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はじめに

サブネット化は、ネットワーク アドレスをより小さなサブネットに分割します。 ネットワーク
アドレス変換（NAT）、ポート アドレス変換（PAT）など、他の技術と組み合わせることで、使
用可能な IP アドレス空間のより効率的な利用が可能となり、アドレス枯渇の問題を大幅に軽減で
きます。 サブネット化には、それぞれゼロ サブネット、オールワン サブネットと呼ばれる、最
初と最後のサブネットの使用に関するガイドラインがあります。 このドキュメントではサブネッ
ト ゼロとオールワン サブネットについて、またそれらの使用について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

ゼロ サブネット
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ネットワーク アドレスがサブネット化された場合、ネットワーク アドレス サブネット化の後に
得られる最初のサブネットは、サブネット ゼロと呼ばれます。

クラス B アドレス 172.16.0.0 について考えます。 デフォルトで従ってクラス B アドレス
172.16.0.0 にホスト部分を表すために予約される 16 ビットがありま 65534 の（216-2）有効なホ
スト アドレスを割り当てます。 ネットワーク 172.16.0.0/16 がホスト部分から 3 ビットを借りる
ことによってサブネット化される場合、8 （2 つの3）サブネットは得られます。 次の表に、アド
レス 172.16.0.0 をサブネット化することで得られるサブネット、結果のサブネット マスク、対応
するブロードキャスト アドレス、有効なホスト アドレスの範囲を示します。

サブネットア
ドレス

サブネッ
ト マス
ク

ブロードキャスト
アドレス

有効なホス
ト範囲

172.16.0.0 255.255.
224.0 172.16.31.255

172.16.0.1
～
172.16.31.2
54

172.16.32.0 255.255.
224.0 172.16.63.255

172.16.32.1
～
172.16.63.2
54

172.16.64.0 255.255.
224.0 172.16.95.255

172.16.64.1
～
172.16.95.2
54

172.16.96.0 255.255.
224.0 172.16.127.255

172.16.96.1
～
172.16.127.
254

172.16.128.0 255.255.
224.0 172.16.159.255

172.16.128.
1 ～
172.16.159.
254

172.16.160.0 255.255.
224.0 172.16.191.255

172.16.160.
1 ～
172.16.191.
254

172.16.192.0 255.255.
224.0 172.16.223.255

172.16.192.
1 ～
172.16.223.
254

172.16.224.0 255.255.
224.0 172.16.255.255

172.16.224.
1 ～
172.16.255.
254

上記の例では、最初のサブネット（サブネット 172.16.0.0/19）は、ゼロ サブネットと呼ばれま
す。

サブネット化後に得られる、サブネット化されたネットワークのクラスとサブネットの数は、ゼ
ロ サブネットの特定には関係ありません。 ゼロ サブネットは、ネットワーク アドレスをサブネ



ット化したとき最初に得られるサブネットです。 また、ゼロ サブネット アドレスを 2 進数で表
記すると、すべてのサブネット ビット（この場合はビット 17、18、および 19）がゼロになりま
す。 ゼロ サブネットはオールゼロ サブネットとも呼ばれます。

オールワン サブネット

ネットワーク アドレスをサブネット化したとき、最後に得られるサブネットはオールワン サブネ
ットと呼ばれます。

上記の例では、172.16.0.0 のサブネット化で最後に得られたサブネット 172.16.224.0/19 がオー
ルワン サブネットと呼ばれます。

サブネット化後に得られる、サブネット化されたネットワークのクラスとサブネットの数は、オ
ールワン サブネットの特定には関係ありません。 また、オールワン サブネットのアドレスを 2
進数で表記すると、すべてのサブネット ビット（この場合はビット 17、18、および 19）が 1 に
なります。

ゼロ サブネットとオールワン サブネットの問題

従来から、ゼロ サブネットとオールワン サブネットをアドレッシングに使用しないよう推奨され
てきました。 RFC 950 によれば、 「サブネット化されたネットワークについても、特別なアド
レス（ネットワーク アドレスとブロードキャスト アドレス）の解釈をそのまま維持し、拡張する
ことは有用です。 このことは、実際の（物理）サブネットではサブネット フィールドにすべてゼ
ロ、およびすべて 1 の値を割り当てないようにすべきということを意味します。」と説明されて
います。 これは 3 ビットを借りることによって得られたサブネットの数を計算するために必要な
ネットワークエンジニアが 23-2 （6）および 23 （8）をかなぜ計算しないか原因です。 2 を減算
するのは、ゼロ サブネットと、オールワン サブネットが従来より使用されないことを考慮したも
のです。

