイルス、およびアプリケーションの不正使用など
の脅威の検出、分類、阻止を支援することにより、強力なネットワーク保護を提供します。 潜在
的な攻撃を検出するには 2 つの方法があります。
• IDS センサー
• IDS シグニチャ
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侵入検知システムを設定する方法

IDS センサーは、ネットワーク内のさまざまなタイプの IP レベルの攻撃を検出するように設定で
きます。 センサーで攻撃が特定されたら、違反クライアントを回避（shun）するようcontrollerに
警告することができます。 新規 IDS センサーが追加される場合、回避するクライアントのリスト
を取得するために controller がセンサにクエリを発行できるように、IDS センサーを controller と登
録する必要があります。
IDS センサーは、疑わしいクライアントを検出すると、controller にこのクライアントを回避する
よう警告します。 回避エントリは、同じモビリティ グループ内のすべての controllers に配信され
ます。 回避すべきクライアントが現在、このモビリティ グループ内の controller に join している
場合、アンカー controller はこのクライアントを動的除外リストに追加し、外部 controller はクラ
イアントを切り離します。 次回、このクライアントが controller に接続を試みた場合、アンカー
controller はハンドオフを拒否し、外部 controller にクライアントを除外することを通知します。

侵入検知システムを設定する方法
IDS センサーの設定
手順の概要
1. configure terminal
2. wireless wps cids-sensor index [ip-address ip-addr username username password password_type
password]
3. wireless wps cids-sensor index
4. [default exit fingerprint interval no port shutdown]
5. end

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：
Controller# configure terminal

ステップ 2

wireless wps cids-sensor index
内部インデックス番号を保持する IDS センサーを設定します。
[ip-address ip-addr username username index パラメータは、コントローラで IDS センサーが検索される
password password_type password]
順序を決定します。 コントローラでは最大 5 つの IDS センサー
をサポートします。
例：
Controller(config)# wireless wps
cids-sensor 2 231.1.1.1 admin
pwd123

• ip-address：（任意）IDS に IP アドレスを提供します。
• username：（任意）IDS のユーザ名を設定します。
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侵入検知システムのモニタリング

コマンドまたはアクション

目的
• password：（任意）対応するユーザ名のパスワードを設定
します。

ステップ 3

wireless wps cids-sensor index

IDS コンフィギュレーション サブモードを開始します。

例：
Controller(config)# wireless wps
cids-sensor 1

ステップ 4

[default exit fingerprint interval no port さまざまな IDS パラメータを設定します。
shutdown]
• default：（任意）コマンドをデフォルトに設定します。
例：

• exit：（任意）サブモードを終了します。

Controller(config-cids-index)#
default

• fingerprint：（任意）センサーの TLS フィンガープリント
を設定します。
• interval：（任意）センサーのクエリ間隔を設定します。 範
囲は 10 ～ 3600 秒です。
• no：（任意）コマンドを解除するか、デフォルトを設定し
ます。
• port：（任意）センサーのポート番号を設定します。
• shutdown：（任意）侵入検知センサーをシャット ダウンし
ます。

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。 また、Ctrl+Z キーを押しても、
グローバル コンフィギュレーション モードを終了できます。

end
例：
Controller(config)# end

侵入検知システムのモニタリング
表 46：ワイヤレス マルチキャストをモニタリングするためのコマンド

コマンド

説明

show wireless wps cids-sensor index

指摘されたインデックス値で IDS センサーの
IDS 設定を表示します。
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コマンド

説明

show wireless wps cids-sensor summary

すべての設定された IDS のリストを、インデッ
クス、IP アドレス、ポート番号、インターバル
値、ステータスおよびクエリなどの対応する値
とともに表示します。

show wireless wps shun-list

IDS 回避リストを表示します。
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