
加入者セッションの確立

加入者は、加入者セッションと呼ばれる論理接続経由でネットワークリソースにアクセスしま

す。この章では、加入者セッション、つまり IPoEおよび PPPoEのさまざまなタイプ、および
DHCPによる IPアドレッシングについて説明します。この章の内容は、次のとおりです。

• 加入者セッションの概要, 1 ページ

• IPoEセッションの確立, 3 ページ

• PPPoEセッションの確立, 15 ページ

• DHCPの設定, 56 ページ

• DHCPv6の概要, 80 ページ

• 加入者インターフェイスでのパケット処理, 125 ページ

• IPv6ネイバー探索, 127 ページ

• その他の関連資料, 128 ページ

加入者セッションの概要
セッションは、顧客宅内装置（CPE）とネットワークリソース間の論理接続を表します。ネット
ワークリソースへの加入者のアクセスをイネーブルにするには、ネットワークは、加入者との

セッションを確立する必要があります。各セッションの確立は、次のフェーズで構成されます。

•接続の確立：このフェーズでは、CPEが通信する BNGを検出します。

•加入者の認証および許可：このフェーズでは、BNGが加入者を認証し、ネットワークの使用
を許可します。このフェーズは、RADIUSサーバを使用して行われます。

•加入者への IDの付与：このフェーズでは、加入者は IDと IPアドレスを割り当てられます。

•セッションのモニタリング：このフェーズでは、BNGがセッションが稼働中であることを確
認します。
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加入者は、BNGで直接設定されません。代わりに、加入者の機能と加入者セッションが動的に起
動および停止するフレームワークが作成されます。フレームワークは、次の機能を実行するコン

トロールポリシーと動的なテンプレートで構成されます。

•コントロールポリシーは、セッションの開始要求の受信などの特定のイベント、または認証
の失敗が発生したときに、BNGが実行するアクションを決定します。アクションは、コン
トロールポリシーで定義されたクラスマップで決定されます。アクションには、動的なテ

ンプレートのアクティブ化が含まれます。

•動的なテンプレートには、加入者セッションに適用される一連のCLIコマンドが含まれてい
ます。複数の動的なテンプレートは、同じ加入者インターフェイス上で、一度にアクティブ

化できます。また、異なるコントロールポリシーを介して複数の加入者インターフェイス

で、同じ動的なテンプレートをアクティブ化することもできます。

サービスプロバイダーは、次の方法で VLAN経由で加入者を導入できます。

• 1:1 VLANモデル：このモデルは、1つの専用 VLANを各カスタマーに使用できる場合のシ
ナリオを示します。各 VLANは、内部 VLANタグが加入者を表し、外部 VLANタグが
DSLAMを表す場合の q-in-q VLANです。

• N: 1 VLANモデル：このモデルは、複数の加入者を共有VLANで使用できる場合のシナリオ
を示します。 VLANタグは、DSLAMまたは集約デバイスを表します。

•あいまいなVLAN：このモデルによって、オペレータは単一CLI行で多数のVLANを指定で
きます。あいまいなVLANを使用して、内部または外部タグ（または両方）の範囲をVLAN
サブインターフェイス上で設定できます。これは、すべての加入者が VLANタグセットに
一意の値を持つ 1:1モデルで特に便利です。あいまいなVLANの詳細については、あいまい
な VLANの加入者セッションを参照してください。

加入者セッションは、仮想インターフェイスである加入者インターフェイスを介して確立されま

す。各加入者セッションに 1つのみインターフェイスを作成できます。ポートには複数のVLAN
を含めることができ、それぞれが複数の加入者をサポートできます。BNGは、各種のセッション
の加入者インターフェイスを作成します。これらのインターフェイスは、Bundle-Ether2.100.pppoe312
などの親インターフェイスに基づいて命名されます。バンドル（またはバンドル VLAN）イン
ターフェイス上の加入者は冗長性を確保し、BNGのルートプロセッサ（RP）で管理されます。

ネットワークの冗長性とロードバランシングを提供するために、サービスプロバイダーは、

DSLAMと BNG間に複数のリンクを導入できます。個々のリンクは、Ether-Bundle経由の VLAN
またはリンク集約グループ（LAG）を含む Ether-Bundleにグループ化できます。加入者セッショ
ンは、バンドルまたはグループ内の任意のリンクでアクティブ化できます。 BNGが LAG設定で
導入されている場合、1つの加入者に対するすべてのトラフィックを、Ether-Bundleの 1つのリン
クを経由するように設定する必要があります。ロードバランシングは、異なるリンクにさまざま

な加入者を配置することによって実現されます。

加入者セッションを確立する 2種類のメカニズム（IPoEおよび PPPoE）があります。これらは、
次のトピックで説明します。
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すべての加入者セッションをクリアするために clear subscriber session allコマンドが発行され
る場合、およびセッション停止の進行中にルートプロセッサフェールオーバー（RPFO）が発
生した場合、RPFO後に同じコマンドを再実行して残りのセッションがある場合はそのすべて
が停止されるようにすることを推奨します。

（注）

制約事項

• BNGでは、加入者の動的な作成のみがサポートされます。また、加入者は、バンドルイン
ターフェイスにのみ存在する必要もあります。

•加入者の VRFがアクセスインターフェイスの VRF値から取得されている場合、加入者が使
用する動的なテンプレートに設定された VRFは一致する必要があります。 2つの VRFが一
致しない場合、セッションは正常に終了していません。

IPoE セッションの確立
IPoE加入者セッションでは、加入者が CPEデバイスで IPv4または IPv6を実行し、レイヤ 2集約
ネットワークまたはレイヤ 3ルーテッドネットワーク経由で BNGに接続します。レイヤ 2集約
ネットワーク経由で接続する IP加入者セッションは、L2接続と呼ばれます。 IPoE加入者セッ
ションは、常に BNGで終了し、サービスプロバイダーネットワークにルーティングされます。
IPoEは、DHCPに基づいて IPアドレスを割り当てます。一般的な IPoEセッションを次の図に示
します。

図 1：IPoE セッション

IPoEセッションのプロビジョニングプロセスは、次のとおりです。

•アクセスインターフェイスでの IPv4または IPv6プロトコル処理のイネーブル化。アクセス
インターフェイスでの IPv4または IPv6のイネーブル化, （4ページ）を参照してください。
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加入者の導入については、アクセスインターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードで arp learning disableコマンドを使用して、アクセスインターフェ
イスでダイナミックARPラーニングをディセーブルにすることを推奨します。

（注）

• IPoEセッションの設定を含む動的なテンプレートの作成。 IPv4または IPv6加入者セッショ
ンの動的なテンプレートの作成, （6ページ）を参照してください。

•動的なテンプレートをアクティブ化するポリシーマップの作成。 IPoEセッション中に実行
されるポリシーマップの作成, （9ページ）を参照してください。

•サービスポリシーのアクティブ化によるアクセスインターフェイスでの IPoE加入者作成の
イネーブル化。サービスポリシーは、アクセスインターフェイスにポリシーマップを適用

します。アクセスインターフェイスでの IPoE加入者のイネーブル化, （12ページ）を参照
してください。

アクセスインターフェイスでの IPv4 または IPv6 のイネーブル化
アクセスインターフェイスでの IPv4および IPv6処理をイネーブルにするには、次の作業を実行
します。この例では、IPv4は、アンナンバードバンドルインターフェイスでプロビジョニングさ
れています。

手順の概要

1. configure
2. interface type interface-path-id
3. arp learning disable
4. ipv4 unnumbered interface-type interface-instance
5. ipv6 enable
6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

バンドルインターフェイスのインターフェイスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
interface Bundle-Ether100.10

ステップ 2   

アクセスインターフェイスのARPラーニングをディセーブルにしま
す。

arp learning disable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
arp learning disable

ステップ 3   

明示的な IPv4アドレスをインターフェイスに割り当てることなく、
アンナンバードインターフェイス上での IPv4処理をイネーブルに

ipv4 unnumbered interface-type
interface-instance

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
ipv4 unnumbered loopback 5

ステップ 4   

します。代わりに、IPアドレスは、ループバックインターフェイ
スから流用されます。「ipv4 unnumbered」コマンドの場合、IPアド
レスが割り当てられ、showinterfacesコマンドに対して状態が「UP」
と表示される、同じルータの別のインターフェイスを指定する必要

があります。

明示的な IPv6アドレスが割り当てられていないアンナンバードイ
ンターフェイスでの IPv6処理をイネーブルにします。

ipv6 enable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
ipv6 enable

ステップ 5   

この手順は、インターフェイスでの IPv6処理をイネーブ
ルにするだけでなく、それに対する IPv6リンクローカル
ユニキャストアドレスを割り当てます。

（注）

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用し

ます。

ステップ 6   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求さ
れます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイル
に変更が保存され、コンフィギュレーションセッション

が終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが
終了して、ルータが EXECモードに戻ります。変更はコ
ミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッ
ションが継続します。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットされません。
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目的コマンドまたはアクション

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、commit
コマンドを使用します。

アクセスインターフェイスでの IPv4 または IPv6 のイネーブル化：例

//Enabling IPv4 on an Access Interface

configure
interface Bundle-Ether100.10
arp learning disable
ipv4 unnumbered loopback 5
!
!
end

//Enabling IPv6 on an Access Interface

configure
interface Bundle-Ether100.10
arp learning disable
ipv6 enable
!
!
end

IPv4 または IPv6 加入者セッションの動的なテンプレートの作成
IPv4または IPv6加入者セッションの動的なテンプレートを作成するには、次の作業を実行しま
す。たとえば、この動的なテンプレートでは、IPv4または IPv6セッションのMTU値を指定し、
uRPFをイネーブルにします。 uRPFは、変造または偽造された IPv4送信元アドレスからのトラ
フィックを加入者インターフェイスで受け入れられないようにします。 uRPF機能の詳細につい
ては、uRPFを参照してください。
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手順の概要

1. configure
2. dynamic-template
3. type { ipsubscriber |ppp |service } dynamic-template-name
4. timeout idle value
5. accounting aaa list default type session periodic-interval value dual-stack-delay value
6. {ipv4 |ipv6}mtu mtu-bytes
7. {ipv4 |ipv6}verify unicast source reachable-via rx
8. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモード

を開始します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

動的テンプレートコンフィギュレーション

モードを開始します。

dynamic-template

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template

ステッ

プ 2   

IP加入者のユーザ定義名を使用して動的な
テンプレートを作成します。

type { ipsubscriber |ppp |service } dynamic-template-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template)# type
ipsubscriber ipsub1

ステッ

プ 3   

IPv4または IPv6、または Dual-stackの加入
者は、アイドルタイムアウト機能をサポー

トします。

timeout idle value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template)# timeout
idle 600

ステッ

プ 4   

動的なテンプレートまたは

RADIUSからの通過の下で設定さ
れたタイマーが作動すると、IPoE
セッションに設定されたアイドル

タイムアウトは、加入者セッショ

ンをクリアすることが予想されま

す。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

加入者のアカウンティング機能を設定しま

す。

accounting aaa list default type session periodic-interval value
dual-stack-delay value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template)# accounting

ステッ

プ 5   

aaa list default type session periodic-interval 60
dual-stack-delay 1

IPv4または IPv6の最大伝送単位（MTU）を
設定します。範囲は 68～ 65535バイトで

{ipv4 |ipv6}mtu mtu-bytes

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# ipv4
mtu 678

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# ipv6
mtu 548

ステッ

プ 6   
す。MTU値は、加入者セッション中に送信
できる最大パケットサイズを定義します。

送信元アドレスの到達可能性チェックを実

行するパケットの検証に対して uRPFをイ
ネーブルにします。

{ipv4 |ipv6}verify unicast source reachable-via rx

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# ipv4
verify unicast source reachable-via rx

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# ipv6
verify unicast source reachable-via rx

ステッ

プ 7   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 8   •• endコマンドを実行すると、変更をコ
ミットするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

them
before exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

◦ yesと入力すると、実行コンフィ
ギュレーションファイルに変更が

保存され、コンフィギュレーショ

ンセッションが終了して、ルータ

が EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュ
レーションセッションが終了し

て、ルータがEXECモードに戻り
ます。変更はコミットされませ

ん。

◦ cancelと入力すると、現在のコン
フィギュレーションセッションが
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目的コマンドまたはアクション

継続します。コンフィギュレー

ションセッションは終了せず、設

定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーショ
ンファイルに保存し、コンフィギュ

レーションセッションを継続するに

は、commitコマンドを使用します。

IPv4 または IPv6 加入者セッションの動的なテンプレートの作成：例

//Creating Dynamic Template for IPv4 Subscriber Session

configure
dynamic-template
type ipsubscriber ipsub1
timeout idle 600
accounting aaa list default type session periodic-interval 60 dual-stack-delay 1
ipv4 mtu 678
ipv4 verify unicast source reachable-via rx
!
!
end

//Creating Dynamic Template for IPv6 Subscriber Session

configure
dynamic-template
type ipsubscriber ipsub1
timeout idle 600
accounting aaa list default type session periodic-interval 60 dual-stack-delay 1
ipv6 mtu 678
ipv6 verify unicast source reachable-via rx
!
!
end

IPoE セッション中に実行されるポリシーマップの作成
IPoE加入者セッション中に事前定義された動的なテンプレートをアクティブ化するポリシーマッ
プを作成するには、次の作業を実行します。たとえば、このポリシーマップは、動的なテンプ

レートをアクティブ化し、セッションの開始イベント中にローカルに定義された許可設定を適用

します。
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手順の概要

1. configure
2. policy-map type control subscriber policy_name
3. event session-start match-first
4. class type control subscriber class_name do-until-failure
5. sequence_number activate dynamic-template dynamic-template_name
6. sequence_number authorize aaa list default format format_name password password
7. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

名前が「IPoE_policy」でタイプが「control subscriber」の
新しいポリシーマップを作成します。

policy-map type control subscriber policy_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# policy-map
type control subscriber IPoE_policy

ステップ 2   

アクションを実行するイベント（セッションの開始）を

定義します。

event session-start match-first

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap)# event
session-start match-first

ステップ 3   

加入者が一致する必要があるクラスを設定します。一致

があると、障害が見つかるまですべてのアクションを実

行します。

class type control subscriber class_name
do-until-failure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-e)# class

ステップ 4   

type control subscriber class-default
do-until-failure
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目的コマンドまたはアクション

完全な構造のユーザ名を使用して、加入者の認証をトリ

ガーできます。

sequence_number activate dynamic-template
dynamic-template_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)# 1
activate dynamic-template ipsub1

ステップ 5   

加入者のドメイン名を使用して、加入者の許可をトリガー

できます。また、完全に構造化されたユーザ名からのド

sequence_number authorize aaa list default format
format_name password password

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)# 1

ステップ 6   

メイン分析を支援するドメイン形式ルールも提供されま

す。

authorize aaa list default format RM_User
password Cisco

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 7   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよ
うに要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータがEXECモードに戻
ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更

もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに
保存し、コンフィギュレーションセッションを継続

するには、commitコマンドを使用します。

IPoE セッション中に実行されるポリシーマップの作成：例

configure
policy-map type control subscriber IPoE_policy

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータブロードバンドネットワークゲートウェイ
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event session-start match-first
class type control subscriber class-default do-until-failure
1 activate dynamic-template ipsub1
1 authorize aaa list default format RM_User password Cisco
!
!
end

アクセスインターフェイスでの IPoE 加入者のイネーブル化
アクセスインターフェイスでの IPoE加入者の作成をイネーブルにするには、次の作業を実行し
ます。

手順の概要

1. configure
2. interface interface-type interface-path-id
3. arp learning disable
4. {ipv4 |ipv6} address {ipv4_address |ipv6_address} ipsubnet_mask
5. service-policy type control subscriber policy-name
6. encapsulation dot1q value
7. ipsubscriber {ipv4 |ipv6}l2-connected
8. initiator dhcp
9. initiator unclassified-source
10. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

インターフェイスを設定し、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。

interface interface-type interface-path-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface
Bundler-Ether400.12

ステッ

プ 2   

• type引数でインターフェイスタイプを指定
します。インターフェイスタイプの詳細に

ついては、疑問符（?）オンラインヘルプ
機能を使用してください。
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目的コマンドまたはアクション

• instance引数で物理インターフェイスイン
スタンスまたは仮想インスタンスを指定し

ます。

◦物理インターフェイスインスタンスの
表記方法は rack/slot/module/portです。
値を区切るスラッシュ（/）は、表記の
一部として必要です。

◦仮想インターフェイスインスタンスの
数値範囲は、インターフェイスタイプ

によって異なります。

アクセスインターフェイスのARPラーニングを
ディセーブルにします。

arp learning disable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# arp learning disable

ステッ

プ 3   

インターフェイスの IPv4アドレスまたは IPv6
アドレスを設定します。

{ipv4 |ipv6} address {ipv4_address |ipv6_address}
ipsubnet_mask

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# ipv4 address
3.5.1.1 255.255.0.0

ステッ

プ 4   

または

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# ipv6 address
1144:11

インターフェイスに加入者制御サービスポリ

シーを関連付けます。

service-policy type control subscriber policy-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# service-policy
type control subscriber PL4

ステッ

プ 5   

PL4ポリシーマップを作成するには、
「加入者ポリシーマップの設定」手順

を参照してください。

（注）

インターフェイスの802.1Qフレーム入力を適切
なサービスインスタンスにマップするための一

encapsulation dot1q value

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# encapsulation
dot1q 40

ステッ

プ 6   
致基準を定義します。値の範囲は 1～ 4094で
す。

サブインターフェイスでの L2接続型 IPv4また
は IPv6加入者の作成をイネーブルにします。

ipsubscriber {ipv4 |ipv6}l2-connected

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# ipsubscriber ipv4
l2-connected

ステッ

プ 7   

または
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目的コマンドまたはアクション

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# ipsubscriber ipv6
l2-connected

発信元が分類されていない発信側と組み合わせ

ることもできるアクセスインターフェイスでの

initiator dhcp

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif-ipsub-ipv4-l2conn)#
initiator dhcp