ゼロ サブネット

アドレッシングでゼロ サブネットを使用することは、ネットワークとサブネットを区別できない
表記による混同を招くため推奨できません。

前述の例で、IP アドレス 172.16.1.10 について考えます。 この IP アドレスに対応するサブネッ
ト アドレスを計算すると、その答えはサブネット 172.16.0.0（ゼロ サブネット）になります。
このサブネット アドレスはネットワーク アドレス 172.16.0.0、つまりサブネット化された元のア
ドレスと同じであることに注意してください。つまり、サブネット化を行うと、ネットワークと
判別できない同一のアドレスのサブネット（ゼロ サブネット）が生じます。 以前、これは大きな
混乱の原因でした。

Cisco IOS バージョン 12.0 以前、Cisco ルータではデフォルトで、サブネット 0 に属する IP ア
ドレスをインターフェイスに設定できませんでした。 ただし、Cisco IOS ソフトウェア リリース
12.0 より古いバージョンを使用しているネットワーク エンジニアがゼロ サブネットの使用を安
全だと考えた場合は、グローバル コンフィギュレーション モードで ip subnet-zero コマンドを使
用することで上記の制限を解除できました。 Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.0 から、Cisco
ルータはデフォルトで ip subnet-zero を有効にしていますが、ネットワーク エンジニアがゼロ サ
ブネットの使用に不安がある場合は、no ip subnet-zero コマンドでゼロ サブネット アドレスの使
用を制限できます。

http://www.ietf.org/rfc/rfc950.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc950.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc950.txt
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Cisco IOS ソフトウェア リリース 8.3 以前のバージョンでは、service subnet-zero コマンドが使
用されていました。

オールワン サブネット

以前は、アドレッシングでのオールワン サブネットの使用は推奨されませんでした。これは、ネ
ットワークとサブネットのブロードキャスト アドレスを混同する恐れがあるためです。

前述の例では、最後のサブネット（サブネット 172.16.224.0/19）のブロードキャスト アドレス
は 172.16.255.255 であり、これはサブネット化された元のネットワーク 172.16.0.0 のブロード
キャスト アドレスと同一です。つまり、サブネット化を行うと、ネットワークと判別できない同
一のブロードキャスト アドレスのサブネット（オールワン サブネット）が生じます。 ルータに
アドレス 172.16.230.1/19 を設定することは可能ですが、ローカル サブネットのブロードキャス
ト（172.16.255.255 (/19)）と 完全なクラス B のブロードキャスト（172.16.255.255（/16））と
の見分けがつかなくなります。

オールワン サブネットは使用できますが、設定ミスを誘発する可能性があります。 何が起きるの
かを理解するには、次の説明を参照してください。

注: 詳細については、「ホストとサブネットの数」を参照してください。

ルータ 2 から 5 は、それぞれに複数の着信非同期（または ISDN）接続があるアクセス ルータで
す。 これらに着信するユーザのため、ネットワーク（195.1.1.0/24）を 4 つに分割することにし
ます。 分割された各部分がアクセス ルータのいずれかに接続されます。 また、非同期回線は
ipunnum e0 で設定します。 ルータ 1 は正しいアクセス ルータへのスタティック ルートを備え、
各アクセス ルータにはルータ 1 を指すデフォルト ルートがあります。

ルータ 1 のルーティング テーブルは次のようになります。

C  195.1.2.0/24   E0

      S  195.1.1.0/26   195.1.2.2

      S  195.1.1.64/26  195.1.2.3

      S  195.1.1.128/26 195.1.2.4

      S  195.1.1.192/26 195.1.2.5

アクセス ルータには、イーサネット、同一のデフォルト ルート、および非同期回線（Point-to-
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Point Protocol（PPP; ポイントツーポイント プロトコル）のサービス）の数本のホスト ルート用
に同じ接続ルートが設定されています。

Router 2 routing table:                  Router 3 routing table:

      C  195.1.2.0/24   E0                       C  195.1.2.0/24   E0

      S  0.0.0.0/0      195.1.2.1                S  0.0.0.0/0      195.1.2.1

      C  195.1.1.2/32   async1                   C  195.1.1.65/32   async1

      C  195.1.1.5/32   async2                   C  195.1.1.68/32   async2

      C  195.1.1.8/32   async3                   C  195.1.1.74/32   async3

      C  195.1.1.13/32   async4                  C  195.1.1.87/32   async4

      C  195.1.1.24/32   async6                  C  195.1.1.88/32   async6

      C  195.1.1.31/32   async8                  C  195.1.1.95/32   async8

      C  195.1.1.32/32   async12                 C  195.1.1.104/32   async12

      C  195.1.1.48/32   async15                 C  195.1.1.112/32   async15

      C  195.1.1.62/32   async18                 C  195.1.1.126/32   async18

  Router 4 routing table:                  Router 5 routing table:

      C  195.1.2.0/24   E0                       C  195.1.2.0/24   E0

      S  0.0.0.0/0      195.1.2.1                S  0.0.0.0/0      195.1.2.1

      C  195.1.1.129/32   async1                 C  195.1.1.193/32   async1

      C  195.1.1.132/32   async2                 C  195.1.1.197/32   async2

      C  195.1.1.136/32   async3                 C  195.1.1.200/32   async3

      C  195.1.1.141/32   async4                 C  195.1.1.205/32   async4

      C  195.1.1.152/32   async6                 C  195.1.1.216/32   async6

      C  195.1.1.159/32   async8                 C  195.1.1.223/32   async8

      C  195.1.1.160/32   async12                C  195.1.1.224/32   async12

      C  195.1.1.176/32   async15                C  195.1.1.240/32   async15

      C  195.1.1.190/32   async18                C  195.1.1.252/32   async18

非同期回線上のホストを誤って、255.255.255.192 マスクではなく、255.255.255.0 マスクと設定
するとどうなるでしょうか。 すべては問題なく動作します。

しかし、いずれかのホスト（195.1.1.24）がローカルブロードキャスト（NetBIOS、WINS）を行
った場合、何が起こるかに注目します。 パケットは次のようなものになります。

s: 195.1.1.24 d: 195.1.1.255

パケットは、ルータ 2 がまず受信します。ルータ 2 が、ルータ 1 にパケットを送信すると、次に
、ルータ 1 がルータ 5 に送信し、ルータ 5 はまたルータ 1 に送信し、ルータ 1 はルータ 5 に送
信するというように、TTL の限界まで送信が繰り返されます。

次に、別の例、たとえば、ホスト 195.1.1.240 の場合を見てみます。

s: 195.1.1.240  d: 195.1.1.255

ルータ 5 はこのパケットを受け取ります。ルータ 5 はルータ 1 に送信し、ルータ 1 はルータ 5 に
送信し、またルータ 1 へと、これが存続可能時間（TTL）到達まで繰り返されます。 この状態に
遭遇すると、パケット攻撃を受けていると考えてしまうかもしれません。 ルータ 5 に負荷がかか
っているため、攻撃と仮定しても無理はありません。

この例では、ルーティング ループが発生しています。 ルータ 5 がオールワン サブネットを扱っ
ているため、高い負荷がかかったのです。 ルータ 2 から 4 では、ブロードキャストパケットとの
遭遇は 1 度のみです。 ルータ 1 にもパケットが集中しました。しかし、このルータが、この状況
を処理できる Cisco 7513 だったらどうでしょう。 その場合には、ホストに正しいサブネット マ
スクを設定する必要があります。



   

誤って設定されたホストからネットワークを保護するには、ループバック アドレス宛てのスタテ
ィック ルート 195.1.1.255 を使用して、各アクセス ルータ上にループバック インターフェイス
を作成します。Null0 インターフェイスも使用できますが、その結果、ルータが ICMP 到達不能
を生成します。 Null0 インターフェイスを使用できますが、これにより、ルータは Internet
Control Message Protoco（ICMP）の「到達不能」メッセージを生成します。

ゼロ サブネットとオールワン サブネットの使用

奨励されていないものの、ゼロ サブネットとオールワン サブネットを含むすべてのアドレス空間
が常に使用可能ということに注意してください。 オールワン サブネットの使用は明示的に許可さ
れ、ゼロ サブネットの使用は Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.0 以降、明示的に許可されて
います。 Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.0 以前でも、ip subnet-zero global configuration コ
マンドを入力することでゼロサブネットを使用できます。

ゼロ サブネットとオールワン サブネットを使用する場合の問題に関しては、RFC 1878 では次の
ように説明されています。「この習慣（オールゼロとオールワン サブネットの除外）はすでに旧
来のものです。 最新のソフトウェアでは、定義可能なネットワークすべてを利用できるようにな
ります。」 現在、ゼロ サブネットとオールワン サブネットの使用は一般に認められており、ほ
とんどのベンダーがそれらの使用をサポートしています。 ただし、一部のネットワーク、特にレ
ガシー ソフトウェアを使用するネットワークでは、ゼロ サブネットとオールワン サブネットの
使用が問題を引き起こす可能性があります。

関連情報

IP Subnet Calculator（ 登録ユーザ専用）●

IP ルーティング プロトコルに関するテクニカルサポート ページ●

テクニカルサポート - Cisco Systems●

http://www.ietf.org/rfc/rfc1878.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1878.txt
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http://www.ietf.org/rfc/rfc1878.txt
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