ステッ

プ 8   
DHCPに基づく IPoE加入者の作成をイネーブル
にします。

または

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif-ipsub-ipv6-l2conn)#
initiator dhcp

DHCPによって開始された IPセッション用の、
DHCPのクラスを開始します。

initiator unclassified-source

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif-ipsub-ipv4-l2conn)#
initiator unclassified-source

ステッ

プ 9   

複数の発信側が使用されている場合、

異なる発信元の IPアドレスの重複を
防ぐためにポリシーマップまたはクラ

スマップを使用します。

（注）

または

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif-ipsub-ipv6-l2conn)#
initiator unclassified-source

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 10   •• endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit れ、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータがEXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルータ

がEXECモードに戻ります。変更はコ
ミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続しま

す。コンフィギュレーションセッショ
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目的コマンドまたはアクション

ンは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•設定変更を実行コンフィギュレーション
ファイルに保存し、コンフィギュレーショ

ンセッションを継続するには、commitコ
マンドを使用します。

アクセスインターフェイスでの IPoE 加入者のイネーブル化：例

configure
interface Bundler-Ether400.12
arp learning disable
ipv4 address 3.5.1.1 255.255.0.0
service-policy type control subscriber PL4
encapsulation dot1q 40
ipsubscriber ipv4 l2-connected
initiator dhcp
initiator unclassified-source
!
!
end

configure
interface Bundler-Ether400.12
arp learning disable
ipv6 address 4444:34
service-policy type control subscriber PL4
encapsulation dot1q 40
ipsubscriber ipv6 l2-connected
initiator dhcp
initiator unclassified-source
!
!
end

PPPoE セッションの確立
PPPプロトコルは、クライアントやサーバなど、2つのノード間の通信に主に使用されます。PPP
プロトコルは、ポイントツーポイントリンク上でマルチプロトコルの図を転送するための標準的

な方式を提供します。 PPPリンクを介して送信できるさまざまなネットワークプロトコルについ
て、カプセル化方式、リンク層制御プロトコル（LCP）、および一連のネットワーク制御プロト
コル（NCP）を定義します。LCPは、データリンクを設定および維持するために使用されます。
PPPピアは、LCPを使用して、さまざまなリンク層のプロパティまたは特性をネゴシエートでき
ます。NCPは、プロトコルのデータパケットを送信する前に、関連付けられているネットワーク
プロトコルを確立および設定するために使用されます。
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PPP接続を確立する方法の 1つは、PPP over Ethernet（PPPoE）の使用です。 PPPoEセッションで
は、ポイントツーポイントプロトコル（PPP）は CPEと BNGの間で動作します。（CPEの一部
である）ホームゲートウェイは、BNGで終端する PPPヘッダー（カプセル化）を追加します。

CPEは、次に示すさまざまな PPPoE Active Discovery（PAD）メッセージを使用して BNGを検出
し、対話します。

• PPPoE Active Discovery Initiation（PADI）：CPEが、BNGを検出するプロセスを開始するた
めにブロードキャストします。

• PPPoE Active Discovery Offer（PADO）：BNGはオファーを返します。

• PPPoE Active Discovery Request（PADR）：CPEが、接続を確立するように要求します。

• PPPoE Active Discovery Session confirmation（PADS）：BNGは要求を受け入れ、セッション
ID（Session-ID）の割り当てによって応答します。

• PPPoE Active Discovery Termination（PADT）：CPEまたは BNGが、セッションを終了しま
す。

PPPoEクライアントが複数の BNGに接続された冗長な BNGセットアップでは、CPEによって送
信される PADIメッセージはすべての BNGで受信されます。各 BNGは、PADOメッセージで応
答します。加入者が複数のBNGセットアップでBNGの 1つを選択できるようにするには、BNG
でスマートサーバ選択を設定する必要があります。 PPPoEスマートサーバ選択, （48ページ）
を参照してください。

BNGは、さまざまなパラメータに基づいて、PPPoEセッションの要求数を制限および抑えるため
に、設定の柔軟性を提供します。詳細については、PPPoEセッション制限, （51ページ）および
PPPoEセッションスロットル, （54ページ）を参照してください。

PPPoEセッションには、PPP PTAと PPP LACの 2つのタイプがあります。 PPP PTAと PPP LAC
セッションの機能について、必要に応じてセッションを認証し、転送するように RADIUSサーバ
を設定する必要があります。BNGでは、使用可能なローカル認証はありません。PPPPTAとPPP
LACセッションについては、PPP PTAセッションのプロビジョニング, （17ページ）とPPP LAC
セッションのプロビジョニング, （26ページ）の項で説明します。
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PPP PTA セッションのプロビジョニング
PPP Termination and Aggregation（PTA）セッションでは、PPPカプセル化は BNGで終了します。
終了後、BNGは IPルーティングを使用してトラフィックをサービスプロバイダーにルーティン
グします。一般的な PTAセッションを次の図に示します。

図 2： PTA セッション

PPPoEセッションの設定情報は、PPPoEプロファイルに含まれています。プロファイルを定義し
た後、アクセスインターフェイスに割り当てることができます。複数の PPPoEプロファイルを
作成し、複数のインターフェイスに割り当てることができます。グローバルなPPPoEプロファイ
ルも作成できます。グローバルなプロファイルは、特定の PPPoEプロファイルが割り当てられて
いない任意のインターフェイスのデフォルトプロファイルとして機能します。

PTA PPPセッションは、通常、同じサービスオペレータが加入者にブロードバンド接続を提供
し、ネットワークサービスも管理するネットワークサービスプロバイダー（小売）モデルで使

用されます。 PPP PTAセッションのプロビジョニングプロセスは、次のとおりです。

• PPPoEセッションの PPPoEプロファイルの作成。 PPPoEプロファイルの作成, （18ページ）
を参照してください。

• PPPoEセッションのさまざまな設定を含む動的なテンプレートの作成。PPPDynamic-Template
の作成, （19ページ）を参照してください。

•動的なテンプレートをアクティブ化するポリシーマップの作成。 PPPoEセッション中に実
行されるポリシーマップの作成, （21ページ）を参照してください。

•加入者作成のイネーブル化。アクセスインターフェイスに PPPoEプロファイルとサービス
ポリシーを適用します。アクセスインターフェイスへの PPPoE設定の適用, （24ページ）
を参照してください。

加入者作成機能は、BNGで明示的にイネーブルである必要があります。この機能がイネー
ブルでない場合、システムは加入者を分類しようとしません。結果として、パケットは着信

インターフェイスモードに基づいて転送されます。
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PPPoE プロファイルの作成
PPPoEプロファイルを作成するには、次の作業を実行します。 PPPoEプロファイルは、後でアク
セスインターフェイスに適用されます。

手順の概要

1. configure
2. pppoe bba-group bba-group name
3. service name service_name
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

ユーザが指定した名前で PPPoEプロファイルを作成し
ます。

pppoe bba-group bba-group name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# pppoe bba-group
bba_1

ステップ 2   

加入者が要求したサービスを示します。service name service_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bbagroup)# service
name service_1

ステップ 3   

加入者プロファイルに追加するサービス名ごとにこの

手順を繰り返します。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットする
ように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュ
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目的コマンドまたはアクション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

レーションセッションが終了して、ルータ

が EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータがEXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン

フィギュレーションセッションは終了せず、

設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイル
に保存し、コンフィギュレーションセッションを

継続するには、commitコマンドを使用します。

PPPoE プロファイルの作成：例
configure
pppoe bba-group bba_1
service name service_1
!
!
end

PPP Dynamic-Template の作成
PPPDynamic-Templateを作成するには、次の作業を実行します。たとえば、この動的なテンプレー
トは、PAPおよび CHAP認証方式を適用するために作成されます。

手順の概要

1. configure
2. dynamic-template type ppp dynamic_template_name
3. ppp authentication pap
4. ppp authentication chap
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

PPPセッションのユーザ定義名を使用して動的
なテンプレートを作成します。

dynamic-template type ppp dynamic_template_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template type ppp
ppp_pta_template

ステッ

プ 2   

リンク制御プロトコル（LCP）によるリンク
ネゴシエーション中に PAPタイプの認証の使
用をイネーブルにします。

ppp authentication pap

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# ppp
authentication pap

ステッ

プ 3   

リンク制御プロトコル（LCP）によるリンク
ネゴシエーション中に CHAPタイプの認証の
使用をイネーブルにします。

ppp authentication chap

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# ppp
authentication chap

ステッ

プ 4   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 5   •• endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

before exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit れ、コンフィギュレーションセッ

ションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルー

タが EXECモードに戻ります。変更
はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコン
フィギュレーションセッションが継

続します。コンフィギュレーション
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目的コマンドまたはアクション

セッションは終了せず、設定変更も

コミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーション
ファイルに保存し、コンフィギュレーショ

ンセッションを継続するには、commit
コマンドを使用します。

PPP Dynamic-Template の作成：例
configure
dynamic-template type ppp ppp_pta_template
ppp authentication pap
ppp authentication pap chap
!
!
end

PPPoE セッション中に実行されるポリシーマップの作成
PPPoE加入者セッション中に PPP Dynamic-Templateをアクティブ化するポリシーマップを作成す
るには、次の作業を実行します。たとえば、このポリシーマップは、セッションの開始イベント

中に動的なテンプレートをアクティブ化します。また、このポリシーマップは、セッションのア

クティブ化イベント中にローカルに定義された許可設定も適用します。

手順の概要

1. configure
2. policy-map type control subscriber policy_name
3. event session-start match-all
4. class type control subscriber class_name do-until-failure
5. sequence_number activate dynamic-template dynamic-template_name
6. event session-activate match-all
7. class type control subscriber class_name do-until-failure
8. sequence_number authenticate aaa list default
9. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

ユーザ定義名が「PPPoE_policy」でタイプが「control
subscriber」の新しいポリシーマップを作成します。

policy-map type control subscriber policy_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# policy-map
type control subscriber PPPoE_policy

ステップ 2   

アクションを実行するイベント（セッションの開始）を

定義します。

event session-start match-all

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap)# event
session-start match-all

ステップ 3   

加入者が一致するクラスを設定します。一致があると、

障害が見つかるまですべてのアクションを実行します。

class type control subscriber class_name
do-until-failure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-e)# class

ステップ 4   

type control subscriber pta_class
do-until-failure

指定した動的なテンプレート名で動的なテンプレートを

アクティブ化します。

sequence_number activate dynamic-template
dynamic-template_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)# 1
activate dynamic-template ppp_pta_template

ステップ 5   

アクションを実行するイベント（セッションのアクティ

ブ化）を定義します。

event session-activate match-all

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap)# event
session-activate match-all

ステップ 6   

加入者が一致するクラスを設定します。一致があると、

障害が見つかるまですべてのアクションを実行します。

class type control subscriber class_name
do-until-failure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-e)# class

ステップ 7   

type control subscriber PPP_class
do-until-failure
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目的コマンドまたはアクション

完全な構造のユーザ名を使用して、加入者の認証をトリ

ガーできます。

sequence_number authenticate aaa list default

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)# 1
authenticate aaa list default

ステップ 8   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 9   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよ
うに要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィ

ギュレーションセッションは終了せず、設定

変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイル
に保存し、コンフィギュレーションセッションを

継続するには、commitコマンドを使用します。

PPPoE セッション中に実行されるポリシーマップの作成：例
configure
policy-map type control subscriber policy1
event session-start match-all
class type control subscriber pta_class do-until-failure
1 activate dynamic-template template1
!
!
event session-activate match-all
class type control subscriber pta_class1 do-until-failure
1 activate dynamic-template ppp_pta_template
end-policy-map
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アクセスインターフェイスへの PPPoE 設定の適用
アクセスインターフェイスにPPPoEプロファイルとポリシーマップを適用するには、次の作業を
実行します。次の作業を完了すると、インターフェイス上でPPPoEトラフィックを受信できるよ
うになります。

はじめる前に

PPPoEプロファイルの作成, （18ページ）を実行してから、この作業を実行する必要がありま
す。

手順の概要

1. configure
2. interface type interface-path-id
3. service-policy type control subscriber policy_name
4. pppoe enable bba-group bbagroup_name
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

バンドルインターフェイスのインターフェイスコン

フィギュレーションモードを開始します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface
Bundle-Ether 5.1

ステップ 2   

インターフェイスに加入者制御サービスポリシーを

関連付けます。

service-policy type control subscriber policy_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# service-policy
type control subscriber PL1

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

Bundle-Etherインターフェイス上でPPPoEをイネーブ
ルにし、このインターフェイス上で使用されるbba_1
という名前の PPPoEプロファイルを指定します。

pppoe enable bba-group bbagroup_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# pppoe enable
bba-group bba_1

ステップ 4   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 5   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットする
ように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。変更はコミットされま

せん。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン

フィギュレーションセッションは終了せ

ず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイ
ルに保存し、コンフィギュレーションセッショ

ンを継続するには、commitコマンドを使用しま
す。

アクセスインターフェイスへの PPPoE 設定の適用：例
configure
interface Bundle-Ether100.10
service-policy type control subscriber PL1
pppoe enable bba-group bba_1
!
!
end
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PPP LAC セッションのプロビジョニング
PPP LACセッションでは、PPPセッションは、レイヤ 2トンネルプロトコル（L2TP）を使用し、
BNGによってリモートネットワークサーバにトンネリングされます。 BNGは、L2TPトンネル
に加入者セッションを配置するため、L2TPアクセスコンセントレータ（LAC）のロールを実行
します。トンネルが終端するデバイスは、L2TPネットワークサーバ（LNS）と呼ばれます。PPP
LACセッション中、PPPoEカプセル化は BNGで終了します。ただし、PPPパケットは、L2TPト
ンネル経由で BNGを越えて LNSに移動します。一般的な LACセッションを図 1に示します。

図 3：LAC セッション

PPP LACセッションは、アクセスネットワークプロバイダー（卸し売り）モデルで使用されま
す。ここでは、ネットワークサービスプロバイダー（NSP）は、ローカルアクセスネットワー
クプロバイダー（ANP）の別個のエンティティです。 NSPは、アクセス認証を実行し、IPアド
レスを管理して加入者に提供し、全体的なサービスを担当します。ANPは、カスタマーへのラス
トマイルデジタル接続の提供と、加入者トラフィックでの NSPへの受け渡しを担当します。こ
のタイプのセットアップでは、ANPは LACを所有し、NSPは LNSを所有します。

PPPLACセッションは、サービスプロバイダーネットワークの加入者デバイスとノード間で仮想
ポイントツーポイント接続を確立します。加入者は、近くの L2TPアクセスコネクタ（LAC）に
ダイヤルします。トラフィックは、サービスプロバイダーネットワークに存在する LNSにトン
ネルを介して安全に転送されます。この全体的な導入アーキテクチャは、バーチャルプライベー

トダイヤルアップネットワーク（VPDN）としても知られています。

フラグメント化された L2TPデータパケットの再構築は、これらのパケットがドロップされない
ように、LACでイネーブル化されます。 LACでの L2TPの再構築, （27ページ）を参照してく
ださい。

PPPLACセッションは、ノンストップルーティング（NSR）とともにステートフルスイッチオー
バー（SSO）をサポートし、RPフェールオーバー中のトラフィック損失を削減します。詳細につ
いては、LAC SSO, （29ページ）を参照してください。

PPP LACセッションのプロビジョニングプロセスは、次のとおりです。

•特定の VPDN設定を使用したテンプレートの定義。 VPDNテンプレートの設定, （34ペー
ジ）を参照してください。

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータブロードバンドネットワークゲート
ウェイコンフィギュレーションガイドリリース 4.3.x

26 OL-28375-01-J  

加入者セッションの確立

PPP LAC セッションのプロビジョニング



•同時に確立できるVPDNセッションの最大数の定義。最大同時VPDNセッションの設定, （
36ページ）を参照してください。

• VPDNイベントメッセージのロギングのアクティブ化。VPDNロギングのアクティブ化, （
38ページ）を参照してください。

•発信側ステーション IDの適用方法の指定。発信側ステーション IDに適用するオプションの
設定, （40ページ）を参照してください。

• Session-IDの指定。 L2TP Session-IDコマンドの設定, （42ページ）を参照してください。

• L2TPクラスに特定の設定の定義。 L2TPクラスオプションの設定, （43ページ）を参照し
てください。

•追加の VPDNセッションの作成の防止。 VPDNの Softshutの設定, （47ページ）を参照して
ください。

LAC での L2TP の再構築
L2TPアクセスコンセントレータ（LAC）での L2TPの再構築機能は、LACと L2TPネットワーク
サーバ（LNS）間の仲介ネットワークでフラグメント化された L2TPデータパケットを再構築し
ます。データパケットは、IPv4コアの最大伝送単位（MTU）を超過するとフラグメント化され
ます。この機能をイネーブルにすると、フラグメント化されたパケットがドロップされなくな

り、これらのデータパケットが引き続き転送されます。

L2TPの再構築機能が LACでディセーブルの場合、フラグメント化されたデータパケットはド
ロップされます。機能は非 L2TPパケットの再構築には影響しません。ロードバランシングが各
パケットに対して発生するかどうかに関係なく、非 L2TPアプリケーションのパケットが適切に
再構築されていることを確認するには、次を推奨します。

•別個のループバックアドレスは、L2TPトラフィック専用に設定されます。ルータの他のア
プリケーションは、この IPアドレスを使用しません。

•複数のループバックアドレスが L2TPに使用されますが、すべての VRFの他のアプリケー
ションは、これらのアドレスを使用しません。

再構成のエラーや、フラグメンテーションタイムアウトの場合、ルートスイッチプロセッサ

（RSP）に転送される前にトラフィックフローが保持される最大時間は 250ミリ秒です。

制約事項

L2TPの再構築機能のイネーブル化は、次の制約事項に従います。

• Typhoonラインカードのみが、L2TPの再構築機能をサポートします

• IPv4のフラグメント化されたパケットのみが再構築されます

• 2つのフラグメントを持つパケットのみが再構築されます

•フラグメントは重複できません

•フラグメント化された IPヘッダーにオプションを含めることはできません
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•フラグメント化された L2TPパケットは、同じラインカードに渡される必要があります。つ
まり、仲介ネットワークは、異なるラインカードにフラグメントを到着させるパケットの

ロードバランシング方式に従って使用することはできません。一方、非L2TPパケットの再
構築はパケットが異なるラインカードに到着する場合でも影響を受けません。

LAC での L2TP の再構築のイネーブル化

L2TPアクセスコンセントレータ（LAC）でのL2TPの再構築をイネーブルにするには、次の作業
を実行します。

手順の概要

1. configure
2. vpdn
3. l2tp reassembly
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

VPDNコンフィギュレーションモードを開始します。vpdn

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# vpdn

ステップ 2   

LACでの L2TPの再構築をイネーブルにします。l2tp reassembly

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vpdn)# l2tp
reassembly

ステップ 3   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit
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目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーショ

ンセッションが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続する

には、commitコマンドを使用します。

LAC での L2TP の再構築のイネーブル化：例

configure
vpdn
l2tp reassembly
!
end

LAC SSO
L2TPアクセスコンセントレータステートフルスイッチオーバー（LAC SSO）機能は、RPの 1
つをアクティブなプロセッサとして確立し、他の RPをスタンバイプロセッサとして指定し、そ
れらの間で重要なステート情報を同期します。デュアル RPをサポートする特定のシスコネット
ワーキングデバイスでは、LAC SSOは RPの冗長性を活用してネットワークのアベイラビリティ
を向上させます。

LACSSOは、RPフェールオーバーの場合に、VPDNとL2TPプロトコルのノンストップルーティ
ング（NSR）をサポートします。 NSRは、アクティブ RPとスタンバイ RP間で信頼できる L2TP
と VPDNの同期を保証する機能を提供します。 RPフェールオーバーの場合、すべての VPDNお
よびL2TPトンネルの情報とセッション情報が、L2TPネットワークピアに影響を与えることなく
保持されます。また、ピアネットワーキングデバイスでルーティングフラップが発生すること

がなくなるため、カスタマーに対するサービス停止を回避できます。VPDNとLACSSOがイネー
ブルな場合、すべてのトンネルとセッションがバックアップ RPにミラーリングされます。
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プロセス障害時の RPFO のイネーブル化

アプリケーションまたはプロセスのクラッシュ時に、VPDNNSRがイネーブルの場合、RPフェー
ルオーバーがトリガーされ、新しいプライマリ RPプロセスがトラフィックを損失することなく
再起動します。

VPDN NSRは、デフォルトではディセーブルになっています。 RPFOをイネーブルにするには、
次の手順を実行します。

手順の概要

1. configure
2. nsr process-failures switchover
3. vpdn
4. redundancy
5. process-failures switchover
6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

VPDNノンストップルーティングをイネーブルにし
ます。

nsr process-failures switchover

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# l2tp nsr
process-failures switchover

ステップ 2   

VPDNコンフィギュレーションモードを開始します。vpdn

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# vpdn

ステップ 3   

VPDN冗長コンフィギュレーションモードを開始し
ます。

redundancy

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vpdn)# redundancy

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

プロセス障害時に、スイッチオーバーを強制します。process-failures switchover

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vpdn-redundancy)#
process-failures switchover

ステップ 5   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 6   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットする
ように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータがEXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン

フィギュレーションセッションは終了せ

ず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイ
ルに保存し、コンフィギュレーションセッショ

ンを継続するには、commitコマンドを使用しま
す。

LAC SSO のイネーブル化

LAC/VPDN SSO機能をイネーブルにするには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. vpdn
3. redundancy
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

5. show vpdn redundancy
6. show vpdn redundancy mirroring
7. show l2tpv2 redundancy
8. show l2tpv2 redundancy mirroring

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

VPDNコンフィギュレーションモードを開始します。vpdn

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# vpdn

ステップ 2   

VPDN冗長コンフィギュレーションモードを開始します。redundancy

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vpdn)#
redundancy

ステップ 3   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよう
に要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ションセッションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。
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目的コマンドまたはアクション

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータがEXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレー

ションセッションは終了せず、設定変更もコミッ

トされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続する

には、commitコマンドを使用します。

すべての VPDN冗長の関連情報を表示します。show vpdn redundancy

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show vpdn
redundancy

ステップ 5   

VPDNに関連するミラーリング統計情報を表示します。show vpdn redundancy mirroring

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show vpdn
redundancy mirroring

ステップ 6   

L2TP冗長の関連情報を表示します。show l2tpv2 redundancy

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show l2tpv2
redundancy

ステップ 7   

L2TPに関連するミラーリング統計情報を表示します。show l2tpv2 redundancy mirroring

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show l2tpv2
redundancy mirroring

ステップ 8   

VPDN SSO のイネーブル化：例

configure
vpdn
redundancy
process-failures switchover

end
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VPDN テンプレートの設定
VPDNテンプレートを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. vpdn template
3. l2tp-class class_name
4. tunnel busy timeout timeout_value
5. caller-id mask-method remove match match_substring
6. dsl-line-info-forwarding
7. ip tos type_of_service_value
8. vpn id value
9. vpn vrf vrf_name
10. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

VPDNテンプレートサブモード
を開始します。

vpdn template

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# vpdn template

ステッ

プ 2   

l2tp classコマンドを設定します。l2tp-class class_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vpdn-template)# l2tp-class class_temp

ステッ

プ 3   

l2tp tunnel busy listコマンドを設
定します。ビジー状態のタイム

アウト値は 60～ 65535です。

tunnel busy timeout timeout_value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vpdn-template)# tunnel busy timeout 456

ステッ

プ 4   
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目的コマンドまたはアクション

指定された一致サブ文字列で文字

をマスキングして発信側ステー

caller-id mask-method remove match match_substring

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vpdn-template)# caller-id mask-method
remove match m1

ステッ

プ 5   
ション IDに適用するオプション
を設定します。

DSL回線情報属性を転送します。dsl-line-info-forwarding

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vpdn-template)# dsl-line-info-forwarding

ステッ

プ 6   

トンネリングされたトラフィック

の IP ToS値を設定します。サー
ビス値の範囲は 0～255です。

ip tos type_of_service_value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vpdn-template)# ip tos 56

ステッ

プ 7   

VPNのトンネルを指定し、値
3333:33で VPN IDを設定しま

vpn id value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vpdn-temp)# vpn id 3333:33

ステッ

プ 8   
す。値の範囲は 16進数で 0～
ffffffです。

VPN VRF名を設定します。vpn vrf vrf_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vpdn-template)# vpn vrf vrf_1

ステッ

プ 9   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 10   •• endコマンドを実行すると、
変更をコミットするように

要求されます。

Uncommitted changes found,

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
commit them
before

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

◦ yesと入力すると、実行
コンフィギュレーショ

ンファイルに変更が保

存され、コンフィギュ

レーションセッション

が終了して、ルータが

EXECモードに戻りま
す。
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目的コマンドまたはアクション

◦ noと入力すると、コン
フィギュレーション

セッションが終了し

て、ルータが EXEC
モードに戻ります。変

更はコミットされませ

ん。

◦ cancelと入力すると、
現在のコンフィギュ

レーションセッション

が継続します。コン

フィギュレーション

セッションは終了せ

ず、設定変更もコミッ

トされません。

•設定変更を実行コンフィ
ギュレーションファイルに

保存し、コンフィギュレー

ションセッションを継続す

るには、commitコマンドを
使用します。

VPDN テンプレートの設定：例
configure
l2tp-class class hello-interval 100
vpdn
template l2tp-class class //template default will be used and display in show run
template tunnel busy timeout 567
l2tp-class class

vpdn
template default
l2tp-class class
!
end

最大同時 VPDN セッションの設定
トンネルごとに限定してセッションの最大同時 VPDNセッションを設定するには、次の作業を実
行します。
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手順の概要

1. configure
2. vpdn
3. session-limit number_of_sessions
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

VPDNをイネーブルにして、VPDNサブモードを開始
します。

vpdn

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# vpdn

ステッ

プ 2   

最大同時 VPDNセッションを設定します。範囲は 1
～ 131072です。

session-limit number_of_sessions

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vpdn)# session-limit
200

ステッ

プ 3   

一部のセッションの起動後に制限が設定さ

れている場合、これらのセッションは制限

に関係なく動作し続けます。

（注）

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 4   •• endコマンドを実行すると、変更をコミットす
るように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXEC
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目的コマンドまたはアクション

モードに戻ります。変更はコミットされま

せん。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン

フィギュレーションセッションは終了せ

ず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイ
ルに保存し、コンフィギュレーションセッショ

ンを継続するには、commitコマンドを使用しま
す。

最大同時 VPDN セッションの設定：例
configure
vpdn
session-limit 200
!
end

VPDN ロギングのアクティブ化
VPDNイベント情報のロギングをアクティブ化するには、次の作業を実行します。 VPDNイベン
トのロギングをイネーブルにすると、VPDNイベントメッセージは、イベントの発生時にロギン
グされます。

トンネルの開始レコードと終了レコードは、トンネル統計情報なしで生成されます。（注）

手順の概要

1. configure
2. vpdn
3. logging [cause| cause-normal | dead-cache | local | tunnel-drop | user ]
4. history failure
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータブロードバンドネットワークゲート
ウェイコンフィギュレーションガイドリリース 4.3.x

38 OL-28375-01-J  

加入者セッションの確立

PPP LAC セッションのプロビジョニング



手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

VPDNサブモードを開始します。vpdn

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# vpdn

ステップ 2   

一般的な VPDNイベントのロギングをイネーブルにしま
す。

logging [cause| cause-normal | dead-cache | local
| tunnel-drop | user ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vpdn)# logging

ステップ 3   

local
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vpdn)# logging
user
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vpdn)# logging
cause
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vpdn)# logging
tunnel-drop

履歴障害テーブルへの VPDN障害イベントのロギングを
イネーブルにします。

history failure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vpdn)# history
failure

ステップ 4   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 5   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよ
うに要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータがEXECモードに戻
ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ
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目的コマンドまたはアクション

レーションセッションは終了せず、設定変更

もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに
保存し、コンフィギュレーションセッションを継続

するには、commitコマンドを使用します。

VPDN ロギングのアクティブ化：例
configure
vpdn
history failure
logging local
logging user
logging cause-normal
logging tunnel-drop
logging dead-cache
!
end

発信側ステーション ID に適用するオプションの設定
発信側ステーション IDに適用するオプションを設定するには、次の作業を実行します。発信側
ステーション IDは、発信者の電話番号、LACでの接続に使用される論理回線 ID（LLID）、また
はネットワークへの PC接続のMACアドレスなど、セッション発信者に関する詳細情報を提供し
ます。

手順の概要

1. configure
2. vpdn
3. caller-id mask-method remove match match_name
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

VPDNサブモードを開始します。vpdn

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# vpdn

ステップ 2   

すべてのユーザの発信側ステーション IDを抑制します。
「match」オプションがある場合、ユーザ名に

caller-id mask-method remove match match_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vpdn)# caller-id
mask-method remove match match_class

ステップ 3   

「match-string」があるユーザの発信側ステーション IDの
みが抑制されます。

また、このコマンドは、VPDNテンプレートコ
ンフィギュレーションモードでも実行されま

す。

（注）

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよ
うに要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータがEXECモードに戻
ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更も

コミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに
保存し、コンフィギュレーションセッションを継続

するには、commitコマンドを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

発信側ステーション ID に適用するオプションの設定：例
configure
vpdn //or vpdn template
caller-id mask-method remove match match_call
!
end

L2TP Session-ID コマンドの設定
L2TP session-idコマンドを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. vpdn
3. l2tp session-id space hierarchical
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

VPDNを設定します。vpdn

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# vpdn

ステップ 2   

階層型Session-ID割り当てアルゴリズムをイネーブルにしま
す。

l2tp session-id space hierarchical

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vpdn)# l2tp
session-id space hierarchical

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーショまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ンセッションが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレー

ションセッションは終了せず、設定変更もコミッ

トされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続する

には、commitコマンドを使用します。

L2TP Session-ID コマンドの設定：例
configure
vpdn
l2tp session-id space hierarchical
!
end

L2TP クラスオプションの設定
L2TPクラスのさまざまなオプションを設定するには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. l2tp-class class_name
3. authentication [ disable | enable ]
4. congestion control
5. digest [check disable |hash {MD5 | SHA1 } | secret { 0 | 7 | LINE } ]
6. hello-interval interval_duration
7. hostname host_name
8. receive-window size
9. retransmit initial [retries | retries_number | timeout {max max_seconds |min min_seconds }
10. timeout [no-user{ timeout_value | never } | setup setup_value ]
11. tunnel accounting accounting_method_list_name
12. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモード

を開始します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

L2TP classコマンドを設定します。l2tp-class class_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# l2tp-class class1

ステップ 2   

トンネル認証をイネーブルにします。Enable
および Disableオプションは、L2TPトンネ

authentication [ disable | enable ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2tp-class)# authentication
disable

ステップ 3   

ル認証をイネーブルまたはディセーブルに

します。

L2TPの輻輳制御をイネーブルにします。congestion control

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2tp-class)# congestion
control

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

L2TPv3制御接続のダイジェスト設定をメッ
セージとして送ります。

digest [check disable |hash {MD5 | SHA1 } | secret { 0 | 7 |LINE
} ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2tp-class)# digest check

ステップ 5   

disable
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2tp-class)# digest hash
MD5
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2tp-class)# digest secret
0

秒単位で指定された HELLOメッセージ間
隔を設定します。

hello-interval interval_duration

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2tp-class)# hello-interval
45

ステップ 6   

制御接続の認証に対するローカルホスト名

を設定します。

hostname host_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2tp-class)# hostname
local_host

ステップ 7   

制御接続のウィンドウサイズを受け取りま

す。範囲は 1～ 16384です。
receive-window size

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2tp-class)# receive-window
56

ステップ 8   

制御接続のウィンドウサイズを受け取りま

す。範囲は 1～ 16384です。
retransmit initial [retries | retries_number | timeout {max
max_seconds |min min_seconds }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2tp-class)# retransmit

ステップ 9   

initial retries 58
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2tp-class)# retransmit
initial timeout max 6

制御接続のウィンドウサイズを受け取りま

す。タイムアウト値の範囲は、秒単位で 0
timeout [no-user{ timeout_value | never } | setup setup_value ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2tp-class)# timeout no-user

ステップ 10   

～ 86400です。設定値の範囲は 60～ 6000
です。

56
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2tp-class)# retransmit
setup 60

AAAアカウンティング方式リストの名前を
設定します。

tunnel accounting accounting_method_list_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2tp-class)# tunnel

ステップ 11   
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目的コマンドまたはアクション

accounting acc_tunn

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 12   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコ
ミットするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

them
before exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

◦ yesと入力すると、実行コンフィ
ギュレーションファイルに変更が

保存され、コンフィギュレーショ

ンセッションが終了して、ルータ

が EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュ
レーションセッションが終了し

て、ルータがEXECモードに戻り
ます。変更はコミットされませ

ん。

◦ cancelと入力すると、現在のコン
フィギュレーションセッションが

継続します。コンフィギュレー

ションセッションは終了せず、設

定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーショ
ンファイルに保存し、コンフィギュ

レーションセッションを継続するに

は、commitコマンドを使用します。

L2TP クラスオプションの設定：例
configure
l2tp-class class1
authentication enable
congestion-control
digest check disable
hello-interval 876
hostname l2tp_host
receive-window 163
retransmit initial timeout 60
timeout no-user 864
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tunnel accounting aaa_l2tp
!
end

VPDN の Softshut の設定
VPDNの softshutを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. vpdn
3. softshut
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

VPDNサブモードを開始します。vpdn

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# vpdn

ステップ 2   

新しいセッションが許可されていないことを確認します。softshut

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vpdn)# softshut

ステップ 3   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよ
うに要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュ
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目的コマンドまたはアクション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータがEXECモードに戻
ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更

もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに
保存し、コンフィギュレーションセッションを継続

するには、commitコマンドを使用します。

VPDN の Softshut の設定：例
configure
vpdn
softshut
!
end

PPPoE スマートサーバ選択
BNGの PPPoEスマートサーバ選択（PADO遅延）機能によって、PPPoEクライアントは、マル
チ BNGセットアップで、セッションを確立するために BNGの選択を制御できます。この機能
は、PPPoEクライアントから受信した PADIメッセージに応じて、BNGから PADOメッセージを
送信する場合の遅延を設定するオプションを提供します。これは、すべての BNGで優先順位と
ロードバランシングの確立に役立ちます。

マルチ BNGのセットアップで PPPoEセッションを確立すると、クライアントはすべての BNGに
PADIメッセージをブロードキャストします。 BNGが PADOメッセージで応答すると、加入者は
BNGを選択し、セッションを確立する必要がある BNGに PADRにメッセージを送信します。ほ
とんどの PPPoEクライアントは、最初に PADOメッセージを受信した BNGに PADRにメッセー
ジを送信します。スマートサーバ選択機能を BNGで設定すると、PPPoEクライアントから受信
した PADIメッセージのプロパティに基づいて、BNGから送信された PADOメッセージに遅延が
追加されます。 PADOパケットの受信時のこの遅延は、PPPoEクライアントに、PADRメッセー
ジが送信される適切な BNGを効果的に選択できる柔軟性を与えます。

スマートサーバ選択のオプションの設定

• BNGから送信された PADOメッセージの固有の遅延を設定できます。
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•着信 PADIメッセージに含まれる Circuit-ID、Remote-ID、および Service-Nameに基づいて、
BNGから送信される PADOメッセージの遅延を設定できます。

• Circuit-IDタグおよび Remote-IDタグと、長さ 64文字までの文字列との一致を許可します。

•着信 PADIメッセージに含まれる Circuit-ID、Remote-ID、および Service-Nameの部分一致を
許可します。

PADOメッセージの遅延の設定については、PADO遅延の設定, （49ページ）を参照してくださ
い。

PADO 遅延の設定
PPPoEActiveDiscoveryOffer（PADO）メッセージの遅延を設定する、つまり、BNGのPPPoEBBA
グループのスマートサーバ選択機能をイネーブルにするには、次の作業を実行します。

複数の遅延が特定の加入者と一致する場合、Circuit-IDの一致は Remote-IDの一致よりも優先
され、同様に Remote-IDの一致は Service-Nameの一致よりも優先されます。

（注）

手順の概要

1. configure
2. pppoe bba-group bba-group-name
3. 特定の遅延値、Circuit-ID、Remote-ID、および Service-Nameのそれぞれに基づいて PADO遅延
を設定するには、次のコマンドを使用します。

• pado delay delay

• pado delay circuit-id {delay | {string | contains} string delay}

• pado delay remote-id {delay | {string | contains} string delay}

• pado delay service-name {string | contains} string delay

4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

PPPoEBBA-Groupコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

pppoe bba-group bba-group-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# pppoe
bba-group bba_1

ステッ

プ 2   

次の項目に基づいて、ミリ秒単位で PADO遅延を設定しま
す。

特定の遅延値、Circuit-ID、Remote-ID、およ
びService-Nameのそれぞれに基づいてPADO
遅延を設定するには、次のコマンドを使用

します。

ステッ

プ 3   

•特定の遅延値

• PADIで受信される Circuit-ID• pado delay delay
• PADIで受信される Remote-ID• pado delay circuit-id {delay | {string |

contains} string delay} • PADIで受信される Service-Name
• pado delay remote-id {delay | {string |
contains} string delay} 遅延の範囲は 0～ 10000です。

PADIメッセージで受信した Circuit-ID（または Remote-IDま
たは Service-Name）が設定した string値と一致すると、string
オプションによって PADOメッセージが遅延します。

• pado delay service-name {string |
contains} string delay

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bbagroup)#
pado delay 500
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bbagroup)#
pado delay circuit-id 200
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bbagroup)#
pado delay remote-id string circuit4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bbagroup)#
pado delay service-name contains service
9950

PADIメッセージで受信した Circuit-ID（または Remote-IDま
たはService-Name）に設定した string値が含まれると、contains
オプションによって PADOメッセージが遅延します。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 4   •• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーショ
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目的コマンドまたはアクション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

ンセッションが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータがEXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するに

は、commitコマンドを使用します。

PPPoE PADO 遅延の設定：例

pppoe bba-group bba_1
pado delay 500
pado delay remote-id 100
pado delay circuit-id string circuit4 8000
pado delay service-name contains service 9950
!
end

PPPoE セッション制限およびスロットル

PPPoE セッション制限
PPPoEセッション制限のサポートは、BNGルータで作成できるPPPoEセッションの数を制限しま
す。結果として、仮想アクセス用の BNGルータによる過剰なメモリ使用が削減されます。

これは、次のPPPoEセッション数を制限することによって、BNGルータでの柔軟な追加設定を可
能にします。

•ラインカード

•親インターフェイス

•ピアMACアドレス

•個々のアクセスインターフェイス下のピアMACアドレス

• Circuit-ID
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• Remote-ID

• Circuit-IDと Remote-IDの組み合わせ

•同じ内部 VLANタグを使用するアクセスインターフェイス

•同じ外部 VLANタグを使用するアクセスインターフェイス。

•同じ内部および外部 VLANタグを使用するアクセスインターフェイス

PPPoEセッション制限のサポートは、各ピアMACアドレスと個々のアクセスインターフェイス
下の各ピアMACアドレスに対するインターワーキング機能（IWF）セッション数も制限します。

PPPoEセッション制限の設定, （52ページ）を参照してください。

PPPoE セッション制限の設定

BNGの PPPoE BBAグループに対する PPPoEセッション制限を設定するには、次の作業を実行し
ます。

手順の概要

1. configure
2. pppoe bba-group bba-group name
3. sessions {access-interface | circuit-id | circuit-id-and-remote-id | inner-vlan | {{mac |mac-iwf}

[access-interface] }} |max | outer-vlan | remote-id | vlan} limit limit-count [threshold threshold-count]
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

PPPoE BBA-Groupコンフィギュレーションモードを開始し
ます。

pppoe bba-group bba-group name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# pppoe
bba-group bba_1

ステップ 2   

PPPoEセッション制限を設定します。sessions {access-interface | circuit-id |
circuit-id-and-remote-id | inner-vlan | {{mac

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

オプションの引数 thresholdが設定されている場合、ログメッ
セージは、PPPoEセッション制限値が threshold-count値を超
過すると生成されます。

|mac-iwf} [access-interface] }} |max |
outer-vlan | remote-id | vlan} limit limit-count
[threshold threshold-count]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bbagroup)#

limit-count値と threshold-count値の範囲は 1～ 65535です。
デフォルト値は 65535です。

sessions access-interface limit 1000
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bbagroup)#
sessions mac access-interface limit 5000
threshold 4900
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bbagroup)#
sessions circuit-id limit 8000 threshold
7500

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーショまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ンセッションが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータがEXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続する

には、commitコマンドを使用します。

PPPoE セッション制限の設定：例

configure
pppoe bba-group bba1
sessions circuit-id limit 8000 threshold 7500
sessions access-interface limit 1000
sessions mac access-interface limit 5000 threshold 900
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!
end

PPPoE セッションスロットル
BNGの PPPoEセッションスロットルのサポートは、指定期間内に BNGに着信する PPPoEセッ
ション要求数を制限します。これにより、BNGサーバに着信する他のクライアント要求のセッ
ションの確立は、影響を受けません。

これは、次のいずれかに基づいて、セッション要求数を抑制することによって、BNGルータでの
柔軟な設定を可能にします。

•ピアMACアドレス

•個々のアクセスインターフェイス下のピアMACアドレス

• Circuit-ID

• Remote-ID

• Circuit-IDと Remote-IDの組み合わせ

•個々のアクセスインターフェイス下の内部 VLANタグ

•個々のアクセスインターフェイス下の外部 VLANタグ

•個々のアクセスインターフェイス下の内部および外部 VLANタグ

PPPoEセッションスロットルのサポートは、個々のアクセスインターフェイス下の各ピアMAC
アドレスに対するインターワーキング機能（IWF）のセッション要求も抑制します。

PPPoEセッションスロットルの設定, （54ページ）を参照してください。

PPPoE セッションスロットルの設定

BNGの PPPoE BBAグループに対する PPPoEセッションスロットルを設定するには、次の作業を
実行します。

手順の概要

1. configure
2. pppoe bba-group bba-group name
3. sessions {circuit-id | circuit-id-and-remote-id | inner-vlan | {mac [access-interface] } | {mac-iwf

{access-interface}} | outer-vlan | remote-id | vlan} throttle request-count request-period blocking-period
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

PPPoE BBA-Groupコンフィギュレーションモードを開始し
ます。

pppoe bba-group bba-group name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# pppoe
bba-group bba_1

ステップ 2   

PPPoEセッションスロットルを設定します。sessions {circuit-id | circuit-id-and-remote-id
| inner-vlan | {mac [access-interface] } |

ステップ 3   

request-count値の範囲は 1～ 65535です。{mac-iwf {access-interface}} | outer-vlan |
remote-id | vlan} throttle request-count
request-period blocking-period

request-period値の範囲は 1～ 100です。

blocking-period値の範囲は 1～ 100です。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bbagroup)#
sessions circuit-id throttle 1000 50 25
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bbagroup)#
sessions mac-iwf access-interface
throttle 5000 100 50

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーショまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ンセッションが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。
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目的コマンドまたはアクション

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続する

には、commitコマンドを使用します。

PPPoE セッションスロットルの設定：例

configure
pppoe bba-group bba1
sessions circuit-id throttle 1000 50 25
sessions mac-iwf access-interface throttle 5000 100 50
!

DHCP の設定
ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル（DHCP）は、IPネットワーク上で通信
できるようにネットワークデバイスを設定するために使用されるネットワークプロトコルです。

DHCPネットワークには、3つの要素があります。

• DHCPクライアント：IPアドレスなどの IP設定情報を探すデバイスです。

• DHCPサーバ：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ます。

• DHCPリレーまたはDHCPプロキシ：クライアントとサーバの間で IP設定情報の受け渡しを
行います。この機能は、DHCPクライアントおよびDHCPサーバが異なるネットワークにあ
る場合に使用されます。

最初、DHCPクライアント（CPE）は IPアドレスを所有していません。そのため、IPアドレスを
取得するために L2ブロードキャスト要求を送信します。BNGは、リレーエージェントとして機
能し、要求を処理して DHCPサーバに転送します。 BNGは、DHCPサーバから DHCPクライア
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ントに返される応答も転送し、エンドデバイスが正しい IP設定情報を取得できるようにします。
一般的な DHCPレイアウトを次の図に示します。

図 4：DHCP ネットワーク

DHCPサーバは、リース期間と呼ばれる設定可能な期間にのみ IPアドレスを割り当てます。クラ
イアントデバイスがリース期間よりも長い期間 IPアドレスを維持する必要がある場合、クライア
ントは期限前にリースを更新する必要があります。リースを更新するには、クライアントはDHCP
サーバにユニキャスト要求を送信します。要求メッセージを受信すると、サーバは確認応答で応

答し、クライアントのリースが確認応答メッセージで指定されたリース期間まで拡張されます。

コントロールポリシーがアクセスインターフェイスに適用されると、加入者のアクセスインター

フェイスになります。それ以外の場合は、DHCPのスタンドアロンインターフェイスになりま
す。スタンドアロンインターフェイスでは、DHCPは設定に基づいて RIBにルートを追加し、
ARPエントリを入力します。

加入者のアクセスインターフェイスでは、DHCPはポリシープレーンを使用して、IP加入者セッ
ションをクライアントバインディングに対して作成するかどうかを決定します。これは、有効な

コントロールポリシーをクライアントバインディングが作成されるアクセスインターフェイス

に適用するのかどうかに基づいて決定されます。加入者セッションが作成されると、ルートが加

入者インターフェイス用に追加されますが、ARP要求はその加入者インターフェイスから送信さ
れません。

BNGは、DHCPネットワークでDHCPリレーまたはDHCPプロキシとして機能するように設定で
きます。

DHCP リレーのイネーブル化
DHCPリレーとして、BNGは DHCPクライアントのブロードキャストを傍受し、DHCPメッセー
ジに必要な変更を行い、それをDHCPサーバに転送します。BNGは、クライアントからのDHCP
パケットをDHCPサーバに転送するときに、リレーエージェント情報を挿入します。この情報に
は、着信回線を識別するための「Circuit-ID」とクライアントMACアドレスを識別するための

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータブロードバンドネットワークゲートウェイ
コンフィギュレーションガイドリリース 4.3.x    

   OL-28375-01-J 57

加入者セッションの確立

DHCP リレーのイネーブル化



「Remote-ID」が含まれます。 DHCPサーバは、IPアドレッシングとその他のパラメータ割り当
てポリシーの実装にリレーエージェント情報を使用します。

DHCPサーバがクライアント要求に応答すると、BNGはクライアントに応答をリレーします。
サーバからのDHCPパケットをDHCPクライアントに転送する場合、BNGはサーバが追加したリ
レーエージェント情報を削除します。ただし、DHCPサーバの IPアドレスはクライアントに渡
されます。クライアントは、DHCPサーバのアドレスを使用して、サーバにユニキャストリース
の更新要求を直接送信します。

BNGの DHCPリレーエージェントの設定には、次の段階があります。

•リレープロファイルを作成します。プロファイルには、さまざまなリレー設定が含まれま
す。これらの設定は、プロファイルがインターフェイスに付加されると適用されます。リ

レープロファイルを作成するには、 DHCPリレープロファイルの設定, （58ページ）を参
照してください。

•リレーエージェント情報を設定します。これらの設定は、リレープロファイル内で指定さ
れます。リレーエージェント情報の設定を指定するには、リレーエージェント情報の設定,
（60ページ）を参照してください。

DHCP リレープロファイルの設定
DHCPリレーエージェントの各種設定を含む新しいリレープロファイルを作成するには、次の作
業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv4
3. profile profile-name relay
4. helper-address [vrf vrf- name ] address
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   
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目的コマンドまたはアクション

DHCP IPv4コンフィギュレーションサ
ブモードを開始します。

dhcp ipv4

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp ipv4

ステッ

プ 2   

ユーザ定義名で新しいリレープロファ

イルを作成します。

profile profile-name relay

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4)# profile client relay

ステッ

プ 3   

ダイナミックホストコンフィギュレー

ションプロトコル（DHCP）の IPv4リ
helper-address [vrf vrf- name ] address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4-relay-profile)# helper-address
vrf vrf1 10.10.1.1

ステッ

プ 4   
レーエージェントを、特定の DHCP
サーバに BOOTREQUESTパケットを
リレーするように設定します。

• address引数の値には、特定の
DHCPサーバアドレスまたはネッ
トワークアドレス（宛先ネット

ワークセグメントに他にもDHCP
サーバがある場合）を指定できま

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。

•サーバが複数ある場合は、各サー
バにヘルパーアドレスを 1つ設
定してください。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 5   •• endコマンドを実行すると、変更
をコミットするように要求されま

す。

Uncommitted changes found,

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
commit them
before exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit ◦ yesと入力すると、実行コン
フィギュレーションファイ

ルに変更が保存され、コン

フィギュレーションセッ
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目的コマンドまたはアクション

ションが終了して、ルータ

がEXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィ
ギュレーションセッション

が終了して、ルータがEXEC
モードに戻ります。変更は

コミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在の
コンフィギュレーション

セッションが継続します。

コンフィギュレーション

セッションは終了せず、設

定変更もコミットされませ

ん。

•設定変更を実行コンフィギュレー
ションファイルに保存し、コン

フィギュレーションセッション

を継続するには、commitコマン
ドを使用します。

DHCP リレープロファイルの設定：例
configure
dhcp ipv4
profile client relay
helper-address vrf vrf1 10.10.1.1
!
!
end

リレーエージェント情報の設定

リレーエージェント情報を設定するには、次の作業を実行します。さまざまな設定は、リレー

プロファイル内で指定されます。
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手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv4
3. profile profile-name relay
4. relay information option
5. relay information check
6. relay information policy {drop | keep}
7. relay information option allow-untrusted
8. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

DHCP IPv4コンフィギュレーションサブモー
ドを開始します。

dhcp ipv4

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp ipv4

ステッ

プ 2   

DHCP IPv4プロファイルリレーサブモードを
開始します。

profile profile-name relay

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4)# profile profile1
relay

ステッ

プ 3   

DHCPサーバに転送されたBOOTREQUESTメッ
セージに、BNGが DHCPリレーエージェント

relay information option

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4-relay-profile)# relay
information option

ステッ

プ 4   
情報オプション（オプション 82フィールド）
を挿入できるようにします。

リレーエージェント情報は、サブオプション

が1つ以上含まれている単一のDHCPオプショ
ンとして編成されます。これらのオプション

には、リレーエージェントが認識する情報が

含まれています。サポートされるサブオプショ

ンは、Remote-IDおよび Circuit-IDです。
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目的コマンドまたはアクション

この機能は、デフォルトではディセー

ブルになっています。

（注）

（任意）転送された BOOTREPLYメッセージ
内のリレーエージェント情報オプションの有

relay information check

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4-relay-profile)# relay
information check

ステッ

プ 5   
効性をチェックするように DHCPを設定しま
す。リレーエージェントは、無効なメッセー

ジを受信すると、そのメッセージをドロップし

ます。有効なメッセージを受信すると、リレー

エージェントはリレーエージェント情報オプ

ションフィールドを削除し、パケットを転送

します。

デフォルトでは、DHCPはDHCPサーバから受
信した DHCP応答パケットのリレーエージェ
ント情報オプションフィールドの有効性を

チェックしません。

機能がディセーブルになっていた場

合、この機能を再度イネーブルにす

るには relay information checkコマ
ンドを使用します。

（注）

（任意）DHCPリレーエージェントの再転送
ポリシー、つまりリレーエージェントがリレー

relay information policy {drop | keep}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp relay information
policy drop

ステッ

プ 6   
情報をドロップするのか、保持するのかを設定

します。

DHCPリレーエージェントは、デフォルトで
はリレー情報オプションを置換します。

（任意）既存のリレー情報オプションがあり、

GIADDR（リレーによって切り替えられたゲー
relay information option allow-untrusted

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4-relay-profile)# relay
information option allow-untrusted

ステッ

プ 7   
トウェイ IPアドレス）がゼロに設定されてい
る BOOTREQUESTパケットを廃棄しないよう
に DHCP IPv4 Relayを設定します。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 8   •• endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さ
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目的コマンドまたはアクション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

れ、コンフィギュレーションセッ

ションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルー

タが EXECモードに戻ります。変更
はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続し

ます。コンフィギュレーションセッ

ションは終了せず、設定変更もコミッ

トされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーション
ファイルに保存し、コンフィギュレーショ

ンセッションを継続するには、commitコ
マンドを使用します。

リレーエージェント情報の設定：例

configure
dhcp ipv4
profile profile1 relay
relay information option
!
!
end

DHCP プロキシのイネーブル化
DHCPプロキシとして、BNGはリレーのすべての機能を実行し、追加機能も提供します。プロキ
シモードでは、BNGはDHCPクライアントにDHCPサーバの詳細を隠します。 BNGは、クライ
アントがプロキシをサーバと見なすようなDHCP応答を変更します。この状態で、クライアント
は BNGが DHCPサーバであるかのように対話します。

BNGは、DHCPサーバから IPリースを取得し、プールに保持します。クライアントがリースを
更新する必要がある場合、BNGをサーバと仮定して、リースの更新要求を BNGに直接ユニキャ
ストします。 BNGは、リースプールからリースを割り当てることでリースを更新します。

このように、DHCPプロキシは、次の 2フェーズにリース管理プロセスを分割します。

•サーバからプロキシ（プロキシリース）

•プロキシからクライアント（クライアントリース）
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2フェーズのリース管理には、次の機能があります。

•より短いクライアントリース期間とより長いプロキシリース期間。

•ネットワークエッジでの高頻度のリース管理（更新）。

•中央サーバでの低頻度のリース管理（更新）。

DHCPプロキシの長所は、次のとおりです。

• BNGと DHCPサーバ間におけるトラフィックの削減。

•ネットワークの停止に対するより速いクライアント応答。

BNGでの DHCPプロキシ設定には、次のフェーズが含まれます。

•プロキシプロファイルの作成。プロファイルには、さまざまなプロキシ設定が含まれます。
これらの設定は、プロファイルがインターフェイスに付加されると適用されます。プロキシ

プロファイルを作成するには、DHCP IPv4プロファイルプロキシクラスの設定, （64ペー
ジ）を参照してください。

◦クライアントリース期間の指定。クライアントは、この期間が終了する前にリースを
更新する必要があります。そうしなければ、リースが期限切れになります。プロキシ

プロファイル内でクライアントリース期間を指定するには、クライアントリース期間

の設定, （70ページ）を参照してください。

◦ Remote-IDの指定。 Remote-IDは、DHCP要求を送信したホストを識別するためにプロ
キシによって使用されます。プロキシプロファイル内で Remote-IDを定義するには、
Remote-IDの設定, （68ページ）を参照してください。

•インターフェイスのCircuit-IDの指定。Circuit-IDは、DHCP要求を受信した回線を識別する
ためにプロキシによって使用されます。後で、DHCPプロキシは、適切な回線にDHCP応答
をリレーするためにCircuit-IDを使用します。Circuit-IDは、インターフェイスに定義されま
す。定義するには、インターフェイスの Circuit-IDの設定, （66ページ）を参照してくださ
い。

•インターフェイスへのプロキシプロファイルの接続。インターフェイスへのプロキシプロ
ファイルの接続, （71ページ）を参照してください。

DHCP IPv4 プロファイルプロキシクラスの設定
DHCPを定義するには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv4
3. profile profile-name proxy
4. class class-name
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

6. show dhcp ipv4 proxy profile name name

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

IPv4 DHCPコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

dhcp ipv4

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp ipv4

ステップ 2   

プロキシプロファイルコンフィギュレーションモード

を開始します。 DHCPプロキシは、クラス情報を使用
profile profile-name proxy

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4)# profile
profile1 proxy

ステップ 3   

して、特定のプロファイルのパラメータのサブセット

を選択します。

DHCPプロキシプロファイルクラスを作成し、プロキ
シプロファイルクラスモードを開始します。

class class-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4-profile)#
class blue

ステップ 4   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 5   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットする
ように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュ
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目的コマンドまたはアクション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィ

ギュレーションセッションは終了せず、設定

変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイル
に保存し、コンフィギュレーションセッションを

継続するには、commitコマンドを使用します。

（任意）詳細なプロキシプロファイル情報を表示しま

す。

show dhcp ipv4 proxy profile name name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:routershow dhcp ipv4 proxy
profile name profile1

ステップ 6   

インターフェイスの Circuit-ID の設定
インターフェイスの Circuit-IDを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv4
3. interface type interface-path-id
4. proxy information option format-type circuit-id value
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

DHCPIPv4コンフィギュレーションサブモードを開始します。dhcp ipv4

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp
ipv4

ステップ 2   

インターフェイスを設定し、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。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4)#
interface Bundle-Ether 355

ステップ 3   

このインターフェイスの Circuit-IDを設定します。proxy information option format-type
circuit-id value

ステップ 4   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4)#
proxy information option format-type
circuit-id 7

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 5   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
セッションが終了して、ルータが EXECモードに戻
ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。
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目的コマンドまたはアクション

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

インターフェイスの Circuit-ID の設定：例
configure
dhcp ipv4
interface Bundle-Ether100.10
proxy information option format-type circuit-id 7
!
!
end

Remote-ID の設定
Remote-IDを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv4
3. profile profile-name proxy
4. relay information option remote-id value
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

IPv4 DHCPコンフィギュレーションモードを開始します。dhcp ipv4

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp
ipv4

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

DHCPプロキシプロファイルを作成します。profile profile-name proxy

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4)#
profile profile1 proxy

ステップ 3   

Remote-ID値などのリモート IDサブオプションのリレーエー
ジェント情報を挿入します。

relay information option remote-id value

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
relay information option remote-id 9

ステップ 4   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 5   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
セッションが終了して、ルータが EXECモードに戻
ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

Remote-ID の設定：例
configure
dhcp ipv4
profile profile1 proxy
relay information option remote-id 9
!
!
end
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クライアントリース期間の設定

クライアントリース期間を設定するには、次の作業を実行します。クライアントリースの期限

が切れるまでの期間を定義します。

手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv4
3. profile profile-name proxy
4. lease proxy client-lease-time value
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

IPv4 DHCPコンフィギュレーションモードを開始
します。

dhcp ipv4

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp ipv4

ステップ 2   

DHCPプロファイルを作成します。profile profile-name proxy

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4)# profile
profile1 proxy

ステップ 3   

各プロファイルのクライアントリース期間を設定

します。リースプロキシクライアント期間の最

小値は 300秒です。

lease proxy client-lease-time value

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4-proxy-profile)#
lease proxy client-lease-time 600

ステップ 4   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

• endコマンドを実行すると、変更をコミット
するように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

ンフィギュレーションセッションが終

了して、ルータがEXECモードに戻りま
す。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーショ
ンセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。変更はコミッ
トされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続しま

す。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンドを
使用します。

クライアントリース期間の設定：例

configure
dhcp ipv4
profile profile1 proxy
lease proxy client-lease-time 600
!
!
end

インターフェイスへのプロキシプロファイルの接続

インターフェイスにプロキシプロファイルを接続するには、次の作業を実行します。接続後、プ

ロキシプロファイルに指定されているさまざまな設定がインターフェイスで有効になります。
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手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv4
3. interface type interface-path-id proxy profile profile-name
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

5. show dhcp ipv4 proxy profile name name

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

IPv4 DHCPコンフィギュレーションモードを開始します。dhcp ipv4

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp
ipv4

ステップ 2   

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、

インターフェイスにプロキシプロファイルを割り当てます。

interface type interface-path-id proxy
profile profile-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4)#

ステップ 3   

interface Bundle-Ether 344 proxy
profile profile1

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
セッションが終了して、ルータが EXECモードに戻
ります。
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目的コマンドまたはアクション

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

（任意）詳細なプロキシプロファイル情報を表示します。show dhcp ipv4 proxy profile name name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# show dhcp ipv4
proxy profile name profile1

ステップ 5   

インターフェイスへのプロキシプロファイルの接続：例

configure
dhcp ipv4
interface Bundle-Ether100.10 proxy profile profile1
proxy information option format-type circuit-id 7
!
!
end

DHCP リース制限の指定
DHCPリース制限機能によって、インターフェイスの DHCPバインディング数を制限できます。
バインディングは、クライアントのMACアドレスとクライアントに割り当てられる IPアドレス
の間のマッピングを表します。リース制限は、各 Circuit-ID、Remote-ID、またはインターフェイ
スに指定できます。

リース制限は、DHCPプロキシプロファイルを介して設定できます。このプロファイルをイン
ターフェイスに接続すると、そのインターフェイス上で設定された制限まで、バインディングが

許可されます。たとえば、1回線あたりのリース制限が 10バインディングのプロファイルが 4つ
のインターフェイスに割り当てられている場合、それぞれの一意のCircuit-IDに対して、インター
フェイスごとに 10バインディングが許可されます。

リース制限が既存のバインディングの現在の数よりも小さい場合、既存のバインディングを持続

できますが、バインディングの数が新しいリース制限以下に減少するまで、新しいバインディン

グを作成することはできません。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータブロードバンドネットワークゲートウェイ
コンフィギュレーションガイドリリース 4.3.x    

   OL-28375-01-J 73

加入者セッションの確立

DHCP リース制限の指定



リース制限が許可変更（CoA）または Access-Acceptメッセージの一部として AAAサーバから指
定されている場合、プロキシプロファイルで設定されたDHCPリース制限は上書きされます。こ
の場合、AAAサーバから受信した最新のセッション制限は、特定の Circuit-IDの現在のリース制
限として使用されます。AAAサーバからのリース制限セットは、リース制限が適用されるCircuit-ID
に関連付けられたクライアントバインディングがこれ以上ない場合に削除されます。

リース制限を指定するには、次の手順を参照してください。

• Circuit-IDのリース制限の指定, （74ページ）

• Remote-IDのリース制限の指定, （76ページ）

•インターフェイスのリース制限の指定, （77ページ）

Circuit-ID のリース制限の指定
各 Circuit-IDにリース制限を指定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv4
3. profile profile-name proxy
4. limit lease per-circuit-id value
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

IPv4DHCPコンフィギュレーションモードを開始
します。

dhcp ipv4

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp ipv4

ステップ 2   

DHCPプロファイルを作成します。profile profile-name proxy

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4)# profile
profile1 proxy

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスに適用される Circuit-IDにリー
ス制限を指定します。

limit lease per-circuit-id value

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4-proxy-profile)#
limit lease per-circuit-id 1000

ステップ 4   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 5   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミット
するように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存され、または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
コンフィギュレーションセッションが

終了して、ルータがEXECモードに戻り
ます。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーショ
ンセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。変更はコミッ
トされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続しま

す。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンドを
使用します。

Circuit-ID のリース制限の指定：例
configure
dhcp ipv4
profile profile1 proxy
limit lease per-circuit-id 1000
!
!
end
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Remote-ID のリース制限の指定
各 Remote-IDにリース制限を指定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv4
3. profile profile-name proxy
4. limit lease per-remote-id value
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

IPv4DHCPコンフィギュレーションモードを開始
します。

dhcp ipv4

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp ipv4

ステップ 2   

DHCPプロファイルを作成します。profile profile-name proxy

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4)# profile
profile1 proxy

ステップ 3   

インターフェイスに適用される Remote-IDにリー
ス制限を指定します。

limit lease per-remote-id value

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4-proxy-profile)#
limit lease per-remote-id 1340

ステップ 4   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 5   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミット
するように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit
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目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存され、

コンフィギュレーションセッションが

終了して、ルータがEXECモードに戻り
ます。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit ◦ noと入力すると、コンフィギュレーショ
ンセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。変更はコミッ
トされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続しま

す。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンドを
使用します。

Remote-ID のリース制限の指定：例
configure
dhcp ipv4
profile profile1 proxy
limit lease per-remote-id 1340
!
!
end

インターフェイスのリース制限の指定

各インターフェイスにリース制限を指定するには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv4
3. profile profile-name proxy
4. limit lease per-interface value
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

IPv4DHCPコンフィギュレーションモードを開始
します。

dhcp ipv4

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp ipv4

ステップ 2   

DHCPプロファイルを作成します。profile profile-name proxy

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4)# profile
profile1 proxy

ステップ 3   

各インターフェイスにリース制限を指定します。limit lease per-interface value

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4-proxy-profile)#
limit lease per-interface 2400

ステップ 4   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 5   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミット
するように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存され、または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
コンフィギュレーションセッションが
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目的コマンドまたはアクション

終了して、ルータが EXECモードに戻
ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーショ
ンセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。変更はコミッ
トされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続しま

す。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンドを
使用します。

インターフェイスのリース制限の指定：例

configure
dhcp ipv4
profile profile1 proxy
limit lease per-interface 2400
!
!
end

DHCP オプション 82 について
DHCPオプション 82によって、DHCPサーバはクライアントデバイスのロケーションに基づいて
IPアドレスを生成できます。このオプションは、次のサブオプションを定義します。

•エージェント回線 IDのサブオプション：このサブオプションは、DSLAMによって挿入さ
れ、DSLAMの加入者回線を識別します。

•エージェントリモート IDのサブオプション：このサブオプションは、L2接続されたトポロ
ジのDSLAMまたはBNGによって挿入されます。クライアントMACアドレスですが、オー
バーライドできます。 DHCPプロキシまたはリレーによって、クライアントMACアドレス
は、パケットがDHCPサーバに到達するまでに失われます。これは、パケットがサーバに到
達するときにクライアントMACを維持するメカニズムです。
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• VPN IDのサブオプション：このサブオプションは、DHCPサーバに送信されるすべての
DHCP要求にVPNを伝えるためにリレーエージェントによって使用されます。また、DHCP
サーバがリレーエージェントに返送する DHCP応答の転送にも使用されます。

•サブネット選択のサブオプション：このサブオプションは、IPアドレスからのサブネットの
分離を可能にし、リレーエージェントとの通信に使用されます。DHCP処理では、DHCPク
ライアントが存在するサブネットと、リレーエージェントとの通信のためにサーバが使用す

る IPアドレスの両方が、ゲートウェイアドレスによって指定されます。

•サーバ識別子オーバーライドサブオプション：このサブオプション値は、通常のサーバ ID
アドレスの代わりに DHCPサーバからの応答パケット内にコピーされます。このサブオプ
ションには、クライアントからアクセス可能なリレーエージェントの IPアドレスである、
着信インターフェイスの IPアドレスが含まれます。この情報を使用して、DHCPクライア
ントは、リレーエージェントにすべての更新パケットとリリースパケットを送信し、これ

によって、元の DHCPサーバに VPNサブオプションのすべてを順番に追加し、更新パケッ
トとリリースパケットを転送します。

VPNID、サブネット選択、およびサーバ識別子オーバーライドサブオプションは、MPLSVPN
をサポートするための DHCPリレー/プロキシで使用されます。

（注）

オプション 82 のリレー情報のカプセル化
2つのリレーエージェントが DHCPクライアントと DHCPサーバとの間でメッセージをリレーし
ているとき、デフォルトでは、2番めのリレーエージェント（サーバに近いほう）が、当初の
Option 82情報を自身の Option 82で置き換えます。 1番めのリレーエージェントからのリモート
IDおよび回線 ID情報は失われます。導入シナリオによっては、2番めのリレーエージェントか
らの Option 82だけでなく、1番めのリレーエージェントからの初期の Option 82も保持しておく
必要がある場合があります。

DHCPオプション 82のリレー情報のカプセル化機能を使用すると、独自のオプション 82情報も
追加するように設定してある場合、2番目のリレーエージェントが 1番目のリレーエージェント
から受信したメッセージにオプション 82情報をカプセル化できます。この設定によって、DHCP
サーバは両方のリレーエージェントからオプション 82情報を使用できます。

DHCPv6 の概要
IPv6のダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル（DHCPv6）によって、DHCP
サーバは IPv6ネットワークアドレスなどの設定パラメータを IPv6ノードに渡すことができます。
ステートフルアドレス設定を使用して、要求クライアントに再利用可能なネットワークアドレス

を自動的に割り当てることができます。アドレスおよびプレフィックス割り当てとともに、DHCPv6
は、DNSアドレス、DNSドメイン名、ネットワークの IPv6ノードに対する AFTRアドレスなど
の他の設定パラメータを割り当てることによって、柔軟な追加設定も可能にします。
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基本的な DHCPv6クライアントサーバの概念は、DHCP for IPv4（DHCPv4）の使用に似ていま
す。クライアントが設定パラメータを受信する場合、接続されたローカルネットワークで要求が

送信され、使用可能な DHCPv6サーバが検出されます。 DHCPv6は、IPv6アドレスまたはプレ
フィックス、ネームサーバ、および DHCP for IPv4のものとよく似た他の設定情報を割り当てま
すが、DHCPv4と DHCPv6には特定の大きな違いがあります。たとえば、DHCPv4とは異なり、
DHCPv6でのアドレス割り当てはメッセージオプションを使用して処理され、DHCPv6クライア
ントは 1つの要求で複数のアドレスとプレフィックスを要求でき、DHCPv6はアドレスおよびプ
レフィックスに異なるリース期間を要求できます。これらの DHCPv6の重要な利点により、
DHCPv6はアドレス割り当ての優先プロトコルになります。

IPv6ホストは、ステートレスアドレス自動設定（SLAAC）、つまり、ローカルの情報とルータが
アドバタイズした情報の組み合わせを使用してホストが独自のアドレスを生成するモデルを使用

します。

DHCPv6は、RFC 3315で IETFによって標準化されています。この DHCPv6プロトコルは、IPv6
ステートレスアドレス自動設定（RFC 4862）へのステートフルカウンターパートで、設定パラ
メータを取得するために個別または SLAACと同時に使用できます。

DHCPv6を設定する前に、DHCPv6を提供するインターフェイスで IPv6をイネーブルにして、
ネイバー探索（ND）をイネーブルにする必要があります。

ネイバー探索（ND）の詳細情報については、『Cisco IOSXRIPAddresses andServicesConfiguration
Guide』の「Implementing Network Stack IPv4 and IPv6」の項を参照してください。

（注）

制約事項

• DHCPv6プロキシは、プロキシプロファイルあたり最大 8つの外部DHCPv6サーバをサポー
トします。

•バルクリースクエリーはサポートされません。

• DHCPv6サーバは、BNGの設定でのみサポートされます。

DHCPv6 サーバおよび DHCPv6 リレーまたはプロキシ
DHCPv6サーバは、常にステートフルなアドレス割り当てを使用します。有効な要求を受信する
と、DHCPv6サーバは、IPv6アドレスやプレフィックス、およびドメイン名、要求元のクライア
ントへのドメインネームサーバ（DNS）などのその他の設定属性を割り当てます。

DHCPv6リレーまたはプロキシは、クライアントからサーバにDHCPv6メッセージを転送します。
DHCPv6リレーは、ステートレスまたはステートフルのいずれかのアドレス割り当てを使用でき
ます。DHCPv6ステートレスリレーエージェントは、仲介装置としての役割を果たし、クライア
ントとサーバ間で DHCPv6メッセージを配信します。リレーは、クライアントアドレスまたは
リース期間などの情報を保存または追跡しません。DHCPv6リレーは、ステートレスリレーとし
ても知られています。一方、DHCPv6ステートフルリレーエージェントは、DHCPプロキシとし
ても知られており、クライアントからサーバに DHCPv6メッセージを転送するだけでなく、クラ
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イアントのアドレスとリース期間の追跡も行います。したがって、DHCPv6プロキシは、ステー
トフルリレーとしても知られています。 DHCPv6は、スタンドアロンプロキシをサポートしま
す。

DHCPv6プロキシによって、Remote-IDおよび Interface-IDオプションを挿入できます。 DHCPv6
プロキシは、Remote-IDに加えて Interface-IDを使用して、クライアントへの応答を送信するイン
ターフェイスを選択します。

DHCPv6は、別のコンフィギュレーションモードでイネーブルにできます。異なるコンフィギュ
レーションモードでのDHCPv6の設定の詳細については、異なるコンフィギュレーションモード
の DHCPv6のイネーブル化, （82ページ）を参照してください。 DHCPv6パラメータの設定の詳
細については、DHCPv6パラメータの設定, （88ページ）を参照してください。

異なるコンフィギュレーションモードの DHCPv6 のイネーブル化
グローバル、サーバプロファイル、プロキシプロファイルコンフィギュレーションモードおよ

びサーバプロファイルクラスおよびプロキシプロファイルクラスサブコンフィギュレーション

モードなどの異なるコンフィギュレーションモードのDHCPv6を有効にするには、次の作業を実
行します。
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手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv6
3. profile server_profile_name server
4. class class-name
5. dns-server address
6. domain-name name
7. prefix-pool pool_name
8. address-pool pool_name
9. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

10. interface type interface-path-id server profile profile_name
11. profile proxy_profile_name proxy
12. link-address ipv6_address
13. class class-name
14. helper-address vrf vrf_name ipv6_address
15. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

16. interface type interface-path-id proxy profile profile_name
17. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

DHCP for IPv6を設定し、DHCPv6コンフィギュ
レーションモードを開始します。

dhcp ipv6

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp ipv6

ステップ 2   

DHCPv6サーバプロファイルを作成し、DHCPv6
サーバプロファイルサブコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

profile server_profile_name server

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6)# profile
my-server-profile server

ステップ 3   

サーバプロファイルのクラスを定義し、サーバ

プロファイルクラスサブモードを開始します。

class class-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-server-profile)#
class server-green

ステップ 4   

サーバプロファイルの DNSサーバおよびそれに
対応するアドレスを定義します。

dns-server address

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-server-profile)#
dns-server 1111::1

ステップ 5   

サーバプロファイルのドメイン名を定義します。domain-name name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-server-profile)#
domain-name www.xyz.com

ステップ 6   

サーバプロファイルのプレフィックスプールを

設定します。

prefix-pool pool_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-server-profile)#
prefix_pool p1

ステップ 7   

サーバプロファイルのアドレスプールを設定し

ます。

address-pool pool_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-server-profile)#
address_pool p1

ステップ 8   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 9   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミット
するように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
れ、コンフィギュレーションセッショ
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目的コマンドまたはアクション

ンが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルータ

が EXECモードに戻ります。変更はコ
ミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続しま

す。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンドを
使用します。

IPv6インターフェイスに DHCPv6サーバ設定プ
ロファイルを関連付けます。

interface type interface-path-id server profile profile_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6)# interface
Bundle-Ether1.1 server profile my-server-profile

ステッ

プ 10   

DHCPv6プロファイルプロキシを作成し、
DHCPv6プロキシサブコンフィギュレーション
モードを開始します。

profile proxy_profile_name proxy

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6)# profile
my-proxy-profile proxy

ステッ

プ 11   

リレー転送メッセージのリンクアドレスフィー

ルドに入力する IPv6アドレスを指定します。
link-address ipv6_address

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6)# link-address
5:6::78

ステッ

プ 12   

プロキシプロファイルのクラスを定義し、プロ

キシプロファイルクラスサブモードを開始しま

す。

class class-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-proxy-profile)#
class proxy-red

ステッ

プ 13   

プロキシへのヘルパーアドレスとして DHCPv6
アドレスを設定します。

helper-address vrf vrf_name ipv6_address

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-proxy-profile)#
helper-address vrf my-server-vrf 1:1:1::1

ステッ

プ 14   

ヘルパーアドレスは、プロキシプロ

ファイルおよびプロキシプロファイル

クラスサブモードでのみ設定できま

す。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 15   •• endコマンドを実行すると、変更をコミット
するように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
れ、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルータ

が EXECモードに戻ります。変更はコ
ミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続しま

す。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンドを
使用します。

IPv6インターフェイスに DHCPv6プロキシ設定
プロファイルを関連付けます。

interface type interface-path-id proxy profile profile_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6)# interface
BundleEther100.1 proxy profile my-proxy-profile

ステッ

プ 16   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 17   •• endコマンドを実行すると、変更をコミット
するように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さ
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目的コマンドまたはアクション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

れ、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルータ

が EXECモードに戻ります。変更はコ
ミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続しま

す。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンドを
使用します。

異なるコンフィギュレーションモードの DHCPv6 のイネーブル化：例

configure
dhcp ipv6
profile my-server-profile server
link-address 5:6::78
class server-green
dns-server 1111::1
domain-name www.cisco.com
prefix-pool POOL_P6_2
address-pool POOL_A6_1

end
!!
configure
dhcp ipv6
interface GigabitEthernet 0/2/0/0 server profile my-server-profile
profile my-proxy-profile proxy
link-address 5:6::78
class proxy-red
helper-address 5661:11
end
!!
configure
dhcp ipv6
interface GigabitEthernet 0/2/0/0 proxy profile my-proxy-profile
end
!!
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DHCPv6 パラメータの設定
アドレスプール名、プレフィックスプール名、DNSサーバ、ドメイン名、リース期間、および
ヘルパーアドレスなどの DHCPv6パラメータを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv6
3. profile server_profile_name server
4. dns-server ipv6_address
5. domain-name domain_name
6. lease
7. helper-address vrf vrf_name ipv6_address
8. prefix-pool prefix-pool-name
9. address-pool address-pool-name
10. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモード

を開始します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

DHCP for IPv6を設定し、DHCPv6コンフィ
ギュレーションモードを開始します。

dhcp ipv6

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp ipv6

ステッ

プ 2   

DHCPv6サーバプロファイルを設定し、
DHCPv6サーバプロファイルサブコンフィ
ギュレーションモードを開始します。

profile server_profile_name server

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6)# profile
my-server-profile server

ステッ

プ 3   

DHCPv6サーバプロファイルのDNSサーバ
を設定します。

dns-server ipv6_address

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-server-profile)#
dns-server 1:1:1::1

ステッ

プ 4   
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目的コマンドまたはアクション

DNSサーバ名は、クラスモード
で定義されます。同じパラメータ

がプロファイルモードでも定義さ

れている場合、クラスモードで定

義された値が優先されます。

（注）

DHCPv6サーバプロファイルのDNSドメイ
ン名を設定します。

domain-name domain_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-server-profile)#
domain-name my.domain.name

ステッ

プ 5   

DNSサーバ名は、クラスモード
で定義されます。同じパラメータ

がプロファイルモードでも定義さ

れている場合、クラスモードで定

義された値が優先されます。

（注）

1日、6時間、および 0分間のリース期間を
設定します。

lease

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-server-profile)# lease
1 6 0

ステッ

プ 6   

プロキシへのヘルパーアドレスとして

DHCPv6アドレスを設定します。
helper-address vrf vrf_name ipv6_address

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-proxy-profile)#
helper-address vrf my-server-vrf 1:1:1::1

ステッ

プ 7   

ヘルパーアドレスは、プロキシ

プロファイルおよびプロキシプロ

ファイルクラスサブモードでの

み設定できます。

（注）

DHCPv6サーバプロファイルクラスサブ
モードでプレフィックスプールを設定しま

す。

prefix-pool prefix-pool-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-server-profile-class)#
prefix-pool my-server-delegated-prefix-pool

ステッ

プ 8   

DHCPv6サーバプロファイルクラスサブ
モードでアドレスプールを設定します。

address-pool address-pool-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-server-profile-class)#
address-pool my-server-address-pool

ステッ

プ 9   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 10   •• endコマンドを実行すると、変更をコ
ミットするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

them
before exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:
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目的コマンドまたはアクション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

◦ yesと入力すると、実行コンフィ
ギュレーションファイルに変更が

保存され、コンフィギュレーショ

ンセッションが終了して、ルータ

が EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュ
レーションセッションが終了し

て、ルータがEXECモードに戻り
ます。変更はコミットされませ

ん。

◦ cancelと入力すると、現在のコン
フィギュレーションセッションが

継続します。コンフィギュレー

ションセッションは終了せず、設

定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーショ
ンファイルに保存し、コンフィギュ

レーションセッションを継続するに

は、commitコマンドを使用します。

DHCPv6 パラメータの設定：例

configure
dhcp ipv6
profile my-server-profile server
dns-server 1:1:1::1
domain-name my.domain.name
lease 1 6 0
class class1
prefix-pool my-server-delegated-prefix-pool
address-pool my-server-address-pool
end
!!

DHCPv6 機能
DHCPv6は、中央サーバからホスト IPアドレスを動的に割り当てるために、LAN環境で広く使用
されます。このアドレスの動的な割り当ては、IPアドレス管理のオーバーヘッドを削減します。
DHCPv6は、限られた IPアドレス空間の節約にも役立ちます。これは、IPアドレスを恒久的にホ
ストに割り当てる必要がなくなり、ネットワークに接続されたホストだけが IPアドレスを使用す
るためです。
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BNGでサポートされる DHCPv6機能は、次のとおりです。

DHCPv6 のハイアベイラビリティサポート
DHCPv6のハイアベイラビリティサポートは、次のとおりです。

ラインカードの活性挿抜

ラインカードの活性挿抜（OIR）によって、システムの動作に影響を与えることなく、欠陥のあ
る部分を置き換えることができます。カードが挿入された時点で、カードでは電源が使用可能

で、自身で初期化を行って動作を開始します。

DHCPv6バインディングは、ラインカード OIRに影響されません。（注）

チェックポイントとシャドウデータベース

チェックポイントとシャドウデータベースは、RSPでアクティブに保持され、すべてのライン
カードからのすべてのバインディングのコピーが含まれます。チェックポイントデータベース

には、その範囲のインターフェイス上の加入者からのクライアントまたは加入者バインディング

があります。アクティブな RSPのシャドウデータベースは、スタンバイのシャドウデータベー
スを更新します。

DHCPv6 ホットスタンバイ

DHCPv6ホットスタンバイは、RSPでのみサポートされるプロセスです。アクティブな RSPが
応答を停止するたびに、スタンバイ RSPと即座に置き換えられます。スタンバイ RSPは、アク
ティブになると処理を引き継ぎます。

DHCPv6 システムリロードの持続的なバインディング

DHCPv6システムリロードの持続的なバインディング機能は、DHCPv6サーバおよび DHCPv6プ
ロキシのシステムリロードによってバインディングテーブルの永続性を実現します。これによ

り、DHCPサーバでのリロードイベントの発生に関係なく、DHCPクライアントは DHCPリース
を維持できます。 DHCPv6 Proxyでは、この永続性は、スタンドアロンおよび IPoEセッションの
両方に対してサポートされます。DHCPv6サーバでは、永続性は IPoEセッションに対してのみサ
ポートされます。

システムリロードの永続的なバインディング機能が DHCPv6に対してイネーブルな場合、DHCP
バインディングはルータのファイルシステムに保存されます。完全な永続ファイルの書き込みと

増分ファイルの書き込みは、設定可能な間隔で DHCPバインディングを保存するためにファイル
システムで発生します。

DHCPの設定とコマンドの詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router IP
Addresses and Services ConfigurationGuide』の「Implementing the Dynamic Host Configuration Protocol」
の章と『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router IP Addresses and Services Command
Reference』の「DHCP Commands」の章を参照してください。
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DHCPv6 プレフィックス委任
DHCPv6のプレフィックス委任は、IPv6のプレフィックスをクライアントに委任するメカニズム
です。プレフィックス委任機能を使用して、リンク、サブネット、およびサイトアドレッシング

の変更を管理できます。

インターネットサービスプロバイダー（ISP）は、カスタマーのネットワーク内で使用するため
に、カスタマーにプレフィックスを割り当てます。プレフィックス委任は、DHCPv6プレフィッ
クス委任オプションを使用して、プロバイダーエッジ（PE）デバイスと宅内装置（CPE）の間で
行われます。 ISPによってプレフィックスがカスタマーに委任されると、カスタマーはさらにプ
レフィックスをサブネット化してカスタマーのネットワーク内のリンクに割り当てます。

デフォルトでは、プレフィックス委任機能は常にイネーブルです。

IPv6 IPoE 加入者サポート
IPv6加入者は、DHCPv6プロトコルを使用して作成された IPv6アドレスを送信します。 IPv6加
入者は、CPEデバイスで IPv6を実行し、レイヤ 2ネットワークまたはレイヤ 2集約経由で BNG
に接続されます。 IPv6加入者は、BNGにまたはレイヤ 2アグリゲータを介して直接接続されて
いる場合にサポートされます。

IPv6 IPoE加入者サポートをイネーブルにするには、DHCPv6プロファイルを加入者インターフェ
イスで明示的に設定する必要があります。詳細については、「IPv6 IPoE加入者インターフェイス
の設定, （92ページ）」を参照してください。

FSOL の処理

DHCPv6 First Sign of Life（FSOL）処理は、IPoEセッションでのみサポートされます。 DHCPv6
は、IPoEセッションの確認および作成のために、FSOLパケットとしてクライアントからのSOLICIT
パケットを処理します。 IPoEセッションは、設定が存在し、加入者情報が正常に検証される限
り、作成されます。

IPv6 IPoE 加入者インターフェイスの設定

IPoE加入者インターフェイスを設定するには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. pool vrf name ipv6 pool_name
3. address-range first_ipv6_address last_ipv6_address
4. pool vrf name ipv6 pool_name
5. prefix-length length
6. prefix-range first_ipv6_address last_ipv6_address
7. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

8. dhcp ipv6
9. interface type interface-path-id server profile profile_name
10. profile server_profile_name server
11. prefix-pool pool_name
12. address-pool pool_name
13. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

14. dhcp ipv6
15. interface type interface-path-id proxy profile profile_name
16. profile server_profile_name proxy
17. helper-address vrf vrf_name ipv6_address
18. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

19. dynamic-template type ipsubscriber dynamic_template_name
20. ipv6 enable
21. dhcpv6 address-pool pool_name
22. dhcpv6 delegated-prefix-pool pool_name
23. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

24. class-map type control subscriber match-all class-map_name
25. match protocol dhcpv6
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26. end-class-map
27. policy-map type control subscriber class-map_name
28. event session-start match-first
29. class type control subscriber class_name do-all
30. sequence_number activate dynamic-template dynamic-template_name
31. end-policy-map
32. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

33. interface type interface-path-id
34. ipv4 address ipv4_address
35. ipv6 address ipv6_address
36. ipv6 enable
37. service-policy type control subscriber name
38. ipsubscriber ipv6 l2-connected
39. initiator dhcp
40. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

分散アドレスプールサービスを設定します。pool vrf name ipv6 pool_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# pool vrf default ipv6
pool1

ステップ 2   

アドレス範囲を設定します。address-range first_ipv6_address last_ipv6_address

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pool-ipv6)#
address-range 2201:abcd:1234:2400:f800::1
2201:abcd:1234:2400:f800::fff

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

分散アドレスプールサービスを設定します。pool vrf name ipv6 pool_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# pool vrf default ipv6
pool2

ステップ 4   

使用するプレフィックス長を指定します。prefix-length length

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pool-ipv6)#
prefix-length 92

ステップ 5   

割り当てのプレフィックス範囲を指定します。prefix-range first_ipv6_address last_ipv6_address

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pool-ipv6)# prefix-range
3301:1ab7:2345:1200:f800::
3301:1ab7:2345:1200:f800:fff0::

ステップ 6   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 7   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit れ、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータがEXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルータ

がEXECモードに戻ります。変更はコ
ミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続しま

す。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•設定変更を実行コンフィギュレーション
ファイルに保存し、コンフィギュレーショ

ンセッションを継続するには、commitコ
マンドを使用します。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータブロードバンドネットワークゲートウェイ
コンフィギュレーションガイドリリース 4.3.x    

   OL-28375-01-J 95

加入者セッションの確立

DHCPv6 機能



目的コマンドまたはアクション

DHCP for IPv6を設定し、DHCPv6コンフィギュ
レーションモードを開始します。

dhcp ipv6

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp ipv6

ステップ 8   

IPv6インターフェイスに DHCPv6プロキシ設定
プロファイルを関連付けます。

interface type interface-path-id server profile profile_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6)# interface
Bundle-Ether1.1 server profile foo

ステップ 9   

DHCPv6サーバプロファイルを作成し、DHCPv6
サーバプロファイルサブコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

profile server_profile_name server

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6)# profile foo
server

ステップ 10   

サーバプロファイルのプレフィックスプールを

設定します。

prefix-pool pool_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-server-profile)#
prefix-pool pool2

ステップ 11   

サーバプロファイルのアドレスプールを設定し

ます。

address-pool pool_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-server-profile)#
address-pool pool1

ステップ 12   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 13   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit れ、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータがEXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルータ

がEXECモードに戻ります。変更はコ
ミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続しま
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目的コマンドまたはアクション

す。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•設定変更を実行コンフィギュレーション
ファイルに保存し、コンフィギュレーショ

ンセッションを継続するには、commitコ
マンドを使用します。

DHCP for IPv6を設定し、DHCPv6コンフィギュ
レーションモードを開始します。

dhcp ipv6

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp ipv6

ステップ 14   

IPv6インターフェイスに DHCPv6プロキシ設定
プロファイルを関連付けます。

interface type interface-path-id proxy profile profile_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6)# interface
Bundle-Ether1.1 proxy profile foo

ステップ 15   

DHCPv6サーバプロファイルを作成し、DHCPv6
サーバプロファイルサブコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

profile server_profile_name proxy

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6)# profile foo
proxy

ステップ 16   

プロキシへのヘルパーアドレスとして DHCPv6
アドレスを設定します。

helper-address vrf vrf_name ipv6_address

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-proxy-profile)#
helper-address vrf my-server-vrf 1:1:1::1

ステップ 17   

ヘルパーアドレスは、プロキシプロ

ファイルおよびプロキシプロファイル

クラスサブモードでのみ設定できま

す。

（注）

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 18   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit れ、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータがEXECモード
に戻ります。
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目的コマンドまたはアクション

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルータ

がEXECモードに戻ります。変更はコ
ミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続しま

す。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•設定変更を実行コンフィギュレーション
ファイルに保存し、コンフィギュレーショ

ンセッションを継続するには、commitコ
マンドを使用します。

ipsubscriberタイプの動的なテンプレートを設定
し、動的なテンプレートタイプのコンフィギュ

レーションモードを開始します。

dynamic-template type ipsubscriber dynamic_template_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template type
ipsubscriber dhcpv6_temp

ステップ 19   

インターフェイス上で IPv6をイネーブルにしま
す。

ipv6 enable

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)#
ipv6 enable

ステップ 20   

DHCPv6アドレスプールを設定します。dhcpv6 address-pool pool_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)#
dhcpv6 address-pool pool3

ステップ 21   

DHCPv6の委任されたプレフィックスプールを
設定します。

dhcpv6 delegated-prefix-pool pool_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)#
dhcpv6 delegated-prefix-pool pool4

ステップ 22   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 23   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:
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目的コマンドまたはアクション

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit れ、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータがEXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルータ

がEXECモードに戻ります。変更はコ
ミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続しま

す。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•設定変更を実行コンフィギュレーション
ファイルに保存し、コンフィギュレーショ

ンセッションを継続するには、commitコ
マンドを使用します。

match-any基準でクラスマップコントロール加
入者を設定します。

class-map type control subscribermatch-all class-map_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# class-map type control
subscriber match-all dhcpv6_class

ステップ 24   

前述の手順で設定されたクラスの一致基準を設

定します。

match protocol dhcpv6

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)# match protocol
dhcpv6

ステップ 25   

最後のクラスマップを設定します。end-class-map

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)# end-class-map

ステップ 26   

加入者コントロールポリシーマップを設定しま

す。

policy-map type control subscriber class-map_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# policy-map type
control subscriber dhcpv6-policy

ステップ 27   
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目的コマンドまたはアクション

match-first基準でポリシーイベントを設定しま
す。

event session-start match-first

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap)# event
session-start match-first

ステップ 28   

match-any基準でクラスマップコントロール加
入者を設定します。

class type control subscriber class_name do-all

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-e)# class type
control subscriber dhcpv6_class do-all

ステップ 29   

動的なテンプレートに関連するアクションをア

クティブ化します。

sequence_number activate dynamic-template
dynamic-template_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)# 20 activate
dynamic-template dhcpv6_temp

ステップ 30   

最後のポリシーマップを設定します。end-policy-map

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)# end-policy-map

ステップ 31   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 32   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit れ、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータがEXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルータ

がEXECモードに戻ります。変更はコ
ミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続しま

す。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。
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目的コマンドまたはアクション

•設定変更を実行コンフィギュレーション
ファイルに保存し、コンフィギュレーショ

ンセッションを継続するには、commitコ
マンドを使用します。

インターフェイスを設定して、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。

interface type interface-path-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface
Bundle-Ether1.1

ステップ 33   

インターフェイスに IPv4アドレスを設定しま
す。

ipv4 address ipv4_address

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 address
11.11.11.2 255.255.255.0

ステップ 34   

インターフェイスに IPv6アドレスを設定しま
す。

ipv6 address ipv6_address

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv6 address
11:11:11::2/64

ステップ 35   

インターフェイス上で IPv6をイネーブルにしま
す。

ipv6 enable

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv6 enable

ステップ 36   

インターフェイスに加入者制御サービスポリ

シーを関連付けます。

service-policy type control subscriber name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# service-policy type
control subscriber dhcpv6_policy

ステップ 37   

L2接続された IPv6加入者をイネーブルにしま
す。

ipsubscriber ipv6 l2-connected

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipsubscriber ipv6
l2-connected

ステップ 38   

IPv6加入者の発信側を設定します。initiator dhcp

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-ipsub-ipv6-l2conn)#
initiator dhcp

ステップ 39   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 40   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

• commit
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目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

れ、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータがEXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルータ

がEXECモードに戻ります。変更はコ
ミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続しま

す。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•設定変更を実行コンフィギュレーション
ファイルに保存し、コンフィギュレーショ

ンセッションを継続するには、commitコ
マンドを使用します。

IPv6 IPoE 加入者インターフェイスの設定：例

configure
pool vrf default ipv6 pool1
address-range 2201:abcd:1234:2400:f800::1 2201:abcd:1234:2400:f800::fff

pool vrf default ipv6 pool2
prefix-length 92
prefix-range 3301:1ab7:2345:1200:f800:: 3301:1ab7:2345:1200:f800:fff0::

dhcp ipv6
interface GigabitEthernet0/3/0/0 server profile foo
profile foo server
prefix-pool pool2
address-pool pool1

!
!
end

configure
dhcp ipv6
interface GigabitEthernet0/3/0/0 proxy profile foo
profile foo proxy
helper address <v6 address of the server

!
!
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dynamic-template type ipsubscriber dhcpv6_temp
ipv6 enable
dhcpv6 address-pool pool3
dhcpv6 delegated-prefix-pool pool4
!
!
!
class-map type control subscriber match-all dhcpv6_class
match protocol dhcpv6
end-class-map
!
policy-map type control subscriber dhcpv6_policy
event session-start match-first
class type control subscriber dhcpv6_class do-all
20 activate dynamic-template dhcpv6_temp

!
!
end

configure
interface GigabitEthernet0/3/0/0
ipv4 address 11.11.11.2 255.255.255.0
ipv6 address 11:11:11::2/64
ipv6 enable
service-policy type control subscriber dhcpv6_policy
ipsubscriber ipv6 l2-connected
initiator dhcp

!
!
end
end

IPv6 PPPoE 加入者サポート
PPPoE加入者インターフェイスは、認証およびアドレス割り当てに使用される加入者で PPPリン
クを確立します。 DHCPv6サーバは、PPPoE加入者にアドレスまたはプレフィックスを割り当て
ます。 PPPoE加入者インターフェイスは動的に作成されるため、DHCPv6プロファイルは、単一
のPPPoEインターフェイスのみでなく、ルータで作成されるすべてのPPPoEインターフェイスに
適用されます。

PPPoE加入者サポートをイネーブルにするには、DHCPv6プロファイルをグローバルに設定する
か、すべてのPPPoEインターフェイスで設定する必要があります。詳細については、「IPv6PPPoE
加入者インターフェイスの設定, （103ページ）」を参照してください。

IPv6 PPPoE 加入者インターフェイスの設定

PPPoE加入者インターフェイスを設定するには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. dynamic-template type ppp dynamic_template_name
3. ppp authentication chap
4. ppp ipcp peer-address pool pool_name
5. ipv4 unnumbered interface-type interface-path-id
6. ipv6 enable
7. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

8. class-map type control subscriber match-any class-map_name
9. match protocol ppp
10. end-class-map
11. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

12. class-map type control subscriber match-all class-map_name
13. match protocol dhcpv6
14. end-class-map
15. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

16. policy-map type control subscriber policy_name
17. event session-start match-first
18. class type control subscriber name do-all
19. sequence_number activate dynamic-template dynamic-template_name
20. end-policy-map
21. policy-map type control subscriber policy_name
22. event session-start match-all
23. class type control subscriber name do-all
24. sequence_number activate dynamic-template dynamic-template_name
25. end-policy-map
26. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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27. interface type interface-path-id
28. description LINE
29. ipv6 enable
30. service-policy type control subscriber name
31. encapsulation dot1q 801
32. ipsubscriber ipv6 l2-connected
33. initiator dhcp
34. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

PPPタイプの動的なテンプレートを設定し、動
的なテンプレートタイプのコンフィギュレー

ションモードを開始します。

dynamic-template type ppp dynamic_template_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template type
ppp ppp_pta_template

ステップ 2   

チャレンジハンドシェイク認証プロトコル

（chap）を設定し、PPPリンク認証方式を設定
します。

ppp authentication chap

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)#
ppp authentication chap

ステップ 3   

IPCPネゴシエーションオプションを設定し、ピ
アアドレスプールのピアアドレス設定オプショ

ンを設定します。

ppp ipcp peer-address pool pool_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)#
ppp ipcp peer-address pool p1

ステップ 4   

インターフェイスの明示的なアドレスを使用せ

ずに IPv4処理をイネーブルにします。
ipv4 unnumbered interface-type interface-path-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)#
ipv4 unnumbered Loopback 1

ステップ 5   

インターフェイス上で IPv6をイネーブルにしま
す。

ipv6 enable

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)#
ipv6 enable

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 7   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit れ、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータがEXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルー

タがEXECモードに戻ります。変更は
コミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続し

ます。コンフィギュレーションセッ

ションは終了せず、設定変更もコミッ

トされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーション
ファイルに保存し、コンフィギュレーショ

ンセッションを継続するには、commitコ
マンドを使用します。

match-any基準でクラスマップコントロール加
入者を設定します。

class-map type control subscriber match-any
class-map_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# class-map type control
subscriber match-any pta_class

ステップ 8   

前述の手順で設定されたクラスの一致基準を設

定します。

match protocol ppp

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)# match protocol
ppp

ステップ 9   

最後のクラスマップを設定します。end-class-map

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)# end-class-map

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 11   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit れ、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータがEXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルー

タがEXECモードに戻ります。変更は
コミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続し

ます。コンフィギュレーションセッ

ションは終了せず、設定変更もコミッ

トされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーション
ファイルに保存し、コンフィギュレーショ

ンセッションを継続するには、commitコ
マンドを使用します。

match-all基準でクラスマップコントロール加入
者を設定します。

class-map type control subscribermatch-all class-map_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# class-map type control
subscriber match-all ipoe_test

ステップ 12   

前述の手順で設定されたクラスの一致基準を設

定します。

match protocol dhcpv6

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)# match protocol
dhcpv6

ステップ 13   

最後のクラスマップを設定します。end-class-map

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)# end-class-map

ステップ 14   
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目的コマンドまたはアクション

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 15   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit れ、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータがEXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルー

タがEXECモードに戻ります。変更は
コミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続し

ます。コンフィギュレーションセッ

ションは終了せず、設定変更もコミッ

トされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーション
ファイルに保存し、コンフィギュレーショ

ンセッションを継続するには、commitコ
マンドを使用します。

加入者コントロールポリシーマップを設定しま

す。

policy-map type control subscriber policy_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# policy-map type
control subscriber policy1

ステップ 16   

match-first基準でポリシーイベントを設定しま
す。

event session-start match-first

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap)# event
session-start match-first

ステップ 17   

match-first基準でポリシーイベントを設定しま
す。

class type control subscriber name do-all

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap)# class type
control subscriber ipoe_test1 do-all

ステップ 18   
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目的コマンドまたはアクション

動的なテンプレートに関連するアクションをア

クティブ化します。

sequence_number activate dynamic-template
dynamic-template_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)# 24 activate
dynamic-template v6_test1

ステップ 19   

最後のポリシーマップを設定します。end-policy-map

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)# end-policy-map

ステップ 20   

加入者コントロールポリシーマップを設定しま

す。

policy-map type control subscriber policy_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# policy-map type
control subscriber policy1

ステップ 21   

match-all基準でポリシーイベントを設定しま
す。

event session-start match-all

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap)# event
session-start match-all

ステップ 22   

match-first基準でポリシーイベントを設定しま
す。

class type control subscriber name do-all

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap)# class type
control subscriber pta_class do-all

ステップ 23   

動的なテンプレートに関連するアクションをア

クティブ化します。

sequence_number activate dynamic-template
dynamic-template_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)# 1 activate
dynamic-template ppp_pta_template

ステップ 24   

最後のポリシーマップを設定します。end-policy-map

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)# end-policy-map

ステップ 25   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 26   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さ
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目的コマンドまたはアクション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

れ、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータがEXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルー

タがEXECモードに戻ります。変更は
コミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続し

ます。コンフィギュレーションセッ

ションは終了せず、設定変更もコミッ

トされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーション
ファイルに保存し、コンフィギュレーショ

ンセッションを継続するには、commitコ
マンドを使用します。

インターフェイスを設定して、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。

interface type interface-path-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface
BundleEther1.1

ステップ 27   

上記の設定済みインターフェイスの説明を設定

します。

description LINE

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# description IPoE

ステップ 28   

インターフェイス上で IPv6をイネーブルにしま
す。

ipv6 enable

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv6 enable

ステップ 29   

インターフェイスに加入者制御サービスポリ

シーを関連付けます。

service-policy type control subscriber name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# service-policy type
control subscriber ipoe1

ステップ 30   

カプセル化された802.1QVLAN設定をイネーブ
ルにします。

encapsulation dot1q 801

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation dot1q
801

ステップ 31   
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目的コマンドまたはアクション

L2接続された IPv6加入者をイネーブルにしま
す。

ipsubscriber ipv6 l2-connected

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipsubscriber ipv6
l2-connected

ステップ 32   

IPv6加入者の発信側を設定します。initiator dhcp

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-ipsub-ipv6-l2conn)#
initiator dhcp

ステップ 33   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 34   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit れ、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータがEXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルー

タがEXECモードに戻ります。変更は
コミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続し

ます。コンフィギュレーションセッ

ションは終了せず、設定変更もコミッ

トされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーション
ファイルに保存し、コンフィギュレーショ

ンセッションを継続するには、commitコ
マンドを使用します。
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IPv6 PPPoE 加入者インターフェイスの設定：例

configure
dynamic-template
type ppp PPP_PTA_TEMPLATE
ppp authentication chap
ppp ipcp peer-address pool ADDRESS_POOL
ipv4 unnumbered Loopback0
ipv6 enable
!
type ipsubscriber v6_test1
ipv6 enable
!
!
class-map type control subscriber match-any PTA_CLASS
match protocol ppp
end-class-map
!
class-map type control subscriber match-all ipoe_test1
match protocol dhcpv6
end-class-map
!
policy-map type control subscriber ipoe1
event session-start match-first
class type control subscriber ipoe_test1 do-all
24 activate dynamic-template v6_test1
!
!
end-policy-map
!
policy-map type control subscriber POLICY1
event session-start match-all
class type control subscriber PTA_CLASS do-all
1 activate dynamic-template PPP_PTA_TEMPLATE
!
!
end-policy-map
!
interface Bundle-Ether2.801
description IPoE
ipv6 enable
service-policy type control subscriber ipoe1
encapsulation dot1q 801
ipsubscriber ipv6 l2-connected
initiator dhcp

あいまいな VLAN サポート
あいまいな VLANは、VLAN IDの範囲またはグループで設定されます。あいまいな VLANに作
成された加入者セッションは、ポリシーマップ、VRF、QoS、および ACLなどすべての通常設定
をサポートする通常の VLAN上の加入者と同じです。複数の加入者は、一意のMACアドレスが
含まれている限り、特定の VLAN IDで作成できます。あいまいな VLANは、複数のアクセスイ
ンターフェイスを設定する必要性を減らすことによって、スケーラビリティを向上します。

DHCPv6サポートをイネーブルにするには、あいまいなVLANをバンドルインターフェイスの上
でアンナンバードにします。

あいまいなVLANは、通常のVLANとまったく同じ方法で名付けられます。あいまいなVLAN
は、l2transportインターフェイスで許可される EFP範囲と対照的に、レイヤ 3インターフェイ
スと見なされます。

（注）
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DHCPv6サーバがあいまいなVLANインターフェイスでSOLICITメッセージを受信すると、VLAN
IDが受信パケットから抽出され、クライアントの関連情報とともに加入者の認証に使用されま
す。

インターフェイス設定があいまいから非あいまいに変更されたり、その逆になったり、またはあ

いまいな VLAN範囲が変更されると、あいまいな VLANに対するすべての既存のクライアント
バインディングは削除されます。

あいまいな VLANの設定の詳細については、あいまいな VLANの設定, （113ページ）を参照し
てください。

あいまいな VLAN の設定

あいまいな VLANを設定するには、次の作業を実行します。

あいまいな VLANに必要な DHCP固有の設定はありません。（注）

手順の概要

1. configure
2. interface type interface-path-id
3. 次のカプセル化のいずれかを使用して、カプセル化されたあいまいな VLANを設定します。

• encapsulation ambiguous { dot1q | dot1ad } {any | vlan-range }

• encapsulation ambiguous dot1q vlan-id second-dot1q { any | vlan-range }

• encapsulation ambiguous dot1q any second-dot1q { any | vlan-id }

• encapsulation ambiguous dot1ad vlan-id dot1q { any | vlan-range }

4. ipv4 | ipv6address source-ip-address destination-ip-address
5. service-policy type control subscriber policy_name
6. ipsubscriber { ipv4|ipv6 } l2-connected
7. initiator dhcp
8. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

インターフェイスを設定し、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。

interface type interface-path-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface
Bundle-Ether100.12

ステップ 2   

IEEE 802.1Q VLANを設定します。次のカプセル化のいずれかを使用して、カプセル

化されたあいまいな VLANを設定します。
ステップ 3   

vlan-rangeは、例に示すように、カンマ区切りまたは
ハイフン区切り形式、または両方の組み合わせで指

定できます。

• encapsulation ambiguous { dot1q | dot1ad }
{any | vlan-range }

• encapsulation ambiguous dot1q vlan-id
second-dot1q { any | vlan-range }

• encapsulation ambiguous dot1q any
second-dot1q { any | vlan-id }

• encapsulation ambiguous dot1ad vlan-id dot1q
{ any | vlan-range }

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation
ambiguous dot1q any
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation
ambiguous dot1q 14 second-dot1q 100-200
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation
ambiguous dot1q any second-dot1q any
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation
ambiguous dot1ad 14 dot1q 100,200,300-400

IPv4または IPv6プロトコルアドレスを設定します。ipv4 | ipv6address source-ip-address
destination-ip-address

ステップ 4   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 address
2.1.12.1 255.255.255.0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv6 address
1:2:3::4 128

指定されたPL1の policy_nameでポリシーマップが前
に定義された、アクセスインターフェイスにポリシー

マップを適用します。

service-policy type control subscriber policy_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# service-policy
type control subscriber PL1

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

L2接続された IPv4または IPv6 IP加入者をイネーブ
ルにします。

ipsubscriber { ipv4|ipv6 } l2-connected

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipsubscriber
ipv4 l2-connected
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipsubscriber
ipv6 l2-connected

ステップ 6   

IP加入者の発信側 DHCPをイネーブルにします。initiator dhcp

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# initiator
dhcp

ステップ 7   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 8   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットす
るように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。変更はコミットされま

せん。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン

フィギュレーションセッションは終了せ

ず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイ
ルに保存し、コンフィギュレーションセッショ

ンを継続するには、commitコマンドを使用しま
す。

あいまいな VLAN の設定：例

configure
interface Bundle-Ether100.12
encapsulation ambiguous dot1q 14 second-dot1q any
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ipv4 address 2.1.12.1 255.255.255.0
service-policy type control subscriber PL1
ipsubscriber ipv4 l2-connected
initiator dhcp
!
!
end

DHCPv6 アドレスまたはプレフィックスプール
アドレスまたはプレフィックスプールは、委任ルータがアドレスを割り当てるか、要求側ルータ

にプレフィックスを委任する使用可能なアドレスまたはプレフィックスプールを表します。分散

アドレスプールサービス（DAPS）は、DHCPv6のアドレスまたはプレフィックスプールを管理
および維持します。

DHCPv6プレフィックス委任には、プレフィックスを選択し、要求側ルータに一時的に委任して
いる委任ルータが含まれます。委任ルータは、アドレスを割り当てるか、アドレスプールまたは

プレフィックスプールから要求側ルータにプレフィックスを委任します。

DHCPv6アドレスまたはプレフィックスプールの設定の詳細については、IPv6アドレスまたはプ
レフィックスプール名の設定, （116ページ）を参照してください。

IPv6 アドレスまたはプレフィックスプール名の設定

動的テンプレートコンフィギュレーションモードで IPv6アドレスまたはプレフィックスプール
名を設定するには、次の作業を実行します。

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータブロードバンドネットワークゲート
ウェイコンフィギュレーションガイドリリース 4.3.x

116 OL-28375-01-J  

加入者セッションの確立

DHCPv6 機能



手順の概要

1. configure
2. dynamic-template
3. type ipsubscriber dynamic-template_name
4. dhcpv6 delegated-prefix-pool pool-name
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

6. type ppp dynamic-template_name
7. dhcpv6 address-pool pool-name
8. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

9. type ipsubscriber dynamic-template_name
10. dhcpv6 address-pool pool-name
11. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

12. ipv6 nd framed-prefix-pool pool-name
13. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

動的なテンプレートの設定をイネーブルにします。dynamic-template

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template

ステッ

プ 2   
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目的コマンドまたはアクション

ipsubscriberタイプの動的なテンプレートを設定し、
動的なテンプレートタイプのコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

type ipsubscriber dynamic-template_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template)# type
ipsubscriber ipv6-sub-template

ステッ

プ 3   

プレフィックス委任プールに IPv6加入者の動的な
テンプレートを設定します。

dhcpv6 delegated-prefix-pool pool-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)#
dhcpv6 delegated-prefix-pool mypool

ステッ

プ 4   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 5   •• endコマンドを実行すると、変更をコミット
するように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータがEXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーショ
ンセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。変更はコミッ
トされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コ

ンフィギュレーションセッションは終了

せず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンドを使
用します。

PPPタイプの動的なテンプレートを設定します。type ppp dynamic-template_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template)# type
ppp ipv6-sub-template

ステッ

プ 6   
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目的コマンドまたはアクション

PPPoE加入者の IPv6アドレスプールを設定しま
す。

dhcpv6 address-pool pool-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)#
dhcpv6 address-pool my-pppoe-addr-pool

ステッ

プ 7   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 8   •• endコマンドを実行すると、変更をコミット
するように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータがEXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーショ
ンセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。変更はコミッ
トされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コ

ンフィギュレーションセッションは終了

せず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンドを使
用します。

ipsubscriberタイプの動的なテンプレートを設定し、
動的なテンプレートタイプのコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

type ipsubscriber dynamic-template_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template)# type
ipsubscriber my-ipv6-template

ステッ

プ 9   

IPoE加入者の IPv6アドレスプールを設定します。dhcpv6 address-pool pool-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)#
dhcpv6 address-pool my-ipsub-addr-pool

ステッ

プ 10   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 11   
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目的コマンドまたはアクション

• endコマンドを実行すると、変更をコミット
するように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータがEXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーショ
ンセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。変更はコミッ
トされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コ

ンフィギュレーションセッションは終了

せず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンドを使
用します。

SLAACのみが使用するようにプレフィックスプー
ルを設定します。

ipv6 nd framed-prefix-pool pool-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)#
framed-prefix-pool my-slaac-pool

ステッ

プ 12   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 13   •• endコマンドを実行すると、変更をコミット
するように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータがEXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーショ
ンセッションが終了して、ルータが
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目的コマンドまたはアクション

EXECモードに戻ります。変更はコミッ
トされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コ

ンフィギュレーションセッションは終了

せず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンドを使
用します。

IPv6 アドレスまたはプレフィックスプール名の設定：例

configure
dynamic-template
type ipsubscriber ipv6-sub-template
dhcpv6 delegated-prefix-pool mypool
end
dynamic-template
type ppp ipv6-sub-template
dhcpv6 address-pool my-pppoe-addr-pool
!
type ipsubscriber my-ipv6-template
dhcpv6 address-pool my-ipsub-addr-pool
!!
ipv6 nd framed-prefix-pool my-slaac-pool
end
!!

DHCPv6 Dual-Stack Lite サポート
Dual-Stack Lite（DS-Lite）は、ホストとルータの両方で、IPv4と IPv6の両方のインターネットプ
ロトコルに完全なサポートを提供する手法です。 Dual-Stack Liteによって、ブロードバンドサー
ビスプロバイダーは、IP in IP（IPv4- in-IPv6）およびネットワークアドレス変換（NAT）の 2種
類のテクノロジーを統合することでカスタマーと IPv4アドレスを共有できます。

DS-Lite機能には、基本的なブリッジングブロードバンド（B4）とアドレスファミリ遷移ルータ
（AFTR）の 2つのコンポーネントが含まれます。

B4要素は、直接接続されたデバイスまたはアドレスファミリ遷移ルータ（AFTR）にトンネルを
作成する CPEのいずれかの Dual-Stack対応ノードに実装された機能です。一方、AFTR要素は、
IPv4-in-IPv6トンネルエンドポイントおよび同じノードに実装された IPv4-IPv4 NATの組み合わせ
です。 DS-Lite B4要素は、対応する AFTRロケーションの IPv6アドレスを検出する DHCPv6オ
プションを使用します。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータブロードバンドネットワークゲートウェイ
コンフィギュレーションガイドリリース 4.3.x    

   OL-28375-01-J 121

加入者セッションの確立

DHCPv6 機能



DS-Liteの AFTRの設定の詳細については、DS-Liteの AFTR完全修飾ドメイン名の設定, （122
ページ）を参照してください。

DS-Lite の AFTR 完全修飾ドメイン名の設定

DS-Liteの AFTR完全修飾ドメイン名を設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv6
3. profile server_profile_name server
4. aftr-name aftr_name
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

DHCP for IPv6を設定し、DHCPv6コンフィギュ
レーションモードを開始します。

dhcp ipv6

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp ipv6

ステッ

プ 2   

DHCPv6サーバプロファイルを設定し、DHCPv6
サーバプロファイルサブコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

profile server_profile_name server

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6)# profile
my-server-profile server

ステッ

プ 3   

サーバプロファイルモードで、DS-Liteサポート
のAFTR完全修飾ドメイン名オプションを設定し
ます。

aftr-name aftr_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-server-profile)#
aftr-name aftr-server.example.com

ステッ

プ 4   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 5   
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目的コマンドまたはアクション

• endコマンドを実行すると、変更をコミット
するように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存され、または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

コンフィギュレーションセッションが

終了して、ルータが EXECモードに戻
ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーショ
ンセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。変更はコミッ
トされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続しま

す。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンドを
使用します。

DS-Lite の AFTR 完全修飾ドメイン名の設定：例

configure
dhcp ipv6
profile my-server-profile server
aftr-name aftr-server.example.com
end
!!

DHCPv6 の VRF 認識
VRF認識は、同じ IPアドレスが異なる VPNのクライアントに割り当てられている場合に、異な
る VPNで複数のクライアントをサポートする DHCPv6サーバまたはプロキシの機能です。 VRF
の IPv6アドレスは、別の VRFの IPv6アドレスから独立しています。複数の VRFで同じプレ
フィックス/アドレスを持つことは必須ではありません。
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動的なテンプレートでのVRFの定義の詳細については、動的なテンプレートでのVRFの定義, （
124ページ）を参照してください。

動的なテンプレートでの VRF の定義

動的なテンプレートで VRFを定義するには、次の作業を実行します。 VRFの IPv6アドレスは、
別のVRFの IPv6アドレスから独立しています。複数のVRFで同じプレフィックスまたはアドレ
スを持つことは必須ではありません。

手順の概要

1. configure
2. dynamic-template
3. type ipsubscriber dynamic-template_name
4. vrf vrf_name
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

動的なテンプレートの設定をイネーブルにしま

す。

dynamic-template

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template

ステップ 2   

ipsubscriberタイプの動的なテンプレートを設定
し、動的なテンプレートタイプのコンフィギュ

レーションモードを開始します。

type ipsubscriber dynamic-template_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template)# type
ipsubscriber ipv6-sub-template

ステップ 3   

インターフェイスが動作するVRFを設定します。vrf vrf_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)#
vrf vrf1

ステップ 4   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

• endコマンドを実行すると、変更をコミット
するように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存され、または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

コンフィギュレーションセッションが

終了して、ルータが EXECモードに戻
ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーショ
ンセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。変更はコミッ
トされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続しま

す。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンドを
使用します。

動的なテンプレートでの VRF の定義：例

configure
dynamic-template
type ipsubscriber ipv6-sub-template
vrf vrf1
end
!!

加入者インターフェイスでのパケット処理
この項では、加入者インターフェイスが特定の特殊ケースでどのようにサポートされるかについ

て説明します。これらの特殊ケースには、L3転送されるインターフェイスが含まれます。結果
として、このサポートは、PPP over Ethernet PPP Termination and Aggregation（PPPoE PTA）と IPoE
セッションにのみ適用できます。
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ほとんどの加入者データパケットは、ネットワーク処理装置（NPU）によって直接転送されま
す。NPUが完全にデータパケットを処理しない特定の特殊ケースがあります。これらの特殊ケー
スはCPUで処理され、この目的のために作成された内部インターフェイスを通過します。この内
部インターフェイスの名前は、加入者インターフェイスまたは SINTです。 SINTは、加入者イン
ターフェイスでパントされるすべてのパケットで使用される集約インターフェイスです。各ノー

ドに 1つの SINTがあります。 BNGパッケージをインストールすると、デフォルトで SINTが作
成されます。SINTインターフェイスは、加入者インターフェイスでのパケットのパントインジェ
クトに必要です。

これらの特殊ケースは、IPoEおよび PPPoEの両方 PTAについてサポートされます。

これらの特殊ケースは、L2サービスであるため、PPPoE L2TPには適用されません。（注）

•加入者に対する ping

BNGは、IPoEおよび PPPoE PTA加入者インターフェイスの両方からの ping要求の受信を許
可します。これは、他の非 BNGインターフェイスタイプと同じです。同様に、BNGは、
IPoEおよび PPPoE PTA加入者インターフェイスの両方への ping要求の送信も許可します。
次の内容が含まれています。

•加入者のMTUサイズを超える長さを含むさまざまな pingパケット長

•デフォルトおよびプライベート VRFの加入者

•タイプオブサービス、DFセット、および冗長などのさまざまな pingオプション

BNGは、IPv4および IPv6加入者の両方からの ping要求の受信もサポートします。

過剰なパントフロートラップ機能は、加入者インターフェイスとの間で高

レートの pingを送信すると、ディセーブルになります。
（注）

•オプションの処理

BNGは IPオプションの処理をサポートします。これは、非 BNGインターフェイスタイプ
と同じです。これらは NPUから CPUにパントされます。これらは SINTインターフェイス
を経由して、適切なアプリケーションで処理されます。

• traceroute、PMTUディスカバリ、ICMP到達不能のサポート

• BNGは、転送できない PPPoEまたは IP加入者インターフェイスとやり取りされるパ
ケットの ICMPの送信をサポートします。この機能は、他の非 BNG加入者インター
フェイスに似ています。

• BNGは、パケットが加入者インターフェイスに送信されるときには、BNGが ICMPを
送信する PMTUをサポートしますが、パケットは加入者のMTUを超過し、DFビット
が設定されます。
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• BNGは、加入者インターフェイスとやり取りされるパケット（出力ACLと入力ACL）
が ACLによって拒否されるときに ICMPの送信をサポートします。 ACLが拒否とロギ
ングの両方を実行するように設定されている場合、パケットはドロップされますが、

ICMPは生成されません。

• BNGは、パケットの存続可能時間（TTL）を超過すると ICMPの送信をイネーブルにす
る traceroute機能をサポートします。

• BNGは、IPv4と IPv6加入者の両方に対して traceroute機能をサポートします。

•フラグメンテーション

BNGは、発信MTUを超過するPPPoEまたは IP加入者インターフェイスに送信されるパケッ
トのフラグメンテーションをサポートします。

フラグメンテーションを必要とするすべてのパケットは、NPUごとに最大
1000 ppsにポリシングされます。

注意

フラグメントパケットは、加入者の出力 QoSアクションをスキップします。（注）

制約事項

次の制約事項が、加入者インターフェイスの実装に適用されます。

• ACLロギング中、パケットは CPUにパントされ、BNGインターフェイスは SINTインター
フェイスに誘導されます。システムがBNGインターフェイスでACLロギングをサポートし
ないため、SINTインターフェイスはこれらのログパケットをドロップします。

• IPv6の pingおよび traceroute機能は、CPEおよび BNGルータ両方のグローバルアドレスを
使用する必要があります。リンクローカルアドレスを使用する IPv6の pingおよび traceroute
機能は、すべての場合で機能しません。

•加入者 ACLでのロギングは、サポートされていません。

IPv6 ネイバー探索
IPv6ネイバー探索プロセスでは、インターネット制御メッセージプロトコル（ICMP）メッセー
ジおよび送信要求ノードマルチキャストアドレスを使用して、同じネットワーク（ローカルリ

ンク）上のネイバーのリンク層アドレスを判断し、ネイバーに到達可能かどうかを確認し、隣接

ルータを追跡します。

ネイバー探索用の IPv6スタティックキャッシュエントリ機能により、IPv6ネイバーキャッシュ
内にスタティックエントリを作成できます。スタティックルーティングでは、管理者が手動で

テーブルに、各デバイスの各インターフェイスの IPv6アドレス、サブネットマスク、ゲートウェ
イ、および対応するメディアアクセスコントロール（MAC）のアドレスを入力する必要があり
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ます。スタティックルーティングによって、より詳細な制御が可能になりますが、テーブルの保

守作業が増えます。ルートが追加または変更されるたびにテーブルを更新する必要があります。

ネイバー探索の異なるメッセージタイプは、次のとおりです。

• IPv6ネイバー送信要求メッセージ：ICMPパケットヘッダーのタイプフィールドの値 135
は、ネイバー送信要求メッセージを識別します。ネイバー送信要求メッセージは、ノードが

同じローカルリンク上の別のノードのリンク層アドレスを決定するときに、ローカルリン

ク上で送信されます

• IPv6ルータアドバタイズメントメッセージ：ICMPパケットヘッダーのタイプフィールド
の値が 134であるルータアドバタイズメント（RA）メッセージは、定期的に IPv6デバイス
の設定された各インターフェイスに送信されます。

• IPv6ネイバーリダイレクトメッセージ：ICMPパケットヘッダーのタイプフィールドの値
137は、IPv6ネイバーリダイレクトメッセージを識別します。デバイスは、ネイバーリダ
イレクトメッセージを送信して、宛先へのパス上のより適切なファーストホップノードを

ホストに通知します

BNGでは、IPv6ネイバー探索は IPoEおよび PPPoEセッションの両方をサポートします。 IPv6ネ
イバー探索は、PPPoE加入者にプレフィックスを割り当てる際に使用するステートレスアドレス
自動設定（SLAAC）を提供します。

その他の関連資料
ここでは、PPP、PPPoE、L2TP、および DHCPの実装に関連する参考資料を示します。

RFC

タイトル標準/RFC：PPP

『The PPP Internet Protocol Control Protocol
（IPCP）』

RFC-1332

『PPP LCP Extensions』RFC-1570

『The Point-to-Point Protocol (PPP)』RFC-1661

『PPPChallengeHandshakeAuthentication Protocol
(CHAP)』

RFC-1994

タイトル標準/RFC - PPPoE

『A Method for Transmitting PPP Over Ethernet
(PPPoE)』

RFC-2516

『DSLForumVendor-Specific RADIUSAttributes』RFC-4679
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http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1332.txt
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1570.txt
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1661.txt
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1994.txt
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2516.txt
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4679.txt


タイトル標準/RFC - L2TP

『Layer two tunneling protocol "L2TP"』RFC-2661

MIB

MIB のリンク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

—

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのテクニカルサポートWebサイトでは、
製品、テクノロジー、ソリューション、技術的

なヒント、およびツールへのリンクなどの、数

千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。

Cisco.comに登録済みのユーザは、このページ
から詳細情報にアクセスできます。
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